
 

韓国・京畿道との主な交流経過 

年月 交流の内容 

平成 2年 

 

1990.4 長洲知事を団長とする訪問団が京畿道を訪問、友好提携調印 

1990.7 かながわ友好交流会議に参加のため、京畿道訪問団が来県 

1990.9  京畿道の水害被災に対し見舞金を送付 

1990.10 京畿道都市・労働分野実務研修団が来県 

平成 3年 1991.4 

 

京畿道農業研修団が来県 

職員交流事業開始、京畿道職員 李寛洙（ｲ･ｸｧﾝｽ）氏来県 

1991.8 京畿道の水害被災に対し見舞金を送付 

1991.9 京畿道議会訪問団が来県 

平成 4年 1992.7 京畿道公務員教育院の海外研修生が来県 

1992.8 神奈川県スポーツ交流団（男子バレーボール）が京畿道訪問 

1992.10 神奈川県女性交流団が京畿道訪問 

神奈川県議会訪問団が京畿道訪問 

平成 5年 1993.3 京畿道議会の農林水産関係議員が来県 

京畿道スカラシップ留学生が来県 

1993.6 神奈川県議会日韓親善議員連盟が京畿道訪問 

1993.8 京畿道スポーツ交流団(男子バレーボール)来県 

1993.11 京畿道保健事業研修団が来県 

平成 6年 1994.6 

 

 

コリア庭園開園記念事業 

・ 京畿道立舞踊団、京畿道代表団来県 

・ コリアガーデンフェスティバル開催 

1994.8  

 

 

神奈川県スポーツ交流団（女子卓球）が京畿道訪問 

京畿道議会韓日親善議員連盟が来県 

県議会日韓親善議員連盟と友好協定を締結 

1994.9 京畿道河川管理者海外研修団が来県 

平成 7年 

 

1995.4 京畿道防災関係研修団が来県 

1995.8 

 

友好提携 5周年 

・ 岡崎知事を団長とする訪問団が京畿道訪問 

・ 県議会訪問団が京畿道訪問 

1995.11 

 

 

 

友好提携 5周年 

・ 京畿道訪問団、京畿道議会訪問団、京畿道経済交流団が来県 

・ 京畿道投資セミナー開催 

・ 京畿道立舞踊団が来県し、かながわ公演を実施 

平成 8年 1996.6 京畿道税務制度等研修公務員が来県 

1996.8 第１回友好県省道交流会議（開催地：遼寧省）において、岡崎知事と

崔庚仙（ﾁｪ･ｷﾞｮﾝｿﾝ）京畿道政務副知事が会談 

1996.10 

 

10 月マダン（民団主催）に参加のため、崔庚仙（ﾁｪ･ｷﾞｮﾝｿﾝ）京畿道

政務副知事を団長とする訪問団が来県 



 

1996.11 第 7 回東アジア地域経済人交流会議に参加のため、商工部長を団長と

する訪問団が京畿道訪問 

平成 9年 1997.1 

 

20％クラブ国際環境ワークショップに参加のため、京畿道環境保全課

職員が来県 

1997.5 

 

京畿道議会韓日親善議員連盟が来県 

県議会日韓親善議員連盟が京畿道訪問 

1997.8 京畿道保健分野公務員研修団が来県 

1997.10 

  

第 5 回アジア女性友好交流会議に参加のため、京畿道家庭福祉課長等

の道職員が来県 

京畿道水原市で｢神奈川県物産観光特別展｣を開催 

平成 10 年 

 

1998.8 神奈川県青年リーダーを京畿道に派遣 

1998.9 

 

 

第 2 回友好県省道交流会議に参加のため、岡崎知事を団長とする訪問

団が京畿道訪問 

林昌烈（ｲﾑ･ﾁｬﾝﾖﾙ）京畿道知事を団長とする訪問団が来県 

平成 11 年 

 

1999.3 趙漢裕（ﾁｮ･ﾊﾆｭ）京畿道高陽市副市長を団長とする訪問団が来県 

1999.12 京畿道アジェンダ 21 研修団が来県 

平成 12 年 2000.3 青少年サッカーチームを京畿道に派遣 

2000.4 京畿道保健環境研究院訪問団が来県 

2000.7 京畿道世界青少年京畿文化体験プログラムに参加のため、県内大学生

を京畿道に派遣 

2000.9  

 

 

 

 

友好提携 10 周年 

・ 林昌烈（ｲﾑ･ﾁｬﾝﾖﾙ）知事を団長とする京畿道訪問団が来県 

（第 3回友好県省道交流会議にも合わせて参加） 

・ 日韓市民交流マダン実施（10周年記念事業） 

・ 京畿道・果川初等学校蹴球団が来県し、少年サッカー大会を実施 

2000.10 県議会サッカー部 2002 及び日韓親善議員連盟が京畿道を訪問 

両議会サッカーチームによる親善試合等を実施 

平成 13 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001.3 

 

東北アジア 3地域女性代表者会議に出席のため、室谷副知事を団長と

する訪問団が京畿道を訪問 

神奈川県サッカー協会が少年サッカーチームを京畿道に派遣 

2001.4 

 

 

県立商工高校が修学旅行で京畿道安養市ﾋﾟｮﾝﾁｮﾝ情報産業高等学校等

を訪問 

林昌烈（ｲﾑ･ﾁｬﾝﾖﾙ）知事を団長とする訪問団が箱根を視察 

2001.5 

 

京畿道議会韓日親善議員連盟が来県。 

県議会サッカー部 2002 との親善試合等を実施 

2001.6 食品衛生・公衆衛生分野の調査のため、京畿道保健福祉研修団が来県 

京畿道内の台章高等学校が姉妹校である県立岩戸高校を訪問 

2001.8 第 25 回全国高等学校総合文化祭に参加するため、京畿道内の高校生

が来県 

2001.10 豊島きよし副議長を団長とする県議会訪問団が京畿道を訪問 



 

2001.11 

 

「遼寧省・京畿道・神奈川県の文物展」開会式等に参加のため、京畿

道立博物館長を団長とする訪問団が来県 

平成 14 年 

 

 

2002.3 

 

行政視察のため、南基明（ﾅﾑ･ｷﾞﾐｮﾝ）京畿道行政 1副知事を団長とす

る副自治体長訪問団が来県 

2002.4 

 

国際環境シンポジウムに出席のため、京畿道環境政策課長を団長とす

る訪問団が来県 

2002.5 

 

 

｢遼寧省･神奈川県･京畿道文物展｣開会式に参加のため、県立歴史博物

館副館長を団長とする訪問団が京畿道を訪問 

韓国経済に関する意見交換のため、牧島功県議会議員が、京畿道庁を

訪問 

2002.6 

 

京畿道立舞踊団が来県し、2002FIFA ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ記念催事｢日韓伝統舞踊

の夕べ｣を開催 

2002.8 第 26 回全国高等学校総合文化祭・神奈川大会に参加のため、京畿道

内にある台章高校の生徒が来県 

アジア国際文化交流事業として、清水教育部長を団長とする神奈川県

高等学校合同合唱団が京畿道内の高校を訪問 

2002.10 第４回友好県省道交流会議（開催地：遼寧省）において、岡崎知事と

孫鶴圭（ｿﾝ･ﾊｯｷｭ）京畿道知事が会談 

第 11 回東アジア地域経済人交流会議に参加のため、京畿道国際通商

課長を団長とする訪問団が来県 

洪英基（ﾎﾝ･ﾖﾝｷﾞ）京畿道議会議長を団長とする道議会訪問団が来県 

平成 15 年 

 

2003.1 

 

行政視察のため、千明洙（ﾁｮﾝ･ﾐｮﾝｽ）京畿道行政 2副知事を団長とす

る訪問団が来県 

2003.4 

 

行政視察のため、金喜謙（ｷﾑ･ﾋｷﾞｮﾑ）京畿道投資振興官を団長とする

訪問団が来県 

2003.7 浄水場・下水処理場の視察のため、京畿道上下水道業務調査団が来県 

2003.10 国際協力プロジェクト（水害防止）の調査のため、京畿道建設計画課

職員が来県 

平成 16 年 

 

2004.5 韓国全国市・道議会議長協議会訪問団の一員として、金順徳（ｷﾑ･ｽﾝﾄﾞ

ｸ） 京畿道議会議長が来県 

2004.7 第 1 回三県省道学術フォーラムに参加のため、県職員 3名を京畿道に

派遣 

2004.8 第 1 回三県省道スポーツ交流事業に参加のため、神奈川県青少年サッ

カー選手団を京畿道に派遣 

2004.10 第 5 回友好県省道交流会議に参加のため、松沢知事を団長とする訪問

団が京畿道訪問 

2004.12 業務調査のため、京畿道中小企業行政調査団が来県 

国際協力プロジェクト（公衆衛生）の調査のため、京畿道保健衛生課

職員が来県 



 

平成 17 年 

 

 

2005.2  「第３回京畿道世界陶磁ビエンナーレ」等の観光プロモーションのた

め、孫鶴圭（ｿﾝ･ﾊｯｷｭ）京畿道知事が来県 

2005.4 友好提携 15 周年記念事業のため、松沢知事を団長とする訪問団が京

畿道を訪問 

2005.6  職員交流事業として、国際課職員を派遣（～2006.3.18） 

2005.7 金成植（ｷﾑ･ｿﾝｼｸ）京畿道政務副知事を団長とする訪問団が来県 

2005.8 第２回三県省道スポーツ交流事業（遼寧省開催）において、両地域の

青少年サッカー選手団が交流 

2005.9 女性政策に関する調査のため、京畿道女性会館長を団長とする調査団

が来県 

2005.10 

 

友好提携 15 周年 

・ 孫鶴圭（ｿﾝ･ﾊｯｷｭ）知事を団長とする代表団が来県 

日韓市民交流マダン実施（15周年記念事業） 

 牧島功県議会議長を団長とする県議会訪問団が京畿道を訪問 

 2005.12 梁泰興（ﾔﾝ･ﾃﾌﾝ）京畿道議会韓日親善議員連盟会長を団長とする訪問

団が来県 

平成 18 年 2006.2 「地方選挙と政治発展に関する日韓比較 国際学術大会」に出席のた

め、松沢知事がソウル及び京畿道を訪問  

 

 

2006.3 公園管理業務視察のため、京畿道職員、京畿道市郡職員、京畿道緑地

財団職員が来県 

 神奈川県友好省州等高校生派遣事業として韓国京畿道との教育文化

交流を進めようとしている県立七里ガ浜高校、大師高校各３名、引率

教員 3名、国際課 1名計 10 名を京畿道へ派遣 

2006.4 

 

本県の防災システムに関する視察のため、京畿道職員及び道内市郡職

員が来県 

2006.6 連合神奈川との交流のため、韓国労総京畿道地域本部団員が来県 

2006.7 三県省道事前調整会議出席のため、京畿道職員が来県 

2006.8 第 3 回三県省道スポーツ交流事業に参加のため、京畿道青少年サッカ

ー選手団が来県 

2006.10 本県の防災施策に関する調査のため、京畿道職員及び道内市郡職員が

来県 

2006.11 

 

第 6 回友好県省道交流会議に参加のため、金文洙知事を代表とする京

畿道訪問団が来県 

第 2回三県省道学術フォーラム参加のため、京畿道保健衛生政策課医

師が来県 

2006.12 

 

本県の防災行政の調査のため、京畿道職員が来県 

本県の地方分権及び首都圏広域行政施策の調査のため、京畿道議会議

員及び京畿道職員が来県 

平成 19 年 

 

2007.1 本県の外国籍県民支援施策の調査及び関連施設の視察のため、京畿道

職員が来県 



 

 

 

 

 

2007.2 本県の公共施設の視察のため、ヨルリンウリ党京畿道支部職員が来県 

2007.3  本県公共図書館の視察のため、京畿道議会議員、京畿道職員、京畿道

内市郡職員が来県 

 

2007.5 

 

京畿道主催「移民女性支援国際シンポジウム」に国際課職員を派遣 

本県都市計画施策の調査のため、京畿道及び関係団体職員が来県 

本県議会日韓親善議員連盟との交流のため、京畿道議会韓日親善議員

連盟訪問団が来県 

2007.6 

 

京畿道職員１名を、友好交流職員として本県で受入れ 

「2007 国際学術大会」への出席、金文洙（ｷﾑ･ﾑﾝｽ）京畿道知事、   

孫鶴圭（ｿﾝ･ﾊｯｷｭ）前京畿道知事との面談、並びに京畿道内関係施設 

の調査のため、松沢知事が訪韓 

2007.7 横須賀市リサイクルプラザの調査のため、京畿道・平澤(ﾋﾟｮﾝﾃｸ)市職

員等が来県 

2007.8 第４回三県省道スポーツ交流事業に参加のため、神奈川県青少年サッ

カー・バスケットボール選手団を京畿道に派遣 

2007.9 本県の環境基本計画に関する調査のため、京畿道関係団体職員が来県 

本県の研究開発支援施設の調査のため、京畿道及び京畿道関係団体職

員が来県 

2007.10 本県の青少年相談施策の調査のため、京畿道職員及び京畿道内市郡職

員が来県 

本県の国際施策等の調査並びに神奈川県議会日韓親善議員連盟所属

議員との交流のため、京畿道議会 金仁成（ｷﾑ･ｲﾝｿﾝ）議員が来県 

2007.11 国際協力プロジェクト事業実施のため、京畿道職員が来県 

本県の芸術文化団体の活動概要の調査のため、（社）韓国芸術人総連

合会京畿道連合会関係者が来県 

平成 20 年 2008.1 本県内の大規模物流施設の調査のため、京畿道職員及び京畿道内市郡

職員等が来県 

本県及び川崎市の評価制度の調査のため、京畿道職員が来県 

2008.4 本県及び横浜市の交通弱者支援施策の調査のため、京畿開発研究院関

係者が来県 

2008.5 本県体育協会の調査のため、京畿道職員が来県 

横浜金沢産業団地の調査のため、京畿道職員が来県 

「京畿道フェア」視察のため、金文洙知事が来県、松沢知事と会談 

2008.7 「日韓交流おまつり中高生交流プロジェクト」のため、京畿道・佛谷

(ﾌﾟﾙｺﾞｸ)高校生徒が来県、愛川高校生徒と交流 

2008.8 第５回三県省道スポーツ交流事業（遼寧省開催）において、両地域の

青少年サッカー・バスケットボール選手団が交流 

2008.9 本県の組織改編及び市町村合併施策の調査のため、京畿道職員が来県 

2008.10 第７回友好県省道交流会議（開催地：遼寧省）において、金文洙知事

と松沢知事が会談 



 

平成 21 年 

 

2009.1 

 

日韓交流国際学術大会参加のため、金文洙知事が来県、松沢知事との

会談及び大会における基調講演を行うとともに、関係機関を視察 

2009.3 

 

「ｼﾞｬﾊﾟﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾎﾞｰﾄｼｮｰ 2009 イン横浜」のイベント視察等のた

め、京畿道兪蓮埰(ﾕ･ﾖﾝﾁｪ)政務副知事が来県、松沢知事と会談 

2009.5 横浜市内の小学校の食育の取組みの取材のため、京畿放送関係者が来

県、横浜市内小学校２校を訪問 

2009.7 本県の伝統菓子産業の調査のため、京畿道職員等が来県 

2009.8 

 

第６回三県省道スポーツ交流事業に参加のため、京畿道青少年サッカ

ー・バスケットボール選手団が来県 

2009.9 京浜臨海部の産業再生先進事例の調査のため、京畿道関係団体職員が 

来県 

2009.10 本県議会日韓親善議員連盟との交流のため、京畿道議会韓日親善議員

連盟訪問団が来県 

本県の首都圏活性化施策の調査のため、京畿道職員が来県 

2009.11 「国際学術会議」へ出席のため知事、知事特別秘書等が訪韓。ソウル

市内において、金文洙（ｷﾑ･ﾑﾝｽ）京畿道知事との会談。また、京畿

道主催行事「G-Food Show 2009」等の視察を実施 

2009.12 本県農業技術センターの調査のため、京畿道職員が来県 

平成 22 年 2010.3 「ジャパンインターナショナルボートショー2010 イン横浜」視察等の

ため、京畿道経済投資室長他職員が来県 

2010.4 市民相談窓口等の調査のため、京畿道自治行政課研修団が来県 

2010.6 京畿道議会建設交通委員会が交通施設現況の調査のため、神奈川県警

察本部交通管制センターを視察 

2010.8 第７回三県省道スポーツ交流事業に参加のため、神奈川県青少年サッ

カー・バスケットボール選手団を京畿道に派遣 

2010.9 先進監査行政調査のため、京畿道監査官室等研修団が神奈川県監査事

務局を訪問 

2010.10 友好提携 20 周年を記念し、県立三ツ池公園において「コリアマダン」

を開催 

第８回友好県省道交流会議及び神奈川県・京畿道友好提携 20 周年記

念事業参加のため、松沢知事を団長とする訪問団が京畿道を訪問 

2010.11 友好提携 20 周年を記念し、金文洙（キム・ムンス）知事を団長とす

る代表団が来県。記念事業の一環として、県立保健福祉大学を訪問し、

京畿道における保健・福祉政策の取組み等をテーマとした講演や学生

との意見交換などを実施 

2010.12 仕事と家庭の両立支援施策等の調査のため、京畿女性ビジョンセンタ

ー職員が県立かながわ女性センターを訪問 

2010.12 議員活動補佐業務調査のため、京畿道議会事務処が神奈川県議会事務

局を訪問 



 

平成 23 年 2011.6  職員交流事業として、国際課職員を派遣（～2012.3.23） 

2011.7 東京国際フォーラムで開催される「大韓民国優秀商品博覧会」参加の

ため、京畿道副知事（兪蓮埰政務副知事）等が来日。神奈川県知事へ

のあいさつのため、来県 

2011.7 「韓国京畿道投資説明会」開催のため、金文洙・京畿道知事等が来県 

2011.8 第８回三県省道スポーツ交流事業（遼寧省開催）において、両地域の

青少年サッカー・バスケットボール選手団が交流 

2011.11 県議会議員等が韓国の都市制度の現状を調査するため、京畿道及び道

議会等を訪問 

2011.12 県立三ツ池公園内コリア庭園視察のため、韓国庭園専門家等が来県 

2011.12 本県議会日韓親善議員連盟との交流のため、京畿道議会韓日親善議員

連盟訪問団が来県 

平成 24 年 2012.2 職員の不祥事防止対策等の調査のため、京畿道職員からなる海外清廉

先進地研修団が神奈川県行政事務監察課等を訪問 

2012.4 東京国際フォーラムで開催される「大韓民国優秀商品博覧会」参加の

ため、京畿道経済副知事（李在律氏）等が来日。神奈川県知事へのあ

いさつのため、来県 

2012.4 県議会議員等が大韓民国・京畿道の観光振興施策や世界文化遺産の活

用策等を調査するため、京畿道等を訪問 

2012.8 第９回三県省道スポーツ交流事業に参加のため、京畿道青少年サッカ

ー・バスケットボール選手団が来県 

2012.11 京畿道経済政策課及び道内 市、郡職員が商店街支援の調査のため、

商業流通課及び横浜市内商店街を訪問 

平成 25 年 2013.1 東京における日本企業とのＭＯＵ締結等のため、金文洙・京畿道知事

等が来県。神奈川県知事へのあいさつや、経済副知事等との少子高齢

化に関する意見交換、関係施設の視察 

2013.3 第９回友好県省道交流会議（開催地：本県）出席のため、経済投資室

長（全聖泰氏）が来県。併せて、神奈川県知事へも表敬訪問。 

2013.5 京畿道及び道内 市、郡の社会福祉担当職員が本県の社会福祉現場を

調査するため、神奈川県立総合療育相談センター等を訪問 

2013.6 職員交流事業として、京畿道職員を受入（～2014.5.31） 

2013.6 プルン京畿 21 実践協議会(行政職員なし)が、地方アジェンダの調査のた

め、神奈川県環境計画課を訪問 

2013.8 第 10回三県省道スポーツ交流事業に参加のため、神奈川県青少年サ

ッカー・バスケットボール選手団を京畿道に派遣 

2013.11 県議会議員が京畿道の公聴施策及び道議会における民意の公平な反

映施策を調査するため、京畿道及び道議会等を訪問 

平成 26 年 2014.4 東京国際フォーラムで開催される「韓国商品展示・商談会」参加のた

め、京畿道交流通商課長等が来日。拉致問題・国際戦略担当局長等へ

のあいさつのため来庁 



 

2014.8 第 10 回友好県省道交流会議（開催地：遼寧省）において、吉川副知

事と金憙謙（キム・ヒギョム）行政２副知事が会談 

第 11 回三県省道スポーツ交流事業（遼寧省開催）において、両地域

の青少年サッカー・バスケットボール選手団が交流 

2014.9 京畿道自治行政課等の職員が大都市特例（地方分権）制度の調査のた

め、神奈川県庁を訪問（広域連携課が説明） 

2014.11 京畿道内の消防団（義勇消防隊）が日本の消防団の事例研修の一環と

して、県消防学校を視察 

2014.12 京畿道イルチャリ（雇用）政策課等職員が本県労働政策について調 

査・視察のため来県、県労働部と意見交換、関係機関を視察 

平成 27 年 2015.4 東京国際フォーラムで開催される「韓国商品展示・商談会」参加のた

め、京畿道 朴洙營（パク・スヨン）行政１副知事等が来日。拉致問

題・国際戦略担当局長が同商談会上にてあいさつ 

2015.6 京畿道水質管理課の職員がパルタル湖の水質保護の研究のため、土地

水資源対策課、相模ダム管理所及び神奈川県内広域水道企業団を訪問

視察し、意見交換を実施 

2015.8 第 12 回三県省道スポーツ交流事業に参加のため、京畿道青少年サッ

カー・バスケットボール・卓球選手団が来県 

2015.8 神奈川県・京畿道友好提携 25周年記念事業参加のため、黒岩知事を

団長とする訪問団が京畿道を訪問。 

2015.10 神奈川県・京畿道友好提携 25周年記念事業として、県立三ッ池公園

内のコリア庭園に、新たにチャンスンを設置した。 

2015.10 京畿道議会議員（企画財政委員会委員長外 13 名）が来庁。議長訪問、

議会昼食会、知事表敬の実施。 

2015.10 京畿道建築デザイン課等職員が、ユニバーサルデザイン、交通バリア

フリーに関する本県の取組みを視察するために来庁。交通企画課によ

る施策説明を実施。 

2015.10 京畿道環境局長、職員が本県の廃棄物、リサイクルに関する取組みを

視察するため来庁。資源循環推進課による施策説明を実施。 

平成 28 年 2016.6 職員交流事業として、京畿道へ職員を派遣（～2017.3） 

2016.10 京畿道安全管理室長（局長級）及び安全企画課長が神奈川県総合防災

センターを訪問。9月 12 日に発生した大韓民国・慶州（キョンジュ）

での地震を受けて、地震対策についての視察を行った。 

2016.11 神奈川県議会自民党議員訪問団が京畿道を訪問。大型会議・展示施設

であるキンテックス、京畿道英語村を視察したほか道議会への訪問を

実施した。 

2016.11 京畿道特別司法警察団が、食品・公衆衛生管理政策及び有害不良食品

防止対策、公衆浴場業に関する政策及び公衆浴場業の自律管理制度と

その優秀な事例について、先進的な神奈川県の取組みについて調査す

るため来庁。本県生活衛生課による施策説明を行った。 



 

2016.11 京畿道安全企画課長をはじめとする京畿道職員５名が、広域防災活動

拠点・備蓄拠点等の視察を行うため来県。本県災害対策課応急対策 G

による視察を行った。 

平成 29 年 2017.2 京畿道安全管理室長（局長級）外６名及び京畿道議員３名が、広域防

災活動拠点、センター構築に向けた視察を行なうために来県。本県総

合防災センターにおける見学及び視察を行なった。 

 2017.5 京畿道管理課長をはじめとする京畿道職員７名が、道路構造物の先進

的なメンテナンス方法等について調査するため来県。首都高速道路㈱

の職員の方々にも協力してもらい、本県道路管理課による施策説明を

行った。 

 2017.6 京畿道及び道内 市、郡の認知症関連事業を担当する職員が本県の認

知症対策を調査するため、県内の特別養護老人ホーム等を訪問。 

 2017.6 海老名市立中央図書館の視察等のため、南景弼・京畿道知事等が来県。

海老名市立中央図書館の視察、海老名市長への表敬訪問、黒岩知事主

催の夕食会を実施。 

 2017.6 京畿道食品安全課及び道内 市の保健担当職員が食品衛生に関する

普及啓発、食中毒予防及び対策について先進的な神奈川県の取組みに

ついて調査するため来庁。本県生活衛生課による施策説明を行った。 

 2017.7 京畿道議会議員（韓日親善議員連盟会長外 15 名）が来県。副議長訪

問、日韓親善議員連盟主催の昼食会、温泉地学研究所の視察の実施。 

 2017.7 職員交流事業として、京畿道職員を受入（～2018.7.19） 

 2017.11 京畿道議会議員等 15 名が来県。パシフィコ横浜の視察の実施。横浜

市都市整備局みなとみらい 21 推進課長より、みなとみらい 21 区

域の開発概要について説明を受け、質疑を行った。 

 2017.11 第 11 回友好県省道交流会議に参加のため、河合県民局長を団長とす

る訪問団が京畿道訪問 

 2017.12 黄海経済自由区域庁 孫林成 事業統括本部長 外６名が来県。 

 2017.12 京畿道企画調整室一行が来県。県政策法務課の業務について研修を実

施。 

 2017.12 京畿道連政協力課一行が来県。県議会局、若者就職支援センター、温

泉地学研究所を視察。 

平成 30 年 2018.1 京畿道議会議長等が来県。災害対策課の研修を実施し、その後、県議

会局にて議長への挨拶、県議会との昼食会を実施。 

 2018.2 南景弼（ﾅﾑ･ｷﾞｮﾝﾋﾟﾙ）京畿道知事を団長とする訪問団が羽田空港跡地

開発事例地域等を視察。 

 2018.4 職員交流事業として、京畿道へ職員を派遣（～2019.3） 

 2018.4 京畿道保健政策課一行が来県。県医療課から地域医療計画について説

明を受け、質疑を行った。 

 2018.5 京畿道建設本部一行が来県。県道路管理課から道路維持管理について

説明を受け、日本道路交通情報センター、道路管理ステーション、藤

沢土木事務所を視察。 

 2018.5 京畿道農業政策課一行が来県。県農政課の研修を実施。 



 

 2018.6 京畿道教育庁一行が来県。教育施設課による説明を受け、県立学校を

訪問した。 

 2018.7 韓国・女性家族部権益政策課（韓国刑事政策研究院）が来県。くらし安

全交通課の研修を実施。 

 2018.8 京畿道外交政策課の担当者が来県。県総合防災センター及び特別養護

老人ホーム芙蓉苑（介護ロボット普及推進センター）を視察。 

 2018.8 韓国労総京畿地域本部訪日団が来県。知事表敬訪問を実施。 

 2018.8 京畿道多福共同体支援課が来県。NPO 協働推進課及びかながわボラン

タリー活動サポートセンターによる研修を実施。 

 2018.10 駐日韓国大使館黄明錫参事官一行が来県し、国際文化観光局長を訪問

し意見交換をした。 

 2018.10 京畿道保健環境研究院が県衛生研究所を視察。 

 2018.12 韓国・京畿道議会一行が来県し、議長表敬訪問を行うとともに、議長

主催の夕食会が開催された。 

平成 31 年 2019.4 李花順（ｲ･ﾌｧｽﾝ）京畿道副知事を団長とする訪問団がみなとみらい 21

地区等を視察。首藤副知事表敬訪問を実施。 

 2019.4 京畿道労働組合一行が来県。県職員労働組合から県の労働組合の仕組

み等について説明を受け、質疑を行った。 

令和元年 2019.5 第 12 回友好県省道交流会議に参加のため、崔烓東革新産業政策官を

団長とする訪問団が神奈川県を訪問。神奈川県知事への表敬訪問を併

せて実施した。 

 2019.7 職員交流事業として、京畿道職員を受入（～2020.7） 

 


