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第第第第１１１１章章章章    計画策定計画策定計画策定計画策定のののの趣旨趣旨趣旨趣旨    

    

１１１１    計画策定計画策定計画策定計画策定のののの背景背景背景背景    

  

2008 年に米国のサブプライムローンの破綻に起因する世界経済の悪化は、時をおかずに

本県の経済、雇用にも大きく影響し、はからずも経済のグローバル化

1

が大きく進展して

いるということを我々に実感させるものとなりました。 

 

この経済のグローバル化に限らず、世界の状況をみると、地球温暖化は世界共通の克服

すべき課題として認知され、日本政府も 2020 年までのＣＯ
２

の削減目標を 1990 年度対比

で２５％減としており、秋田県という日本の一地方であっても、世界各国と協調した取組

が求められる状況にあります。 

インターネットを介した情報のやり取りは日常生活上欠かせないものとなり、ブロード

バンドサービスのための高速情報ネットワークはほぼ県内全域に整備されており、誰でも

どこでも世界の情報を入手できる環境は整いつつあると言えるでしょう。 

 中国を中心とする東アジア地域の興隆は、世界経済を牽引し、日本経済も大きく東アジ

ア地域に依存する構造となりつつあります。企業の多くは、日本国内市場以上に東アジア

を中心とした世界市場を念頭に置かなければならないという状況となっています。 

人、モノ、情報、金がダイナミックに動く世界のグローバル化は現実のものになり、本

県も否応なしにその大きな流れの中に置かれています。 

 

こういった状況に対応するためには、県民、企業といった各主体の意識、生活や行動、

地域や行政の制度など、国際化を意識したものに変化させていく必要があります。 

 

国際化の推進は、グローバル化社会に乗り遅れないためという側面だけではなく、人口

減少、少子高齢化で地域活力が減退しつつある本県にとって、「元気を創造する」最も有

効な手段の一つとなるとも考えられます。ＢＲＩＣｓ

2

や中東、東南アジアなど新興国の

活力と本県を結びつけることができれば、本県の潜在的な力を大きく引き出すことができ

ると考えます。 

 

今まさに国際化を進めるべき機運が到来しており、国際化施策を総合的、戦略的に進め

                                                   
1  グローバル化と国際化…国際化が国の枠組みを前提として、国家間の交流が進むことを指しているのに対し、グロー
バル化は国家の枠組みと国家間の壁を取り払い、モノ、金、人、技術などの資源が自由に移動するなど、地球全体が一

つの基準で動いていく、その標準化を指している。本計画においては、本県と海外の地域との国を超えた地域間の交流

を進めていくという観点から、施策は「グローバル化」というよりも「国際化」を志向したものとなるが、その際に世

界標準としての「グローバル化」を念頭に置いて進めていく必要がある。 
 
2 BRICｓ…ブラジル(Brazil)、ロシア（Russia）、インド（India）、中国（China）の 4カ国の総称。面積で世界全体
の約 30%、人口は約 45％を占め、近年の経済成長率も著しく、今後、世界経済に与える影響が大きい新興国である。 
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ていくことが求められています。 

    

２２２２    計画計画計画計画のののの性格性格性格性格    

    

この計画は、県政全体の運営指針である「ふるさと秋田元気創造プラン」を国際化と

いう観点から補完するものであり、本県の国際化施策を総合的に推進するための基本方

針を示すものです。 

                             

３３３３    計画計画計画計画のののの期間期間期間期間    

 

この計画は平成２３年度から２５年度の３ヶ年を計画期間とします。 
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第第第第２２２２章章章章    秋田県秋田県秋田県秋田県のののの国際化国際化国際化国際化のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

 

１１１１    これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組をををを振振振振りりりり返返返返ってってってって    

  

この戦略の前の国際化の基本計画である「あきた国際化推進プラン」は平成 17 年度

から 21 年度までの５年間を計画期間とし、「“あきたの国際化新時代”に向けた国際教

養大学などによる人材育成と国際理解の推進」、「友好交流国などとの分野別交流の推進

と草の根交流の促進」という２つの重点方針を定め、この重点方針のもと５つの具体的

な方針により取組を進めました。 

 

  １ 国際的人材の育成と研究開発の促進 

  ２ 国際感覚のかん養と地域の特色を活かした国際協力の推進 

  ３ 県民主体の多彩な国際交流の推進 

  ４ 県内産業の国際化・活性化の促進 

  ５ 地域における国際理解の増進と外国人が暮らしやすい環境の整備 

 

「１ 国際的人材の育成と研究開発の促進」という点では、計画期間内に国際教養大

学がはじめて卒業生を社会に送り出すなど、これまで以上に国際社会で活躍できる人材

を数多く輩出しています。また、県内高等教育機関に在学する留学生も平成 21年 10 月

時点で 324 人と大幅に増えたほか、平成 22 年８月には「第７回日米シンポジウム」が

秋田市で開催されるなど特色ある国際会議の開催も増えています。 

 

「２ 国際感覚のかん養と地域の特色を活かした国際協力の推進」では、国際理解講

座の開催などにより、地域の国際交流を支える人材やボランティア団体などの育成を図

るとともに、市民レベルの草の根交流の拡大を図ったほか、友好交流国等と秋田の技

術・人材を生かした国際協力を推進しました。 

  

「３ 県民主体の多彩な国際交流の推進」では、米国ミネソタ州、韓国、中国、ロシ

アなどとの経済、学術、文化等の交流を進めました。 

この間、韓国、中国、ロシアなど環日本海沿岸諸国との交流は強化されましたが、米

国ミネソタ州、ハンガリーなど 1990 年代に友好交流を始めた歴史のある地域との交流

は継続しているものの、交流の規模が縮小傾向にあります。 

  

「４ 県内産業の国際化・活性化の促進」については、秋田を環日本海地域の物流拠

点とするべく、国際コンテナ定期航路の開設や航路の増設など利便性の向上に向けた取

組を推進してきました。 

国際コンテナ取扱貨物量が増加する傾向にあり、貿易は概ね順調に推移しているほ

か、韓国、台湾からの観光客が大幅に増加するなど、東アジア地域との交流は進展著し
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いものがあります。 

 

「５ 地域における国際理解の増進と外国人が暮らしやすい環境の整備」については、

在住外国人が暮らしやすい多文化共生1のまちづくりに向けて、生活情報誌による情報

提供や公共施設の表示看板等の外国語併記の促進などサポート体制に努めました。 

 

全般的にみると、海外渡航者数や留学生数等の指標は、依然として全国で下位にあり、

人的交流については計画期間中に十分に進展したとは言えない状況にあるほか、在住外

国人等へのアンケート調査から伺えるのは、地域の国際理解、多文化共生社会の構築に

向けての取組は、まだ県民に十分に浸透しているとは言えない状況にあり、国際教養大

学などによる地域活動を通じた国際理解の促進に向けた取組強化が必要と考えられま

す。 

一方で、平成 16 年に開学した国際教養大学を中心に県内高等教育機関と海外大学と

の大学間協定等の件数は大きく増加するなど、今後も大きな伸長が期待できます。また、

経済についても、中国、ロシア、韓国、台湾などの東アジアとの交流が大きく展開した

５年間であったと言えます。 

 

 

２２２２    国際化国際化国際化国際化のののの推移推移推移推移とととと現状現状現状現状    

    

（（（（１１１１））））    海外海外海外海外とのとのとのとの交流交流交流交流のののの経緯経緯経緯経緯    

 

 県と海外との友好交流は、昭和57年の中華人民共和国甘粛省との友好提携締結に始

まります。その後、平成２年にアメリカ合衆国ミネソタ州立大学秋田校の開校を機に

アメリカ合衆国ミネソタ州との交流が始まり、続いてハンガリー共和国、ロシア極東

地域、モンゴルなど様々な国との多方面にわたる交流へと発展し、さらに国際コンテ

ナ定期航路や秋田韓国国際定期航空路の開設に伴い韓国との交流が進むなど、環日本

海の諸国・地域との交流が進展しています。 

 

①①①①     中華人民共和国中華人民共和国中華人民共和国中華人民共和国    甘粛省甘粛省甘粛省甘粛省    

 

本県最初の友好提携先である中国甘粛省との交流は、昭和 55年７月の同省外事弁公

室副主任の本県訪問に始まり、その後の県友好視察団の訪問、県議会友好交流促進議

員団の訪問、そして友好提携調査委員会における検討を経て、昭和 57 年８月に友好

提携についての合意がなされました。 

これまで、政府間交流として５年ごとの周年事業を実施し、知事、省長が相互に相

手先を訪問しています。25 周年にあたった平成 19 年度には、甘粛省人民代表大会常

務委員会副主任をはじめとする訪問団を本県に招き、今後の友好交流の更なる発展に

                                                   

1 多文化共生･･･国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域

社会の構成員として共に生きていくこと。 
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ついて合意しました。 

シルクロードに位置する甘粛省は、貴重な歴史文物に恵まれており、本県県民の関

心も高いものがあり、これまでに本県で甘粛省文物展の開催をはじめ、両県省間の文

化財関係職員の相互派遣による共同研究・研修等を実施しています。 

 そのほか、昭和 57 年に脳血管研究センターが同省を訪問し医療技術交流を行って

以降、医療、農林業、環境、工業等の幅広い分野において技術交流を行っています。

特に昭和 61 年度から開始した海外技術研修員受入れや平成８年度から開始した協力

交流研修員の受入れなど、多数の専門家が本県において研修・共同研究を行い、同省

の産業・社会の発展と両県省の関係発展に貢献してきています。 

 両県省間では、これまでソフトボール、柔道、バスケットボール、野球、卓球の合

同トレーニング、交歓試合、指導者相互派遣を行い、本県スポーツの競技力を向上さ

せるとともに、スポーツを通じた県民の国際理解を進めてきました。 

  

②②②② 中華人民共和国中華人民共和国中華人民共和国中華人民共和国    東北東北東北東北３３３３省省省省    

    

中国東北３省とは、1990年代から吉林省、同省延辺朝鮮族自治州、遼寧省大連市と

密接な政府間交流を図ってきており、これらを土台に国際交流、特にビジネス交流の

促進や物流ルート構築に向けた取組を実施してきています。 

吉林省とは平成 10年に、延辺朝鮮族自治州とは平成 13年に経済交流に関する覚書

を締結しています。 

大連市とは、平成 11 年に県事務所を開設（平成 16 年に廃止）したほか、平成 17

年からは（社）秋田県貿易促進協会事務所2が設置され、商談会などの経済交流が行わ

れています。 

 

③③③③    米米米米国国国国ミネソタミネソタミネソタミネソタ州州州州 

   

米国ミネソタ州との交流の開始は平成元年であり、この年、知事を団長とする県友

好交流団がミネソタ州を訪問、翌年に旧雄和町（現秋田市）にミネソタ州立大学秋田

校が開校し、友好交流が開始されました。 

  ミネソタ州立大学秋田校の開校後は、21 の翼交流事業（平成４年から平成８年）な

どの青少年交流や産業・経済交流などが行われています。 

  平成 15 年８月には、知事をはじめとする交流訪問団がミネソタ州を訪問し、今後

の県州間交流について話し合いが行われ、平成 16 年度からは学術、医療、農業、商

工業など広範な分野での県州間交流が開始されています。 

 平成 16 年４月の国際教養大学の開学以降は、県内各大学と州立大学機構傘下の諸

大学とによる協定が進んでいるほか、ロチェスター市を拠点とする世界的に著名な医

療機関であるメイヨークリニックとの具体的な交流も進んでいます。平成 16 年から

は医師を招いたシンポジウムの開催や短期研修などを実施しています。 

                                                   

2 秋田県貿易促進協会は、秋田の貿易拡大に向けて、県内企業への専門的かつ効果的な貿易支援活動を行うことを目的

に、平成 16 年 5月 19 日に設立された。 
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④④④④    大韓民国大韓民国大韓民国大韓民国（（（（韓国韓国韓国韓国））））    

                                            

韓国とは、経済をはじめとした様々な交流を盛んに行っています。これまで、秋田

港と韓国釜山港を結ぶ国際コンテナ定期航路の開設（平成７年 11月）、秋田韓国国際

定期航空路の開設（平成 13 年 10 月）、北東北３県・北海道合同ソウル事務所の開設

（平成 14年）、秋田・韓国交流促進チームの設置（平成 15 年度から平成 17 年度）な

ど、ソウル便の利活用促進と韓国との各種交流を総合的に推進するための交流環境を

整備してきました。 

県庁内に国際交流員を配置し、各課の事業や（財）秋田県国際交流協会等の事業を

支援しているほか、本県と韓国との青少年・文化交流等を促進するため、秋田県訪問

団の派遣や韓国訪日団の招聘など交流事業を多数実施してきました。 

 また、平成 16 年 10 月に開催された地域国際化会議で韓国大使館から提案があった

ことを契機に、平成 18 年からソウル市や釜山市との間で中高生及び教員の相互交流

を実施しています。 

   

⑤⑤⑤⑤    ロシアロシアロシアロシア極東地域極東地域極東地域極東地域    

 

秋田県民とロシアとの交流は古く、昭和 47 年の「訪ソ青年の船3」による青少年交

流まで遡ることができますが、実質的には、平成４年の秋田市とウラジオストク市の

友好都市提携が始まりと言えます。 

県は、沿海地方及びハバロフスク地方両行政府との間で平成５年に交流趣意書を、

そして平成 12 年に合意書を取り交わし、平成５年に本県知事を団長とする交流団が

ハバロフスク地方等を訪問したのを、平成 12 年にはハバロフスク地方知事を代表と

する交流団を受け入れるなど、相互訪問が行われています。    

ロシアとは林業、木材産業、鉱業など本県が得意とする分野において、技術者の受

入れ、派遣や、研究機関・関連企業への視察受入・訪問など、技術協力に向けた交流

が行われています。特に鉱業分野では、平成６年から平成18年までロシア極東地域内

（沿海地方、ハバロフスク地方）の鉱業関係企業の招聘及び県内鉱業企業関係者のロ

シア極東訪問を通じて、技術集積（鉱場排水処理、ウエイストレス生産等）を紹介す

るとともに、精鉱のユーザーとしての技術的要求について供給者側であるロシア極東

地域内選鉱企業などと意見交換が継続的に行われました。県と企業関係者とが共にハ

バロフスクやウラジオストクを訪問し、現地の企業や商工会議所の視察・意見交換や

ロシア極東沿海地方と秋田港を結ぶ定期航路設立の可能性について調査を行うなど、

秋田港を利用した貿易の活性化に取り組んでいます。 

また、平成６年からハバロフスク対外友好団体協会と(財)秋田県国際交流協会が窓

口となり、学校の夏休み期間中に公募した生徒による相互訪問を行い、訪問先でのホ

ームステイや交流会を通じて友好と国際理解を深める事業を行っています。 

                                                   
3 訪ソ青年の船とは、本県の青年・女性及び育成関係団体の指導者を旧ソ連に派遣し、同国の同世代の人々との親善・

交歓及び各種の研修を行なうことで、国際的視野を広め、国際協調の精神の涵養などを目的として実施された。昭和４

７年から５４年まで延べ人員１，７８３名が訪ソしている。 
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そして平成 22年 3月、本県と沿海地方は経済、貿易、農業、林業、学術、教育、文

化、スポーツ、観光、青少年交流分野において、協力関係の拡大を目指すこととし、

友好協定を締結しています。 

 

⑥⑥⑥⑥    ハンガリーハンガリーハンガリーハンガリー共和国共和国共和国共和国    

 

 本県とハンガリーの交流は、「研究開発協力の推進に関する覚書」締結をはじめと

する学術交流や音楽を中心とした文化交流に特長があります。 

平成４年にチャーター便による県民友好の翼が運行したことを契機に交流が始まり、

平成６年には秋田ハンガリー友好協会が設立され、民間主体による交流母体ができる

一方、自治体間においても、由利本荘市、鹿角市及び湯沢市がハンガリーの都市と友

好提携を結ぶことにより、全県広域にハンガリーとの交流が展開されています。 

 

⑦⑦⑦⑦    モンゴルモンゴルモンゴルモンゴル国国国国    

 

平成５年に、日本モンゴル友好協会により、秋田－ウランバートル間にチャーター

便「第１回友好の翼」（参加者 150 名）が就航したのを契機に、国際教養大学などの

県内高等教育機関でモンゴルからの留学生受入れが行われています。 

 

⑧⑧⑧⑧    海外海外海外海外とのとのとのとの友好友好友好友好・・・・姉妹都市提携状況姉妹都市提携状況姉妹都市提携状況姉妹都市提携状況    

 県で中華人民共和国甘粛省と友好提携を結んでいるほか、８市２町２村が 21 都市

と友好・姉妹都市提携をしています。（平成 21 年８月 31 日現在） 

 国別の提携数は、中国５、アメリカ４、ハンガリー３、韓国、ドイツ、台湾が各２、

ロシア、ノルウェー、オランダが各１となっています。 

 

       （参考）東北各県の姉妹・友好都市提携数順位 

（平成 2１年８月末現在 (財)自治体国際化協会資料参照）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 秋田県の数値にはロシア沿海地方との友好提携（平成 22 年３ 月） 

の数値は含まれていない。 

順位 県  名 提携数  （都道府県＋市区町村） 

１ 宮 城 県 ３９   （ ３ ＋ ３６ ） 

２ 山 形 県 ３４   （ ３ ＋ ３１ ） 

３ 福 島 県 ３１   （ ０ ＋ ３１ ） 

４ 青 森 県 ２９   （ ４ ＋ ２５ ） 

５ 岩 手 県 ２７   （ ０ ＋ ２７ ） 

６ 秋 田 県 ２２   （ １ ＋ ２１ ） 
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⑨⑨⑨⑨    県内県内県内県内高等学校高等学校高等学校高等学校のののの海外海外海外海外とのとのとのとの提携状況提携状況提携状況提携状況    

   

高等学校では、韓国側からの教育交流の呼びかけもあり、韓国と姉妹校締結してい

る高校が５校あります。そのほかにアメリカ、オーストラリアの高校と姉妹校締結を

結んでいる学校があります。 

 

⑩⑩⑩⑩    ホームホームホームホームビジットビジットビジットビジットのののの受入受入受入受入        

 

草の根レベルの国際交流を促進することを目的として、県内の高等教育機関に属す

る留学生や高校生の交換留学生等をホームビジット等により受け入れるホストファ

ミリーを支援する事業を行っています。 

  

  ＜これまでの実績＞ 

 平成 

1９年 

平成20年 平成21年 平成22年 

春 秋 春 秋 春 秋 

応募 ホストファミリー数 （単位：家族） 81 23 37 28 53 47 41 

応募 留学生数       （単位：  人） 74 30 60 69 65 64 108 

マッチング数            （単位：家族） 69 23 35 28 50 47 41 

    

 

⑪⑪⑪⑪    外国青年外国青年外国青年外国青年のののの招致招致招致招致        

 

地域における外国語教育の充実や地域の国際交流の推進を目的とし、「語学指導等を

行う外国青年招致事業」により、県内に多くの外国青年を招致しています。地域や学

校現場でＪＥＴプログラム4が外国語教育や国際理解に果たしてきた役割は大きく、地

域の国際化において欠くことのできない貴重な人材となっています。 

昭和62年に初めて招致してから、現状では、毎年約100人（平成22年度現在で累計

1,798人）の外国青年が、このプログラムにより本県で外国語教育等に携わっていま

す。 

                                                   
4 「語学指導等を行う外国青年招致事業（ＪＥＴプログラム：The Japan Exchange and Teaching Programme）」とは、

地方における外国語教育の充実と地域レベルの国際交流の進展を図ることを目的に、総務省、文部科学省、外務省及び

（財）自治体国際化協会（CLAIR）の協力の下、地方公共団体（都道府県、政令指定都市及び市町村）が外国青年を招致

する事業である。国際課は秋田県の取りまとめ団体として、事業主体である市町村及び県庁内他部局と総務省・CLAIR

との連絡調整等の事務処理を行っている。 
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(2)(2)(2)(2)    在住外国人在住外国人在住外国人在住外国人のののの状況状況状況状況    

 

平成 21 年 12 月末現在の県内の外国人登録5者数（法務省発表）は、4,337 人です。外

国人登録者数は、近年増加傾向にありましたが、平成 17 年から減少傾向となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国籍別では、中国（構成比 52.6%）、韓国・朝鮮（同 17.8％）、フィリピン（同 14.3％）

米国（同 4.2％）、ベトナム（同 1.6%）の順（「その他」が 9.5%）になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、理由別（在留資格6別）では、永住者7（構成比 24.8%）、特定活動8（同 21.7%）、 

研修9（同 11.6%）、日本人の配偶者等10（同 10.0%）、特別永住者11（同 11.7%）、その他

                                                   
5 外国人登録…日本に在留する外国人の居住関係・身分関係を明らかにするもので、日本人の戸籍や住民票に相当する

もの。外国人は、日本に上陸した日から９０日以内に居住地の市町村長に登録を申請する必要がある。 
6
 在留資格…日本で行うことができる活動や地位や身分などに基づいて定めた資格で、現在２７種類ある。 

7
 永住者…法務大臣に対して永住許可申請をし、永住の許可を受けている者。 

8
 特定活動…法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動（外交官などの家事使用人、ワーキングホリデー、ア

マチュアスポーツ選手、技能実習生のこと） 
9
 研修…公私の機関により、受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動。 

10 日本人の配偶者等…日本人の配偶者、日本人の子として出生した者及び日本人の特別養子。 
11 特別永住者…平和条約国籍離脱者又はその子孫 

参考：東北各県の外国人登録者の 

人口比 

1 位  宮城県 0.70% 

2 位  福島県 0.60% 

3 位  山形県 0.59% 

4 位  岩手県 0.47% 

5 位  秋田県 0.40% 

6 位  青森県 0.35% 

※資料：法務省在留外国人統計 

※資料：法務省在留外国人統計 
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（同 20.2%）となっています。 

近年の「日本人の配偶者等」が減少傾向である背景には、結婚数年後に在留資格を

「永住者」に切り替えていることも影響していると考えられます。 

 

 

過去５年間の在留資格別数の推移 

                 （単位：人） 

  H17 H18 H19 H20 H21 

永住者 887 935 970 1,042 1,076 

特定活動 1,112 1,045 823 844 940 

研修 408 439 694 616 502 

日本人の配偶者 644 622 565 464 433 

特別永住者 564 545 534 519 509 

その他 1,015 917 890 920 877 

※資料：法務省在留外国人統計 

 

 

（（（（３３３３））））    国際協力国際協力国際協力国際協力のののの状況状況状況状況    

 

①①①①    海外技術研修員海外技術研修員海外技術研修員海外技術研修員のののの受入受入受入受入れれれれ    

  海外技術研修員の受入れは、開発途上国や県との友好交流地域から研修員等を受入れ、

県機関、民間団体、大学等において研修を行い、必要な技術、知識を習得し、これらの

国々の社会経済発展に寄与するとともに、県民との交流を通じて、県民と地域の国際理

解の促進に貢献することを目的としており、これまでに海外技術研修員として 249 名、

県費留学生として 50 名を受入れています。 

 

②②②②    海外海外海外海外ボランティアボランティアボランティアボランティア等等等等のののの派遣派遣派遣派遣についてについてについてについて    

独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）12が実施する海外ボランティア派遣制度であ

る青年海外協力隊には、本県からの参加者が338名(H22.5.31現在)に達するなど、多く

の県民が様々な形で海外協力活動を行っています。 

 

（（（（４４４４））））    県内高等教育機関県内高等教育機関県内高等教育機関県内高等教育機関とととと海外海外海外海外とのとのとのとの交流状況交流状況交流状況交流状況    

    

 県内高等教育機関と海外大学との交流は、昭和 63 年に秋田大学と中国の黒竜江大学

                                                   
12 1974（昭 49）年 8月、国際協力事業団法に基づき外務省管轄の特殊法人として国際協力事業団（通称 JICA, Japan 

International Cooperation Agency）が設立され､政府開発援助(ＯＤＡ）のうち、技術協力及び無償資金協力を実施し

てきた｡ 2003（平成 15）年 10 月「独立行政法人国際協力機構」（緒方貞子 理事長）となり、2008（平成 20）年 10 月

からは、国際協力銀行の海外経済協力業務を承継した。 

0
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             （単位：人） 

  H17 H18 H19 H20 H21 

国費 17 19 16 18 21 

政府 21 26 29 30 35 

私費 117 160 181 230 268 

県費 1 1 0 0 0 

合計 156 206 226 278 324 

 

が大学間協定を提携したのをはじめとし、これまで順調に大学間協定の提携数が増加し

ています。特に国際教養大学が開学した平成 16 年度以降、大幅な増加を見せています。 

これにともない県の大学等への留学生は、平成 16年以降、年々増加しており、平成 2

1 年 10 月現在で過去最高の 324 人となっています。 

 

過去５年間の留学生数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（５５５５））））    経済交流経済交流経済交流経済交流のののの状況状況状況状況    

    

①①①①    貿易貿易貿易貿易・・・・交通交通交通交通のののの国際化国際化国際化国際化のののの状況状況状況状況    
    

本県では、平成７年に、秋田港－韓国釜山港との間で初の国際コンテナ定期航路が

開設されました。平成 10 年には、本県を日本海対岸諸国との交流の拠点とするため

の取組として「秋田県環日本海交流拠点構想」を策定し、その構想実現のため、平成

11 年に官民一体の団体である秋田県環日本海交流推進協議会13を設立しています。 

県内企業による海外諸国との貿易額は順調に増加しており、平成 18 年にはコンテナ

本数ベースで３万ＴＥＵ14を突破しましたが、平成 21 年の取扱量は輸入減少にともな

い 26,587ＴＥＵとなっています。 

                                                   

13 環日本海交流拠点構想で示された方向性に基づいて、経済交流をはじめとした様々な交流を民間団体や行政などがそ

れぞれの役割を担いながら推進していくために、平成１１年５月官民が一体となった協議会を設立 

14 Twenty feet Equivalent Unit 20 フィートコンテナを１ＴＥＵ，４０フィートコンテナを２ＴＥＵとして表示する

方法。コンテナ取扱貨物量を計算する場合に用いる。 
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秋田港コンテナ数の推移（単位：コンテナ本数（ＴＥＵ））
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②②②②        観光観光観光観光のののの国際化国際化国際化国際化のののの状況状況状況状況    

本県の観光の国際化は、韓国との航空定期便が就航した平成 13 年度から大きく進展

したと言えますが、特に外国人の宿泊者数は、台湾とのチャーター便を就航させた平

成 16年度以降増加しており、平成 21 年は 44,502 人となっています。このうちアジ

ア圏からの来県者が約 85％と大半を占めており、中でも韓国・台湾からの来県者が約

67％となっています。 

 

    秋田韓国国際定期航空路利用実績（暦年）＜秋田空港＞ 

(搭乗人数：人)    

（搭乗率：％) 
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 秋田空港の国際チャーター便の実績 

                              （単位：回） 

到 着 地 S56～H16 H17 H18 H19 H20 H21 合計 

韓国 241 - - 2 - - 243 

中国 63 4 1 1 2 - 71 

台湾 36 45 43 10 16 15 165 

香港 79 - - - - - 79 

シンガポール 25 - - - - - 25 

ハワイ 47 1 - - - - 48 

ｸﾞｱﾑ・ｻｲﾊﾟﾝ 47 - 2 2 - - 51 

その他 52 5 1 3 - 2 63 

合計 580 55 47 18 18 17 745 

 

 

県内外国人宿泊者数 

 

年度 Ｈ１7 Ｈ１8 Ｈ１9 Ｈ20 Ｈ２1 

宿泊数（人） 23,264 33,418 41,164 42,921 44,502 
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３３３３    本県本県本県本県のののの強強強強みとみとみとみと課題課題課題課題    

 

（（（（１１１１））））本県本県本県本県のののの強強強強みみみみ    

    

①①①① 美美美美しいしいしいしい自然自然自然自然とととと引引引引きききき継継継継がれてきたがれてきたがれてきたがれてきた伝統伝統伝統伝統、、、、文化文化文化文化    

    

「美の国あきた」を標榜する本県は、美しい自然に恵まれています。秋田には、世

界自然遺産の白神山地に代表されるように、豊かな森林で形成された手つかずの自然

が多く残されています。豊かな森林は名水を生み出し、多様な動植物を育むなど魅力

にあふれています。四季のはっきりとした気候であることから、秋田は年中違った表

情を見せます。 

 

秋田には、これまであまり観光客に知られていない地域も多く存在し、自然を維持

しながら観光客が滞在できるような施設やルートの整備を進めれば、国内はもとより

海外からの観光客を呼び込めると思われます。 

 

また、水と緑が豊かな自然に加え、大都会にはない、ゆったりとした居住性や、集

落が田畑や森の中に点在するような秋田の住環境は、欧米人にとっては、理想的なも

のと言えるでしょう。こういった秋田が持つ自然や環境は、秋田県民が思う以上に、

多くの人を惹きつける魅力があります。 

 

加えて秋田には、自然や生活の中から生まれた数多くの伝統行事や祭り、食文化、

伝統工芸品などがあります。 

 

人々を育み慈しんでくれる豊かな自然への感謝や、日々の生活の中の喜びや悲しみ

など様々な感情から生まれたこういった伝統行事や祭りは、「秋田らしさ」を象徴す

るものであり、私たちのアイデンティティと言えるものです。国際化社会において一

番重要なことは、国でも個人でも「自分自身がなにものであるのか」というアイデン

ティティを自信をもって相手に伝えられることだと言われています。先代から授かっ

てきたものを丹念に引き継ぎ磨き上げてきたこういった伝統文化は、グローバル化社

会においてますます輝きを増すと考えられます。 

 

②②②②    地理的地理的地理的地理的なななな優位性優位性優位性優位性とととと産業産業産業産業のののの特長特長特長特長    

 

海外との貿易という観点で本県をみた場合、秋田は環日本海地域の物流拠点化を図

るなど環日本海地域の要衝であり、対岸諸国との交流や貿易における地理的優位性が

あります。 

 

本県は、電子部品・デバイス産業のウエイトが高く、由利本荘地域を中心に集積が

みられ、海外への輸出製品も多く製造しています。 
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また、豊かな自然環境や恵まれた資源を背景として、太陽光、風力、小水力、地熱

など地球に優しいエネルギー源や、食料供給と競合しないバイオエタノールの原料と

なる稲わらや秋田杉残材などが県内には豊富に存在することから、今後、新エネルギ

ー産業は東アジア市場も取り込んで大きく成長する可能性があります。 

 

かつて鉱山県であった本県は、県北部の企業を中心にかつての鉱山技術を活かした

レアメタルの回収技術を有しており、本県が東アジア地域の環境・リサイクル産業の

拠点となりうる可能性を秘めています。 

 

さらに、米をはじめ、豊富な農林水産物により、食料自給率は全国第２位となるな

ど、豊かな「食」資源に恵まれており、今後、海外の富裕層を中心に輸出の可能性が

広がると考えられます。 

 

③③③③ これまでのこれまでのこれまでのこれまでの国際交流国際交流国際交流国際交流、、、、国際協力国際協力国際協力国際協力のののの蓄積蓄積蓄積蓄積    

 

秋田には、中国甘粛省、中国東北３省、韓国、ロシア、アメリカ合衆国ミネソタ

州、ハンガリー共和国、ロシア極東地域、モンゴルなど様々な国との多方面にわたる

交流の積み重ねがあり、多くの交流のなかで有形無形の財産が生まれています。県内

の国際化をリードすることが期待される国際教養大学も米国ミネソタ州との交流が

基となり誕生しました。 

 

これまでに秋田県内に迎えたＪＥＴプログラムによる外国人青年は延べ 1,699 人、

海外技術研修員は 249 人、その他県費留学生等は 77 人にのぼっています。また、Ｊ

ＩＣＡのプログラムにより海外で国際協力に携わった県民は 338 人となっています。 

 

国際交流・国際協力に携わった県民や外国人は、海外においては、秋田の応援団と

して、県内においては国際化のリーダーとしての活躍が期待されます。 

 

また、秋田大学や国際教養大学など県内高等教育機関の海外の提携校先は 30 カ国

（地域を含む）を超えており、ここ５年の間に県民の海外への窓口が大きく開いたよ

うに思われます。 

 

こういった、これまでの取組の積み重ねが、秋田県の大きな財産であり、今後どの

ように活かしていくのかが、本県の国際化を進める鍵となります。 

    

（（（（２２２２））））    本県本県本県本県のののの国際化国際化国際化国際化のののの課課課課題題題題    

 

①①①① 外国人外国人外国人外国人にににに対対対対するするするする「「「「心心心心のののの垣根垣根垣根垣根」」」」    

 

県民意識調査の結果や国際理解講座への参加者数等をみると、国際化に関心を持つ

県民の割合は高いと思われますが、多くの県民にとっては、海外へ出かけること、外

国人と交流することは、まだ大きな壁となっているように見受けられます。 

 

 一つには言葉が通じないことによるコミュニケーションへの不安があるようです

が、実際に交流に携わっている人のなかにも外国語を話せない人がいるという点を考

えると、これまで交流の機会がなかったという単純なことが外国人に対するバリアに

なっているように思われます。また、地域の慣行への順応を外国人に求める意識も、



 

 

 

第２章 秋田県の国際化の現状と課題 

 16

まだまだ多いように見られることから、異なる考えや習慣を受け入れる姿勢を身につ

けることも一つの課題と考えられます。 

従って、まずは外国人との交流の機会を増やし、こういった県民の「心の垣根」を

取り除いていくことが必要と考えます。 

 

②②②② 求求求求められるめられるめられるめられる外国人相談体制機能外国人相談体制機能外国人相談体制機能外国人相談体制機能のののの充実充実充実充実    

    
県内では、（財）秋田県国際交流協会が外国人相談の窓口を設置しているほか、日本

語教室を中心としたボランティアの方々により相談サービスが提供されている状況

にあります。 

こうした相談機能の存在は、必ずしも多くの外国人に知られていないほか、相談体

制もボランティアの方々に大きく依存しており、十分な相談体制が確立しているとは

言えない状況にあります。 

在住外国人が安心して県内で生活できるように、総合的な外国人相談窓口を設けボ

ランティアの方々との連携体制を構築するなど、外国人相談機能を充実させる必要が

あります。 

    

③③③③ 国際交流国際交流国際交流国際交流のののの担担担担いいいい手手手手のののの不足不足不足不足    

    
海外との国際交流という点では、国際教養大学が開学したこともあり、特に学術交

流は大きな進展がありましたが、それが、文化や生活の交流といったところまで波及

したとは言えない状況にあります。 

 

これは、国際交流の担い手になる民間団体がまだまだ不足しているということに加

え、各自治体も含め交流を担っていくリーダー的な存在が不足していることも大きな

要因と考えられます。 

 

④④④④    まだまだまだまだまだまだまだまだ不十分不十分不十分不十分なななな貿易振興貿易振興貿易振興貿易振興のバックアップのバックアップのバックアップのバックアップ体制体制体制体制    
 

県内産品には、海外に売り込めると思われるものが多くありますが、外国語での交

渉や海外での販売方法のノウハウがわからないために輸出事業に踏み切れない県内

中小企業は多いと思われます。 

 

このため、こうした技術力のある企業、良質な製品を作っている生産者の輸出等を

バックアップする体制を強化する必要があります。 

 

⑤⑤⑤⑤ 必要必要必要必要とされるとされるとされるとされる国際化国際化国際化国際化のののの拠点機能拠点機能拠点機能拠点機能のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化    
 

国際化を担う人材育成や海外とのネットワーク形成や経済交流を盛んにするため、

研究・リサーチ機能の整備・充実をどのように図っていくのかという点も重要な課題

です。 

 

今後、秋田の国際化を大きく進展させるためには、個人個人の努力に加えて、国際

化を組織的に推進する手法を確立する必要があります。そのためには、人材育成や研

究機能を備えた国際化の拠点機能を整備・充実していく必要があります。 
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第第第第３３３３章章章章    2020202020202020 年年年年のののの秋田秋田秋田秋田のののの目指目指目指目指すすすす姿姿姿姿
    

    

 「2020 年の秋田の目指す姿」は、秋田の 2020 年時点における国際化の状況を示すもので

す。この目指す姿に向けて、４つの戦略を掲げ、この３年間の取組を推進します。 

 目指す姿の視点として「グローバル化社会に輝く秋田」、「在住外国人と県民の協働パワ

ーで地域が輝く秋田」という２つを掲げました。 

「グローバル化社会に輝く秋田」は、グローバル化社会において、経済交流や学術・文

化の交流等が盛んになり、秋田県民が海外で活躍するなど秋田が外に向かって拓いていく

姿をイメージしたものです。 

「在住外国人と県民の協働パワーで地域が輝く秋田」は、県民の国際理解が進み、秋田

を選択してやってきた在住外国人と県民が協働で秋田を変えていく県民の意識や地域の変

化という秋田の内面の変化をイメージしました。 

    

１１１１    グローバルグローバルグローバルグローバル化化化化社会社会社会社会にににに輝輝輝輝くくくく秋田秋田秋田秋田    

  

①①①① 秋田県民秋田県民秋田県民秋田県民がががが世界世界世界世界をををを舞台舞台舞台舞台にににに活躍活躍活躍活躍！！！！    

 

国際教養大学など県内高等教育機関の卒業生が、語学力や技術力を活かし海外で活

躍しています。秋田をふるさとと思うこの卒業生たちによる在外秋田県民のネットワ

ークで秋田の情報が世界中で広く知られるようになっています。 

秋田の文化、伝統芸能やスポーツ関係者が海外での行事に参加し、秋田の文化等を

活発に紹介しています。 

また、学術、経済交流も盛んになり、多くの県民が東アジア地域をはじめ、世界中

で活動しています。 

 

②②②② 国際交流国際交流国際交流国際交流がががが盛盛盛盛んになりんになりんになりんになり、、、、交流人口交流人口交流人口交流人口がががが大幅増加大幅増加大幅増加大幅増加！！！！    

    

海外の地域住民と県民との草の根交流が盛んになり、多くの外国人が県内を訪れる

ようになっています。 

また、海外からの観光客数はこの 10 年で大幅に増加し、県内の大型観光地は外国

人観光客で賑わい、国際的にも認知度が高まっています。 

特に中国、ロシア、韓国など環日本海地域とは、観光、ビジネスでの人の往来が増

大し、国境を意識しないほど交流が進むようになっています。 

    

③③③③ ワールドワイドワールドワイドワールドワイドワールドワイドにににに展開展開展開展開されるされるされるされるグローバルビジネスグローバルビジネスグローバルビジネスグローバルビジネスがががが進展進展進展進展！！！！    

    

新産業として大きく成長した新エネルギー産業、輸送機産業、環境・リサイクル産

業やさらに強みを増した電子・デバイス産業などの工業製品が、東アジアを中心とす

る世界市場に出荷され、秋田の貿易額は大きく伸びています。 
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また、米、りんご、メロン等食味の良い県産品は海外の富裕層に人気があり、輸出

量が毎年ハイペースで伸びてきています。 

インターネットによる取引を仲介する「電商あきた市場」での日本酒、伝統工芸品、

加工食品等の取引額は、海外からの注文で大きく伸びて活気を呈しています。 

    

２２２２    在住外国人在住外国人在住外国人在住外国人とととと県民県民県民県民のののの協働協働協働協働パワーパワーパワーパワーでででで地域地域地域地域がががが輝輝輝輝くくくく秋田秋田秋田秋田    

        

①①①① 外国人外国人外国人外国人がががが地域地域地域地域にににに自然自然自然自然にににに溶溶溶溶けけけけ込込込込むむむむ多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生のののの街街街街！！！！    

    

秋田の自然や文化に惹かれた外国人の若者が県内の各地で多く見られるようにな

っています。「秋田の人と結婚するため」、「自然と共に生きるナチュラルな暮らしを

求めるため」、「大学での研究のフィールドワークのため」と、彼らの目的は様々です

が、県内各地域に溶け込むように、周りの住民と調和しながら暮らしています。  

こうした在住外国人と県民は、お互いに刺激を受けながら、新しい生活スタイルや

文化を生み出すようになっています。 

街には秋田の文化と西洋、東洋のエスニックな文化を折衷した雰囲気の飲食店や雑

貨店が目立つようになり、若者を惹きつける魅力ある地域になっています。 

    

②②②② 外国人外国人外国人外国人パワーパワーパワーパワーでででで地域地域地域地域のののの元気倍増元気倍増元気倍増元気倍増！！！！    

    

県内に在住する外国人が地域活性化のリーダー的存在として活躍するようになっ

ています。秋田の良さを外部の視点で見つめる彼らの力で、秋田の魅力が再発見され、

海外に販売できるような加工食品や、観光スポットが多く生まれるようになっていま

す。地域づくりの企画や観光ルートの開発、伝統工芸品のリニューアルと地域の活力

創造の担い手として欠くことのできない存在になっています。 

在住外国人が自治会活動等にも参加するようになり、活気を失いつつあった地域の

行事や祭りが、外国人のパワーで新しい形で活性化しています。 

    

③③③③ 国際交流国際交流国際交流国際交流、、、、国際協力国際協力国際協力国際協力にににに積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ「「「「グローカルグローカルグローカルグローカルあきたあきたあきたあきた県民県民県民県民」！」！」！」！    

    

この 10 年で、県民の意識が大きく変わりました。秋田県民は異種なものを許容し、

多様性を尊重する意識が前にも増して強い県民となっています。しかしながら、それ

は、これまでの生活を大きく変えて無理に国際的なスタイルを導入したということで

はありません。むしろこれまで以上に秋田の伝統や文化を大事にし、郷土に誇りをも

って暮らしています。その上で、言葉の壁を乗り越えて、自信をもって外国人ともコ

ミュニケーションをとり、どんどん外に出て交流するようになっています。 

県内各地で自主的に国際交流、国際協力に取り組む個人・団体が増加しています。 

ローカルなものを大事にしながらグローバルなスタイルで行動できる「グローカル

あきた県民」が数多く登場しています。            



 
 
 

第４章 基本目標と戦略 

 19 

第第第第 4444 章章章章    基本目標基本目標基本目標基本目標とととと戦略戦略戦略戦略    

        

        この計画では、本県の国際化の現状から強みと課題を踏まえ、2020 年の目指す姿を見据

え、次の３つの基本目標を設定し、これに向けて４つの戦略を展開します。 

    

計画計画計画計画のののの基本目標基本目標基本目標基本目標    

    

    

    

    

    

    

          

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      

 

 

 

 

 

 

    

    

基本目標基本目標基本目標基本目標１１１１    

県県県県民民民民のののの国際理解国際理解国際理解国際理解をををを促進促進促進促進することですることですることですることで、、、、多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生のまちづくりをのまちづくりをのまちづくりをのまちづくりを推進推進推進推進しますしますしますします。。。。    

基本目標基本目標基本目標基本目標２２２２    

東東東東アジアアジアアジアアジア交流新時代交流新時代交流新時代交流新時代をををを見据見据見据見据ええええ、、、、各分野各分野各分野各分野にわたるにわたるにわたるにわたる特色特色特色特色あるあるあるある交流交流交流交流をををを進進進進めまめまめまめますすすす。。。。    

基本目標基本目標基本目標基本目標３３３３    

ワールドワイドワールドワイドワールドワイドワールドワイドにににに展開展開展開展開するするするするグローバルビジネスグローバルビジネスグローバルビジネスグローバルビジネスのののの拡大拡大拡大拡大によりによりによりにより地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化をををを    

図図図図りますりますりますります。。。。    

基本目標に基づき 
４つの戦略を展開 

 
戦略戦略戦略戦略のののの方向性方向性方向性方向性    

１ 秋田県民としての共生の意識づくり 

２ 在住外国人も暮らしやすい地域づくり 

３ 誰もが参加できる地域づくり 

４ 留学生の受入れ拡大と地域交流の展開 

戦略戦略戦略戦略のののの方向性方向性方向性方向性    

１ 重点地域との交流拡大と友好交流等締結地域と 

 の交流の充実・強化 

２ 秋田の特色を活かした様々な分野での交流促進 

３ 県民主体の国際協力の推進 

４ 海外サポーターネットの形成 

戦略戦略戦略戦略のののの方向性方向性方向性方向性    

１ グローバルビジネス展開のサポート体制の充実 

２ ビジネス情報の受発信機能の強化 

３ 他県とも連携した国際観光の推進 

４ シーアンドレール構想の推進などによる海路・航路 

 等の交流基盤の整備 

戦略戦略戦略戦略のののの方向性方向性方向性方向性    

１ 国際化社会をリードする人材の育成 

２ 次代を担う国際化人材の育成 

３ 国際化推進拠点機能の充実・強化 

戦略戦略戦略戦略１１１１    国際理解国際理解国際理解国際理解のののの推進推進推進推進とととと多文化多文化多文化多文化    

共生社会共生社会共生社会共生社会のののの構築構築構築構築    

戦略戦略戦略戦略２２２２    重点地域重点地域重点地域重点地域ををををターゲットターゲットターゲットターゲットにしにしにしにし

たたたた多様多様多様多様なななな国際交流国際交流国際交流国際交流のののの推進推進推進推進    

戦略戦略戦略戦略３３３３    グローバルビジネスグローバルビジネスグローバルビジネスグローバルビジネスのののの展開展開展開展開

等等等等によるによるによるによる経済経済経済経済のののの活性化活性化活性化活性化    
戦略戦略戦略戦略４４４４    国際交流国際交流国際交流国際交流をををを支支支支えるえるえるえる基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備    
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（（（（県民意識県民意識県民意識県民意識をををを少少少少ししししチェンジチェンジチェンジチェンジ！）！）！）！）    

 

 秋田は、豊かな自然や伝統文化を有しており、それは県民一人ひとりのアイデンティテ

ィにつながっていると考えます。国際化を進めるうえで、一人ひとりの県民が秋田の良さ

を再確認し、秋田に誇りと自信をもち、そのうえで異文化を理解し受け入れていこうと、

意識を少し変えていけるように、県民の国際理解を促進します。 

 また、外国人が県内を訪れやすい、暮らしやすいまちづくりを目指します。 

    

    

    

    

（（（（東東東東アジアアジアアジアアジア地域地域地域地域のののの活力活力活力活力（（（（エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー））））とととと多様性多様性多様性多様性をををを県内県内県内県内にににに取取取取りりりり込込込込むむむむ！）！）！）！）    

        

現在、東アジア地域は世界経済を牽引する地域となっており、世界中の人やモノ、金が

ダイナミックに環流している状況にあります。今後、東アジア地域内の交流も、ますます

盛んになっていくのは必至です。 

  東アジア地域新交流時代の到来に向けて、同地域との交流が深く長く続くように、経済

交流をはじめとし、学術、文化・芸術、スポーツ、教育など裾野の広い取組を進めます。 

    

    

    

    

    

（（（（海外市場海外市場海外市場海外市場をををを目指目指目指目指すすすす企業企業企業企業やややや生産者生産者生産者生産者のやるのやるのやるのやる気気気気をををを喚起喚起喚起喚起！）！）！）！）    

        

  今後、国内市場は縮小の方向に向かうと予測されますが、世界にはＢＲＩＣｓや中東、

東南アジアなど、今後も高い経済成長を維持し続けると予測される地域があります。これ

までの国内での取引中心から、海外との取引へと拡大していけるように、コンサルティン

グ機能やサポート機能を充実させます。 

東アジア地域を中心とする世界とのビジネスを拡大し、県内の各地域の活性化につなげ

ます。 

    

    

    

    

    

基本目標基本目標基本目標基本目標２２２２    

東東東東アジアアジアアジアアジア交流新時代交流新時代交流新時代交流新時代をををを見据見据見据見据ええええ、、、、各分野各分野各分野各分野にわたるにわたるにわたるにわたる特色特色特色特色あるあるあるある交流交流交流交流をををを進進進進めますめますめますめます。。。。    

基本目標基本目標基本目標基本目標３３３３    

ワールドワイドワールドワイドワールドワイドワールドワイドにににに展開展開展開展開するするするするグローバルビジネスグローバルビジネスグローバルビジネスグローバルビジネスのののの拡大拡大拡大拡大によりによりによりにより地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化をををを

図図図図りますりますりますります。。。。    

基本目標基本目標基本目標基本目標１１１１ 
県民県民県民県民のののの国際理解国際理解国際理解国際理解をををを促進促進促進促進することですることですることですることで、、、、多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生のまちづくりをのまちづくりをのまちづくりをのまちづくりを推進推進推進推進しますしますしますします。。。。    
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        国際理解国際理解国際理解国際理解のののの推進推進推進推進とととと    

多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生社会社会社会社会のののの構築構築構築構築    

    

（（（（戦略戦略戦略戦略のののの視点視点視点視点））））    

○ 県民県民県民県民のののの国際理解国際理解国際理解国際理解・・・・国際交流国際交流国際交流国際交流のののの機会機会機会機会をををを増増増増やすやすやすやす    

○ 外国人外国人外国人外国人がががが暮暮暮暮らしやすいらしやすいらしやすいらしやすい、、、、訪訪訪訪れやすいまちづくりをれやすいまちづくりをれやすいまちづくりをれやすいまちづくりを進進進進めるめるめるめる 

○ 外国人外国人外国人外国人のののの外部外部外部外部のののの視点視点視点視点をををを地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化にににに活活活活かすかすかすかす 

    

（（（（戦略戦略戦略戦略のののの方向性方向性方向性方向性１１１１））））    

秋田県民秋田県民秋田県民秋田県民としてのとしてのとしてのとしての共生共生共生共生のののの意識意識意識意識づくりづくりづくりづくり    

 

県民意識調査によると、多くの県民が、外国人とふれあう機会が少ないと回答してい

ます。県民が外国人とふれあう機会を充実し、国籍や民族の違いを超えて、在住外国人

も含めすべての県民が互いの文化的背景や考え方などについて相互に理解を深めるこ

とができるように、国際理解講座や国際交流できる機会を増やします。 

    

    

    

    

    

（（（（主主主主なななな取組取組取組取組））））    

○ 国際交流イベントの開催 

県内在住の外国人が自国の文化をＰＲし県民と交流する「あきた国際フェスティバ

ル」等、県民と在住外国人が交流できるイベントを開催します。  

 

○ 地域での国際理解講座の開講 

秋田県国際交流員による外国語講座、外国文化の紹介など出前講座を実施するととも

に、留学生を対象とした秋田発見ツアー等を開催します。 

 

○ 国際理解活動の推進 

県や市町村の国際交流員を地域に派遣し、県内市町村や国際交流団体が実施する国際

理解活動を支援します。 

戦略 

１ 

計画期間内の目標 

 
国際理解講座国際理解講座国際理解講座国際理解講座へのへのへのへの参加者数参加者数参加者数参加者数    ＨＨＨＨ２１２１２１２１    １０１０１０１０，，，，３２４３２４３２４３２４人人人人    →→→→    ＨＨＨＨ２５２５２５２５    １３１３１３１３，，，，００００００００００００人人人人    
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○ 県民への海外情報の提供 

（財）秋田県国際交流協会の情報提供ホームページを充実させるとともに、市町村広

報紙による国際交流イベント情報を提供します。 

また、県内高等教育機関の海外に留学する学生を「秋田県海外特派員」に任命する制

度を設け、留学先の生活情報を県民に提供します。 

 

あきた国際フェスティバルでの文化紹介 
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（（（（戦略戦略戦略戦略のののの方向性方向性方向性方向性２２２２））））    

在住外国人在住外国人在住外国人在住外国人もももも暮暮暮暮らしやすいらしやすいらしやすいらしやすい地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり    

 

在住外国人等の多くは、医療、災害時の対応、子育てなど、日常生活上の不便や不安

を抱えています。 

在住外国人が地域社会で自立して生活できるように、市町村との連携を強化し、多様

なメディアによる多言語での情報提供を充実させるとともに、在住外国人への日本語習

得機会の充実に努めます。 

    

    

    

（（（（主主主主なななな取組取組取組取組））））    

○ 在住外国人に対する情報提供、相談体制の充実 

外国人が暮らしやすい地域づくりにむけて、（財）秋田県国際交流協会内に外国人相

談センター（仮称）を設置し中国語、英語等で相談できる体制を充実させます。 

また、県内各地における外国人の相談体制の強化に向けて、地域外国人相談員を配置

します。 

（財）秋田県国際交流協会のホームページでは、英語、中国語、韓国語、タガログ語

での情報を充実させるとともに、外国人向け広報誌を年３回発行し、日常生活に必要な

情報を提供します。 

 

○ 多言語併記と在住外国人への日本語教育の促進 

県、市町村の公共施設の案内等の外国語併記を推進するとともに、県内市町村が設置

する観光看板等の外国語併記をサポートします。また、在住外国人が日本語を習得する

機会を増やすため、秋田大学、国際教養大学など県内高等教育機関と連携して日本語教

育指導者を育成し、在住外国人向けの日本語講座を充実させます。 

 

○ 災害時・緊急時における外国人サポート体制の整備 

災害時に現場で対応する県や市町村等の関係機関、翻訳や通訳で実際に活躍する語学

ボランティア等の役割分担を整理し、災害時のサポート体制を整備します。 

また、新型インフルエンザへの対応など、緊急時のサポート体制を強化します。  

 

○ 増大が見込まれる外国人労働者の受け入れにかかる課題等の検討 

製造業などの分野に加え、ＥＰＡ締結国の拡大により医療・福祉などの新たな分野で

も外国人労働者の受入れが拡大していくと見込まれます。国の方針を見据えながら、外

国人の受け入れ体制等について方針を整理します。    

計画期間内の目標 

 

外国人相談外国人相談外国人相談外国人相談センターセンターセンターセンター（（（（仮称仮称仮称仮称））））のののの設置設置設置設置とととと外国人相談機能外国人相談機能外国人相談機能外国人相談機能をををを充実充実充実充実させるさせるさせるさせる    
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（（（（戦略戦略戦略戦略のののの方向性方向性方向性方向性３３３３））））    

誰誰誰誰もがもがもがもが参加参加参加参加できるできるできるできる地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり    

    

秋田にやってきた外国人は、それぞれが秋田と異なる文化や生活習慣など独自のバッ

クボーンを持っています。こういった外国人の「異なる視点」を生かし、地域の取組に

参加してもらうことは、在住外国人、県民の双方にとって有意義です。 

在住外国人も地域社会の対等な構成員であり、地域の担い手として活躍できるように

外国人が地域活動に参加しやすい仕組みづくりをします。 

 

    

    

 

 

（（（（主主主主なななな取組取組取組取組））））    

○ 在住外国人と地域住民との交流機会の提供 

国際交流団体やＮＰＯ法人等との協働により、在住外国人のボランティア・自治会活

動など地域活動への参加を促進します。 

また、在住外国人の「あきた元気ムラ応援団

1

」への参加登録を促進するなど、県の

地域課題の解決や地域の活性化に向けて、一緒に取り組む環境を整備します。 

 

○ 在住外国人による地域づくりネットワークの形成 

地域づくりに向けた県内の在住外国人のネットワーク化を図り、外国人が有するノウ

ハウや海外とのパイプを活用しながら、在住外国人の視点を活かした地域づくりを進め

ます。 

    

    

    

    

    

                                                   
1
 秋田の集落の元気づくりを応援したい人や団体の総称。集落の住民と、一緒に活動したり集落の交流活動を支援する

ことで、集落の元気づくりを推進するのが目的。県民一人一役運動として平成 21 年 11 月にスタートした。 

計画期間内の目標 

    

在住外国人在住外国人在住外国人在住外国人ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの構築構築構築構築とととと地域活動地域活動地域活動地域活動へのへのへのへの参加参加参加参加をををを促進促進促進促進するするするする 
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（（（（戦略戦略戦略戦略のののの方向性方向性方向性方向性４４４４））））    

留学生留学生留学生留学生のののの受受受受入入入入れれれれ拡大拡大拡大拡大とととと地域交流地域交流地域交流地域交流のののの展開展開展開展開    

    

     留学生の受入れ拡大は高等教育機関の充実はもとより、県内の地域活性化につながり、

ひいては将来の国際交流の拡大につながります。 

     留学生の受入れ拡大に向けて、留学生の生活支援メニューを充実させるとともに、 

留学生と地域の双方にメリットがある地域貢献活動のマッチング機能を充実させます。 

    

    

    

（（（（主主主主なななな取組取組取組取組））））    

○ 留学生の受入れ拡大 

今後、県内への留学生の受入れを拡大するためには、これまで以上に日本語学習をサ

ポートする体制が必要です。そのため、国際教養大学を中心に秋田大学、秋田県立大学

の三大学連携による日本語教育センター（仮称）の設立を検討します。 

 

○ 留学生支援メニューの充実 

健康保険料の負担軽減や生活支援等、留学生が県内で安心して勉学に励むことができ

る環境を整えます。 

また、留学生が秋田に親しみを持てるように、地元住民との交流を図る目的で、短期

間のホームスティの受け入れや「秋田発見ツアー」など交流事業を推進します。 

 

○ 留学生への新たな居住支援 

留学生の生活の負担軽減を図るとともに、地域の活性化に結びつけるために、留学生

と高齢者等が一緒に生活するホームシェアリングの導入など、新たな居住支援のあり方

について検討を行います。 

 

○ 地域貢献活動へのマッチング 

国際教養大学や秋田県立大学等の留学生と地域の要望をマッチングさせ、小中学生へ

の外国語教育、国際理解講座のサポート、地域イベントなどの地域貢献活動への参加を

促進します。 

    

計画期間内の目標 

 
    留学生数留学生数留学生数留学生数    ＨＨＨＨ２１２１２１２１        ３２４３２４３２４３２４人人人人        →→→→        ＨＨＨＨ２５２５２５２５        ４４４４５５５５００００人人人人    
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        重点地域重点地域重点地域重点地域ををををターゲットターゲットターゲットターゲットにしたにしたにしたにした    

多多多多様様様様なななな国際交流国際交流国際交流国際交流のののの推進推進推進推進    
    

（（（（戦略戦略戦略戦略のののの視点視点視点視点））））    

○ 友好交流友好交流友好交流友好交流からからからから、、、、よりよりよりより本県本県本県本県のののの特長特長特長特長をををを生生生生かせるかせるかせるかせる交流交流交流交流へとへとへとへと展開展開展開展開させるさせるさせるさせる。。。。    

○ 本県本県本県本県のののの特長特長特長特長をををを生生生生かしたかしたかしたかした県民主体県民主体県民主体県民主体のののの国際協力国際協力国際協力国際協力をををを推進推進推進推進するするするする。。。。    

○ 国際交流国際交流国際交流国際交流をををを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための人的人的人的人的ネットワークネットワークネットワークネットワークをををを形成形成形成形成するするするする。。。。    

    

（（（（戦略戦略戦略戦略のののの方向性方向性方向性方向性１１１１））））    

    

重点地域重点地域重点地域重点地域とのとのとのとの交流交流交流交流拡大拡大拡大拡大とととと友好交流等締結地域友好交流等締結地域友好交流等締結地域友好交流等締結地域とのとのとのとの交流交流交流交流のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化    

    

本県にとり、今後特に重要と考えられる、中国、韓国、ロシアなど東アジアを重点地域

とし、それぞれの地域の特徴を見据えた交流を推進していきます。 

これまで県及び県内市町村は海外２３地域（都市）と姉妹都市・友好交流提携を結んで

いますが、こういった友好交流提携を、経済、学術、文化や市民レベルでの交流へと充実

させ、県内の地域活力創造につなげていきます。 

 

    

    

    

    

 

（（（（主主主主なななな取組取組取組取組））））    

○ 重点地域との戦略的な交流の推進 

中国甘粛省との友好提携によるこれまでの交流や、ロシア沿海地方との包括的な交流

協定の締結、さらには中国天津市との友好交流に関する合意書の締結など、経済発展の

著しい環日本海地域を中心に、交流の拡大に向けた環境が整ってきています。 

このため、今後、開発が期待される甘粛省との新たな交流の展開や、ロシア沿海地方

や天津市等との中長期的な視点からの交流など、地域別に戦略的な交流の展開を図りま

す。 

 

 

 

戦略 

２ 

計画期間内の目標 

    

行政行政行政行政がががが実施実施実施実施するするするする国際交流事業国際交流事業国際交流事業国際交流事業をををを着実着実着実着実にににに推進推進推進推進するするするする    
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地域別重点戦略 

◎中国 

・甘粛省 

友好提携３０周年（平成２４年度）に向けた文化交流記念事業などの取組を進める

ほか、今後の同省における経済発展の可能性を踏まえ、経済分野も含めた新たな交流

の展開を進めます。 

・吉林省、大連市、延辺朝鮮族自治州 

  これまでの経済交流等に関する合意書に基づき、同地域との貿易拡大に向けた経済

交流を進めます 

・天津市 

本県との友好交流合意書締結を踏まえ、人的交流の促進を図るほか、航空機、自動

車等輸送機分野における企業間取引に向けた取組や環境・リサイクル分野、観光分野

における協力関係の構築など経済交流の促進に努めます。 

・その他 

中国東北地方との経済交流の一層の促進を図るほか、香港からの観光客の誘客の 

促進などに努めます。 

 

◎ロシア 

・沿海地方 

平成２２年３月に締結した包括的友好協定に基づき、農業、医療分野など秋田の特

長を生かした交流を積極的に進めるほか、ビジネスサポートセンターを拠点とした貿

易の拡大、さらには教育、学術、文化・スポーツなど幅広い分野における交流を拡大

します。 

・ハバロフスク地方 

輸送機関連分野における企業間取引に向けた取組を進めるほか、同地方とのこれま

での青少年交流の実績を踏まえた、教育分野での交流を進めます。 

・中央シベリア地方 

   ノボシビルスクやクラスノヤルスクなどで、木材産業を中心とした経済交流を進め

ます。 

 

◎韓国 

韓国との青少年、スポーツ、芸術、生活文化等の分野における草の根交流、研修、修

学旅行に対する助成制度や、観光客の誘客などにより、交流人口の一層の拡大を図るほ

か、本県農産物、食品の輸出など貿易の拡大にも努めます。 

 

 

◎台湾 

  チャーター便等による観光客の誘客を進めるほか、県産品の販売拡大に努めます。 
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◎南米 

ブラジルを中心とした南米地域における経済成長を視野に入れながら、技術研修員の

受入拡大、経済交流の可能性の検討など、将来を見据えた南米との交流を促進します。 

 

◎ その他地域 

・ これまでのハンガリーや米国ミネソタ州との幅広い交流実績を踏まえ、これら地域

や周辺地域との交流発展の可能性について検討します。 

・ シンガポール等のアセアン地域のほか、欧米や豪州でも、県産品の販路拡大など経

済交流を促進します。 

 

○ 市町村における姉妹都市提携等による交流のブラッシュアップ 

これまでの県内市町村の姉妹都市等との交流の成果を生かしながら、新たな交流の展

開に向けて、交流内容の検討、相手方との交渉などをサポートします。 

 

○ 県と市町村との協働による国際交流の推進 

県と市町村におけるターゲットが重なる地域との交流については、関係市町村との合

同訪問団の派遣や各種交流事業の共同企画・実施など、県と市町村が連携、協働しなが

ら、より効果的な交流の推進に努めます。 

 

  

天津市長と佐竹知事の会談         ロシア沿海地方知事と佐竹知事の会談 
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（（（（戦略戦略戦略戦略のののの方向性方向性方向性方向性２２２２））））    

秋田秋田秋田秋田のののの特色特色特色特色をををを活活活活かしたかしたかしたかした様様様様々々々々なななな分野分野分野分野でのでのでのでの交流促進交流促進交流促進交流促進    

    

本県は、これまで様々な地域との間で経済、技術、青少年交流など各分野にわたる交

流を積極的に展開してきました。 

今後は、これまでの交流の成果を活かしつつ、相手国のニーズや時代の要請に対応し

ながら、環境、医療など本県の特長を生かせる分野での交流を進めるほか、国際人材育

成の視点からの青少年交流や学術・教育交流を進めます。 

また、草の根レベルでの文化、スポーツの分野での交流を展開するなど、すべての県

民が何らかの形で国際交流に関わることができる環境づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

（（（（主主主主なななな取組取組取組取組））））    

○ 青少年交流を通じた国際人材の育成 

青少年交流は、将来の国際化の担い手の育成につながるものであり、これまでの韓国

やハバロフスク地方との交流に加え、ロシア沿海地方をはじめとした友好交流提携地域

との文化やスポーツを通じた青少年交流を推進します。 

 

○ 環境、医療など本県の強みを生かせる分野での技術交流の推進 

   本県が有する環境・リサイクル技術やエコタウンのノウハウを活かした環境分野での

技術、秋田県立脳血管研究センターなどが有する医療技術、公設試験研究機関や秋田県

立大学などが有する農業をはじめとした産業技術など、各分野において秋田の強みを活

かした技術交流を進めます。 

 

○ 高等教育機関等による学術・教育交流の促進 

高等教育機関における教育研究の向上や活性化を図るため、県内高等教育機関と海外

大学との大学間協定等提携の促進、国際教養大学における国際ワークショップの開催な

ど、海外の大学との交流の拡大を図ります。 

また、本県の高い教育力を生かして、海外の高校等と教員間交流を行うなど、学校教

育面での交流についても検討します。 

 

○ 市民参加型の友好交流事業の推進 

行政中心の友好交流協定から、国際関連団体、ＮＰＯ法人等の市民を中心とした文化、

スポーツ、芸術等の交流事業へと展開させます。このため、（財）秋田県国際交流協会

と連携し、県内の民間団体等が実施する各分野にわたる国際交流事業をサポートします。 

計画期間内の目標 

    

県内県内県内県内のののの多様多様多様多様なななな分野分野分野分野におけるにおけるにおけるにおける国際交流事業国際交流事業国際交流事業国際交流事業をををを促進促進促進促進すすすするるるる    
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（（（（戦略戦略戦略戦略のののの方向性方向性方向性方向性３３３３））））    

県民主体県民主体県民主体県民主体のののの国際協力国際協力国際協力国際協力のののの推進推進推進推進    

    

地球規模での対応が必要な環境問題への取組など、本県が得意とする分野のエキスパ

ートの派遣などにより、県民主体の国際協力を進めます。 

また、新興国等における社会インフラの整備や発展途上国などでの鉱物資源の開発な

ど、新たな国際協力へのニーズが大きくなっており、本県としても地域レベルでの貢献

のあり方について検討します。 

 

 

 

 

 

（（（（主主主主なななな取組取組取組取組））））    

○ 本県が得意とする分野のエキスパートの派遣 

環境、医療、農業など本県が得意とする分野の専門家等を発展途上国や友好交流提携

地域に派遣し、本県の技術を活かした国際貢献を進めます。 

 

○ 技術研修員等の受入れ 

海外技術研修員は、本県と派遣国の友好の架け橋となる存在です。（財）秋田県国際

交流協会や県内高等教育機関と連携し、東アジア地域や南米からの技術研修員を受入れ

ます。 

 

○ 新たなニーズに対応した国際協力 

ロシアや中国などの新興国を中心に、社会インフラの整備が急速に進んでいる中で、

本県の建設業者等による当該地域での貢献の可能性について検討します。 

また、開発途上国におけるレアメタル等の鉱物資源の開発は、途上国の発展のみなら

ず我が国の産業振興にとっても不可欠であり、本県の有する鉱山技術を生かした戦略的

な国際協力を秋田大学等と連携しながら進めます。 

技術研修員の研修の様子    

計画期間内の目標 

    

国際協力派遣数国際協力派遣数国際協力派遣数国際協力派遣数（（（（累計累計累計累計））））            ＨＨＨＨ２１２１２１２１    ３５０３５０３５０３５０人人人人        →→→→    ＨＨＨＨ２５２５２５２５    ４００４００４００４００人人人人    
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（（（（戦略戦略戦略戦略のののの方向性方向性方向性方向性４４４４））））    

    海外海外海外海外サポーターネットサポーターネットサポーターネットサポーターネットのののの形成形成形成形成    

    

これまで積み上げてきた中国、ロシア、韓国、アメリカ、ハンガリーなどとの交流を活

かし、様々な分野での人的ネットワークを形成します。 

また、秋田県への留学生や海外移住者等による「秋田県海外サポーターネットワーク」

を構築し、秋田県応援団を海外に広げます。    

    

    

    

    

 

（（（（主主主主なななな取組取組取組取組））））    

○ 秋田県海外サポーターネットワークの形成 

海外情報の提供や、秋田への意見・提言等をいただくことを目的に、県内への留学生、

海外技術研修員、国際交流員やそのＯＢ、ＯＧ、海外移住者等で構成する「秋田県海外

サポーターネットワーク」を構築します。 

 

○ 国際交流・国際協力活動で得られた知識を活かした地域活動の推進 

国際交流のエキスパートや国際協力活動経験者のこれまでの活動で得た技術やノウ

ハウを活用するため、「海外在住経験者等人材バンク」を整備し、地域貢献活動に参加

してもらえる仕組みづくりをします。    

計画期間内の目標 

 
ネットワークネットワークネットワークネットワーク登録者数登録者数登録者数登録者数    ＨＨＨＨ２１２１２１２１    ００００人人人人    →→→→    ＨＨＨＨ２５２５２５２５    ２２２２００００００００人人人人    
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グローバルビジネスグローバルビジネスグローバルビジネスグローバルビジネスのののの展開等展開等展開等展開等によるによるによるによる    

経済経済経済経済のののの活性化活性化活性化活性化    

（（（（戦略戦略戦略戦略のののの視点視点視点視点））））    

○ 県内企業県内企業県内企業県内企業、、、、生産者生産者生産者生産者のののの海外市場参入海外市場参入海外市場参入海外市場参入のためののためののためののための環境環境環境環境づくりをするづくりをするづくりをするづくりをする。。。。    

○ 他県他県他県他県ともともともとも連携連携連携連携したしたしたした観光観光観光観光、、、、ビジネスビジネスビジネスビジネスのののの外国人誘客外国人誘客外国人誘客外国人誘客のためののためののためののための基盤基盤基盤基盤をつくるをつくるをつくるをつくる。。。。    

○ 貿易振興貿易振興貿易振興貿易振興のためののためののためののためのハードハードハードハード基盤基盤基盤基盤のののの整備整備整備整備をををを進進進進めるめるめるめる。。。。    

    

（（（（戦略戦略戦略戦略のののの方向性方向性方向性方向性１１１１））））    

        グローバルビジネスグローバルビジネスグローバルビジネスグローバルビジネス展開展開展開展開ののののサポートサポートサポートサポート体制体制体制体制のののの充実充実充実充実    

    

        中国やロシアなど環日本海地域における市場の拡大、欧米など海外における日本食への

需要の高まりなど、本県の製造業や農産物も含めた食品関連産業にも海外市場へ参入する

チャンスが大きく広がっています。 

  こうした中で、（社）秋田県貿易促進協会大連事務所に加え、平成２２年５月にはロシ

アビジネスサポートセンター

2

がウラジオストクに開設されるなど、本県の海外ビジネス

展開のための拠点が整備されつつあります。 

今後は、こうした海外でのビジネス拠点の整備と合わせ、県内企業が、実際に海外ビジ

ネスを行う際に必要な実務的な支援を強化するなど、グローバルビジネス展開に向けたサ

ポート体制を充実します。    

    

    

    

    

    

（（（（主主主主なななな取組取組取組取組））））    

○ グローバルビジネスサポート体制の強化 

国際ビジネスを企画する企業を後押しするために、（社）秋田県貿易促進協会やジェ

トロ秋田等と連携し、海外マーケット情報や現地の法制度などの情報収集や、研修会、

セミナーの開催などにより、意欲的な企業をサポートします。 

                                                   
2 ロシア極東地域との経済交流の拡大を図るため、現地での情報収集や県内企業等の活動支援を行う拠点として、ロシ

ア連邦ウラジオストク市に秋田県が設置｡サポートセンターでは、県内企業等からの依頼により、商談先企業の紹介やア

ポイントメントの手配及び現地での随行、通訳、ビジネス情報の収集などの支援業務や県の経済交流を推進する支援業

務を行う。 

戦略 

３ 

計画期間内の目標 

 
グローバルビジネスサポート体制を充実・強化する 
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また、商社等との連携による県内企業の海外進出支援など、新たなバックアップ体制

の構築を検討します。 

 

○ 海外主要都市への専門コーディネーター等の配置 

   韓国ソウルにおける現地事務所、ウラジオストクのロシアビジネスサポートセンター

をはじめとし、東アジアの主要都市に専門のコーディネーター等を配置し、現地情勢や

政府機関・企業からの情報収集を行うとともに、県内企業の海外での活動を支援します。 

    

○ 県内製造業等の海外展開の促進 

中国やロシアなどにおける航空機産業の生産拠点と秋田輸送機コンソーシアムをは

じめとした県内企業との取引の実現に向け、企業間交流や現地商談会の実施などの取組

を進めます。 

また、新興国におけるインフラ整備が急速に進んでいる現状を踏まえ、本県建設業の

海外進出の可能性について検討を進めます。    

    

○ 県産農産物の輸出促進 

県産農産物・食品の販路拡大を図るため、フェア開催等の販売促進活動を継続して実

施します。また、台湾でマスメディアを活用したプロモーションを行い、県産農産物の

輸出定着と拡大を図ります。 

    

○ 県産食品の世界市場への販路拡大 

日本食への関心が高まっているシンガポール等のアセアン、米国、英国等をターゲッ

トに、現地でのフェア・商談会の開催や見本市の出展支援を通じ、本県特産品情報を発

信し、輸出拡大を図ります。 

 

○ トップセールスの展開 

海外への販路を拡大するためには、知事を先頭とした、行政府のトップや現地企業等

への売り込みが必要です。ロシア沿海地方、中国など、今後大きな輸出が期待できる環

日本海地域を中心に、貿易振興に向けたトップセールスを展開します。 
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（（（（戦略戦略戦略戦略のののの方向性方向性方向性方向性２２２２））））    

    ビジネスビジネスビジネスビジネス情報情報情報情報のののの受発信機能受発信機能受発信機能受発信機能のののの強化強化強化強化    

    

県内企業がグローバル展開する際には、まず、相手先に秋田のことを知ってもらうことが

重要であり、特色ある県産品や固有の産業技術などをアピールするため、県のトータルイメ

ージのＰＲや海外向けホームページの充実などに取り組みます。 

また、県内企業においても、インターネットを通じた海外との商取引は、今後、ますます

拡大していくとみられることから、ネット取引による海外展開を進めようとしている県内企

業の取組等の支援を検討します。 

    

    

    

    

    

（（（（主主主主なななな取組取組取組取組））））    

○ インターネットによる海外展開の促進 

県内の中小製造業者による製品や秋田の酒、伝統工芸品等の県産品など、インターネ

ットを介して秋田を海外に売り出すため、外国語ホームページの作成や外国語対応支援

など、個々の企業の取組支援を検討します。 

 

○ 秋田県のトータルイメージの発信 

今後、海外諸地域との経済、学術などの交流を大きく進展させるためには、秋田のト

ータルイメージを相手にいかにうまく伝えるかが重要です。 

グローバルな視点から、本県ＰＲ用のＤＶＤやグッズを作成し、海外において本県の

売り込みに活用するほか、本県を訪れた海外の要人に配付するなど、秋田のトータルイ

メージの発信を強力に進めます。 

 

○ 海外向けホームページの充実・強化 

海外から気軽に秋田の情報にアクセスできるように、英語、中国語、ロシア語、韓国

語などによる情報を充実させます。 

特に観光・物産、ビジネスにかかる情報は、アクセスのしやすさ等に工夫を凝らし、

専門のサイトを充実・強化します。 

 

    

計画期間内の目標 

    

情報受発信機能情報受発信機能情報受発信機能情報受発信機能をををを充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化するするするする    
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（（（（戦略戦略戦略戦略のののの方向性方向性方向性方向性３３３３））））    

    他県他県他県他県ともともともとも連携連携連携連携したしたしたした国際観光国際観光国際観光国際観光のののの推進推進推進推進    

 

  国際定期航空路線のある韓国やチャーター便を運航している台湾を中心に、本県の外国

人観光客数は伸びていますが、今後もさらに宿泊客数を増加させるためには、隣県の青森、

岩手、山形などとの連携が重要です。 

  他県や東北観光推進機構、北東北三県観光立県推進協議会等との連携により、ツアール

ートのメニュー拡大など、海外からの観光客誘致に向けて取り組みます。 

 

 

 

 

 

（（（（主主主主なななな取組取組取組取組））））    

○ 東アジア地域からの誘客促進 

国際定期航空路線のある韓国を中心に、広く東アジア地域から観光客を誘客するため、

韓国はもとより、台湾、香港、中国などへの情報発信や誘客活動を強化し、「日本にお

ける秋田＝AKITA－JAPAN」のイメージ定着を促進します。 

 

○ 他県等との連携による誘客拡大 

東北観光推進機構や北東北三県観光立県推進協議会、山形県などとの連携により、そ

れぞれの県がもつ物産、芸術、歴史などを活かしながら、県境をまたいだツアールート

の開拓や共同の情報発信、誘客プロモーション推進など、東アジアを中心に海外誘客の

拡大を推進します。 

 

計画期間内の目標 

    

東東東東アジアアジアアジアアジアからのからのからのからの外国外国外国外国人宿泊者人宿泊者人宿泊者人宿泊者数数数数    ＨＨＨＨ２２２２００００    32,27032,27032,27032,270 人人人人    →→→→    ＨＨＨＨ２５２５２５２５    47,80047,80047,80047,800 人人人人    
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（（（（戦略戦略戦略戦略のののの方向性方向性方向性方向性４４４４））））    

        シーアンドレールシーアンドレールシーアンドレールシーアンドレール構想構想構想構想

3333

のののの推進推進推進推進などなどなどなどによるによるによるによる海路海路海路海路・・・・空路等空路等空路等空路等のののの交流基盤交流基盤交流基盤交流基盤整備整備整備整備    

        

 国内と海外との貨物需要開拓やコンテナ航路の新規開設、既存航路の拡充により、秋田港

の物流拠点の機能整備を進めます。 

 また、ソウル便の定期航路の維持拡充や県内高速道路網の着実な整備により、海外からの

観光客やビジネス客等が訪れやすい地域づくりを進めます。 

 

 

 

 

（（（（主主主主なななな取組取組取組取組））））    

○ シーアンドレール構想実現に向けた秋田港の整備 

経済発展の著しいロシア、中国など東アジアとの貿易を見据え、秋田港の港湾機能強

化に向けた整備を進めます。 

 

○ コンテナ航路の維持・拡充 

秋田港からのコンテナ航路は、現在、韓国・釜山航路週４便、韓国・台湾・香港・タ

イ航路週１便の計５便となっています。シーアンドレール構想を推進するためにも、当

面、現状を維持するとともに、中国及びロシア航路の開設に向けて、ニーズの掘り起こ

しなど集荷の増量に向けた取組を進めます。 

 

○ ソウル便の維持・拡充とチャーター便の運航等 

現在、秋田空港のソウルへの国際定期航空便は週に３便となっていますが、当面現状

を維持しつつも、韓国等からの誘客を進め、週４便へと増便に向けた取組を推進します。 

また、ローコストキャリア

4

など他の航空会社の定期便運行の可能性について検討する

ほか、台湾からの観光客の増加に向けて、チャーター便の運航に取り組むとともに、将

来的に大きな誘客が見込まれる中国、香港とのチャーター便の運航開始に向けた取組を

実施します。 

 

○ 交流を支える高速・広域ネットワークの整備 

秋田港を活用した貿易振興や県内滞在型の観光ルートづくりには、県内の高速・広域

ネットワークの整備が不可欠です。高速道路、空港、鉄道などの高速・広域ネットワー

クの整備を促進するとともに、利便性を一層向上させることにより利活用を促進します。 

                                                   
3 秋田港と極東ロシア間を結ぶ航路を中継として、国内鉄道とシベリア鉄道を利用し、日本とユーラシア大陸を結ぶ物

流ルートの構築を目指す構想。 
4 効率化の向上によって低い運航費用を実現し、低価格かつサービスが簡素化された航空輸送サービスを提供する航空

会社 

計画期間内の目標 

     秋田港国際秋田港国際秋田港国際秋田港国際コンテナコンテナコンテナコンテナ取扱量取扱量取扱量取扱量    ＨＨＨＨ２０２０２０２０    30,728TEU30,728TEU30,728TEU30,728TEU    →→→→    ＨＨＨＨ２５２５２５２５    44,000TEU44,000TEU44,000TEU44,000TEU            

ソウルソウルソウルソウル便便便便のののの搭乗率搭乗率搭乗率搭乗率    継続継続継続継続してしてしてして    年間年間年間年間    70.0%70.0%70.0%70.0%をををを維持維持維持維持    
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国際交流国際交流国際交流国際交流をををを支支支支えるえるえるえる基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備    
  

    

（（（（戦略戦略戦略戦略のののの視点視点視点視点））））    

○ 国際化社会国際化社会国際化社会国際化社会でででで活躍活躍活躍活躍できるできるできるできる人材人材人材人材をををを育成育成育成育成するするするする    

○ 国際国際国際国際交流交流交流交流・・・・国際協力国際協力国際協力国際協力のののの拠点機能拠点機能拠点機能拠点機能をををを充実強化充実強化充実強化充実強化するするするする    

○ 研究研究研究研究・・・・調査機能調査機能調査機能調査機能をををを備備備備えたえたえたえた国際化拠点国際化拠点国際化拠点国際化拠点のののの整備整備整備整備をををを検討検討検討検討するするするする。。。。    

    

（（（（戦略戦略戦略戦略のののの方向性方向性方向性方向性１１１１））））    

国際化社会国際化社会国際化社会国際化社会ををををリードリードリードリードするするするする人材人材人材人材のののの育成育成育成育成    

    

     国際教養大学をはじめとする県内高等教育機関において、高度な外国語能力と異文化対

応能力を身につけ、日本や秋田の文化についても理解し外国人に語ることができ、広く世

界を舞台に活躍する人材を育成・輩出します。 

  また、県をはじめ各自治体で国際化推進の担い手となるエキスパートを養成します。 

    

    

    

    

    

（（（（主主主主なななな取組取組取組取組））））    

○ 国際教養大学での人材育成 

本県の国際化をリードする国際教養大学において、グローバル化社会で活躍できる実

践力のある国際人を育成します。 

 

○ 国際化を担える自治体職員の養成 

県においては、国際性の高い職員の確保に努めているほか、英語、中国語、韓国語、

ロシア語など職員向けの語学講座を充実させることで、外国語でのコミュニケーション

能力を磨くなど、秋田県の国際化を担えるエキスパートを養成します。 

また、市町村職員については、国際交流員との交流による国際理解の促進や語学講座

への参加の促進を図りながら、国際感覚の涵養に努めます。 

戦略 

４ 

計画期間内の目標 

    

国際教養大学国際教養大学国際教養大学国際教養大学におけるにおけるにおけるにおける人材育成人材育成人材育成人材育成をををを促進促進促進促進するするするする    
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（（（（戦略戦略戦略戦略のののの方向性方向性方向性方向性２２２２））））    

次代次代次代次代をををを担担担担うううう国際化人国際化人国際化人国際化人材材材材のののの育成育成育成育成    

    

     国際教養大学と連携し、小学校における外国語活動を充実させ、未来の秋田を担う国際

人を育成します。 

  また、県内高等教育機関と協力し、小・中・高校での国際理解講座を実施するほか、県

内高校と海外高校との交流事業、海外への修学旅行実施や海外からの修学旅行受け入れを

促進します。 

    

    

    

    

    

（（（（主主主主なななな取組取組取組取組））））    

○ 小・中・高校の英語教育、地域の伝統・文化教育の充実 

ＪＥＴプログラムのＡＬＴを活用するとともに、国際教養大学と連携した教員研修の

実施などにより、県内小・中・高校での英語教育を充実させます。 

また、国際理解の基礎となる地域理解を深めるために、秋田の歴史、伝統、文化など

について学ぶ機会を充実させます。 

 

○ 小・中・高校生対象の国際化事業の実施 

国際交流員や国際教養大学の留学生による小・中・高校生向けの国際理解講座を実施

するほか、県内高等教育機関による高校生向けの国際理解講座の開催を促進します。 

また、韓国の高校との間で高校生の授業受講、スポーツ交流などの相互派遣交流事業

を実施するほか、人生の早い段階で海外に高い関心を持つように、県内高校の海外への

修学旅行実施を促進します。 

 

JET 青年による国際理解講座    

計画期間内の目標 

 
県内小県内小県内小県内小・・・・中中中中・・・・高高高高校校校校におけるにおけるにおけるにおける国際教育国際教育国際教育国際教育、、、、国際交流事業国際交流事業国際交流事業国際交流事業をををを充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化するするするする    
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（（（（戦略戦略戦略戦略のののの方向性方向性方向性方向性３３３３））））    

国際国際国際国際化推進拠点化推進拠点化推進拠点化推進拠点機能機能機能機能のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化    

    

        （財）秋田県国際交流協会は、県の国際交流・国際協力事業の実施機関として、拠点機

能を果たしてきました。今後、国際交流事業等をより活発にするために、同協会の充実・

強化を進めていきます。 

  また、地域における国際化推進の中心となる市町村やＮＰＯ法人のサポート体制を充実

させていきます。 

  さらに、今後、東アジア地域との間で本格的な経済交流を推進するためには、相手国の

情勢分析やビジネス関連法務の研究など、国際化に関する調査・研究機能の充実が不可欠

であることから、専門機関の整備について検討していきます。 

 

    

    

    

（（（（主主主主なななな取組取組取組取組））））    

○ （財）秋田県国際交流協会の運営体制の充実・強化 

（財）秋田県国際交流協会の運営体制を見直し、計画期間内の新公益法人

5

への移行を

進め、国際交流の拠点としての機能を強化します。 

 

○ ＮＰＯ法人等のサポート体制の充実 

地域レベルでの国際化推進の担い手となるＮＰＯ法人等が企画する国際交流事業に

対して、（財）秋田県国際交流協会と連携しながら、交流に関する助言や人的支援など

各種サポートを行います。 

 

○ 県と市町村との協働による国際交流の推進（再掲） 

県と市町村におけるターゲットが重なる地域との交流については、関係市町村との合

同訪問団の派遣や各種交流事業の共同企画・実施など、県と市町村が連携、協働しなが

ら、より効果的な交流の推進に努めます。 

 

 

 

 

 

                                                   
5
 公益法人とは、慈善、学術、技芸などの公益（広く社会の役に立つこと）を行う法人で、明治 29 年に制度がスター

トした。平成 20年 12月に「新公益法人制度」が施行され、従来の公益法人は平成 25 年 11 月 30 日までに、移行認

可を受けるか、解散することとなった。新しい公益法人制度には、「一般社団・財団法人」と「公益社団・財団法人」

とがあり、後者には、高い公益性が求められ、法人税において公益目的事業の非課税や、（収益事業は課税）、公益法

人の寄附者に対する寄附税制の優遇措置などが設けられている。 

計画期間内の目標 

 
（（（（財財財財））））秋田県秋田県秋田県秋田県国際交流協会国際交流協会国際交流協会国際交流協会のののの新公益法人新公益法人新公益法人新公益法人へのへのへのへの移行移行移行移行をををを実施実施実施実施しししし、、、、機能機能機能機能をををを強化強化強化強化するするするする    
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○ 国際化推進のための調査・研究機関の設置 

東アジア地域の学術、経済を中心に研究する東アジア調査研究センター（仮称）を国

際教養大学内に設置します。 

また、（財）秋田県国際交流協会の新体制移行に合わせ、国際交流についてのシンク

タンク的機能の付加を検討します。 
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第第第第５５５５章章章章    計画計画計画計画のののの推進体制推進体制推進体制推進体制    

        この戦略に沿って、計画的に事業を実施していくためには、それぞれの実施主体が着

実に各々の役割を果たしていく必要があります。 

    

１１１１    県県県県のののの役割役割役割役割    

  

県内における国際化推進の主体として、国、（財）秋田県国際交流協会、市町村との連

携を図りながら、国際化推進施策の計画的な推進に努めるとともに、県民、民間国際交流

団体、企業などが行う国際化推進の取組を支援していきます。 

先導的、全県的に行う必要がある国際交流・国際協力、人材育成、グローバル化に対応

するための産業基盤、交通網等の国際化推進のための基盤整備を推進します。 

 

    

２２２２    （（（（財財財財））））秋田県国際交流協会秋田県国際交流協会秋田県国際交流協会秋田県国際交流協会にににに期待期待期待期待するするするする役割役割役割役割    

    

（財）秋田県国際交流協会は、本県における国際化推進の中核的な組織として、県と

ともに、県民、企業・団体、国際交流団体、市町村などの間のコーディネーター機能を

果たし、県とともに、全県的に行う必要がある国際交流・国際協力、人材育成等を推進

していくことが期待されます。 

 

３３３３    県民県民県民県民にににに期待期待期待期待するするするする役割役割役割役割    

    

県民は、グローバル化社会の中で生活していることを理解し、一人ひとりが国際化推

進の主役であることを認識することが期待されます。 

そのうえで、秋田の文化や生活を大事にしながら国際理解を深め、身近な国際交流・

国際協力に積極的に参加し、外国人を地域に受け入れながら共に地域活動等に参加して

いくことが期待されます。 

また、在住外国人等においては、地域に溶け込み、日本人の住民と協働で地域づくり

に参加することが期待されます。 

 

４４４４    企業企業企業企業・・・・団体団体団体団体にににに期待期待期待期待するするするする役割役割役割役割    

 

企業においては、地域社会の一員として、地域の国際交流活動や海外からの技術研修員

等の受け入れなど、企業としてできる限り、国際交流・国際協力事業に参加、協力してい

くことが期待されます。 

また、経済交流の主体として、海外を視野に入れた経営を実践するほかに、単に利益の

追求に留まらない、経済交流を通しながら地域交流につながることを意識した活動が期待

されます。 
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５５５５    国際交流国際交流国際交流国際交流のののの民間団体民間団体民間団体民間団体にににに期待期待期待期待するするするする役割役割役割役割    

        

県民の国際交流事業の参加を促進する上で、民間団体の役割には大きなものがあります。

それぞれの分野において、各団体が培ってきたノウハウを生かした特色ある活動を実践し、

地域における国際交流・国際協力活動の担い手として中心的な役割を担うことが期待され

ます。 

 

６６６６    市町村市町村市町村市町村にににに期待期待期待期待するするするする役割役割役割役割    

        

住民に一番身近な行政機関として地域の特色や実情を踏まえ、県、県民、企業・団体、

国際交流団体等と連携・協働しながら、地域住民の国際理解を深めていくとともに、地域

住民に身近な国際交流・国際協力の取組を推進していくことが期待されます。    
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