
What’s up, 

（どげぇかえ、ふるさと大分！） 

 【ご挨拶】 大分県企画振興部 国際政策課  課長 堀 俊郎 
 

バックナンバーはこちら http://www.pref.oita.jp/soshiki/10140/whatsupoita.html 

 世界で活躍する大分県関係者の皆さまに、国際政策課職員をご紹介いたし
ます。どうぞお気軽にご連絡ください。一年間どうぞよろしくお願いいたします！ 

平成２６年度 国際政策課職員紹介 

世界で活躍する県人会員と留学生ＯＢ、大分県  
関係者の皆さま方に、大分の「今」をお伝えします。 

   《Vol.14》 2014年4月1日発行 

・大分県観光パンフレットの紹介（英語版） 
［２０１４年3月3日］ 
http://www.pref.oita.jp/site/tourism/brochure.html 
 

・中長期県勢シミュレーション 
［２０１４年3月3日］ 
http://www.pref.oita.jp/soshiki/10111/chuchokikensei.html 
 

・県の政策に関するアンケート調査結果 
［２０１４年3月3日］ 
http://www.pref.oita.jp/soshiki/10111/kenminishikichousa.html 
 

・大分県海外戦略（改定版）発表 
［２０１４年3月4日］ 
http://www.pref.oita.jp/soshiki/10140/senryaku.html 
 

・「ふるさとの達人」一覧を更新 
［２０１４年3月7日］ 
http://www.pref.oita.jp/site/ikigai/tatujin8.html 
 

・大分発着国内・国際航空便（英語版） 
［２０１４年3月10日］ 
http://www.pref.oita.jp/site/tourism/air-access2014mar.html 
 

・おおいた産業人財センター ＵＪＩターン求人情報 
［２０１４年3月10日］ 
http://www.pref.oita.jp/site/jinzai-center/jc-job.html 
 

・大分県広報紙「新時代おおいた」広告主募集 
［２０１４年3月17日］ 
http://www.pref.oita.jp/soshiki/10400/koukokunushibosyu.html 

 

・大分県観光統計調査 
［２０１４年3月18日］ 
http://www.pref.oita.jp/soshiki/10820/kankoutoukei.html 

 

・中小企業ＩＴ経営力大賞２０１４受賞知事報告 
［２０１４年3月18日］ 
http://www.pref.oita.jp/soshiki/14250/taisyo2014.html 

 

・農林水産部現地情報（20号） 
［２０１４年3月19日］ 
http://www.pref.oita.jp/soshiki/15000/gentijouhou20.html 
 

・大分県観光マップの紹介（英語版） 
［２０１４年3月24日］ 
http://www.pref.oita.jp/site/tourism/map.html 
 

・「おいしい社員食堂のススメ」 
［２０１４年3月25日］ 
http://www.pref.oita.jp/soshiki/13900/oisi.html 
 

・大分県立美術館プレイベント ＯＰＡＭフェスタ 
［２０１４年3月27日］ 
http://www.pref.oita.jp/site/suisinkyoku/opamfest.html 
 

県からのお知らせ（３月） 

OITA! 

【 ＴＥＬ】+81-97-506-204７（直通） 
【ＦＡＸ】+81-97-506-1723 
 

 海外戦略班は、県の海外戦略の取り
纏めをはじめ、海外における観光や県
産品の一体的なプロモーション、県人
会等との連携等を所管しています。 

【 ＴＥＬ】+81-97-506-2044（直通） 
【ＦＡＸ】 +81-97-506-1723 
 

 国際交流班は、海外政府関係者によ
る表敬訪問、友好交流の推進をはじめ、
県の留学生施策やＪＥＴプログラム等
に関する事務事業を所管しています。 

海外戦略班 国際交流班 

hori-syunro@pref.oita.lg.jp 

  ４月から新たに課長となりました堀と申します。今は、至るとこ
ろで桜の花満開のシーズンを迎えていますが、当の国際政策
課メンバーも入れ替わり、心機一転で新年度がスタートしました。
これからも引き続き、大分の旬な情報を皆様方に毎月お届けし
ていくとともに、皆様方とのネットワークを大切にしていきたいと
思っていますので、今後ともよろしくお願いいたします。  

（一財）自治体国際化協会 
大分県支部 

【「県内ニュース」欄終了のお知らせ】 
 

 大分合同新聞社のウェブ配信記事を利用し
た「県内ニュース」につきましては、同ホーム
ページのリニューアル（登録制移行）に伴い終
了いたします。ご理解の程よろしくお願いします。 
 

参事（総括） 
山﨑 吉明 

「総括の山崎と申します。早いもので3年
目になりました。県と皆様方との繋がりを
さらに深めていきたいと思っていますの
でよろしくお願いします。」 

yamasaki-yoshiaki@pref.oita.lg 

【主な担当】 
・県海外戦略の推進 
・九州各県との連携 
・庁内国際人材の育成 
・県内大学等との連携 

「総括の和田と申します。４月からは新人が当
班に加わり、執務室も移動しました。新たな気
持ちで、班員一同がんばってまいりますので、

今年度も何卒よろしくお願い申し上げます。」 

wada-takashi@pref.oita.lg.jp 

【主な担当】 
・県の国際交流企画 
・県議会に関すること 
・在日外国公館及び国際
友好交流団体（北米、欧州、
豪州諸国 等） 

主 幹 
西村 和芳 

【主な担当】 
・県海外戦略の進行管理 
・海外戦略推進事業統括 
・中国湖北省との交流 
・県内企業国際人材育成 

【主な担当】 
・課の予算・決算 
・南米県人会との交流事業 
・在日外国公館及び国際
友好交流団体（韓国を除く
アジア諸国） 

nishimura-kazuyoshi@pref.oita.lg.jp ishikura-jun@pref.oita.lg.jp 

主 任 
猿渡 崇人 

【主な担当】 
・海外大分県関係者との 
 ネットワークづくり 
・海外プロモーション（タイ） 
・海外への情報発信 
・県内企業海外展開促進 

saruwatari-takato@pref.oita.lg.jp 

sato-yoshika@pref.oita.lg.jp 

hirayama-seiko@pref.oita.lg.jp 

主 任 
佐藤 佳香 

【主な担当】 
・海外プロモーション（香港） 
・訪日教育旅行の推進 
・留学生の県内就職促進 
・大分県海外親善大使、 
めじろん海外特派員任命 

主 事 
平山 聖子 

【主な担当】 
・留学生の支援（奨学金等） 
・ＪＥＴプログラム 
・ＪＩＣＡ等との連携 
・在日外国公館及び国際友
好交流団体（韓国、中南米、
アフリカ諸国） 

書 記 
川野 亜由子 
【主な担当】 
・協会支部業務に関すること 

主幹（総括） 
和田 隆志 

主 幹 
石倉 順 
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  「大分県海外戦略（改定版）」の概要 
《特集記事》 

 県の海外戦略推進の羅針盤として平成２３年５月に策定した「大分県海外戦略」。環境の
変化に対応するため、本年３月に改定したので概要をご紹介します。 
 

●「大分県海外戦略（改定版）」本文は、県庁ホームページからダウンロードできます。 
   http://www.pref.oita.jp/soshiki/10140/senryaku.html 

【海外戦略改定の趣旨】 
 大分県では、本県の海外施策の取り組むべき方向性を示す羅針盤として、平成２３年５月に「大分県
海外戦略」（以下「戦略」という。）を策定しました。この戦略によって、アジアの成長を取り込みつつ、共
に発展していくことを目指して様々な海外施策を展開してきました。 
 

 この度、戦略が３年の計画期間の最終年度を迎えたこと、また、これまでの成果や戦略策定後の経済
社会情勢の変化等を踏まえ、戦略１から戦略５の基本的な柱は変えることなく、一部その内容を見直す
こととしました。改定の主な内容は下図のとおりです。 

 今回の戦略の改定によって、国内外の様々な変化に柔軟に対応し、海外施策を適切かつ効果的に
展開することでアジアの活力を十分に取り込み、本県地域経済のさらなる活性化に取り組んでいきます。 
 

 海外の県人会の皆様からも貴重な現地情報や有力者等に関する情報がありましたら、国際政策課ま
でお寄せください。なお、お問い合わせもお気軽にどうぞ。 

http://www.pref.oita.jp/soshiki/10140/senryaku.html
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    「オール九州農水産物トレードフェア in 香港」について 
      ～農林水産部 おおいたブランド推進課～ 

 

 
 
 

  
 
 

 九州農業成長産業化連携協議会とJETROの
主催でオール九州で初めての取組となる「オー
ル九州農水産物トレードフェアin香港」が開催さ
れました。 
 

 大分県からは５社が参加し、自社の商品を香
港でも味わってもらうため、多くの商談を実施し、
帰国後も継続した商談・協議を行い、取引成立
を目指します。 
 

 これからもこのような商談会に積極的に参加し、
大分県産品の海外展開に取り組んでいきたい
と考えています。 

【日 時】２月２６日（水）～２７日（木） 
【会 場】ホテル日航香港 
【大分県内参加業者】 
県漁協（ブリ）、三和酒類（焼酎）、ドリームファーマーズ（乾
ブドウ）、姫野一郎商店（乾しいたけ）、ブランドおおいた輸
出促進協議会（かんしょ） 

 （九州から５９社が参加し、熱心な商談が行われました！！） 

    韓国・釜山市での県観光プロモーションについて  
       ～企画振興部 観光・地域局 観光・地域振興課～ 

 

 
 
 

  
 
 

 県と（公社）ツーリズムおおいたは、本県の観光資
源の魅力を官民一体となって売り込むための観光プ
ロモーションを、韓国第２の都市釜山市で初めて実
施しました。 
 釜山ロッテホテルで開催した観光商談会には、県
内のホテル・旅館をはじめ、観光施設や地域観光協
会等の５１名が参加し、釜山地域の旅行社等５０社７
２名に対し、それぞれの施設の魅力や地域の食・自
然・文化などの積極的な売り込みを行いました。 
 商談会終了後にはレセプションを開催。食事をとり
ながら和やかな雰囲気の中で交流が行われるととも
に、個々のテーブルでは商談や名刺交換が引き続
き行なわれるなど、市場開拓へ向けて、官民一体と
なった活発なプロモーションが行われました。  

【日 時】平成26年2月19日（水） 
【会 場】釜山ロッテホテル 

 （観光商談会）  （レセプション） 

    オーストラリアにおける観光市場調査について 
      ～企画振興部 観光・地域局 交通政策課～ 

 

 
 
 

  
 
 

 昨年３月３１日ジェットスター・ジャパンが大分－
成田線に新規就航し、県民が大分から気軽に成
田空港で乗り換えて海外へ行くことが可能になり
ました。また、本県にとっても、今後は海外から成
田空港で乗り換えて本県を訪れる観光客を誘客
できる可能性が高まっています。 
 

 そこで、今般、ジェットスターの本社のあるオース
トラリアの行政機関や旅行会社を訪問することに
より、オーストラリア（シドニー・メルボルン）におけ
る観光市場を調査し誘客の可能性を探るとともに、
ジェットスター本社（メルボルン）を訪問して、大分
空港の航空ネットワークの維持・充実を要請して
きました。 

【日 時】２月２３日（日）～２７日（木） 
【訪問先】シドニー、メルボルン 
（日本政府観光局、旅行会社、ジェットスター本社） 

 （シドニー オペラハウス）       （JNTOシドニー事務所）      



      From  our  Reporters 

 
 
 県人会の活動（懇親会等）や留学生ＯＢの近
況など、世界中の大分県関係者に紹介したい
話題をお寄せください！（様式は任意です） 
 
 

【記事提供先／お問い合わせ先】 
国際政策課 担当：猿渡（さるわたり） 
【Mail】 a10140@pref.oita.lg.jp 
 
 
 
 

話題提供のお願い！ 

 県の国際交流員等が、旬なＯＩＴＡ情報をお届けします。 

林 泰男 
（Taenam Lim）  
県国際交流員 
韓国（ソウル） 

pu101502@pref.oita.jp 

趙 敏 
（Zhao Min） 
県国際交流員 
中国（湖北省） 

 少しずつ暖かくなってきているものの、まだ風は肌寒い3月
です。3月のはじめといえば女の子のお祭りである「ひな祭り」
がありますが、県内でもおひな様を披露するイベントなどが各
地で行われました。その中で今回は日出町で行われた「日出
雛めぐり」に行ってきました。街の観光案内所を兼ねている
「二の丸館」をはじめ、街中の多くのお店で飾られた綺麗なひ
な壇を見ることができました。雛めぐりのあとは日出城跡や城
下公園などを散策して、おいしいと評判のハンバーグ屋さん
でランチを食べるなど、ゆっくりとした日出での一日を満喫で
きました。 

【離任のご挨拶】 
 

 県国際政策課で国際交流員の仕事を二年間務めて参りま
したが、いよいよ帰国の時期となりました。大分在住の二年間
を振り返り、とても感慨深い想いで一杯です。魅力的な大分
の地は去りがたく、綺麗な自然、海、温泉や優しい人々とお
別れしなければいけないことをとても寂しく感じています。 
 

 大分で出会った人々と過ごした日々は、これからもずっと心
の中に残ると思います。いつも支えてくれた友人に「ありがと
う」と伝えたいです。大分に来て本当に良かった。心から感謝
しています。そして、県内の学校で出会った児童生徒の皆さ
んはとても素直で可愛かったなぁ。みんなにまた会いたいな。 
 

 私と大分県とのつながりはこの二年間だけでなく、これから
だと強く思っております。大分県で勉強したこと、培ったネット
ワークをどのように活かすかが課題です。そして、国と国の交
流、人と人のつながりのため、自分は何ができるかを一生懸
命考えていきたいと思っています。  
 

 最後になりますが、素敵な大分県や大好きな国際政策課は
私にとっての誇りです。またいつか大分県に戻って来る時に
「ただいま」と言いたいです。謝謝大家！ 

ニコール・フリン 
（ Nicole Flynn） 
県国際交流員 

オーストラリア（QLD） 
pu101503@pref.oita.jp 

 2月末に、「おんせん県おおいた オーストラリア・プロモーション」で、
母国のオーストラリアに行ってきました。「オーストラリア・プロモーショ
ン」の主な目的は大分県の観光のセールスプロモーションでしたが、
長期目標はオーストラリア国内に大分県の知名度を上げ、インバウ
ンド・アウトバウンドの観光客と教育旅行訪問団を増やすことです。2
日間の出張で、日本政府観光局のシドニー事務所とメルボルンにあ
るジェットスター本社を訪問し、現地の旅行会社と教育旅行専門店
にて観光セールスを実施しました。スケジュールがきつかったですが、
私はおおいたチームの一員として県の観光、宿泊施設などをPRした
りすることができてとても嬉しく思います。これから、大分県とオースト
ラリアの関係と交流が深まり、インバウンド・アウトバウンド観光と教
育旅行が増えることを期待しています。このことが実施されるよう、こ
れからも頑張っていきたいと思います。 

なつかしい我が故郷～大分ふるさと写真館～ 
【津久見市／竹田市】 

（竹田市） 
「白水ダム」 

国の重要文化財。水の流れ
が美しい白水ダム。 

 
 

（津久見市） 
「河津桜」 

開花時期の早い河津桜は
県内外の観光客に人気。 

（津久見市） 
「保戸島遠景」 

豊後水道に浮かぶ保戸島は、 
マグロ漁業の島として有名。 

（竹田市） 
「岡城阯」 

名曲「荒城の月」で有名。
近年、九州オルレでも人気。 

mailto:a10140@pref.oita.lg.jp
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