
実施時期 対　象　国
（期間） （対象地域）

交通政策課 青少年ソウル写真教室交流事業 R3.1.7 韓国（ソウル）
ソウルとのオンライン中継を活用し、県内の青少年を対象として、韓国人著名写真家
チョ・セヒョン氏による写真教室を実施した。

青少年11名
引率職員6名

交通政策課 韓国トレンド情報発信事業 R3.3.11 韓国（ソウル）
ソウルとのオンライン中継を活用し、県民を対象として、韓国人メイクアップアーティスト
のチョン・ミヨン氏によるメイク講座を実施した。

参加40名

新産業創造
課

台湾とのネットワーク構築事業 R3.3.23 台湾 台湾企業と県内企業のオンライン商談会を開催した。
本県企業15社
台湾企業8社

新産業創造
課

台湾技術連携支援事業
①通年
②R2.4.1～R3.3.31
③R3.3.18～R3.3.19

台湾

①台湾技術シーズ・ニーズ集を作成するとともに、２１あおもり産業総合支援セ
ンターに台湾事業展開コーディネーターを配置し、台湾へ展開意向のある企業
の掘り起こし及びマッチングを行った。
②台湾デザイン研究院と連携の下、弘前工業研究所が中心となり、台湾の配
色調査を踏まえ、商品企画支援ツール「V-Cup」を台湾向けにカスタマイズし、
ワークショップの開催や台湾現地での展示調査を通じて、県内事業者の台湾向
け商品パッケージの開発を支援した。
③台湾経済団体による県内企業との連携に向けた訪問調査を実施した。

①台湾技術シーズ・ニーズ収集
企業数　100件
台湾事業展開コーディネーター
の配置　1名
②支援企業数　2社
③支援企業数　4社

新産業創造
課

「あおもりＰＧ」台湾プロモーション R2.10.16 台湾
ABCクッキングスタジオ台湾において、「あおもりPG」化粧品ワークショップを実
施した。

参加者 20名

新産業創造
課

料理レッスン「あおもりＰＧ」台湾PR R2.12.1～12.31 台湾
ABCクッキングスタジオ台湾において、「あおもりPG」を一ヶ月間メインにした料
理教室を実施した。

総受講人数 378人

新産業創造
課

「あおもりPG」台湾ビジネスマッチング R2.6.3～R3.3.15 台湾
県内企業等の「あおもりPG」商品について、台湾市場開拓・販路拡大等を支援
した。

商談件数 13件

新産業創造
課

知財活用海外展開プロデュース事業 通年 台湾ほか
海外知財専門家が県内企業を訪問し、海外展開予定国の商慣習や知的財産
制度などについてアドバイスを行った。

海外知財専門家アドバイス支援
件数等　18件

新産業創造
課

ビジネス交流スタートアップ支援 通年 台湾
台湾経済団体と締結した経済交流覚書に基づき、台湾企業とのビジネス交流
を考えている青森県内企業のスタートアップを支援した。

支援企業数　15件

構造政策課 あおもり型農泊確立推進事業 通年 台湾、タイ、マレーシア

・海外からの教育旅行誘致のため、タイ、マレーシアにコーディネーターを配置し、体験
プログラムのプロモーションを行った。
・海外からの誘客対策として一般旅行向け滞在型旅行商品づくりと、教育旅行向け体
験メニューの開発を行った。
・台湾とのリモートによるオンライン交流を実施した。

配置3人、17か所
滞在型旅行商品開発　4件
教育旅行向け体験メニュー
8件
リモート交流　2回

構造政策課 農泊受入対策事業 通年 台湾
・海外からの教育旅行誘致のため、台湾にコーディネーターを配置し、体験プログラム
のプロモーションを行った。

配置１人、24か所

りんご果樹課 輸出りんご供給体制強化事業 R1.12.11～15 台湾
青森りんごの輸出促進に向け、輸出相手国が信頼できる輸出りんごの安定供給体制
の確立や意欲向上のため、海外市場調査や台湾トップセールスを予定していたが、新
型コロナウイルス感染拡大により中止した。

派遣0名

水産振興課
GFP青森県グローバル産地づくり推進
事業費補助

R2.7.31～R3.3.26 香港、台湾、ASEAN諸国
輸出先国の多様化、輸出用商品の拡充及び輸出先国のニーズを把握できるビ
ジネスパートナーの確保並びに輸出に向けた生産・加工や衛生管理に対応で
きる人材の育成を図る事業の補助。（事業実施者：青森県漁業協同連合会）

事業費補助(国1/2、自己負担
1/2)
実施内容：テスト販売(台湾8日、
香港4ヵ月)

国際経済課 国際戦略プロジェクト推進委員会開催事業 R2.4～R3.3
東アジア地域をはじめとす
る海外地域

有識者、経済団体等で構成する委員会を開催し、「青森県輸出・海外ビジネス戦略」に
おける取組の進捗状況や目標の達成状況の確認、検証評価（PDCAサイクル）を行っ
た。

開催回数2回

国際経済課 大連市経済訪問団交流事業 R2.4～R3.3 中国（大連市） 大連日本商品展覧会へ県内企業が出展。 県内企業3社

国際経済課 大連経済交流企業サポート事業 R2.4～R3.3 中国（大連市）
情報収集やビジネス支援の拠点として、大連に大連ビジネスサポートセンターを設置。
県内企業のビジネスマッチングを支援。

県内企業2社

国際経済課 東アジア観光連動型輸出拡大強化事業 R2.4～R3.3 中国、香港、台湾
現地商談会、通年ビジネスマッチング支援、招請ビジネスツアーの実施及び現地コー
ディネーターの設置等により、県内企業のビジネス展開を支援した。

ビジネスマッチング
上海　県内企業4社
香港　県内企業9社
台湾　21社

国際経済課 輸出市場販路開拓・拡大支援事業
R2.9.16
R3.1.27

海外各国
国内で商談の機会を提供し、より多くの商談が成立するよう県内企業等の販路開拓支
援を行った。

2回開催
第1回　県内企業数17社
第2回　県内企業数19社

国際経済課
韓国誘客対策強化事業（国際経済課実施
分）

R2.4～R3.3 韓国
4道県ソウル事務所物産共同事業として、試飲試食会やフェアへの出展、WEB商談を
行った。

試飲試食会開催　3回
大規模見本市出展　1回
フェア開催　1回
WEB商談会　1回

国際経済課 東南アジア有望市場輸出展開支援事業 R2.4～R3.3
シンガポール、タイ、ベトナ
ム、カンボジア

現地商談会、通年ビジネスマッチング支援、現地日本食レストランでのフェア開催実施
により、県内企業の販路拡大を支援した。

ビジネスマッチング
シンガポール　県内企業2社
ベトナム　県内企業2社
タイ　開催回数2回、派遣8名

国際経済課 ものづくり中小企業海外ビジネス強化事業
R3.3.2（台湾）
R3.3.16（ベトナム）

台湾、ベトナム
台湾企業及びベトナム企業を相手としたマッチング商談会をオンラインで開催し、県内
ものづくり企業の海外取引拡大を支援した。

県内企業参加
台湾　5社
ベトナム　7社

国際経済課 青森りんご輸出販売力強化事業 R2.4～R3.3
台湾、香港、タイ、カンボジ
ア

青森りんごの一層の輸出拡大に向けて、りんごの試食宣伝やマスメディア等を活用し
た情報発信、新規市場の開拓に向けたりんごや特産果実のテストマーケティング等を
実施した。

試食宣伝実施3か国（台湾、香港、
タイ）
テストマーケティング実施2か国（り
んご：カンボジア、特産果実：台湾）

国際経済課 輸出拡大戦略推進事業 R2.4～R3.3
タイ、マレーシア、インドネ
シア、香港

輸出相手国の状況に応じた段階的な輸出促進活動を展開し、県産農林水産品の輸出
拡大を図った。
・現地スーパーマーケット等における試食販売
・日系飲食店と連携したＰＲ活動

招請等なし

国際経済課 青森産品輸出拡大促進事業 R2.4～R3.3
フランス、米国、香港、シン
ガポール、タイ、オーストラ
リア

県産品の輸出拡大へ向け、四季を通じた現地の生産現場や生産者の顔、加工方法な
どを紹介したＰＲ動画を制作した。

招請等なし

誘客交流課 青森県国際交流協会関連事業 通年 複数国

（公財）青森県国際交流協会に対し、以下の事業の補助および委託を行った。
①三沢基地内大学県民就学推進費補助
②国際交流ラウンジの管理運営事業
③外国人相談窓口運営事業

①三沢基地内大学
入学者13名

誘客交流課 自治体国際化協会職員派遣事業 通年 中国（北京） 自治体国際化協会への職員派遣 派遣1名

誘客交流課 国際交流員招致事業 通年 韓、中、英、米
県が友好協定を締結している国から国際交流員を招致し、当該国際交流推進
事業等に従事した。

4名
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誘客交流課 外国人観光客誘客体制強化事業 通年 台
県が友好協定を締結している地域から国際交流員を招致し、当該国際交流推
進事業等に従事した。

1名

誘客交流課 外国青年招致事業 通年 57か国
総務省、外務省文科省及びＣＬＡＩＲの協力のもと実施される「語学指導等を行う
外国青年招致事業（ＪＥＴプログラム）」にて、県内へＣＩＲ、ＡＬＴを招致する取り
まとめを行った。

172名

誘客交流課
済州・台湾友好交流推進事業（済州関
係）
「子どもの美術交流」

（中止） 韓国（済州特別自治道）
青森・済州両地域の子どもたちが参加して美術作品の創作体験等を通じた交
流を予定していたが、新型コロナウイルス感染症による渡航制限等の影響によ
り中止となった。

誘客交流課
済州・台湾友好交流推進事業（済州関
係）
「子ども絵画コンクール」

R3.2.15～26 韓国（済州特別自治道）
在済州日本国総領事館主催の済州子ども絵画コンクールにおいて、本県が後
援団体として青森県特別賞を設置し、6名の受賞者に記念品を提供した。

誘客交流課
済州・台湾友好交流推進事業（済州関
係）
「両知事によるオンライン面談」

R3.3.24 韓国（済州特別自治道）
三村知事とウォン済州道知事のオンラインによる面談を実施し、新型コロナウイ
ルス感染症収束後の交流拡大等について意見交換した。

誘客交流課
済州・台湾友好交流推進事業（台湾関
係）

R2.4～R3.3 台湾（台中市、台南市）
台中市の観光施設で本県と平川市の観光動画の配信や画像展示を行った。ま
た、台南市からはマスク等が贈られたほか、相互の観光パンフレット等をそれぞ
れの観光施設等において展示するなどの取組を行った。

エネルギー開
発振興課

国際核融合拠点環境整備事業 R2.4.1～R3.3.31 欧州等
日欧協力により六ヶ所村で実施されている幅広いアプローチ（ＢＡ）活動に関係する外
国人研究者等及びその家族を対象とした生活支援等を実施した。

六ヶ所村におけるＢＡ活動関係の外
国人23名

下北地域県
民局
地域連携部

繁体字パンフレット「青森県　下北半
島」増刷

R2.9.15～R2.9.25 台湾
当部でH29に作成した繫体字パンフレット「青森県　下北半島」を時点修正し、
増刷した。

学校教育課 済州国際青少年フォーラム派遣事業 R2.11.27～R2.11.29 韓国（済州特別自治道）
オンライン開催となった国際青少年フォーラムに参加し、アジア太平洋地域等の高校生
とともに、現代の諸課題について英語によるディスカッションやプレゼンテーションを
行った。

生徒4名（オンラインによる参加）

学校教育課
グローバル社会を主体的に生き抜く人財育
成事業

R2.12.15～R3.3.30
台湾（台北市3校、台中市2
校）

「青森・台湾間の高校生協働学習促進プログラム」において、新型コロナウイルス感染
症の影響を考慮し、オンラインにより県立高等学校５校（青森高、弘前南高、柏木農業
高、名久井農高、青森商業高）が台湾の学校と交流した。

5校 324名


