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■秋田県　　　　　　　　　　

中国・南寧市の政府関係者ら
秋田市で「建設現場学びたい」

（秋田魁新報4月24日）
建設技術の視察などのため来日してい

る中国・南寧市訪問団が23日、秋田市役
所を訪れ、穂積志市長と懇談した。きょう
24日まで秋田市に滞在する。

南寧市は中国南部に医師し、「中国
ASEAN 博覧会」の定例開催地。秋田
市が2010年に同博覧会へ出展したのを
機に、両市の交流が本格化。昨年4月に
は、相互交流を強化する意向書に両市
長が調印した。市役所を訪れたのは、南
寧市の政府関係者と会社経営者ら10人。
訪問団を代表し、南寧市人民代表大会
常務委員会の阮兆豊副主任が「環境保
全につながる下水道設備や、リサイクルの
システムを学びたい」と述べた。

■山形県　　　　　　　　　　

北東アジア相互交流
NEAR 梁広報大使、知事と懇談

（山形新聞3月14日）
本県を含め日本や韓国、中国などの78

自治体が参加する北東アジア地域自治体
連合（NEAR）の梁桂和（ヤン・ゲファ）広
報大使が13日、県庁を訪れ、吉村美栄
子知事と懇談。NEAR の事業を紹介し、
活動への協力を求めた。

1996年に発足した NEAR は韓国に事
務局を置く。相互交流を通し地域全体の
発展や世界平和への寄与を目指し、総会
のほか実務委員会、分科委員会など各
種会議を開いている。本県は98年に参
加。前駐仙台韓国総領事の梁氏は今月1
日付で広報大使に就いた。

香港進出へ手応えあり
9事業者、現地でプロモーション

（山形新聞3月17日）
県内中小企業の海外展開を後押しす

る「県産品プロモーションin 香港」が2月
下旬に行われ、食品とデザイン雑貨の県

内9事業者が、現地のバイヤーやセレクト
ショップに自社製品を売り込んだ。食品分
野はすべて商談を継続し、すでに取引を
始めたケースもあり、成果は上々。現地の
ニーズに合った商品取引という今後の課
題も浮かび上がった。

今回参加した事業者にはジェトロ山形、
ジェトロ香港が中心となってサポートを続
ける予定。県は新年度も同事業を展開す
る。

庄内スギ材、中国へ
今月下旬、輸出第1便

（山形新聞3月21日）
酒田港から庄内産スギ材を中国に輸出

する船の第1便が出発するのを前に20日、
同港で関係者による現地確認が行われ
た。県内3社から丸太の供給を受け、王
子製紙のグループ社・王子木材緑化（東
京）が輸出する事業で、第1便は今月下
旬に出航予定。現計画では酒田港から
の輸出量は年間7000～8000立方メート
ル。県の統計年報で確認できる1966年
以降で最大量の木材輸出で、さらに拡大
する見込みだという。

県内での伐採作業は遠田林産（酒田
市、遠田勝久社長）を中心に庄内、最上
地域の3社が請け負う。昨年11月に切り出
しを始め、酒田市や遊佐町、最上地域か
ら2700立方メートルを集めて古湊ふ頭に
保管していた。酒田からの第1便は王子
木材緑化が手配した船を使い、秋田県
能代港で積んだ5000立方メートルと合わ
せて輸出する。

台湾チャーター便
期待乗せ春夏第1便

（山形新聞3月29日）
台湾と本県を結ぶ国際定期チャーター

便として、8月まで84便が運航される春夏
便の第1便が28日、東根市の山形空港
に到着し、県や地元自治体による歓迎行
事が行われた。30日には庄内空港にも第
1便が到着。期間中、約6千人の来県が
見込まれる。夏季の運航は初めてで、通
年でのインバウンド受け入れに弾みがつく。

チャーター便は台湾の中華航空が運航
し、機体は約160人乗り。山形空港は8
月2日まで70便、庄内空港では3月30日か
ら4月27に利まで14便が発着する。

東根フルーツワイン
台湾市場へ挑戦

（山形新聞3月31日）
東根フルーツワイン（東根市、阿部利徳

代表）は、自社ワイナリーで醸造したリンゴ
のワインを台湾に輸出する。同社初の海
外展開で、昨年11月の台湾での商談会
を契機に現地バイヤーと契約を締結。台
湾は県産ワインの未開拓市場で、同社は
現地ニーズを踏まえながら段階的に種類
や販売量を増やしたい考えだ。

第1弾として輸出するのは、東根産のリ
ンゴ「ふじ」を使用した「AMBER（アン
バー）ふじりんごワイン」。アルコール度数
8％で、リンゴのフレッシュ感と酸味が楽し
める甘口ワインに仕上げた。4月中旬～下
旬に現地のスーパーなどを中心に販売さ
れる。国内では500ミリリットル入り1080円
で、現地では2000円前後の価格になる
見通しだ。

国際支援、最前線で学ぶ
公益大生モンゴルで初のインターン

（山形新聞4月6日）
東北公益文科大（酒田市）の学生3人

が、国際協力機構（JICA）などがモンゴ
ルに設立した「モンゴル・日本人材開発セ
ンター」で約2週間、インターンシップを体
験した。同大は学生の海外留学のバック
アップに力を入れており、国際支援の最
前線の仕事に触れることで、さらに世界的
視野を広げてほしいと今回の機会を開拓
した。同大学生の海外インターンシップは
初めて。

同センターはモンゴルの市場経済化支
援、人材育成、日本との相互交流を目的
に2002年に開設。3人は現地企業を紹介
する冊子の日本語添削や日本語学ぶ生
徒向け問題集の作成支援、イベント開催
の準備などに携わった。
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立している。建材やインテリア分野で事業
を展開し、これらの売り上げが全体の８割
以上となっている

一帯一路国際会議出席へ
知事、中国で意見交換

（北日本新聞4月13日）
石井隆一知事は25日、北京で開かれ

る巨大経済圏構想「一帯一路」に関する
国際会議に出席する。県は遼寧省と長く
交流を続けており、地域間交流に関する
分科会に参加。両国の友好親善や連携
強化につなげたい考えだ。現地で富山の
食や工芸品もPR する。

国際会議は中国政府などが25～27日
に開き、知事は初日にある「地方協力分
科会」に出席。中国をはじめ、各国の自
治体幹部が経済や観光など幅広い分野
について意見を交わす。

エアソウル影響注視
アシアナ航空売却、情報取集に努力

（北日本新聞4月19日）
韓国アシアナ航空の売却問題を受け、

県が富山－ソウル便を運航する子会社エ
アソウルへの影響を注視している。当面
のフライト予定に変更がない事を確認した
が、路線拡充の交渉相手となる新しい経
営体制がどうなるかも懸念材料で、引き続
き情報収集に努める考えだ。

県総合交通政策室は「新しい経営体
制になれば、これまでの実績がどう評価さ
れるか分からない」と先行きの不透明感を
警戒。運航への影響の有無や新体制に
関する情報を集めつつ、情勢を注意深く
見守る考えを示した。

北京で富山ブランド発信
食や工芸、実演・試食

（北日本新聞4月24日）
富山の食や工芸の魅力を発信する「と

やま伝統工芸 PR 交流会」が23日、北京
市内のホテルで開かれ、現地にバイヤー
や旅行、メディア関係者ら集まった約100
人に富山ブランドを発信した。

巨大経済圏構想「一帯一路」に関する
国際会議に出席するため北京を訪れてい
る石井隆一知事が会場であいさつし、鏡
割り後に中日友好協会副秘書長の程海

年ぶりに110万人を超え、116万6千人に
達したことが24日、県のまとめで分かった。
本県初となる格安航空会社（LCC）の国
内線新規就航や、好調なインバウンド需
要の増加が追い風となり、県が当面目標
とする135万人達成に向け、弾みがつい
た。

県によると、全体の利用客数は116万
6654人（前年度比14万3998人増）で、
国 内 線 は103万334人（ 同12万180人
増）、国際線は13万6320人（同2万3818
人増）となった。国際線は国内全体で好
調なインバウンド需要を背景に、全定期路
線で前年度の実績を上回った。中でもハ
ルビン線は増便などの影響で、3万8904
人（同1万4453人増）と大幅な増加となっ
た。

中国ハルビン旅行会社53社
本県の魅力を体感

（新潟日報4月27日）
　本県との直行便が就航する中国・ハル
ビンの旅行会社53社による本県の視察ツ
アーが26日、新潟市中央区などで行われ
た。参加者は酒蔵見学や米菓製造体験
を通じ、本県の魅力を探った。
　ツアーはハルビンの大手旅行会社が県
に依頼し、54人が参加した。社員自身が
本県の魅力を実感することで、旅行者へ
の PR に生かすのが狙いだ。県によると、
これまでも5～10人規模のツアーの依頼は
あったが、50人を超える規模は初めてとい
う。

■富山県　　　　　　　　　　

パリや北京で初の個展
Orii 海外販路を開拓

（北日本新聞3月5日）
銅器着色メーカー、モメンタムファクト

リー・Orii（高岡市長江、折井宏司社長）
は今年、海外の販路開拓を強化する。パ
リや北京で初の個展を開き、富裕層の多
いシンガポールでは1月に現地業者と販売
代理店契約を結んだ。人口減少で国内
市場が縮む中、売上高に占める海外の割
合を10％以上に高める方針だ。

Orii は伝統技術を生かし、厚さ1ミリ以
下の銅板に色付けする新たな発色法を確

台湾－山形チャーター便
今秋冬は150便程度

（山形新聞4月26日）
今年10月～来年2月に台湾と山形空港

を結ぶ国際チャーター便が150便程度運
航する見通しであることが25日、関係者
への取材で分かった。本県発着の台湾
からのチャーター便は昨年度大幅に増え、
同時期に144便が運航されたが、それを
上回るもようだ。高い搭乗率で推移したこ
とや本県を含む東北観光のニーズの高ま
りが背景にあるとみられる。

昨年度と同様、台湾の大手航空会社・
中華航空が運航予定で、約160人乗りの
機体を使うとみられる。台湾の旅行会社
が4泊5日の日程でツアーを組んで県内な
どの観光地を巡り、別の乗客を運んでき
た機体で帰国する形をとるという。昨年度
は庄内空港にも約30便が発着したが、格
安航空会社（LCC）の就航により、今回
は山形空港のみの発着となりそうだ。

■新潟県　　　　　　　　　　

外国人宿泊、過去最高
本県は16.7％増

（新潟日報3月1日）
2018年に国内のホテルや旅館に泊まっ

た外国人の延べ人数は前年比11.2％増
の推計8859万人（速報値）で、過去最
多を更新したことが28日、観光庁の宿泊
統計で分かった。8000万人を超えるのは
初めてだが、伸び率は前年の14.８％を下
回った。三大都市圏を除く地方での宿泊
者は11.3％増の3636万人だった。

本県の宿泊施設に泊まった外国人の
延べ人数は昨年比16.7％増の36万8130
人だった。十日町市と津南町で3年に1度
の「大地の芸術祭」が開かれた夏場の伸
びが顕著だった。近隣県では長野が146
万4670万人（前年比13.5％増）、石川が
92万4390万人（同18.9% 増）、富山が28
万7160人（同0.2％増）など。本県の人数
は全国29位だった。

LCC 追い風、新潟空港18年度利用客
大阪、ハルビン線大幅増

（新潟日報4月25日）
新潟空港の2018年度の利用客が11

ERINA REPORT PLUS No.148 2019 JUNE



列島ビジネス前線

52 ERINA REPORT PLUS

期コンテナ航路（1航路）の初寄港に合わ
せ、就航式があった。7航路目となる境港
と韓国、中国を結ぶ新航路の誕生で、関
係者が利便性の向上、コンテナの取り扱
い貨物量増大に期待を寄せた。

境港が絡む従来の国際定期航路の運
航は、週5便の韓国航路（釜山4、東海
1）、週1便の中国航路（上海1）。境港の
コンテナ取扱貨物量（20フィート換算）は
2013年から2万本を超える水準で推移し
ており、紙の需要拡大などを受けて韓国
の船会社・高麗海運、南星海運が新航路
を設け、共同運航する。

「海の女王」境港初寄港
3クルーズ船そろい踏み

（山陰中央新報4月25日）
海の女王と呼ばれる豪華客船「クイー

ン・エリザベス」（バミューダ船籍、9万900
トン）が24日、境港市昭和町の境港に初
寄港した。他のクルーズ船2隻も寄港し、
計3隻が集結。岸壁は見学者でにぎわい、
新貨客船ターミナル整備が進む港が活気
づいた。

クイーン・エリザベスと「コスタ・ネオロマン
チカ」（イタリア船籍、5万6800トン）、「カ
レドニアン・スカイ」（バハマ船籍、4200ト
ン）が入港した。クルーズ船の3隻同時寄
港は初めて。境港は、国が中野岸壁に
船舶の係留施設・ドルフィンを18年に整備
し、3隻同時寄港が可能になった。さらに
港の整備を進め20年春に4隻同時が可能
となる。

■島根県　　　　　　　　　　

一畑電車、台湾鉄路と友好協定
4月締結、体験運転軸

（山陰中央新報3月9日）
一畑電車（出雲市、吉田伸司社長）

が、台湾鉄路管理局（台北市）と友好協
定を結ぶ。相互の利用促進を目指し、乗
車券の割引サービスなどを想定。一畑電
車は観光客向けの体験運転を軸に、台
湾からの利用客誘致につなげる。

一畑電車を含む一畑グループは2017
年2月、台北市にツアー誘致の営業活動
に当たる台北駐在員事務所を開設。同
年7月、同市内で開かれた台湾鉄路管理

■北　陸　　　　　　　　　　

外国人材、需給にギャップ
北陸3県、採用企業2割弱どまり

（北陸中日新聞4月13日）
北陸環日本海経済交流促進協議会

（北陸 AJEC）と日本貿易振興機構（ジェ
トロ）は、外国人材の採用・活用のテーマ
で、北陸3県の4大学・大学院の外国人
留学生と主要企業を対象にしたアンケート
の結果をまとめた。1日に外国人の就労を
拡大する新制度が始まったが、アンケート
では留学生側と企業側にミスマッチがある
実態が浮き彫りとなった。

調査結果によると、留学生を採用して
いる企業は2割弱にとどまり、検討している
企業を含めても4割だった。2017年度の
新卒者・中途採用者の人数を回答した企
業110社の内、留学生を採用した企業は
わずか6社だった。一方、日本または北陸
での就職を希望している留学生は7割以
上に達しており、需給状況に大きなギャッ
プが見られた。

■鳥取県　　　　　　　　　　

19年計画、境港クルーズ船寄港57回
乗客最多更新の可能性も

（山陰中央新報3月16日）
2019年の境港のクルーズ客船の寄港

は57回（18船）、乗客定員数は計約8万
6千人に上ることが、境港管理組合のまと
め（15日現在）で分かった。これまでの年
間最多は寄港61回、総乗客数6万6477
人で（ともに2017年）で、乗客数は申込
次第で更新する可能性がある。

予定される全18船のうち、「海の女王」
と称される豪華客船「クイーン・エリザベス」

（9万900トン、4月24日寄港）、乗船客の
人気投票で行き先を決める世界唯一の分
譲型豪華客船「ザ・ワールド」（4万3188ト
ン、9月27日に寄港）を含む7船が、境港
に初めての寄港となる。

境港－釡山－上海
新航路、コンテナ貨物増に期待

（山陰中央新報4月12日）
鳥取県境港市昭和町の境港で11日、

韓国の釜山、中国の上海を結ぶ新たな定

波氏の発声で乾杯した。

北電、海外で水力事業
30年度までの長期ビジョン

（北日本新聞4月26日）
北陸電力は25日、2030年までの北電グ

ループの将来像を描いた長期ビジョンを発
表した。新事業の開拓と電気事業の競
争力強化に向け、2千億円以上投資する
ことを盛り込んだ。海外での水力発電や、
北陸での都市ガス事業の展開を図り、事
業エリア・領域を拡大する。

金井豊社長は「海外では、当社の強み
を生かした水力発電事業が最初の案件
にあるだろう。今後詳細を詰める」との見
通しを示したほか、「今後参入する福井
市以外でも、民営化を検討する公営ガス
がある」とし、都市ガス事業拡大につなげ
る可能性を明らかにした。

石井知事、日ロ知事会議に出席へ
貨物輸送高速化を要請

（北日本新聞4月28日）
石井隆一知事は、5月13日にロシアのモ

スクワで開かれる日ロ知事会議に出席す
る。ロシアとの交流を促進する県の取り組
みを紹介するほか、シベリア鉄道の輸送
迅速化を訴える。

自治体レベルでの交流の在り方などに
ついて意見交換する会議で、9年ぶりに
開催される。石井知事は前回に続く参加
になり、全国知事会の上田清司会長（埼
玉県知事）らとともに、ロシアの主要な州
知事らと会談する。

■石川県　　　　　　　　　　

金沢商議所、中国南部へ産業視察団
新年度事業計画

（北陸中日新聞3月2日）
金沢商工会議所の安宅建樹会頭は1

日会見し、2019年度の事業計画を発表し
た。4月には小松空港と香港との定期便
が就航するのを機に、夏以降に香港や深
圳などの中国南部に海外産業視察団を
派遣する。香港の貿易当局との提携も検
討し、中小や小規模事業所の海外ビジネ
スを後押しする考えだ。
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は巡り巡って福岡県の観測数値の低下に
もつながっている。

環境省予算による同事業の開始から5
年間、北九州市は中国６都市から大気対
策の行政担当者らを招き、市の関係施設
などで大気汚染物質の発生源特定や工
場査察の手法を指導する訪日研修を主に
展開。その数は延べ37回、222人に達し
た。市環境国際戦略課は「最新技術に
加え、それが適切な使用かを定期チェック
する行政の管理能力が重要だ」と指摘す
る。

留学生の力、九州企業に
九経連、APUと包括連携協定

（西日本新聞4月10日）
九州経済連合会と立命館アジア太平

洋大（APU）＝大分県別府市＝は9日、産
学連携に関する包括連携協定を結んだ。
学生の約半数が留学生というAPU の特
性を生かし、九州の企業のグローバル化
支援や、地域経済の振興に貢献する人
材育成に取り組む。

九経連と大学の包括的な連携協定は
初めて。プロジェクトは（1）グローバルビジ
ネスの加速（2）九州のグローバル化（3）
ジオ世代リーダーの育成－の3分野で行
う。3019年度は9プロジェクトを実施する
計画で、第1弾として5月から、観光産業
の人材育英に向けた九経連による寄付講
座を開く。APU は約90カ国・地域の留学
生約3000人が学ぶ。

る人口約450万人の都市で、松江市とは
1999年に提携を結び、中学生による卓球
を通じた交流などを続けている。

■九　州　　　　　　　　　　

福岡市、国の創業ビザ制度を初活用
外国人5人に証明書

（西日本新聞3月7日）
福岡市は、外国人起業家の活動を支

援する国の新しい「スタートアップ（創業）
ビザ制度」を全国で初めて活用し、同市
を拠点に事業展開を目指す海外の起業
家たちに対し、ビザ取得に必要な確認証
明書を交付した。

この制度では、最長1年間の特別な在
留資格が与えられ、国内でじっくりと起業
準備に取り組めるようになる。福岡市は
2015年から、国家戦略特区を活用して同
様の制度を設けていたが、在留期間が
6カ月と短く延長を求める声が多かったた
め、国が新たに制度をつくった。

中国の大気改善、北九州市が一助
専門家派遣や汚染源研究

（西日本新聞3月18日）
中国の大気環境改善のため、北九州

市など全国11都市が2014年度から進め
てきた中国13都市との連携事業の成果
が見え始めている。北九州市は上海、
大連市など最多の6都市に協力。訪日
研修や専門家の現地派遣、共同研究
が一助となり、6都市の微小粒子状物質

「PM2.5」濃度は約30％減少した。効果

局主催の駅弁フェアにも出展し、友好関
係を築いてきた。協定は4月16日、同市内
の台北駅で締結する。

「さひめの泉」輸出本格化
美人水として女性に人気

（山陰中央新報3月23日）
山陰クボタ水道用材（松江市）が、大

田市の三瓶山麓で採水し製造販売する
ミネラルウォーター「さひめの泉」の輸出に
力を入れている。高品質な日本のミネラル
ウォーターは海外で人気が高く、同社は
昨年、台湾企業と大口取引を開始。アジ
アを中心に輸出拡大を目指す。

昨年3月に台湾で開かれた島根県中
小企業団体中央会主催の商談会で、ド
ラッグストア約60店舗を展開する日薬本舗

（台湾）との取引が決まり、輸出が本格
化した。同6月に初めて境港から20フィート
コンテナ1台を使い500ミリリットル入りペット
ボトル約2万1000本を輸出し、日薬本舗は
「美人水」として販売。中国の大手通販
サイトに出品する中国・上海の商社との取
引も並行して始まり、18年度は台湾を含
め、計1千万円近い売り上げを見込む。

松江市と友好都市・吉林市が訪問団
（山陰中央新報4月20日）

中国・吉林省吉林市の林天林副市長ら
5人の訪問団がこのほど、友好都市提携
する松江市の松浦正敬市長を表敬し、今
年で20年目となる相互交流の一層の促進
を確認した。

吉林市は、吉林省の中央部に位置す
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