92

No .

2012年7月25日発行

国際人材フェア・にいがた2013開催報告 …………… 01

ロシア極東・日本センター通信（ 第７回 ）…………… 03
在日外国人企業に聞く−新潟編⑥ …………… 05
海外ビジネス情報 ………………………… 07
列島ビジネス前線 ………………………… 12
セミナー報告 ………………………… 18
ERINA日誌 …………… 26
北東アジアビジネス情報ハブ−中国情報− ……… 巻末

ERINA（公益財団法人環日本海経済研究所）

ERINA BUSINESS NEWS

2012 年 7 月 No.92
Economic Research Institute for Northeast Asia

◆国際人材フェア・にいがた 2013 開催報告◆
ERINA 経済交流部研究員 穆尭芋
公益財団法人環日本海経済研究所（ERINA）は 2012 年６月 29 日（金）、
新潟県内企業と外国人留学生を対象とした就職相談会「国際人材フェ
ア・にいがた 2013」を開催した。本事業は、地方における留学生向け
就職説明会として 2005 年にスタートし、今年の開催は８回目となっ
た。今回までの開催実績は以下のとおりである。
年度

開催日

会場

参加企業

参加留学生

採用者

2005 年

10 月 28 日（金）

長岡商工会議所

9社

60 名

7名

2006 年

10 月 27 日（金）

新潟市民プラザ

9社

53 名

2名

2007 年

9 月 21 日（金）

新潟市民プラザ

14 社

47 名

3名

2008 年

5 月 21 日（水）

新潟市民プラザ

18 社

69 名

6名

2009 年

5 月 22 日（金）

新潟市民プラザ

8社

47 名

1名

2010 年

5 月 21 日（金）

新潟市民プラザ

22 社

59 名

1名

2011 年

6 月 23 日（木）

新潟市民プラザ

19 社

85 名

4名

2012 年

6 月 29 日（金）

新潟市民プラザ

18 社

86 名

－

-

-

117 社

506 名

24 名

計（延べ）

今年度の参加企業は 18 社、例年並みであったが、新潟県内有力企
業が数多く参加し、優秀な人材の確保を目指して留学生と面談した。
参加留学生は、新潟大学など県内大学の多大な協力を得て、過去最高
（86 名）の参加を得た。
■開催概要

日

時

平成 24 年６月 29 日（金）13：00～17：00

会

場

新潟市民プラザ

主

催

公益財団法人環日本海経済研究所（ERINA）

共

催

新潟労働局

後

援

新潟県

協

力

新潟地域留学生等交流推進会議、にいがた産業創造機構、新
潟県商工会議所連合会、新潟県経営者協会、新潟経済同友会、
ジェトロ新潟貿易情報センター、にいがたインターンシップ
推進協議会、新潟県中小企業団体中央会、新潟県行政書士会

（就職ガイダンス）

参加者

県内企業 18 社、留学生 86 名
新潟労働局（外国人雇用管理アドバイザー）
、
新潟県行政書士会（在留資格変更手続相談コーナー）

■プログラム

13:00

主催者代表・共催者代表挨拶

13:10

留学生向け就職ガイダンス
・留学資格から就労資格へ変更する際の注意事項
（東京入国管理局新潟出張所統括審査官

小川未奈登）

・留学生 OG による就職体験談（中越運送株式会社
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14:00

就職相談会
・留学生が企業ブースを順次に訪問し、県内企業と就職相談
を行う。これと並行して外国人雇用に関する相談（新潟労働
局）及び在留資格変更手続に関する相談（新潟県行政書士会）
を実施。

17:00
■結果概要

終了

参加企業は 18 社、うち新潟市に本社を有する企業は 10 社で最も多
かった。以下、魚沼市３社、長岡市２社、新発田市１社、上越市１社、
柏崎市１社であった。業種については翻訳、ソフトウェア開発、情報
サービス、水産品加工、食品加工、輸送、金属製品、金型、電子部品、
印刷、ビルメンテナンス、建築など多岐にわたった。中国語関連の募
集は 14 社、全体の 78％を占めた。ほかに英語関連が７社、ベトナム
語関連が３社であった。正社員を募集する企業は 15 社、全体の 83％
に達した。

（就職相談会）

参加留学生は 86 名、うち中国からの留学生が 72 名、全体の 84％
を占めた。ほかベトナムからの留学生７名、マレーシア２名、韓国２
名などとなった。学校別では、新潟大学の留学生が 37 名（43％）、国
際外語・観光・エアライン専門学校 12 名、新潟産業大学８名、事業
創造大学院大学８名、新潟経営大学６名、長岡大学４名、ほか長岡技
術科学大学、上越教育大学、敬和学園大学、国際ホテル・ブライダル
専門学校からそれぞれ２名の参加があった。文系留学生が 71 名、全
体の 83％を占め、理系留学生は 15 名（17％）と少なかった。男性 46
名、女性 40 名であった。
当日は就職ガイダンスと就職相談会の２部構成で実施した。就職ガ
イダンスでは、東京入国管理局新潟出張所の担当者による留学資格か
ら就労資格へのビザ更新手続きについての説明があり、その後、留学
生 OG による就職活動の心構えや面接の準備などの体験談があった。
就職相談会では留学生が企業のブースを訪問し、事前に用意したエン
トリーシート（参加申込書）を企業に提出して採用担当者から説明を
聞いた。
フェア終了後、参加企業からは「すぐにでも採用したい留学生がい
た」、
「優秀でやる気のある学生に出会えた」、
「新潟で働きたいと考え
ている留学生に会うことができた」、
「これまで接触の少なかった海外
留学生との接点を持てた」など評価する意見があった。また、
「時間が
長い。駐車が困難」、
「設備に問題があり、人が通ると床が沈み、座っ
ていると気になった」など改善を求める意見もあった。
留学生側からは、
「新潟県内で働きたい学生にとって本当に良い機会
だと思う」、「自分に合う職業について分かるようになった」
、「自分の
希望した会社以外に、いいと思った会社があってチャンスが増えた」
などの意見が寄せられたほか、「
（このようなイベントを）もっと行っ
てほしい」
、「開催挨拶が長くて、時間がもったいない感じがした」な
どの意見もあった。
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■所感

地方で行う留学生向け就職説明会は、企業が集まらないのではない
か、留学生が集まらないのではないかとの危惧は常にある。本事業は
８年にわたる継続開催のため、県内企業の認知度が高まり、企業募集
は容易になってきたが、学生の募集に苦労している。今回は、昨年度
あった外部助成による資金支援が得られず、当初予定した県外送迎バ
スを出したり、ポスターを作って学生に周知したりすることができな
かった。理系留学生の参加が少ないという課題も残っている。授業や
実験等で平日参加の難しい理系留学生の参加を促すための検討も行う
必要がある。事業の継続性と実効性の観点から、
「国際人材フェア・に
いがた」は全国でも稀な地方発の取り組みであろう。今後も難題を一
つ一つクリアし、継続して県内企業と留学生にマッチングの機会を提
供する役割を果たしていきたい。

◆ロシア極東・日本センター通信（第７回）◆
ウラジオストク日本センター所長

大石莊平

前回の『ERINA BUSINESS NEWS』2012 年３月号では APEC と沿海
地方との関係について触れさせていただきましたが、今回は９月８日
～９日にかけて開催される APEC 首脳会議に向けての準備作業につい
て、ウラジオストク市内の様子をご紹介します。
まずウラジオストク空港から APEC 首脳会議が開催されるルースキ
ー島を結ぶ幹線道路についてですが、衆目を集めている「金角湾上の
橋（写真１）」
、APEC 首脳会議の会場となる「ルースキー島への橋」
、
写真１（2012 年６月 17 日撮影）

そしてアムール湾を跨ぎルースキー島への橋の大陸側袂までの「Novy
村～De-Friz～Sedanka～Patrokl 間の海上横断道路を含む道路」は７
月初旬には完成します。

筆者提供の図を基に ERINA にて作成
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なお、
「Novy 村～De-Friz～Sedanka～Patrokl 間の海上横断道路を
含む道路」については、６月初旬、少々大目の降雨の後、一部道路崩
壊が生じたため、一旦、しばらく閉鎖されています。崩壊の原因はど
うも人的なミスによるものと思われ、現在調査が進められています。
APEC 前の突貫工事は随所で見られますが、昨年６月、メドヴェー
ジェフ大統領の「APEC 首脳会議開催は数日の事業だが、社会資本整
備は数十年に亘る事業であり、くれぐれも工事の質を落とさないよう
に」との忠告が、現場には十分に伝わっていなかったようです。
その他、都市の社会資本として欠くことのできない上水道及び市内
３カ所に設けられる下水処理場も、９月中にはほぼ完成する見通しと
なっており、ウラジオストク市内の社会資本は着実に充実しつつあり
ます。
但し、細部に目をやると、やや気に掛かる部分もあります。例えば、
市内の歩道の敷石取り替え工事です（写真２）
。市内の目抜き通りのほ
とんどすべてで歩道の敷石が取り替えられています。この工事は昨年
半ばより始まっており、多くは完成したのですが、場所によっては既
に一部剥がれている箇所も見られます。原因はずさんな工事によるも
ののように思われ、折角の工事ですので、もう少々緻密な工事であっ
たらなとの思いがしました。
写真２（2012 年６月 17 日撮影）

工事に携わる作業員はほとんどすべての箇所で CIS 諸国や中国、ヴ
ェトナム等からの出稼ぎ労働者で、現場の監督者もおらず、彼らは工
事が終われば当地を去るいわば外部者です。将来に亘る街の景観維持
への関心の低さも影響しているように感じた次第です。
ともあれ、街の中は歩道、地下連絡通路の補修工事（写真３）
、街灯
の設置、建物の外装補修等、まさに突貫工事が続いています。
さらに気が付いた点は、ウラジオストクでもロシアの多くの都市で
見られるように民間業者が請け負う路線バスが主流でしたが、最近、
市営バスが走り始めたことです。このバスは乗り降りの段差が小さく

写真３（2012 年６月 17 日撮影）

（写真４、独“MAN”社製）、市民にも大変好評で、主要都市に相応
しい社会資本充実の表れの一つです。
最近の地域発展省極東管理部の発表では、APEC 首脳会議開催準備
が７月に向けて 90％完了するとのことでした。
他方、APEC 首脳会議開催に向けた大型案件で竣工が気掛かりなの
は、アムール湾に面する「Burny（暴風雨）岬」と金角湾に面した
「Korabelny Naberezhnaya（造船所海岸通り）
」という２カ所の五
つ星ホテルです。目下、沿海地方知事も乗りだして労働者の増員を掛
け、工事のスピードを速めているところです。

写真４（2012 年６月 17 日撮影）

APEC 首脳会議開催準備関連の社会資本整備の状況は以上ですが、
人の面でも目下、1,700 人の学生ボランティアや英語の出来る人材の
確保に努めています。また、この機に市の中央部の掲示はロシア語と
英語との２カ国語表記となる予定で、APEC 首脳会議開催後も市の観
光社会資本として残ることでしょう。
最後に、APEC 首脳会議の開催会場となるルースキー島の極東連邦
大学キャンパスの様子を地域発展省極東管理部のサイトでご覧下さい。
4
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英語版：http://www.ddmr.ru/ru/photo/423-sign
中国語版：http://www.ddmr.ru/ru/photo/424-sign（これも中国重
視の表れでしょうか）
さて、APEC 首脳会議開催と機を同じくして、ロシア極東では二つ
の興味深い事項があります。一つはプーチン大統領返り咲き後に新設
された“極東開発省”と、取り沙汰されている“国営シベリア・極東
開発会社”の設立の動きです。
先のロシア下院での審議の過程で、極東開発省の機能は既存省庁の
調整機能という極めて限定的なものになり、
“国営シベリア・極東開発
会社”の設立は当面見送られることとなりそうですが、ロシアにとっ
ての東シベリア・極東の経済的重要性が減じられるわけではありませ
ん。極東開発省との接触は欠かせないものと思われます。
いずれにしても、前回触れさせていただいたように、ロシアが欧州
と併せて、北東アジアや環太平洋地域との連携の中でも経済発展を目
指している訳ですので、極東に重要な政府機関が出来ることは海外投
資家にとっては基本的には好ましいことです。極東開発省がロシア企
業の海外企業との経済交流を指導、支援してくれることを期待したい
と思います。
今回の APEC の主要テーマは（１）貿易と投資の自由化及び地域経
済の統合、
（２）食糧供給の強化、
（３）物資の安定供給チェーンの確
立、そして（４）技術革新の促進です。
太平洋、北極海という海に面し、広大な国土と豊かな天然資源を有
するロシアが、環太平洋地域とのより緊密な経済協力関係を構築し、
世界の人口が増加する中でこの四つの課題に取り組み、国際社会に果
たす役割は大変大きなものがあると思います。

◆在日外国人企業に聞く－新潟編⑥◆
「ビジネスは信用。再生プラのビジネスも同じです」
㈱海越貿易

代表取締役

徐棟さん

一般にリサイクルの三大アイテムといえば、紙、金属、プラスチッ
ク。今回は、このうちペットボトルなどを利用したプラスチック再生
原料を中国に輸出している㈱海越貿易代表取締役の徐棟さんを訪問し
ました。社名の「海越」は、英語で「Ocean Cross」の意。化学音痴
で再生プラスチックといってもピンとこない聞き手に、プラスチック
再生原料を作り出す仕組みから、取引の状況、将来の夢に至るまで、
海を越える熱意をもって話をしてくださいました。
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－そもそも再生プラスチックと

ちょっと待ってください（と、プラスチック再生原料の実物を持っ

は一体どういうものなのか、よ

てきて説明してくれる徐さん）
。例えば、こういうもの＝写真＝を扱っ

く分からないのですが。

ています。ペットボトルを回収し、付着している飲料などを洗浄し、
破砕したものです。ほかにも、成形不良で捨てられるような廃材、成
形して余った端材などのプラスチックを取り扱います。廃プラ処理業
者からこうした材料を買い取り、中国へ輸出します。中国ではプラス
チック原料が不足していて、一人当たりのプラスチック消費量もまだ
まだ少なく、需要はあると考えています。

－どうしてこのようなビジネス
を始めたのでしょうか。

初めて日本に来たのは 1997 年のことで、それまでは江蘇省昆山に
あった台湾系企業で普通の営業をしていました。将来のために日本語
を習いたいと考え、東京に渡り、日本語学校、獨協大学を経て、友人
の会社でプラスチック樹脂の仕事と出会いました。2005 年になって新
潟県村上市にある㈱日本アクシィーズに入社。ここで中国のプラスチ
ック再生原料メーカーとも信頼関係を築くことができ、2008 年に独立
させていただき、新潟市でいまの会社を立ち上げました。

－成長する中国で、廃プラ業界
も発展しそうですね。

実はいまは需要が伸びていません。08 年の金融危機があり、いま中
国は内需拡大に向かっています。輸出品が減少し、プラスチック再生
原料のオーダーも落ちています。
しかし、日本のプラスチック再生原料は中国で競争力があります。
現地で生産するバージン原料よりプラスチック再生原料の方がコスト
が安いのが現状です。長い目で見ればプラスチック製品の消費は伸び
るでしょうし、さきほど言ったように需要はあると思います。

－中国との取引はどのような形
でされていますか。

輸出先は上海、香港、寧波などにあるプラスチック再生原料メーカ
ーの民営企業です。直接取引もありますし、商社を経由した取引もあ
ります。新潟港から、40 フィートコンテナ１個当たり 20 トン弱ぐら
いを運びます。
プラスチック再生原料には PE（ポリエチレン）、PP（ポリプロピレ
ン）
、PET（ポリエチレンテレフタレート）
、PA（ポリアミド）など様々
な種類があり、かさが大きくコンテナ当たりの重量も一定しにくいた
め、積み荷の内容を明確に規定する信用状取引には向かず、国際送金
による決済になります。それだけに信用が大切です。

－ほかに、取引で苦労すること
は何ですか。

プラスチックは石油製品ですから、石油価格に左右されます。相場
を見ながら、需給を調整しながら、在庫管理をしなければなりません。
それと、日本とビジネスのやり方がやはり違います。同じクレーム
処理にしても、中国側はアバウトで、日本側は細かいところに突っ込
んできます。仮に品質や量に５％の食い違いがあっても、中国側は儲
6
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けが残ればそれでよく、儲けがなくなる線になって大きな問題になり
ます。日本側は数字の違いそのものが問題です。こうしたビジネス習
慣の違いの間に立って、双方の言い分を聞きながら調整するのが、当
社の仕事というわけです。
－最後に、将来の方針や夢をお
聞かせください。

いまは粉や破砕品のプラスチック再生原料を扱っていますが、先ほ
ども言ったように、石油価格に左右されます。これをより安定的なも
のにするのは、より付加価値の高い半製品、基材を扱うようにしたい
と思っています。日本の樹脂製造技術は非常に高く、付加価値の高い
ものを扱っていく方向は間違っていないでしょう。

－ありがとうございました。
取材日

2012 年７月４日

聞き手

企画・広報部長

中村俊彦、経済交流部研究員

穆尭芋

【株式会社海越貿易】
〒950-0965 新潟市中央区新光町 19-8 PF ビル 603
Tel: 025-250-1108
Fax: 025-250-1106
E-mail: joo@oc-trading.co.jp

◆海外ビジネス情報◆
ロシア極東
大統領が知事選挙法に署名

ロシアのメドベージェフ大統領が連邦法「連邦法『ロシア連邦構成

（ロシースカヤ・ガゼータ

主体の国家権力の立法（代表）機関および行政機関の組織の一般原則

５月２日）

について』および連邦法『ロシア連邦国民の選挙権および国民投票へ
の参加権の基本的保障について』の変更について」に署名したことを、
大統領府の公式 Web サイトが伝えている。
同連邦法は４月 25 日に下院で採択され、27 日に上院で承認された。
この法律にしたがい、ロシア連邦構成主体の首長（ロシア連邦構成主
体国家権力の最高行政機関の指導者）は、秘密投票による全国民の平
等な直接選挙によって選出される。同法律は今年６月１日に発効する。
この規定による最初の選挙が今年 10 月の第２日曜日に実施されるこ
とになっている。

ロシア極東のための省が設置に

ロシア政府における極東発展省の設置とその大臣にビクトル・イシ

（ハバロフスク版

ャエフ極東連邦管区大統領全権代表が任命されたことは、ロシア極東

コメルサント・デイリー

の住民によって熱意をもって受け入れられた。与党関係者、多数の反

５月 23 日）

体制派ですら、22 日には同じ気持ちだった。
ロシア極東のための個別の省の設置は、先例のない措置だ。すでに
大統領令によって、イシャエフ氏の省は極東連邦管区内の国家プログ
ラムの実行を監理調整し、
（森林資源、特に連邦の自然保護区および国
7
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防産業資産は例外として）この地域の連邦財産を管理し、地方行政機
関が連邦中央から付与された権限の行使を監督することになっている。
（続報：フェデラルプレス７月２日）
メドベージェフ首相は７月２日、ロシア連邦極東発展省の活動規定
の承認について発表した。政府広報室が「フェデラルプレス極東」に
伝えたところによると、極東発展省は地方行政機関と民間ビジネスを
サポートしていくという。
メドベージェフ首相はウラジオストクにおける極東・バイカル地域
発展国家委員会の会合で「政府の最近の閣議で、我々はビクトル・イ
シャエフ氏の主導する極東発展省に関する規定を承認した」と発表し
た。
「この省の活動の主目的はインフラ整備、公共工事、連邦財産の監
理に関わる国家プログラムの実行だが、この他の目的もありうる。同
時に、この活動は地方行政機関および民間ビジネスに成り代わること
はない。地方レベルおよび民間のイニシアティブの枠内で行われるこ
とはすべて、最大限のサポートを受けることになる」と首相は述べた。
ウラジオストク航空の

APEC 首脳会談に合わせて建設されたウラジオストク空港の新しい

新ターミナルが試験営業

エアターミナルビルが第１便を受け入れたことを、同空港広報室が伝

（ロシースカヤ・ガゼータ
６月１日）

えた。
ノボシビルスク～ハバロフスク～ウラジオストク便の乗客が、新し
くできたＡターミナルに入った。スタッフや機材が新しいインフラの
下で機能するかどうかチェックすることが、テスト営業の目的だった。
６月半ばには２本目の試験便が入る。出発時の安全システム、レジス
トレーション、手荷物分別システムのチェックが目的だ。
ウラジオストクでの 2012 年 APEC 首脳会議関連事業計画の枠内で
建設中の新国際ターミナルは、2009 年８月に着工。これまでに作業の
98％が終了。ターミナルの旅客処理能力は１時間 1,360 人、年間では
350 万人となっている。投入資金の総額は 70 億ルーブル規模になった。

ヤクーチアの長は

サハ共和国（ヤクーチア）議会は８日の総会で共和国憲法の変更に

「大統領」と呼ばれない

関する法律を最終読会で可決し、大統領を「首長」と改称し、副大統

（ノーボスチ・ロシア通信社
６月８日）

領の役職をなくした。
メドベージェフ大統領（当時）は 2010 年 12 月、ロシア連邦構成主
体の長を大統領と呼ぶことを禁止する法律に署名。その際、各地域は
自分たちの歴史的伝統にのっとって指導者の名称を選ぶことができる。
可能な選択肢として、例えば、
「首長」、
「指導者」、
「政府議長」などが
ありうる。採択された法律にしたがい、地方は自分たちの憲法あるい
は憲章に 2015 年１月１日までに修正を加えなければならない。

ロシア極東への外国投資は

極東連邦管区大統領全権代表部の発表によると、2000～2011 年に

99 億ドル

ロシア極東に誘致された外国投資の金額は、年間６億ドルから 99 億

（ハバロフスク版

ドルに増えた（16.5 倍）。これは 2010 年を 36％上回った。昨年の結

コメルサント・デイリー

果から判断して、極東連邦管区は投資額ではロシアの八つの連邦管区

６月８日）

のなかで第４位を占めている。
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ロシア極東への主要な投資国は、オランダ（対内投資累積額の 48％）
、
日本（12％）
、英国（８％）
、インド（４％）
、バハマ諸島（７％）
、キ
プロス（５％）となっている。依然として鉱物資源の採取が最も魅力
的な産業部門となっており、2011 年の外国投資誘致金額は 93 億ドル
（全体の 93％）だった。
国産ニシンの輸出関税が引き上げに
（ハバロフスク版コメルサント・デイリー６月 15 日）
APEC 関連工事のミスで政府が責任者処罰の方針を発表
（ハバロフスク版コメルサント・デイリー６月 21 日）
中国東北
モスクワで中ロ貿易・投資

４月 28 日、中国商務部とロシア経済発展省が共催した中ロ貿易・

王黒龍江省長が発言

投資促進会議がモスクワ国際貿易センターで開かれた。李克強・中国

（黒龍江日報５月２日）

副総理とシュワロフ・ロシア第１副総理が出席し、王憲魁黒龍江省長

促進会議

が地方政府代表として発言した。王省長はその中で、
（１）越境加工貿
易協力の強化、（２）商品貿易協力の拡大、
（３）隣接する省・州の投
資協力の深化、
（４）越境口岸ルート建設の協力強化を提起した。また、
中国・同江－ロシア・ニジニレニンスコエ鉄道大橋の建設を重点的に
推進することを強調した。
中ロ境界河川に架かる同鉄道大橋は、
「中国東北地域とロシア極東・
東シベリア地域の協力規画要綱」の重要プロジェクトである。大橋の
建設協定の改定議定書は 2011 年 10 月 15 日に中国国務院により承認
され、2012 年３月 12 日にロシア政府により正式に承認された。
長琿高速道路安図

吉林省高速道路管理局によると、長琿（長春～琿春）高速道路（吉

サービスエリア運営開始

林省高速道路集団有限公司と韓国高速道路サービスエリア協会の共同

韓国の先進理念を導入

経営）の安図サービスエリアが５月３日、運営を始めた。延吉サービ

（吉林日報５月 10 日）

スエリア、黄泥河サービスエリアに次いで、中韓が共同経営する３つ
目の協力プロジェクトとなる。同サービスエリアには児童遊戯、バー
ベーキュー・レジャー、飲食・ショッピングなどの施設が設けられて
おり、延辺鮮一商務有限公司（韓国鮮一通産株式会社と韓国高速道路
サービスエリア協会の共同出資）が経営する。
2009 年６月、同省高速道路集団有限公司と韓国道路公社は「交流協
力覚書」に調印し、高速道路とサービスエリアの管理運営、情報提供、
人員育成・交流における協力に同意した。韓国の先進的経営理念の導
入は、同省の高速道路サービスエリアの発展に新しい機運をもたらし
ている。

中国鉄道最東端の駅－撫遠駅が

中国東北鉄道網の最東端に位置する前撫鉄道（前進鎮～撫遠、全長

８月開通

169.4 キロメートル）は、同線路最終駅である撫遠駅の８月竣工をも

（黒龍江日報５月 22 日）

って開通する。
撫遠駅は、前撫鉄道全線にある６つの駅の中で最大の建設規模、最
高の基準値を誇る駅だ。ホームの建物面積は 7,000 平方メートルで、
9
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乗客が地下通路を通って直接、ホームまで行き来できるように設計さ
れた。
前撫鉄道の開通により、黒龍江省とロシア・ハバロフスク地域との
国際通路がさらに拡大され、便利でスピード感のある陸海交通輸送網
が構築され、黒瞎子島（ロシア名：大ウスリー島）観光資源開発の加
速化が推進されることが期待される。
中国図們江地域（琿春）

５月 29 日午前、中国図們江地域（琿春）国際協力モデル区建設重

国際協力モデル区の建設が

点プロジェクトの着工式典が琿春市で開かれた。同モデル区は 2012

スタート（吉林日報５月 30 日）

年４月 13 日に中国国務院の承認を得て設立され、規模は約 90 平方キ
ロメートルで、国際産業協力区、辺境貿易協力区、中朝琿春経済協力
区、中ロ琿春経済協力区等を含む。
その位置づけは、北東アジア協力及び開発開放における重要なプラ
ットホームとして、北東アジアの総合的交通輸送の中核および商業貿
易物流センターとして、経済環境に優れた住みやすくエコ型の新しい
都市区として、中国東北地区の経済成長極および図們江地域協力開発
の拠点として発展していくことである。

中ロ国境地域投資協力に新方式

５月 31 日、中ロ投資基金の国境内外地域協力プロジェクトとのマ

中ロ投資基金マッチング会議

ッチング会議が開かれた。対ロシア経済貿易協力プロジェクトの建設

（黒龍江日報６月１日）

を促進するために、黒龍江省と中国投資有限責任公司（中投公司）が
共催した。その趣旨は、中ロ国境地域投資協力の有効な方法を模索す
ることで良好なウィン・ウィン関係を実現し、対ロ協力の格上げ、対
ロ経済貿易投資協力の構造転換とレベルアップを推進することにある。
中投公司は中国国務院からの承認を得て設立された国有独資会社で、
その対ロ投資は金融商品以外に直接投資にも注がれる。
ロシア国家開発銀行（VEB）は、ロシア政府の承認を受け 2011 年６
月、100 億ドルを出資してロシア直接投資基金（RDIF）を設立した。
RDIF は外資導入のための重要なプラットホームとして、ロシア国内企
業の制度改革と産業調整を促進することを趣旨としている。2011 年
10 月、中投公司、RDIF、VEB は協力覚書に調印し、「中ロ投資基金」
を設置した。同基金は 30 億ドルの資金調達を計画し、中投公司
と RDIF から 10 億ドルずつ、残りは内外の投資家から調達する予定だ。
同マッチング会議において、中投公司とマッチングする予定の協力
プロジェクトは 25 件に上った。その内訳は国境外園区３件、森林伐
採・木材加工７件、農業栽培１件、エネルギー・鉱物資源開発５件、
貿易協力２件、現代物流２件、国境を跨ぐインフラ整備５件となって
いる。

ハルビン市を北東アジア最大の

６月 14 日、ハルビン市香坊区政府と香港五洲国際集団有限公司は

工業品集散地に

「ハルビン・五洲国際工業博覧城」の建設に関する協議に調印した。

（黒龍江日報６月 17 日）

五洲国際集団が 180 億元を投資し、香坊新城域内に北東アジアで最大
の規模、最高の基準、多様な品種を誇る工業品集散地として建設する。
同プロジェクトの建設は２期に分けて行われる予定で、年内を目途
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に１期目の工事を始動させる見込み。予想される建設規模は、専業市
場及び特殊市場 280 万平方メートル、ホテル及び事務所 80 万平方メ
ートル、店舗６万コマ、年間生産高 600 億元、利潤と税金の総額 40
数億元、就業者数 20 万人。
モンゴル
日本入国ビザ手続きが簡素化
（news.mn５月２日）

在ウランバートル日本国大使館は、ビザ申請のいくつかの手順を変
更した。大使館は日本側からの招待状または承諾書を要求しなくなる。
しかし、ビザ申請者に十分な経済力がなければ、招待状や承諾書が必
要だ。親族が日本への渡航費を負担する場合、負担する側は経済力に
ついて申告しなければならない。
また、査証申請書以外の用紙にも記入することになる。審査期間も
ワーキングデイ３日に短縮される。月曜日にビザを申請すると、要求
された書類がすべて提出されれば、木曜日までにビザが下りることに
なる。

モンゴル開銀が米輸銀と協働

モンゴル開発銀行は１日、米国輸出入銀行との相互理解に関する覚

（news.mn５月２日）

書を締結した。この覚書は、大型プロジェクトの実施を目的とした低
金利ローン及び長期ローンによって高度技術を手に入れる可能性を開
くものだ。米国輸出入銀行は、鉄道や道路の建設、エネルギー産業、
原料加工の分野での協力を望んでいると表明した。

インドと鉄鋼産業の振興で協力

鉱物資源・エネルギー省とインドの Maharatna 鉄鋼公社（SAIL）

（InfoMongolia５月 14 日）

はウランバートルで 11 日、鉱業および鉄鋼産業でのビジネスチャン
スの模索を目的とし、覚書を締結した。
この覚書の枠内で、鉱物資源・エネルギー省（MMRE）と SAIL は鉱
業と鉄鋼産業における経済連携のチャンスを見極めるための合同調査
を行う。また、鉄鉱石の選鉱プラントとそれに続く国内消費および輸
出向け製鋼プラントを設置する目的での合同プレフィージビリティ調
査も MMRE と SAIL によって始められる。

新しい石油会社ができる

政府は 16 日の定例閣議で、国が株式の 34％以上を所有する石油会

（InfoMongolia５月 16 日）

社「ドルノド石油」をドルノド県チョイバルサンに設立することを決
めた。製油所建設プロジェクトへの政府の出資には、生産物分与契約
にしたがい開発銀行の追加基金が使われる。ドルノド石油社設立によ
って、モンゴルは国内の石油消費の一部を国内でまかなうことができ
るようになる。

丸紅の関係者が国会議長と会談

13 日、モンゴルのデンベレル国会議長が国分文也・取締役副社長執

（InfoMongolia６月 14 日）

行役員を団長とする丸紅（株）の代表団と会談した。この席でデンベ
レル議長は、ダルハン・オール県に建設中のモンゴルと日本の合弁の
製油所の進捗状況について報告を受け、意見を交換した。丸紅はモン
ゴル市場に高い関心を示し、モンゴルでのさらなる活動拡大を推進し
ている。同プロジェクトを推進しつつ、丸紅は、道路、情報通信、空
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港建設などの公共インフラの整備や、石炭、銅、ウラン等の資源部門
への投資にも関心を持っているという。
丸紅と東洋エンジニアリング（株）は 2010 年９月 29 日、ダルハン・
オール県ダルハン市での製油所建設案件への参画について協議するた
め、モンゴル石油社との枠組み合意を締結。製油所の原油処理能力は
日量４万 4,000 バレル、ディーゼル油の年間生産量 100 万トン、ガソ
リンの年間生産量 63 万トン、ジェット燃料の年間生産量６万トンと
なっている。丸紅と東洋エンジニアリングは、同製油所の建設、保守・
運営管理を請け負うことになっており、建設費の総額は６億ドルと試
算されている。製油所は 2014 年秋の操業開始を目指す。
韓国の大手企業がモンゴルに関心を示す
（InfoMOngolia６月 18 日）
双日はモンゴル産石炭の対中国供給量の３倍増を狙う
（news.mn６月 22 日、双日（株）ニュース・リリース６月 18 日）
サインシャンド工業団地の

モンゴル政府は 25 日の臨時閣議で、サインシャンド工業団地のマ

マスタープランを政府が承認

スタープランを承認した。政府は承認されたプランを管理運営するた

（news.mn６月 26 日）

めに国営企業「サインシャンド」を設立した。サインシャンド工業団
地を設立するためには、93 億ドルが必要で、必要な建設資金は現地と
国の公的資金でまかなわれる。
サインシャンド工業団地のマスタープランは 12 の部分で構成され、
銅溶解所や原料炭の熱処理プラント、セメント工場など複数の工場の
設置プランがある。サインシャンド工業団地は 1,200 万トンの原料と
700 万トンの加工品を生産することになっている。計 2,400 人分の新
規雇用がサインシャンドで創出され、人口２万 1,000 人規模のニュー
タウンが建設される。

◆列島ビジネス前線◆
北海道
国際会議誘致で連携

姉妹都市の韓国・大田（テジョン）市を訪問中の札幌市の上田文雄

（北海道新聞５月４日）

市長は３日、ヨム・ホンチョル大田市長と会談し、国際会議の誘致で
連携を深めることを確認した。
大田市は、各国の調理師が集う「世界司厨士協会連盟世界会議」の
同市での開催に合わせ、１日から３日まで上田市長を招待。上田市長
は２日、会議参加者へのスピーチで、札幌の食材の新鮮さなどをアピ
ールした。
道内観光

上海で PR

旅行博覧会４団体出展（北海道新聞５月 12 日）

道銀、ロシアで農業指導

21 日から視察

道内の技術 PR
（北海道新聞５月 18 日）
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道銀 ロ最大手銀と提携調印
（北海道新聞５月 23 日）

北海道銀行とロシア金融最大手ロシア連邦貯蓄銀行（ズベルバンク、
モスクワ）は 22 日、ロシア極東のハバロフスクで業務提携合意書に
調印した。両行は７月にウラジオストクで、建築や流通などの日ロ企
業数十社が参加する情報交換会を開催するなど、両国企業間の豪駅促
進で協力するほか、決済の円滑化を図る。
道産の食アピール

高橋知事、ソウルで公演（北海道新聞５月 30 日）

市長ら地域の魅力 PR 道南観光地中国で紹介

函館市訪問団

（北海道新聞６月５日）
米作り「期待大きい」
滝川の農家

モンゴルで田植え

（北海道新聞６月 13 日）

滝川市の観光大使を務める横綱白鵬関の「祖国モンゴルで米作りを」
との願いをかなえようと、市内の米農家ら３人が８日まで２週間、同
国で稲作を指導した。
５月に現地入りし、中部のアルバイヘール市で田植えの実演を行う
など、各地で米作りを指導した。

青森県
上海観光博に弘前市が単独出展

中国からの誘客目指す
（東奥日報５月 10 日）

青森県産リンゴジュース

リンゴ加工会社の青研（弘前市、竹谷勇勝社長）は 16 日、昨年３

対ロ輸出あす再開

月の東日本大震災以降中断していた対ロシア向けの青森県産リンゴジ

（東奥日報５月 15 日）

ュースの輸出を再開する。
ロシア・ハバロフスクの卸業者から発注を受けた。125 ミリリット
ル入りのリンゴジュース 30 箱（１箱 30 本入り）を鳥取県の貿易業者
を通じて船便で運ぶ。今月末、ハバロフスクに到着する予定という。
同社は風評被害対策として２月、食品安全管理の国際規格「ISO22000」
を取得。青森県産品の安全性を海外に PR している。
弘大、海外拠点９月めど

大連理工大に事務所（東奥日報５月 18 日）

秋田県
中国甘粛省と友好提携 30 周年

本県と中国甘粛省の友好提携が８月５日で 30 周年を迎えるのを記

県、多彩に記念事業

念し、多彩な行事が行われる。同省との交流は遺跡発掘など文化事業

（秋田魁新報５月９日）

が中心だったが、県国際課は「30 周年を機に経済交流も発展させたい」
とする。
県と同省の友好提携は、日中国交正常化 10 周年の 1982 年に締結。
03～05 年度には同省武威市の「磨嘴子（ましし）遺跡」を共同発掘し
た。本年度は９月に同省の省長ら約 20 人を招いて秋田市で記念式典
を行い、同市と仙北市で行われる同省の蘭州歌舞劇院の舞劇講演に補
助する。10 月には佐竹敬久知事や県議ら 11 人が同省での式典に臨み、
同省で集積が進んでいるという太陽光・風力発電施設も視察する予定。
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山形県
「ヤマガタ産」輸出強化

県産品輸出の支援強化に向け、県経済国際化推進協議会と県農林水

県国際経済振興機構が設立総会

産物・食品輸出促進協議会の統合によって誕生する県国際経済振興機

（山形新聞６月６日）

構の体制が５日、固まった。設立総会が山形市で開かれ、役員人事や
2012 年度の事業計画などを了承。一般社団法人としての登記を経て７
月１日に業務を開始する。両協議会の機能の一体化で支援の効率化を
図り「農林水産物」と「食」を重点分野として県産品のブランド化に
取り組む。
事業の基本方針は▽海外ビジネス支援▽県産品輸出促進▽県ハルビ
ン事務所の運営▽輸出支援体制機能強化。本年度は、台湾や香港、タ
イでのプロモーションに加え、ロシア極東での商談会や中国（北京、
天津）での食品商談会などを通じて市場開拓を図る。

大手スーパーで県産品常設販売

友好県省の盟約を結ぶ中国・黒龍江省の省都ハルビンで 13 日、山

東方水上貿易協が契約

形県の PR イベント「やまがたフェア イン ハルビン」が開幕、県代

（山形新聞６月 14 日）

表団（団長・吉村美栄子知事）は観光情報交流会で四季の豊かさ、伝
統文化など本県の魅力を PR した。県は席上、両県省を結ぶチャータ
ー便運航に向け、南方航空と相互協力を図る覚書を交わした。
一方、県代表団の一員として訪中している東方水上シルクロード貿
易促進協議会（新田嘉一会長）は交流会の席上、中国大手スーパー楽
松購物広場を経営する嘉天房地開発と、県産農産物の常設販売ブース
を設ける契約を締結。具体的な時期は未定だが、つや姫５トンを輸出
する内容を盛り込んだ。

新潟県
米どころの酒アピール

ソウルで国際博、県内９蔵元出展
（新潟日報５月４日）

中国でコシなど生産

コメ生産・輸出を手掛ける「かも有機米」
（加茂市）が中国でコシヒ

加茂の企業、種子を輸出

カリなどを生産するため種子を輸出し、今年から現地で栽培を始める

（新潟日報５月 11 日）

ことが 10 日、分かった。収穫したコメは中国で販売するほか、東ア
ジアに販路を広げる方針で、日本への輸出も視野に入れている。
同社は４月下旬、コシヒカリ、ひとめぼれ、あきたこまちの種子 50
キロずつ計 150 キロを送った。中国江西省の研究機関などと連携し、
今年は５ヘクタールで試験栽培する。かも有機米の石附健一社長は「中
国で厳格に種子を管理し、新潟の栽培技術を導入することで国際的な
農業ビジネスのモデルをつくりたい」としている。
子育て支援、参考に

黒龍江省視察団、施設訪問
（新潟日報５月 17 日）

在新潟ロシア総領事、転落死

救助の副領事けが
（新潟日報５月 27 日）
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在新潟中国総領事館

在新潟中国総領事館（新潟市中央区）の管轄エリアに今月から、宮

宮城県も管轄へ

城県が新たに加わることが７日、複数の関係者の話で分かった。同総

（新潟日報６月８日）

領事館はこれまで新潟と福島、山形の 3 県を管轄。宮城県は東京の中
国大使館の管轄だった。
宮城県が新潟管轄となるのは、昨年の東日本大震災発生時に、仕事
や留学のため東北地方の被災地に滞在していた中国人約５千人が新潟
空港から帰国するなど、本県が東北地方と中国を結ぶ日本海側の窓口
としてクルーズアップされたことが主な理由。中国側には新潟を、東
北地方の復興支援や友好・経済交流を促進する際の中継拠点として位
置付けたい考えもあるとみられる。

新潟東港、新岸壁の供用開始

新潟市北区の新潟東港国際海上コンテナターミナルで整備が進めら

「沖待ち」解消、期待大きく

れてきた新岸壁が完成し、24 日、初荷が揚げられた。震度７クラスの

（新潟日報６月 25 日）

地震にも耐えられる耐震強化岸壁で、船が沖合で着岸の順番を待つ「沖
待ち」を解消する効果が期待される。
これまでの岸壁 350 メートルが計 600 メートルに拡張された。一度
に着岸できる大型船が従来の２隻から３隻に増え、コンテナを取り扱
う能力は３割向上する。総事業費は国、県合わせて 77 億円。県によ
ると、昨年の沖待ちは 67 隻で、最大 50 時間待つ船もあったが、今後
は大幅に改善される見込みだ。

富山県
北電工、海外事業再編

北陸電気工業（富山市）は本年度から、中国・上海と大洪水後に移

上海・タイでは生産本格化

転新設したタイの拠点で、電子部品の生産を本格させる。一方、チッ

（北日本新聞５月 12 日）

プ抵抗器を製造している中国・東莞の工場は地方出身者が多く、離職
率も高いことから、秋にも製造ラインの一部をフィリピンの拠点に移
管し、人員の最適化を図る。
また、金型事業の再編をさらに進める。販売先の日系メーカーの需
要が縮小傾向にあることから、蘇州の工場を閉鎖し、日本国内２カ所
の体制に絞り込む。

日本曹達高岡工場

日本曹達（本社・東京）は韓国・麗水市で、南海化学（ソウル市）、

韓国で農薬製造指導

三菱商事と農薬原体製造の合弁会社「日曹南海アグロ」を設立して製

（北日本新聞５月 29 日）

造プラントを建設している。日本曹達高岡工場（高岡市）が今秋から
従業員十数人を派遣して技術指導を行うことになった。年内には量産
体制に入る。
日本曹達は、高岡工場とブラジルの関係会社で製造している農業化
学品事業の主力製品である殺菌剤「チオファネートメチル」の原体生
産を増やす。海外で需要が堅調に推移しているため、第３の製造拠点
が必要になった。日本曹達高岡工場では４月から南海化学の韓国人従
業員を受け入れており、８月までに延べ 30 人が農薬原体の製造技術
を習得する。
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ジェトロ、高岡市と覚書

富山県高岡市と日本貿易振興機構（ジェトロ）富山は７日、伝統工

市町村と初

芸品作りをしている地元企業の海外販路の開拓を支援する覚書を交わ

（北陸中日新聞６月８日）

した。高岡銅器や漆器などの中小企業を中心に、市内でバイヤーを招
いた商談会を開くほか、市役所にジェトロの臨時相談窓口を設ける。
ジェトロと市町村が覚書を交わすのは全国で初めて。
高岡市内の伝統工芸関連製品は、国内市場がメーンだが、経済の低
迷や安価なアジア製品の輸入増で販売が落ち込み、高岡銅器の 2010
年度の販売額は 20 年前の３分の１になっている。
インテック、大連に子会社設立

日系企業の IT 支援
（北日本新聞６月 20 日）

石川県
韓国・全州市と交流促進

金沢市と韓国・全州市は３日、姉妹都市提携 10 周年を記念し、友

金沢市、姉妹都市 10 周年で

好交流のさらなる促進で合意した。両市の工業高校間で姉妹校締結を

（北陸中日新聞６月４日）

目指すほか、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の創造都市同士とし
て工芸や食文化の交流事業を進めることなどを確認した。
金沢市文化ホールで行われた式典で山野之義市長と全州市のソン・
ハジン市長が合意書に調印。歴史的な街並みの保存や福祉に関する情
報交換、職員派遣への協力でも一致した。式に先立ち、両市長は懇談。
スポーツによるまちづくりや、2015 年のユネスコ創造都市ネットワー
ク会議の金沢誘致に向けて連携することも決めた。
石川高専

大連工業大

学術交流協定に調印
（北陸中日新聞６月 27 日）

福井県
日東シンコー、中国に新会社

電気絶縁体の世界的なメーカー、日東シンコー（坂井市、高柳敏彦

初の海外現地法人

社長）はこのほど、絶縁放熱シートなどの切断や検査を行う新会社を

（福井新聞５月 30 日）

中国蘇州に設立した。海外現地法人の設立は初めて。
新会社「日東新能源（蘇州）有限公司」は資本金約４億円。日東シ
ンコーが 90％、親会社である日東電工が 10％出資した。工場は日東
電工の中国の子会社の敷地内で、10 月ごろの操業予定。中国での売上
高を現在の 20 億円から、2015 年に 75 億円を目指す。
北電、火力に海外重油初調達

韓国から三国へ（福井新聞６月 23 日）

鳥取県
境港に客船第１便

クルーズ客船としては年間最多の６隻が寄港する予定の境港に 24

韓国人客 361 人、山陰を観光

日、韓国の船会社が運航する今年最初の客船「クラブ・ハーモニー」

（山陰中央新報５月 25 日）

（25,558 トン）が到着した。客船は 23 日、韓国人乗客 361 人を乗せ
て韓国・釜山を出港。24 日午前７時に外港１号埠頭に到着した。
境港には今後、山陰両県への寄港では過去最大級となる客船コス
タ・ビクトリア（イタリア、75,166 トン）などが接岸する予定。境港
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管理組合は昨年 11 月、東アジア６カ国７港でつくる「アジア・クル
ーズ・ターミナル協会」に加入し、客船誘致に力を入れている。境港
への客船寄港は、07 年の５隻 19 回が最多だった。

ウラジオで「鳥取ブランド展」

10 月にロシア極東・ウラジオストク市内で開かれる「鳥取ブランド

現地業者招き事前商談会

展」に向け、米子市内で 28 日、事前商談会があった。出店を検討す

（山陰中央新報５月 29 日）

る鳥取県内の食品、建材、化粧品メーカーなど９社が参加。現地の市
場を踏まえた販売方法などについて、現地の業者らと詰めの協議を行
った。
同展は、とっとり国際ビジネスセンター（境港市）とロシアビジネ
スサポートセンター（同）が、境港とウラジオストクを結ぶ日韓ロ定
期貨客船の貨物量を増やそうと初めて企画。鳥取県内５～10 社を集め
る予定で、現地の市民やバイヤーの来場を見込む。事前商談会は、ロ
シアビジネスサポートセンターを運営するセンコン物流（宮城県名取
市）と、同社が業務協力するロシアの食品スーパーや日本食輸入会社
などで構成するブラゼルグループを招聘して開いた。

鳥取県、江原道、吉林省

鳥取県は 31 日、友好提携する韓国江原道、中国吉林省と、米子市

産業振興策を発表

内で「北東アジア産業技術フォーラム」を開いた。技術交流に向け、

（山陰中央新報６月１日）

各地域の行政や試験研究機関の担当者がエコカーや発光ダイオード
（LED）など、それぞれが戦略的に推進する産業振興策や開発の概要
を発表した。
鳥取県は環境エネルギーやバイオ関連産業、江原道は医療機器、第
一汽車といった自動車メーカーの一大集積地である吉林省は、ハイブ
リッド車や電気自動車などのエコカーを取り上げた。同フォーラムは
08 年に江原道、11 年に吉林省で開催し、３回目。

島根県
浜田港ロシア貿易拡大実行委が

浜田港ロシア貿易拡大プロジェクト実行委員会の設立総会が浜田市

発足 輸送補助など計画承認

内であり、輸送経費に対する補助制度などを盛り込んだ本年度の事業

（山陰中央新報５月 18 日）

計画を承認した。同実行委は、島根県や浜田市、経済団体、物流業者
など９団体で構成し、昨年度まで３カ年計画で展開してきた事業を継
承する形で発足した。
14 年度までロシア中西部の市場開拓などに取り組み、貿易拡大を図
る。本年度は、浜田港に月１、２回寄港するロシア極東ウラジオスト
クを結ぶ航路の RORO 船と、シベリア鉄道を利用した輸送に対し、経
費の２分の１を補助。ロシア中西部での見本市や商談会への参加も後
押しする。
県と寧夏（中国）の交流活発化へ

友好交流協会が発足
（山陰中央新報５月 29 日）
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島根大研究チーム

島根大学生物資源科学部を中心とした研究チームは本年度、中国西

中国・寧夏の農民に環境教育

北部の寧夏回族自治区の農村で、環境に配慮した持続可能な農村シス

（山陰中央新報６月 19 日）

テムの定着に向けた研究に着手した。これまでの「農村社会・農牧研
究」
「環境対策」の研究分野に、
「環境教育」を加えた。研究は３年間、
現地の寧夏大と連携して行い、成果をまとめ自治区に政策提言する。
研究チーム８人は 10～17 日、寧夏の区都・銀川市近郊の塩地県や
紅寺堡など農村部を視察。寧夏大と研究内容について合意し、現地政
府も情報提供などで協力を約束した。両大学の共同研究は 1989 年か
ら始まり、今回で８度目。

九州
福岡市と韓国・釜山市の鮮魚市場関係者による第３回姉妹市場交流

輸出激減の韓国向け水産物
アピールへ

会議が 15 日、福岡市中央区の市鮮魚市場会館であった。昨年３月の

（西日本新聞５月 16 日）

東京電力福島第１原発事故以降、日本から韓国への水産物輸出が激減

九州産

していることから、両者で今後、
「九州産」を示すシールを作製するな
ど、韓国の消費者向けの情報発信策を協議することを確認した。
釜山市国際水産物卸市場によると、日本からの水産物輸入額は 2010
年に 660 億ウォン（約 46 億円）に上ったが、昨年は 45％減の 364 億
ウォン（約 25 億円）にとどまった。
第一交通、海外事業強化

第一交通産業（北九州市）は 17 日、海外事業を強化することを明

（西日本新聞５月 18 日）

らかにした。５月下旬に中国・大連市で室内ゴルフ練習場の運営を始
め、民政移管で経済発展が期待されるミャンマーで自動車整備事業に
参入する。
同社は 2010 年春に中国・上海に初の海外拠点を開設。医療ツーリ
ズムや資材輸入などの事業可能性を探ってきた。
大連に国家級新区

九州企業の進出候補地に（西日本新聞６月６日）

◆セミナー報告◆
平成 24 年度第２回賛助会セミナー

日

時：平成 24 年６月１日

場

所：万代島ビル６階

会議室

テーマ：経済大国・中国の過去・現在・将来
講

師：大東文化大学国際関係学部国際関係学科准教授

岡本信広氏

中国経済の奇跡と矛盾はどうやって生まれたのか。今日は、
「（それ
は）政府である」ということをお伝えしたいと思っています。中国の
政府がすべてをやりきっているという意味ではありません。中国の政
府が余計なことを止めたので経済が発展した、と思います。このこと
を中心にして中国の経済を理解すると分かりやすいと思います。
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成果と矛盾

中国は世界第２位の経済大国になりましたが、１人当たりの GDP
では世界 105 位（2010 年）の経済水準です。中国の政府も、
「我々は
世界第２位になったとはいえ、
（謙虚な意味で）まだまだ途上国である」
といっています。
中国は世界第１位の輸出大国です。私たちが着る物の大部分の縫製
は中国でされています。中国の価格競争力が高いということは、つま
り、過酷な労働環境で多くの中国人が１日十何時間も働かされている
ような状況で初めてチャイナプライスが実現している、ということで
す。
外貨準備高も、2008 年に日本を超えて世界第１位です。ドルを大量
に持っていて、中国国内で人民元に換えるために人民元が大量に供給
され、お金がだぶつく状況になっています。いずれ、人民元は必ず自
由化の方向へ行くと思います。
中国は外国資本を大量に導入しています。中国の輸出の 56％程度が
外資系企業によるものです。
「中国が輸出しているというけれど、国産
技術ではない」という話になってきます。そこで、中国国内でいわれ
るのが「創新（技術を新しく創ろう）」です。特に自動車技術をやろう
とするのですが、これまでは全部、外国の技術だったともいわれてい
ます。
豊かな都市生活の一方で、農村の貧困問題があります。いまだに、
世銀が定義する貧困層が１億人はいるだろうともいわれています。非
常に広大な国ですから、すべての発展が同時にできるわけでなく、地
域格差の問題が出ています。
約 10％という高い経済成長率を 30 年間続けています。それだけの
経済成長をしていくと、砂漠化、大気汚染、地球温暖化、水問題をど
う解決するのか。これはまさに大きな矛盾です。
中国は有人宇宙技術をもっています。JAXA が一生懸命新しいロケ
ットを開発している間に、中国はロシアと並んで衛星をガンガン打ち
上げています。最近では TD-LTE という通信技術もあります。中国が開
発したものを日本が使うような段階になりました。このように進んだ
技術を持ちながら、山寨携帯（模倣携帯）や兼容機パソコン（ノーブ
ランド PC）の市場シェアが非常に大きいのも現実です。日本の場合
は「ガラパゴス携帯」と呼ばれ、世界的なシェアをとっていません。
中国の特許出願数は世界第４位です。けれども、皆さんもご存じの
「パクリ」の問題があります。特許を非常に大事に思っているにもか
かわらず、パクリもたくさんあり、日本人は「中国はパクリ天国だ」
と思っているところがあります。
中国は奇跡でもあり、矛盾の塊でもあって、どちらをどう見るかと
いうことになってきます。ネガティブな方向で報道するメディアがあ
る一方で、中国経済学会などでは中国経済の底力が評価されます。中
国は矛盾を抱えているが、日本にも矛盾はあるし、崩壊するほどの問
題ではない、というふうにも捉えています。
矛盾として特に大きいのは、貧困です。農村から中国の都市へやっ
てくる出稼ぎの人たちを農民工と呼んでいます。この農民工たちが、
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チャイナプライスのために過酷な労働環境で働いています。失業保険
がもらえない、精神的に崩壊する、事故を起こす、誰も守ってくれず
使い捨てにされる。そうなると、群衆が動くわけですね。2010 年あた
りから群衆事件が増えていますが、政治的な群衆事件よりも経済的な
群衆事件の方が圧倒的に多く、賃金の引き上げや労働環境の改善を求
めています。農民工を対象に行われた中国内のアンケートによれば、
45％の農民工は群衆事件で物事が解決すると思っています。中国共産
党を支えているのは人ですから、その人たちが暴れるというのはあま
りいい兆候ではありません。中国政府も労働者の環境改善には注目し
ていて、何とかしようとはしています。
環境の問題も、語りつくせません。私も今、国立環境研究所のプロ
ジェクトにちょっと関わっているのですが、中国の水問題は本当に深
刻です。まず、水がありません。黄河が断流しています。しかも排水
処理・再利用しないので、水がどんどん使えなくなってきます。私た
ち先進国は基本的に、飲める水、安全な水へのアクセスが保障されて
います。ところが、中国の北部になればなるほど、貧しくなればなる
ほど、水へのアクセスができません。水をどうするかが、中国でいま、
非常に大きな問題です。
企業モラルについては、中国の食品が非常に汚染されているといわ
れています。３年前ぐらいに、粉ミルクで赤ちゃんが結石になったこ
とがありました。中国の経済成長を支えている中国の企業は、お金を
儲けられればそれでいいと考えているふうにも見られます。それでも、
日本も中国も企業がつぶれません。企業モラルの問題なのか、システ
ムの問題なのか、ちょっと悩ましいところでもあります。
中国モデル

世界銀行が 1994 年に発表した報告書で、
「東アジアモデル」を提起
しました。シンガポール、マレーシア、日本、台湾、韓国など、大部
分の国が政権交代をせず、簡単に言うと一党独裁に近い体制で経済発
展し、それが東アジアの経済発展をもたらしたというものです。つま
り、政府が東アジアの奇跡を起こした、という言い方をしてもいいと
思います。
その後、97 年にアジア金融危機が起き、
「アジアは奇跡ではなかっ
た」ことが露呈しました。政府に対する信頼感がなくなり、ワシント
ン、IMF、世界銀行が言い始めたのが新自由主義です。
「政府は関与し
てはいけない。自由な経済活動を保障し、絶対的に市場に任せるべき
だ」と訴えました（ワシントン・コンセンサス）
。
2008 年にアメリカのリーマンショックから金融危機が起きます。す
ると今度は「北京コンセンサス」という言い方が出てきました。金融
危機でアメリカはボロボロになり、日本を含め多くの国々が経済的に
大きな影響を受けました。中国ももちろん、輸出ができないという影
響を受けましたが、それ以外は立ち直りが早く、それが「中国モデル」
といわれるようになりました。2008 年に中国の外貨準備高が世界１位
になり、2010 年には GDP が世界２位になり、
「奇跡を起こすのは中
国モデルだ」という言い方が中国国内でもされるようになりました。
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「中国モデル」とは（１）共産党独裁の下での公有制が土台、（２）
市場原理の導入、
（３）外国資本や技術の導入、です。
中国に特有なのは、共産党独裁の下での公有制を土台にしている点
です。実はこれが悩ましいところです。中国経済が奇跡を起こしたの
は政府が積極的に関与したからだといわれ、政府の力が正しく使われ
るならば経済は繁栄する、と多くの方が思うようになりました。しか
し、本当にそうなのか、ということが中国国内でいわれるようになり
ます。
反論

改革・開放を思想的に支えた経済学者の呉敬璉先生は、
「もし本当に
共産党一党独裁のもと、国有企業を中心とした公有制を土台にして経
済発展するのなら、計画経済時代になぜ中国は経済発展しなかったの
か」ということを舌鋒厳しくいいます。「非効率的だった」と。
さらに、中国から追い出されたジャーナリストの何清漣さんは、中
国の今の状況を見て、
「政府が国家の資源を独占しすぎている」といい
ます。官僚が自分のものにしている、つまり、官僚側と民衆側との格
差の問題です。中国の公有制、共産党一党独裁における公有制につい
て、何清漣さんは「中国政府は経済的奇跡の推進者ではあるが、社会
矛盾の製造者でもある」というわけです。

多面性と政府

以上の議論を基に、中国の全体を見て行こうと思います。中国はい
ろいろな側面を持っています。社会主義市場経済というのが一つの柱
です。そして、それを支えているのが、一党独裁下における公有制で
す。共産党一党独裁の公有制だけは他の国にはない特徴で、中国固有
のシステムです。そのシステムが軸にあることを見ながら考えていく
と、中国の経済発展の秘密が少しずつ明らかになると思います。

社会主義市場経済

新中国が成立して 60 年超えましたが、そのうち 30 年間行っていた
ことが、政府による資源配分、計画経済です。社会主義の理想に到達
するためには計画経済がいちばんいいわけです。毛沢東が農民を集団
化させ、土地は人民公社のもの、人民公社の農民たちが働き、できた
作物は人民公社が全部持っていく、というようなものです。これが農
村では農業の疲弊を生み、作っても作らなくても結局同じことになっ
てしまいました。国有企業でも全く同じです。働く人たちからすれば、
国有企業の生産が伸びようが伸びまいが給料は同じですから、計画が
未達ということも出てきます。現実問題として、政府による資源配分
が失敗します。
ここから、中国の政府が徐々に退出し、関与をやめていきます。政
府が資源を配分するのではなく、
「請負」という方法と「特区」を設け、
そこでは自由にやらせる。つまり、政府はコントロールしません。お
金と工場を持ってきてくれれば、労働を貸します、土地を貸します、
あるいは電気を安く供給します、というかたちで多くの企業に来ても
らおうとしました。
「請負制」とは、計画を達成し、それ以上をやった
ら自分のものになるということです。そうすると、人はやる気になり
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ます。
89 年の天安門事件から３年間の停滞後の 92 年、鄧小平が改革・開
放に力を入れることを宣言しました。1966 年から 10 年間続いた文化
大革命を経験した年代の人たちは「さあ改革だ、自由にやっていい」
という気にはなかなかないのですが、共産党のトップが言うわけです
から「でも捕まらないよね、お金もうけしていいよね」と、92 年以降、
一気に中国経済が動き出します。市場経済化が急速に進み、2002 年の
胡錦涛政権から現在に至る 20 年間が大きな節目になりました。
今の「和諧社会」に対しては、
「左傾化している」という意見があり
ます。中国の経済を専門にしているバリー・ノートン先生も「今の胡
錦涛政権は左傾化している」と言っています。その一方で、温家宝首
相がやけに改革派の態度をとるのをどう見るか。もうすぐ政権交代す
るので、その布石があるのかもしれません。
経済発展（発展是硬道理）

「社会主義市場経済」という言葉もさることながら、
「発展というの
は硬い道理である」という金科玉条があります。最初、政府は徹底的
に重工業に力を入れました。当時は旧ソ連との対立、アメリカとの対
立で、中国は富国強兵をしなければならず、重工業化を目指すように
なりました。兵器をつくろうということです。ただ、重工業化にはお
金がかかります。そこで、蓄積ということが生み出されました。
重工業の金は結局、農村からもってきました。簡単に言うと、農村
でできた綿花を安く買い、それを使って紡績をし、シャツを作る。そ
のシャツを農村で高く売れば、たくさんのお金が国有企業に入ります。
国有企業のお金は政府のものですから、それを重工業に使うというや
り方をしました。これが農村を疲弊させ、農村の生産高が全くダメに
なったので、「改革・開放」に移っていくわけです。
結局、お金の調達は国内ではムリということで、外資導入に入りま
す。これは非常に賢明な選択でした。世界銀行からお金を借りるのが
いちばん筋の通ったやり方で、世界銀行の信用がない場合には、二国
間のプロジェクト・ローンが多くありました。
『大地の子』という NHK
のドラマがありましたが、中国は製鉄所をつくるために新日鉄などと
協力したわけですね。
このような外資導入とともに、軽工業が発展しました。自由にやっ
てよくなったら、農民のおばさんたちが集まってミシンで縫製を始め
ました。それから食品加工があります。20 年前にはどこでもビールを
作りました。たいして美味しくありませんが、簡単な技術で一応でき
ます。しかも労働力が余っています。人をいっぱい連れて来れば、経
済が発展しやすいということになりました。
まさに、政府が退出したのです。蓄積に強引に関与せず、軽工業も、
外資系の導入についても、政府の関与は非常に少ない。特に上海近郊、
外資系企業が集まっている蘇州の工業地域などは、ある意味クリーン
です。政府もクリーン、手続きも簡素。そういうふうになってきてい
ます。
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移行経済（改革）

経済改革は、簡単にいうと、国全体の民営化を行おうとするわけで
すが、大変な痛みを伴います。92 年以前の請負制から、92 年以降は
所有制改革に移行しました。
請負制というのは、もし工場で黒字になれば社長のボーナスにして
いい、ということです。これが人のやる気を起こします。重要なのは
所有制で、全員が国有、公有制の企業だったら競争が起きません。し
かし、そこに外資系がきました。そして、農村でおばちゃんたちがミ
シンを踏む「郷鎮企業」ができました。つまり、国がつくったのでは
なく、下からできた企業です。それらと国有企業が競争し、そのおか
げで国有企業も努力します。しかし、国有企業の儲けは最終的に誰の
ものかという話になると、民営化が本格化し、企業の株式化が行われ
ていきました。
このような所有制の改革を行って、通信、軍事、石油など八大領域
以外で国有企業がなくなりました。92 年からなくし始めて、国有企業
の数は 2012 年１月の段階で 92 社になりました。こうして政府が退出
することによって、企業が民間として頑張れるようになりました。そ
の活力は、日本の比ではないぐらい、自由にやっています。

開放経済（開放）

開放経済については、2001 年の世界貿易機関（WTO）加盟が大き
なきっかけになりました。これによって外国資本の流れと貿易の流れ
が大きく変わりました。中国は 84 年から WTO への加盟を交渉し、16
年かけてようやく 2001 年に加盟しました。中国がそれまでやってい
たのは特区方式でしたが、今はだいたいどこでも進出できます。とい
うか、今は中国全体が特区化しているので、優遇政策はどこへ行って
もそんなに変わらないという状況になってきています。
中国が今、大きく進めているのが、経済統合です。経済統合がなか
なかできない日本の横で、中国は 2003 年に ASEAN と FTA 交渉を始
め、2010 年には関税はほぼ自由化。WTO という意味では香港、マカ
オ、台湾も独立していますので、彼らとの経済統合、自由貿易もすで
に完成しました。中国は南に向かって経済統合がもうできています。
人民元については今、いちばん大きな矛盾であり、輸出を支えてい
るいちばん大きな部分でもあります。国内の金融政策をとるか、人民
元を取るかといえば、中国が取るべきは国内の金融政策ですので、間
違いなく人民元は自由化されます。それは時期と程度の問題で、現実
問題として 2008 年から徐々に切り上げが進んでおり、上海の為替市
場での取引幅が広がっています。ある程度は資本の需給によって決ま
りつつありますし、世銀グループはパンダ債（人民元建て債券）を発
行するようになりました。シンガポールでも香港でも、人民元で貯金
できるようになりました。となると、残るは国内金融政策しかない流
れです。
政府主導はいま、経済活動に関与するのではなく、経済活動をする
ためのルールを作っている段階です。人民元も徐々に自由化するけれ
ども、そのために混乱はさせないというのが中国のやり方、漸進主義
です。これのおかげで、中国の世界的な経済影響力が高まったといえ
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ます。
持続成長（和諧社会）

経済発展と発展以外の問題とのバランスをどうするかが「和諧社会」、
つまり「調和のある社会」です。胡錦涛政権が引き継いだ課題でもあ
りました。
90 年代を通じて改革・開放が上手くいき、経済発展はしてきました
が、そのおかげで三つの大きな問題が生まれました。その一つが農民
の問題、都市住民の問題です。三農問題は 2000 年から非常に注目さ
れています。農民は、計画経済のときは人民公社で働かされ、強制蓄
積で自分たちのものがほとんど余剰としてとられていきました。改
革・開放以降は過酷な労働環境で出稼ぎし、チャイナプライスを実現
して中国の輸出を支えました。にもかかわらず、農民工の生活は全然
良くなりません。しかも、出稼ぎに出るので、老人と子供だけの村が
たくさんできます。そういう村は当然、活力をなくし、中国の農業生
産にも影響を与えます。農民たちの生活水準を上げるとともに、彼ら
の農業生活をどうやって支えるかが、一つのテーマです。
その一方、都市住民には国有企業をリストラされた人がたくさんい
ましたから、その人たちの失業保険、社会保障の問題があります。特
に農民工は差別され、同じ能力があったとしても、農民工というだけ
で就職に不利になります。今、農民工は２億 4,000 万人いるといわれ
ています。そのうちの約半分は 80 年代以降の生まれで、20 歳代です。
もう、農民工の子供の世代になってきています。彼らは農業をやった
ことがなく、都市に在留し、しかも農民工籍なので学校にも行けない、
都市でいい就職ができない。その繰り返しです。戸籍をもらって裕福
になっていく農民もいますが、大部分は権利が守られていません。こ
れが戸籍の問題です。
それから、沿海地域と内陸地域の格差がたいへん広がりました。90
年代に、貴州省と上海の格差が 13 倍まで広がりました。今は７～８
倍まで下がりましたが、地域の協調的発展政策を強く推し進めたため
です。特に金融危機のとき、中国モデルになった４兆元（日本円にし
て 50 兆円）の財政支出政策で、国営企業も潤いましたが内陸部も潤
ったため、経済格差が無くなっていきます。
やはり大きな問題に、大気汚染と水問題があります。経済・社会と
環境資源問題のバランスをどうとるか。今までは、地方総生産の成長
がいいと幹部の出世につながりました。今度は、環境についても人事
に影響があるということで、各地方とか各企業の共産党の指導者たち
に目標を守らせようとしています。ここには政府が関与しています。
2013 年の年明けぐらいから広東省で初めて、排出権取引が行われる予
定です。ヨーロッパの事例でいうと、排出権の枠をどう決めるかとい
う問題が残るので難しいところがありますが、日本よりも進んでいま
す。

中国固有の問題
（中国有特色的社会主義）

中国の政府は本当に退出できるか。それには、中国の社会に特色が
あり過ぎるほどあります。
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まず、戸籍制度は日本にもない制度で、先ほどの農民と都市住民と
の対立にもつながっています。戸籍制度を自由化すればいいと私たち
は簡単に思いますが、都市に多くの農民が流れ込んだら都市の負担能
力を超えるという怖さがあります。そういう部分があるので、退出で
きるのかどうか。
その一方で都市化を進めなければなりません。中国は都市化がまだ
47％程度で、世界の水準からするとまだ遅れています。理論上、中国
でいちばん大きい都市の理想的な規模は 3,200 万人です。現実には上
海の 2,000 万程度がいちばん大きく、北京の 1,800 万、広州の 1,500
～1,600 万となっています。広州を中心として深

まで含めたメガ

リージョンだと 4,000 万の都市をつくることが可能です。しかし戸籍
がありますから、悩ましい問題です。
それから、計画生育、いわゆる「一人っ子政策」があります。これ
を放棄するのか、しないのかには、多くの人が注目しています。中国
の１人当たり GDP は 105 位、最近の報道では 95 位で、人を減らさな
いと豊かになれないわけです。しかも、一人っ子政策を 78 年から 30
年間続けてきたおかげで、人口オーナスになっています。今までは労
働者がどんどん増えていたので、安い労働力が供給され、中国の輸出
を支えてきました。ところが、社会科学院の予測によると、あと５年
程度で初めて中国の労働力人口が減ることになります。働き手がいな
くなるわけですが、１人当たりの GDP を考えると計画生育は手放せ
ません。
さらに、最終的に抜け出せないのが一党独裁です。中国は歴史的に
も一党独裁というか、皇帝の国です。意思決定を一極化することによ
って、中国が一つにまとまる。意思決定を多極化すると、国が分割す
る可能性がある。昔からの歴史的な問題でもあります。ただ、独裁に
も弊害があり、2012 年２月には広東省の烏坎村で世界中が注目した民
主的な村長選挙がありました。つまり、農民のレベルでは選挙を認め
ていこうとされています。
公有制と政権

最終的に、中国は何を守ろうとするのでしょうか。社会主義と名乗
る以上、あるいは共産党一党独裁を守る以上、公有制が土台ですから、
これは譲らないでしょう。公有制は、労働と資本と土地の三つを皆の
ものにするということです。ところが実際には、資本はいつの間にか
株式で取引できるようになっています。土地は使用権の売買ができま
す。ある意味、資本と土地はすでに公有制という名前の下で自由化さ
れているわけです。
労働は公有制です。自分の労働を自分で決められません。仕事は選
択できます。実は、労働を管理する部分が政権維持に非常につながっ
ています。それが先ほどの戸籍制度の問題と計画生育です。人の数と
人の動きを政府がコントロールできるのが、現在の中国共産党という
わけです。これは、安定した経済発展には欠かせないと思いますが、
人権に関わってきます。
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市場経済化に対する政府の攻防

市場経済化が進み、経済が発展する。その一方で、矛盾を起こした
部分に政府が関与しようとする。市場経済と政府が今、戦っています。
しかし、政府は一党独裁で強い存在です。経済に関与しようとすると、
まず政府にお伺いを立てて許可をもらわないといけませんが、許可を
もらうときに「付け届け」あるいは「知り合い」という関係が必要に
なってきます。政府がサービスを提供するときに、中国の場合は独占
があり、賄賂、コネが生まれます。中国政府は、経済的奇跡の推進者
でもあるし、社会矛盾の製造者でもあるわけです。

過去・現在・未来

中国では少しずつ政府がやることをなくそうとしました。そのおか
げで、90 年代、経済が大きく発展します。2000 年に入って、若干左
傾化します。市場の失敗、つまり環境、農民工、地域格差、社会保障
の問題に対処するために政府が前面に出て、ルールの介入が行われま
す。その結果、一部国有企業が独占体制になって、彼らだけが儲ける
という状況ができています。
では将来は、というと、習近平が国家主席になるのは間違いないで
しょう。王岐山か、李克強か、どちらが首相になるかはわかりません。
その後、政府が関与するか、改革派としてやるか。温家宝は最近、
「自
分たちは改革派だ」と強調し、左傾化を打ち消そうとしています。国
有企業が独占している分野と社会保障の分野に、民間の資本を入れよ
うとしています。国有企業の独占を破壊しようという動きがみられ、
そう流れでいくと、中国は日本以上に自由化せざるを得ないのかなあ、
と想像できます。
以上のように、中国経済には成果があり、矛盾があります。政府の
退出が成果を生み出し、政府が関与している部分にどうも矛盾がある。
私たちが目にする矛盾には、政府の裏、いわゆる公有制を土台にした
部分が見え隠れします。この、見え隠れする公有制の部分とどうやっ
て付き合うかが中国ビジネスのたいへんなところであり、中国経済を
理解するうえでいちばん難しいところでもあります。

◆ERINA 日誌◆（５月１日～６月 30 日）
5月9日

「第２回食の新潟国際賞表彰式」・
「フードフォーカス・にいがた 2012」開催企画コンペ
審査員（中村企画・広報部長）

5月9日

新潟県立大学『韓国の文化と社会』特別講義「北朝鮮の過去・現在・未来」
（三村調査研究部長）

5 月 19 日

アジア政経学会東日本大会・発表（東京、穆研究員）

5 月 23 日

中国経済学会・発表（東京、穆研究員）

5 月 24 日

平成 24 年度第１回 ERINA 理事会

5 月 26 日

千葉商科大学経済研究所「世界経済体制と自由貿易の新展開」プロジェクト研究会・講演
（市川市、朱研究主任）

5 月 30 日

北東アジア地域自治体連合（NEAR）主催『NEAR 実務者ワークショップ』講師
（韓国・慶州市、鈴木特別研究員）

5 月 30 日

北東アジア天然ガス開発・利用研究会平成 24 年度総会（東京、西村代表理事ほか）
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5 月 30 日

北東アジア天然ガス開発・利用研究会会員セミナー講演（東京、杉本副所長）

6月1日

平成 24 年度第２回賛助会セミナー『経済大国・中国の過去・現在・将来』
（万代

6月1日

島ビル６階会議室、大東文化大学国際関係学部国際関係学科准教授 岡本信広氏）
【寄稿】社団法人日本海運集会所『KAIUN』 No. 1017 平成 24 年６月号「北東アジア 交
通インフラ整備の動向」、
「中国東北部の経済発展と物流」
（新井主任研究員、朱研究主任）

6月1日

東アジア貿易研究会平成 24 年定例総会監事報告（東京、三村調査研究部長）

6 月 6～7 日

「2012 ハンギョレー仁川、丹東、西海協力フォーラム」参加・報告
（丹東、三村調査研究部長、朱研究主任）

6月8日

華中科技大学経済学院・講演「海外の学者から見た中国の地域経済と地域政策」
（中国・武漢市、穆研究員）

6 月 12 日～

モントレー国際大学院大学インターンシップ受入れ（８月 10 日まで、ジョエル・ポスト）

6 月 14 日

平成 24 年度 ERINA 評議員会

6 月 14～15 日

「北東アジア地域協力発展国際フォーラム」参加・報告
（ハルビン、朱研究主任・穆研究員）

6 月 21 日

新潟地区国際交流企業連絡協議会平成 24 年度定例総会・講演
（新潟グランドホテル、穆研究員）

6 月 23 日

中国経済学会・報告（東京、穆研究員）

6 月 27 日

日ロ親善新潟市議会銀連盟研修会・講演「新プーチン政権の極東重視政策

日本・新潟の

付き合い方」（新潟市役所、杉本副所長）
6 月 28 日

韓国・海洋水産開発院港湾政策研究室研究員ほか来訪（三村調査研究部長ほか）

6 月 29 日

「国際人材フェア・にいがた 2013」開催（新潟市民プラザ）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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「国際人材フェア・にいがた」の開催が８回を数え、

発 行 人

西村可明

今回は事業の立ち上げに関わった者として取材も

編集責任

中村俊彦

受け、深い感慨を持ちました。▼８年前は「外国人

編 集 者

丸山美法

の雇用は地元の雇用を圧迫する」という意識が残る

発

公益財団法人環日本海経済研究所

一方で、
「せっかくの人材を生かさないのは惜しい」

〒950-0078

行

新潟市中央区万代島５番１号
万代島ビル 13 階

「地元で就職したいのに仕事が見つからない」とい
う側面がより強く意識されたのだと思います。▼新

TEL

025-290-5545

潟でも、いくつかの企業では外国人雇用が普通のこ

FAX

025-249-7550

とになってきました。このジョブフェアから 20 余

URL

http://www.erina.or.jp

名の留学生が新潟で活躍するようになったのは大

E-mail

erdkor@erina.or.jp

きな成果であり、身の引き締まる思いです。

禁無断転載
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□延辺州の経済動向・ビジネス情報（発信元：延辺州商務局、2012 年５月）

発信元：延辺州商務局（2012 年５月）
延吉万源農副産物卸市場の紹介
延吉万源農副産物卸市場（写真：
ERINA 撮影）は、延吉市万源不動産
開発有限公司が開発建設した近代化
された大型の緑食農産物総合流通セ
ンターである。北東アジアにおいて
最大規模で、総合的、国際的な農産
物流通集積センターであり、総建設
費 20 億元、敷地面積 21.7 万平方メ
ートル、延床面積 50 万平方メートル
である。
延吉万源農副産物卸市場は、延吉市北部の都市と郊外を結ぶ地域にあって都市幹線道路に沿っ
た優位な位置にある。高速道路インターまで５キロ、高速鉄道駅に至近で、延吉市国際空港まで
10 キロ、鉄道駅まで 6.5 キロ、北朝鮮羅津港とロシアのザルビノ港までは車でわずか２時間の
距離にある。周辺には長距離旅客ステーションや大型バスターミナルの建設計画もあり、現在
13 本の道路がこの卸市場に直結しており、更に数本のバス路線となる道路拡張が都市計画され
ている。万源農副産物卸市場は延吉北部の新生活区域内にあり、向こう２年以内に 50,000 人が
卸市場周辺 1.5 キロの生活圏に移住してくることになっている。
このプロジェクトは同種の国際的に優れた卸市場の成功例となった計画や経営理念を十分に
取り入れ、農産物の集積取引、輸出貿易、業務代行、加工、倉庫設備、配送、検査、デジタル業
務代行などを含め、農業文化、体験観光やレジャー飲食、宿泊をも提供できる総合一体的サービ
スの超近代式大型農副産物卸市場である。2010 年に政府の「十二五規画」の重点プロジェクト
として承認されており、韓国が東北地区に設置する農産物調達基地となっている。この万源農副
産物卸市場が安定した成長と繁栄を確保できるようにするため、市政府は書面協議書を残し、向
う 20 年間は同類同等の市場を建設させないという約束を交わしている。万源農副産物卸市場に
は小売販売店もあり、固定売り場 2,400 カ所、冷凍庫、保冷庫、常温倉庫、対貿倉庫 40,000 平
方メートルも有しており、社会には 6,000 人の雇用を果たすことができる。年間取扱荷物量は
150 万トン、年間取引額は 60 億元に達する計画で、北東アジアの大型農産物集積ターミナル、
情報集約センター、物価指標の中核となるとともに、地域最大の貿易中継基地となる。
万源農副産物卸市場の完成は、延辺州が大型農産物卸市場の不毛地帯であった歴史を書き換え
るのみならず、将来的には延辺州及び周辺地域の農業経済構造を調整し、農業の産業化の発展に
つながり、中国と韓国、ロシア、日本、北朝鮮などとの貿易を強化することとなる。卸市場では
「創新理念、追及卓越、迅速改善、永続経営」を経営理念とし、「誘致し、育て、儲ける」こと
1

を自らの務めとし、「安心安全な緑食食品基地建設」を企業使命としている。第一期工事の 25
万平方メートルはすぐにも竣工を迎え、2012 年秋の営業開始を目途に 2011 年 12 月から全面的
な企業誘致、所有権・経営権の販売などを実施しており、共に成功を目指す有志の賛同と加盟を
期待している。

琿春における今年度の外国人観光客数のべ 30 万人に
４月の春の到来と共に、中国・ロシア国境に面する吉林省琿春市は観光のオンシーズンに入る。
琿春出入国管理部門の統計によれば、現時点における出入国者数は 54,262 人、前年比 15.88％
の伸びを見せており、これを基に計算すれば今年度の観光入国者数はのべ 30 万人となることが
予測される。

「北東アジアビジネス情報ハブ」に関するご意見・ご質問は、下記までお寄せください。
ERINA 経済交流部

佐藤、穆

Tel: 025-290-5545
E-mail: businesshub@erina.or.jp
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