日中友好促進愛媛県議会議員連盟
ベトナム・中国・香港視察報告

平成２４年３月２１日（水）～２８日（水）

平成 23 年度

日中友好促進愛媛県議会議員連盟 訪問団員名簿

Ehime Prefectural Assembly Research Team Members
№

官

職

及び

愛媛県議会議員

氏

名
ヤマモト

山本

（ 年齢 ）

トシタカ

敏孝

（70 歳）

1

YAMAMOTO Toshitaka / Member of Ehime Prefectural Assembly
愛媛県議会議員
2

3

ムラカミ

村上

カナメ

要

（63 歳）

MURAKAMI Kaname / Member of Ehime Prefectural Assembly
愛媛県議会議員

ホングウ

本宮

イサム

勇

（57 歳）

HONGU Isamu / Member of Ehime Prefectural Assembly
4

愛媛県議会議員

ニシハラ

西原

シンペイ

進平

備
会

考
長

Chairman of the
Board
副 会 長

Vice Chairman of
the Board
事務局長

General Manager

（63 歳）

NISHIHARA Shimpei / Member of Ehime Prefectural Assembly
5

愛媛県議会議員

コウノ

河野

タダヤス

忠康

（61 歳）

KONO Tadayasu / Member of Ehime Prefectural Assembly
6

愛媛県議会議員

アカマツ

赤松

ヤスノブ

泰伸

（57 歳）

AKAMATSU Yasunobu / Member of Ehime Prefectural Assembly
7

愛媛県議会議員

クロカワ

黒川

ヨウスケ

洋介

（59 歳）

KUROKAWA Yosuke / Member of Ehime Prefectural Assembly
8

愛媛県議会議員

オオニシ

大西

ワタル

渡

（65 歳）

OHNISHI Wataru / Member of Ehime Prefectural Assembly
9

愛媛県議会議員

キクチ

菊池

ノブヒデ

伸英

（47 歳）

KIKUCHI Nobuhide / Member of Ehime Prefectural Assembly
愛媛県職員

カワカミ

川上

トシヒロ

敏寛

（39 歳）

KAWAKAMI Toshihiro / Industry Support Subdepartment Ehime Pref.
愛媛県職員

クニモト

國元

ミチオ

通生

（57 歳）

KUNIMOTO Michio / International Affairs Division Ehime Pref.
添乗員

ワタナベ

渡部

トオル

徹

WATANABE Toru / Tour Conductor

（50 歳）

経済労働部産業支援局長

Vice Director
General
経済労働部国際交流課長

Director
ﾃｨｰｼｰｼｰﾂｱｰｽﾞ

T.C.C TOURS

日中友好促進愛媛県議会議員連盟

ベトナム・中国・香港視察行程表
（Ｎｏ．１）
日次

月日(曜)

DAYS

DATE

1

３／21
（水）

都

市

名

CITY

松
伊

山 空 港
丹 空 港

関

西 空 港

関 西 空 港
香港国際空港
2

３／22
（木）

ホ ー チ ミ ン

発
着
発
着

発
着
発
着

ホーチミン 滞 在

3

現地時間

交通機関

ス ケ ジ ュ ー ル

LOCAL TIME

TRANSPORTATION

REMARKES

15：15
16：15
16：40
17：50

NH1644

10：00
13：25
16：30
18：00

終日

貸切ﾊﾞｽ
（所要 70 分）

CX503
(所要 4 時間 25 分)
CX765
（所要 2時間 30分）
専用車

専用車

３／24
（土）

ホ ー チ ミ ン
香港国際空港
珠海（九洲港ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ）

珠 海 市
5

３／25
（日）

【ホーチミン 泊】
ホテルにて朝食。
午前：日本総領事館表敬訪問(9:00～10:00)
ジェトロホーチミン事務所(10:20～11:20)
午後：ベトナム現地法人会社訪問
一広ベトナム株式会社
（市内より約 40km／1 時間 30 分）
社員食堂で昼食

３／23
（金）

専用車

4

☞集合時間：１４時３０分
松山空港より全日空１６４４便にて伊丹
空港へ。
着後、貸切バスにて関西空港へ。
夕食は、各自にて
【関西空港付近 泊】
ホテルにて朝食。
関西空港より出国手続きを済ませ、ｷｬｾ
ｲﾊﾟｼﾌｨｯｸ航空にて香港経由、ベトナム
ホーチミンへ。
入国手続きを済ませ専用車にてホテル
へ。
夕食は、ベトナム海鮮料理。

滞在

発
着
発
着

11：30
15：10
17：00
17：50

終日

CX766
（所要 2時間４0分）
フェリー
（所要 50 分）
専用車

夕食は、フランス料理。
【ホーチミン 泊】
ホテルにて朝食。
ﾁｪｯｸｱｳﾄを済ませ専用車にて空港へ。

食事内容
MEAL

昼：－
夕：－
朝：Ｈ

昼：機内食

夕：Ｒ
海鮮料理
朝：Ｈ

昼：Ｒ
一広

夕：Ｒ
ﾌﾚﾝﾁ

朝：Ｈ

出国手続きを済ませにてｷｬｾｲﾊﾟｼﾌｨｯｸ
昼：機内食
航空７６６便にて香港空港へ。
空港よりフェリーにて珠海へ。
着後、入国手続きを終え専用車にてホ
テルへ。
夕：Ｒ
夕食は、市内レストランにて
【珠海市 泊】
ホテルにて朝食。
休日：各自にて視察。
（別途手配・別途費用となります。）

朝：Ｈ

昼：－
夕食は、市内レストランにて。
【珠海市 泊】

夕：Ｒ

（Ｎｏ．２）
日次

月日(曜)

DAYS

DATE

都

市

名

CITY

珠

海

現地時間

交通機関

ス ケ ジ ュ ー ル

LOCAL TIME

TRANSPORTATION

REMARKES

専用車
（所要 50 分）

ホテルにて朝食。
専用車にて中山市経由にて東莞市へ。
午前：株式会社桜井(10：00～11：00）
中山市沙渓鎮下朗小区

市
午前

中

6

３／26
（月）

東

山

莞

市
午後

市

専用車
（所要 90 分）

食事内容
MEAL

朝：Ｈ

昼：Ｒ
15：00 東莞市人民代表大会
東莞市人民政府
東莞市人民政府外事局 訪問
製造業の町市内視察
視察を終え、ホテルへ。
夕：Ｒ
夕食は、東莞市主催の歓迎レセプション
(現地主催)
にて。（会場：東莞会展国際大酒店）
【東莞市 泊】

東

7

３／27
（火）

莞

市

午前

香港（特別行政区）

専用車
（所要１８０分）

午後

早朝

8

３／28
（水）

香港国際空港
関 西 空 港
伊

丹 空 港

松

山 空 港

発
着
発
着
発
着

10：05
14：45
15：40
17：00
17：45
18：35

専用車
CX506
貸切ﾊﾞｽ
（所要 75 分）
NH1649

ホテルにて朝食。
朝：Ｈ
東莞より専用車にて陸路入国手続きを
済ませ香港へ。
昼：Ｒ
香港市内にて昼食。
午後：ジェトロ香港事務所(14：00～15：00) 飲茶
伊予銀行香港支店(15：30～16：30)
夕：Ｒ
海鮮料理
夕食は、市内レストランにて。
【香港 泊】
ホテルにて朝食。
朝：Ｈ
専用車にて空港へ。
出国手続きを済ませｷｬｾｲﾊﾟｼﾌｨｯｸ航空
昼：機内食
５０６便にて関西空港へ。
着後、貸切バスにて伊丹空港へ。
伊丹空港より全日空１６４９便にて松山
夕：―
空港へ。
到着後、解散。

■参 加 人 員 ：１１名（県議会議員９名・県随行職員２名）
■添 乗 員 ：松山空港より１名同行
■食 事 条 件 ：朝食７回・昼食３回・夕食６回（機内食は含みません。）
■利用航空会社：国際線／ＣＸ キャセイパシフィック航空（Ｙクラス利用）
■利 用 ホ テ ル：ホーチミン（２泊）／LEGEND HOTEL SAIGON（レジェンドホテルサイゴン）
2A-4A TON DUC THANG STREET, DIST.1, HO CHI MINH, VIETNAM
TEL:(84) (08)3823-3333 FAX:(08)3823-2333

珠海市（２泊）／

東莞市（１泊）

／

香 港（１泊）／

GRAND BAY VIEW HOTEL ZHUHAI（珠海海灣大酒店）
中国 広東省珠海市拱北水湾路, 519020
TEL:(86) (0756)887-7998 FAX:(0756)887-8998
SHERATON DONGGUAN（シェラトン東莞ホテル）
中国 広東省東莞市厚街鎮Ｓ２５６省道莞太路段
TEL:(86) (0769)8598-8888 FAX:(0769)8590-8888
HOTEL NIKKO HONG KONG（ホテル日航香港）
72 MODY ROAD,TSIM SHA TSUI EAST,KOWLOON,HONG KONG
TEL:(852) 2739-1111 FAX:2311-3122

１

はじめに
今回、日中友好促進愛媛県議会議員連盟のメンバー９名及び県庁職員２名

により、ベトナム・中国・香港の視察を８日間かけて実施した。今回の視察
の主眼は、愛媛県企業の海外進出先が、これまでの中国から次第にベトナム
を始めとする東南アジアにシフトする傾向が見られることから、直接現地に
赴くことによってその実態や背景を探り、今後の企業支援に役立てていこう
というものであった。また、東莞市については、昨年使節団が愛媛県を訪問
したことから、今回はその返礼の意味も込めて人民政府を訪問した。
以下、訪問地における概要を報告する。

２

ベトナム（ホーチミン）

ホーチミンはベトナムの南部に位置し、経済の中心地として発展を遂げて
いる都市である。街はバイクに乗った若者で溢れ、人々の所得水準は依然と
して低いものの、若者の異様な活気がみなぎっているのが印象的であった。
ホーチミンでは在ホーチミン日本総領事館及びジェトロホーチミン事務所を
訪問するとともに、ホーチミン近郊に位置する一広のタオル工場を視察した。

（１）在ホーチミン日本総領事館
在ホーチミン日本総領事館を訪問し、
日田春光総領事、矢ヶ部義則首席領事
らからベトナム及びホーチミンの概況
について話を伺った。当館は新しい建
物へ移転してきたばかりとのことであ
り、大変厳しいセキュリティ・チェッ
クが行われていたのが印象的であった。

①

ベトナム全般について
ベトナムでは昨年１月に開催された第１１回党大会において、２０
２０年までに近代国家を目指すことが打ち出され、２０１１年から２
０２０年にかけて年平均成長率７～８％とし、１人当たり GDP を２０
１１年の約１,４００ドルから２０２０年までに３,０００ドルに引き

上げることが目標として打ち出された。リーマン・ショック後の世界
的な金融危機の中にあっても、政府の積極的な財政・金融緩和策が功
を奏し、２０１０年は６.８％と高い成長率を達成したものの、２０１
１年は前年の貿易赤字や急速な物価上昇のため経済成長率は５.９％に
落ち込んでおり、マクロ経済状況の不安定化の克服が課題となってい
る。インフレに関しては、昨年２月からの金融引き締め策が功を奏し、
インフレ率は低下傾向にある。また、持続的発展に必要な分野を優先
する成長モデルへの転換に向け、建設業などから農林水産、輸出産業
分野を優先することによって、貿易赤字は改善に向かっている。なお、
今後５年間は、国営企業改革や公共投資効率化、銀行が乱立する金融
セクターの改革が実施される予定である。
外交面では、全方位外交の展開により世界各国との関係強化を図っ
ており、いくつかの国との間で戦略的パートナーシップ関係を構築して
いるが、中でもとりわけ日本との関係は重視されており、日本の実行ベ
ースの累積直接投資額及び ODA 供与額は第１位である。ベトナムは中
国との間で領土問題を抱えているが、ベトナム政府は対立を顕在化させ
ず話し合いでの解決を模索しており、
日本政府もこうしたベトナム政府の
姿勢を評価している。韓国との関係
については、かつてベトナム戦争に
参戦した韓国軍の行為により対韓感
情は悪かったが、近年はコンテンツ
の無償提供などによりイメージが改
善されてきている。

②

ホーチミンについて
ホーチミン市はベトナムの GDP 全体の約２０％を占める重要な経
済都市であり、歳入の７割以上が中央に上納されている。ホーチミン
市の人口は統計上７４０万人であるが、実際は１０００万人近くいる
と言われている。
２０１１年の１人当たりの GDP は３,２２０ドルで、２０１５年ま
でに４,８００ドルまで引き上げることを目標としているが、今の勢い
からすればおそらく達成される見込みである。２０１１年の経済成長
率は１０.３％であり、２０１２年から２０１５年までの間については
１２％の成長を目標としている。

輸出額は約２６８億ドル、輸入
額は約２７５億ドルであるが、近年
はベトナム通貨ドンの米ドルに対
する価値の下落に伴い資本財の輸
入コストが上昇し、輸入額が増えて
いることから、約６.５億ドルの赤字
となっており、企業の負担も増えて
いる。
ホーチミン日本商工会の会員数は相当な勢いで増加しており、現在
会員数は約５７０である。従来からベトナムは、ネクスト・イレブン
あるいはチャイナ・プラス・ワンとして、リスクヘッジの意味で注目
されてきたが、近年は東日本大震災や超円高の影響を背景とした中小
企業の進出が目立っている。高い技術力を持つ中小企業の進出は、現
地への技術移転が進むことから、ベトナム側からも歓迎されている。
ホーチミンには、かつて政治的な理由によりベトナムを離れて現在
海外に住んでいる越僑と呼ばれる人々からの多額の送金があり、その
額は５０億ドル（全国では９０億ドル）にのぼっており、貿易赤字を
相殺するほどの規模である。
投資のリスクとしては、(i) インフラが未整備であること、(ii) 電力
不足、(iii) 裾野産業が未発達であること、(iv) 国営企業民営化の問題、
(v) インフレ抑制、(vi) 地域格差などが挙げられる。(iii) については、
もともとベトナムには基幹産業がないことから、原材料は輸入に頼ら
ざるを得ず、どうしても貿易赤字にならざるを得ないため、現在ベト
ナム政府は裾野産業の育成を図っていこうとしている。また、(vi) に
ついては、地方経済を支える農業の効率化が進められている。

（２）ジェトロホーチミン事務所
ジェトロホーチミン事務所を訪問し、
吉田栄所長からベトナム及びホーチミン
の経済情勢や投資環境についてお話を伺
った。

①

ベトナムの政治経済状況
ベトナムの人口は、北部のハノイ周辺と南部のホーチミン周辺とに
大きく二分されており、GDP に占める割合を見てみると、南部が５２.
５％、北部が２９.６％、中部が１７.９％となっている。
政治体制は共産党の一党独裁であるが、政策方針を決めやすいとい
う面もある一方、官僚主義が蔓延し、各種手続が煩雑であり、賄賂が
常態化している。
マクロ経済について見ると、高いインフレ率、金利高、通貨安の３
点が特徴である。ベトナム通貨ドンが一貫して下落しているため、イ

ンフレが停まらない状況となっている。
２０１１年の GDP が約１,２１７
億ドルであるのに対して、輸出額は
９６３億ドルにのぼっており、GDP
に占める輸出の割合が非常に高い。
原材料を輸入し、ベトナム国内で加
工して輸出する形態が中心であるが、
ベトナム国内であまり付加価値が付
いておらず、薄利多売の状況となっ
ている。

②

外国直接投資の状況
アジア通貨危機以降、外国からの投資は一旦萎んだものの、２００
０年代半ば頃から再び急増し、２００８年には認可ベースで７１７億
ドルにのぼる直接投資を記録した。
ベトナム投資のメリットとしては、(i) 豊富で勤勉な若年労働力、(ii)
将来期待できる８,６００万人市場、(iii) 安定した政治・社会、(iv) 中
国とアセアンを結ぶ好立地、といった要素が挙げられる。
他方、課題としては、(i) 素材（特に鉄と石化原料）・部品の現地調
達が困難であること、(ii) 中間マネジメント人材層が薄く、比較的高賃
金であること、(iii) ２大経済圏が南北に分散していること、(iv) 急速
なワーカー賃金上昇と物価高、経済の混乱、(v) 電力不足、が挙げられ
る。(iv)については、作業員１人にかかる企業の年間実質負担額が中国
の５,７６５ドルに対してベトナムは２,１９６ドルであり、その安い労
働力は依然として魅力的であるが、経営者はインフレによる賃上げを

検討している状況である。(v)については、電力需要は毎年１５％増加
している状況であるが、ベトナムは電気料金が安いために発電所を整
備しようとする外資企業が現れず、原子力発電所完成後においても電
力需給は逼迫する見込みである。

③

日系企業の投資状況

日本企業の進出先は北部と南部
に集中しており、中部のダナンは最
近進出が始まったばかりである。日
本とベトナムの関係は良好であり、
ベトナム人の対日感情は極めて良
く、政府ベースでも何の懸案もない
状況である。ベトナム国内に６３あ
る省のレベルでも、日本に対して投
資の呼びかけが行われている。
日本からの直接投資額は、２０１１年には２０８件にのぼり、投資
ブームとなっている。かつては原材料を全て輸入して加工品を輸出す
る輸出加工型の企業の進出が多かったが、近年ではエースコック、サ
ッポロビールなど内需志向型の企業も進出してきている。商業分野で
もイオンや高島屋の進出が予定されているほか、東急電鉄が大規模な
都市開発を計画している。
なお、同事務所には、昨年、日本の地方銀行や商工会議所の視察ミ
ッションが数多く見られたとのことである。とりわけ、中小企業によ
る視察も多く、広い面積の工業団地よりも、中小企業向けの比較的規
模の小さいレンタル工場に対する需要が急増しているとのことである。

④

ミャンマーとの関係
昨今、日本企業の間でミャンマ
ー向け投資に対する関心が高まっ
ている。まだ工業団地が整備され
ておらず、電力供給や港湾の課題
もあるが、いずれ工業団地が整備
されれば、ミャンマー向け投資の
増加が見込まれ、ベトナム向け投

資にも影響が出てくる可能性がある。
ただ、ベトナムに比べてミャンマーが絶対的に優位というわけでは
必ずしもなく、ミャンマーでもヤンゴンでは賃金が上昇していること
や、ミャンマーから日本への海上輸送ルートが遠回りとなることなど
の課題もあることに留意する必要がある。

（３）一広ベトナム株式会社
今治に本社を置く一広タオル株式会
社がベトナムに工場を建設し、２００
７年３月から操業を開始していること
から、同工場の視察を行った。現地で
は一広ベトナム株式会社の桧垣秀徳社
長らからお話を伺った。
同工場はホーチミン市内から車で１
時間半ほどの距離のタイニン省にある
リンチュン工業団地の中に立地している。周辺工場に比べて清潔感のある
ゲストハウスと５００名の収容が可能な社員寮が整備されている。工場で
は７００名の従業員が勤務しており、うち８割が女性である。ベトナムの
女性は勤勉であるが、自然に辞めていく割合が高く、定着率が悪いことが
悩みの種である。
同工場で製造しているのはタオルとバッグであり、タオルについては、
４８台の織機が２４時間体制で稼働しており、９５％が日本向けに輸出され、
残りの５％はベトナム航空のビジネスクラス向けとして出荷されている。バ
ッグについては、最近注目が高まっている米国ブランドのレスポートサック
の製品を製造しており、全世界向けに販売されている。
進出地としてベトナムを選んだ理由は、労働コストの安さに加え、より
今治に近い井戸水を確保できること、震災が少なく台風もないなど気象条
件に恵まれていること、政治的に安定
していることなどの要因が挙げられる。
同社では、ベトナム進出以前に既に
大連で工場操業を開始しているが、大
連工場では今後販売増加が見込まれる
中国国内市場向けのタオル生産に振り
向け、日本向けタオルの生産について
は、大連からベトナムにシフトしてい

く戦略を立てているとのことである。
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中国広東省

（１）株式会社桜井中国工場
今治に本社を置く株式会社桜井が
広東省の中山市に構えている中国工
場を訪問し、現地子会社の越智茂社長
から話を伺った。
同工場は、１９９２年１０月に創業
した櫻井泰和製衣廠（通称第１工場）
と１９９９年６月に創業した櫻井服
装有限公司（通称第２工場）から構成
され、いずれの工場においても、原材料を全て中国国外から調達し、中国
国内で縫製加工した上で、再び中国国外へ輸出する方式をとっている。
第１工場では、スタッフ２４名、工員１７２名により、クレープ、防寒
肌着、トランクスなどを年間約１３３万枚生産している。第２工場では、
スタッフ１０６名、工員１３３５名により、トランクスや香港東レ向けの T
シャツ、レギンス、タイツなどを年間約１８００万枚（このうち香港東レ
向けは１６５０万枚）生産している。香港東レ向けの製品の多くはヒート
テックやシルキードライなど、ユニクロを通じて販売されている商品であ
る。
製品の販売先としては、日本向けが９０％を占め、残りはヨーロッパ、
米国、東南アジアなど１０カ国に向けたものである。香港東レ向けの製品
以外は全て今治に置かれている配送センターに一旦集約した上で、各販売
先に出荷されている。
工場内では、平均年齢２５歳という若い工員たちが、若者向け音楽が鳴
り響く中、ミシンによる縫製や検品を行
っていた。工員の訓練は中国人の現地ス
タッフによって行われていた。
近年は中国における労働コストの増
加が大きな課題となっており、人手不
足も顕在化している。同社は２００８
年よりベトナムに工場を設立している
が、中国とベトナムの１人当たりの労

働コストを比較すると、ベトナムが約１万５千円程度であるのに対して、
中国では約３万円であるとのことであり、両国間で倍の差が生じているこ
とになる。今後、中国での生産を継続していくためには、中国で生産され
た製品の中国国内向けの販売を拡大していくことが望まれるとのことであ
る。

（２）東莞市人民政府・人民代表大会
株式会社桜井の工場がある中山市か
ら、同じく広東省にある東莞市に向かっ
た。東莞市は広州と深センの間に位置し、
広東省と香港を結ぶ交通の中枢に位置す
るという地理的な好条件を活かし、IT 関
連製造業を始めとする外資企業の投資を
呼び込むことによって、ここ２０年来の
年間成長率は１８％に達しており、中国
において最も顕著に経済発展を遂げた都市の一つとされている。これまで世
界の企業が東莞市に１３,０００社の企業を設立しており、日本企業も日立、
京セラ、NEC、太陽誘電などの大企業が進出している。市内の統計上の人
口は２００万人弱であるが、居住人口は８００万人にのぼるという一大都市
である。
まず、東莞市の展示館を訪問し、東莞市の歴史、都市開発及び文化につ
いて説明を受けた。展示館においては、東莞市の近年の目覚ましい発展や
都市開発の状況が力強く紹介され、また、現地の日系企業の代表者らが写
真付きで紹介されるなど、進出企業に対する配慮がなされていたことが印
象的であった。
その後、東莞市人民政府庁舎を訪問し、人民政府の賀宇副市長、蒋小鶯
外事局長、謝玉華外事局副局長らと会談したのに続き、人民代表大会の周楚
良常務委員会副主任、林岳教育科学工業
委員会主任らと会談した。
賀宇副市長からは、東莞市の経済情
勢についての説明に加え、東日本大震
災後においては日系企業に様々な配慮
措置を講じるなど、日本との交流を重
視している旨の説明があった。とりわ
け愛媛県及び松山市については東莞市

と共通する点も多く、東莞市には松山湖という名称の湖があることなどか
ら、今後、経済・貿易・文化の面で関係を深めていきたい旨の話があった。
周楚良常務委員会副主任からは、人民代表大会の役割や位置付けについ
て説明があり、今回の人民代表大会への訪問が友好の第一歩であるという話
があった。
なお、人民政府の蒋小鶯外事局長ら
は、昨年愛媛を訪れ、中村知事や県議
会議長らとも面談をしていたことから、
会談後に開催された歓迎のレセプショ
ン・パーティーは終始打ち解けたムー
ドで進んだ。
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香

港

東莞市から陸路で深センを通過して香港に入った。香港には本年２月に愛
媛県の中村知事も訪問したほか、３月には愛媛県の柑橘ＰＲイベントが香港
で開催されるなど、最近、愛媛県と香港のつながりは緊密化しているところ
であることから、香港の経済情勢や県産品の販路としての可能性などについ
て聞き取り調査を行った。

（１）伊予銀行香港支店
伊予銀行香港支店を訪問し、続木聖
三支店長から、愛媛県企業の香港への進
出状況等について話を伺った。
伊予銀行は平成元年に香港に事務所
を設置し、その後平成８年に支店を設
置している。同支店では、香港に加え
中国の華南以南や東南アジアに進出す
る県内企業のサポートを行っており、
顧客のサポートや送金・預金の取扱、債権投資を主な業務としている。同
支店からの直接の貸出実績はないが、顧客の資金ニーズに対しては、地場
銀行の貸付に対する保証や親子ローンの形など、顧客のニーズに合わせて
対応している。
続木支店長によれば、かつては、安い労働力を求めて華南に進出する縫
製業や電子組立業が多かったが、近年華南は人件費の高騰などに見舞われ

ていることから、ベトナムやカンボジアに拠点を移す企業が多い状況であ
るとの説明があった。今のところ、華南へ進出した企業が撤退するところ
までは至っておらず、華南とベトナムが補完関係にあるとのことである。
また、近年は香港市場をターゲットとして物を売っていこうという小売企
業の進出も目立つようになってきており、愛媛県関連企業では、ラーメン
店が３月に香港に店舗を開いたばかりであるとのことであった。

（２）ジェトロ香港
ジェトロ香港事務所を訪問し、小野
村所長及び柳井市場開拓部長から、香港
の経済情勢や食品市場の動向について
話を伺った。
香港は面積で愛媛県の５倍、人口で
５分の１となっており、その結果、１
人当たりの GDP は愛媛県とほぼ同レ
ベルである。香港に進出している日系
企業は１１５０社、このうち香港に地域統括拠点を置いているのは２２２
社となっている。香港は政府が土地を民間に貸与しているため財政が潤っ
ているため、税負担が低くても財政に影響が出ることがない。
香港で製造している企業は少ないが、広東省に工場を置いてビジネスを
している企業が多いが、近年、人件費の高騰などによって、広東省ではビ
ジネスがやりにくくなっている。
さらに、近年は香港に進出する小売業が増えている。香港は世界のマー
ケットに向けた“ショーケース”としての機能を有しており、特に中国大陸
から大量に押し寄せる観光客が香港で商品を気に入れば、中国大陸のマーケ
ットへの進出の道も開けてくる可能性が生まれてくる。小野村所長によれば、
日産の高級車「インフィニティ」も近々事業本部を香港に移す予定となって
いるとのことであり、外国企業が香港に
統括拠点を置く傾向が高まっていると
のことであった。
また、小野村所長によれば、香港で
は食品関係について２つのブームが起
こっているとのことである。１つ目は
ワインブームであり、２００８年以降、
アルコール度数が３０℃以下の酒類の

関税が撤廃されたことによるものである。日本酒についてもワインブーム
に乗っかれる可能性があるとのことであった。２つ目はラーメンブームで
ある。先般も愛媛県のラーメン店が出店したばかりである。
愛媛の柑橘については、今のところ、香港経由で中国大陸へ輸出されて
いないが、中国における窓口手続が整いつつあることから、今後はそうし
たルートでの中国向け輸出も考えられるのではないかとの話であった。な
お、柳井部長からは、愛媛産柑橘の差別化を図るための PR に工夫が必要で
あるとの話に加え、先般開催された柑橘ＰＲイベントについて、
「みかん王
子」による販売促進活動は、香港の奥様層への PR として高く評価できると
の話があった。

５

まとめ

今回の視察により、中国華南地域にお
ける日系企業の活動が、人件費の高騰によ
って少なからぬ影響を受けており、人件費
の安いベトナム等の東南アジアに目が向
けられていることが確認できた。併せて、
中国華南地域から日系企業が撤退を始め
ているかといえば、必ずしもそうした流れ
が趨勢とはいえないことも分かった。その
背景としては、中国における人件費高騰と合わせて、中国人の購買力が飛躍的
に向上しており、中国工場における生産は、今後とも増大が見込まれる中国国
内市場向けとして更なる拡大が期待できることが挙げられる。今回訪問した一
広株式会社及び株式会社桜井はいずれも、中国・ベトナム双方に工場を設けて
いるが、日本を含む世界市場向けの製品の生産をベトナム工場にシフトしてい
る一方で、中国工場における生産は中国国内向けにシフトしていくという戦略
が窺えた。
また、香港の位置付けについては、中国大陸を始めとする世界の“ショー
ケース”としての役割が強まっていることが確認された。中国大陸を始め世
界各国から人々が集まる香港においてブランドを構築できれば、世界に向け
てマーケットが広がっていく可能性が生まれてくるという点は、今後の愛媛
県産品の売り込みに当たっても大いに参考になると思われる。
さらに、今回は中国華南の珠江デルタと呼ばれる地域を構成する珠海、中
山及び東莞の３市に立ち寄ったが、珠江デルタ地域においては依然として高
層ビルの建設など旺盛な開発が進んでおり、また人々の旺盛な消費意欲を肌

で実感することができた。珠海ではジャスコの店舗を訪れたが、販売価格が
日本に比べて格段に安いわけではないにもかかわらず、買い物をする富裕層
で大変な賑わいであったことに驚かされた。とりわけ、人民政府庁舎を訪問
した東莞市では、その規模の大きさと都市開発のダイナミックさに圧倒され
た。
今回の視察は、７泊８日で３カ国を廻るという強行軍であったにもかかわ
らず、関係者の多大な協力を頂いたことで、滞りなく視察を終えることがで
きたとともに、今後の愛媛県の政策を考えていく上で、大きな成果を挙げる
ことができた。この場を借りて、関係者の皆様方に御礼を申し上げたい。
（了）

訪問先 企業・団体の概況
一広ベトナム Co.,Ltd
機関名
(Ichihiro Vietnam Co.,Ltd)
訪問日
対応者
訪問
内容
所在地

設立
事業
内容
従業員
数
TEL
FAX

地図

中山櫻井服装有限公司
（ZHONG SHAN SAKURAI FASION
CO,LTD.）

３月２３日（金）午後
社長 檜垣 秀徳

３月２６日（月）10：00～11：00
越智 茂 代表

会社役員と意見交換、会社・工場見学

会社役員と意見交換、会社・工場見学

Lot 103,Linh Trung Export Processing Zone &
Industrial ParkⅢ,
Trang Bang District,Tay Ninh Province,Vietnam

中国広東省中山市沙渓鎮下朗小区

2005 年 9 月

1992 年 10 月
中山市に、独資による”櫻井泰和製衣廠”を設立
1999 年 6 月
中山櫻井服装有限公司を設立

タオル、各種縫製小物類の生産

縫製業

約 740 人（うち日本人 13 人）

約 1600 人（うち日本人３人）

+84-663898-101

86（760）7317550
86（760）7312550

訪問先 企業・団体の概況
機関名

ジェトロ ホーチミン事務所
（JETRO HO CHI MINH）

ジェトロ 香港事務所
（JETRO HONG KONG）

訪問日

３月２３日（金）10：20～11：20

３月２７日（火）14：00～15：00

対応者

吉田 栄 所長
ベトナムの投資環境、日本企業の進出状況の概
況説明
14th Floor, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue
Street, District 1, Ho Chi Minh City, VIETNAM
84-8-3821-9363
84-8-3821-9362

小野村 拓志 所長、 柳井 慶子 部長
香港の経済状況、日本企業の進出状況の概況説
明
Room4001, 40/F., Hopewell Centre, 183 Queen's
Road East, Wan Chai, HONG KONG, CHINA
852-2526-4067
852-2868-1455

内容
所在地
TEL
FAX

地図

機関名
訪問日
対応者
内容
所在地
TEL
FAX

地図

伊予銀行香港支店
（IYO BANK,Ltd. HONG KONG）
３月２７日（火）15：30～16：30
続木 聖三 支店長
金融機関から見た香港経済の状況と本県進出企
業の概況説明
7Suite 801,The Hong Kong Club Building,3A Chater
Road,Central,Hong Kong
(852)2869-0466

在ホーチミン総領事館
日田春光 (ひだ はるみつ)

総領事

略歴

1974 年 青山学院大学卒業（英米文学専攻）
1975 年 外務省入省
在ベトナム日本国大使館、在イギリス日本国大使館、在ホーチミン日本国総領事館
首席領事、外務省南東アジア第一課地域調整官、同省国際協力局国別開発協力第一
課企画官、在バングラデシュ日本国大使館公使等を歴任
2010 年 11 月、在ホーチミン総領事として着任
【日田春光 総領事着任時挨拶 抜粋（同総領事館ホームページより）】
私はこれまで、70 年代・80 年代の後半にハノイの日本国大使館に勤務したことがあります。
また、2001 年から 3 年半当地日本国総領事館に勤務したことがあり、今回は 4 度目のベトナ
ム在勤になります。ここホーチミン市は従来からベトナム一の大商業都市として重要な位置
を占めてきましたが、その発展ぶりに大変驚いています。これから日本とベトナム、特にこ
のようなホーチミン市を含む南部ベトナムとの関係を強化できるよう努力して参りますので
よろしくお願いいたします。 当総領事館は、ダクラク省及びフーイエン省以南の 26 省市を
管轄しています。この地域は、ベトナムの全人口の約 45％を占め、農業生産高の約 57％以上、
工業生産高の約 58％を生み出しています。また、ベトナムで最大の人口を擁するホーチミン
市やその周辺に集中する経済地域が含まれていることから、多くの邦人の方が滞在され（2009
年 10 月現在 5,819 人）、ホーチミン日本商工会にも 490 社の企業が加盟しています。
2006 年の日越両国首脳の相互訪問以来、日本とベトナムは戦略的パートナーシップを強化
しており、先般、菅総理はハノイにおける ASEAN 関連首脳会議出席に続き、10 月 30 日及び
31 日ベトナムを公式訪問しました。日越首脳会談では二国間の対話の強化、具体的経済協力
案件の実施、文化、青少年交流の強化等について合意しました。また、菅総理とズン首相が
「アジアにおける平和と繁栄のための戦略的パートナーシップを包括的に推進するための日
越共同声明」に署名し、共同発表を行いました。ベトナム側からは原子力発電所第 2 サイト
の建設及びレアアースの探査、探鉱、開発等のパートナーとして日本を選ぶとの表明があり、
これらの合意は二国間関係に新たなページを開くものとなりました。
経済面ではわが国はベトナムへの最大の投資国であり（1992 年から 2008 年までの累積実
行ベースで 51.8 億米ドル）、最大の ODA 支援国でもあります。日本語を学習しているベトナ
ム人は 2009 年の段階で約 4.5 万人にも上り、ベトナムからの日本留学生総数（約 3200 人（2009
年 5 月））も ASEAN で第 1 位、世界でも中国、韓国、台湾に続き第 4 位であり、日本への関心
も益々高まりつつあります。また、日本からの直行便も多く、邦人観光客にも人気の高い地
域となっています（2009 年、約 36 万人の旅行者がベトナムを訪問）。
このような良好な両国関係を更に強化するよう努力することが総領事館の使命であると考
えております。（以下略）

在ホーチミン総領事館 連絡先（３月１９日に移転）
新住所：261 Dien Bien Phu Street, District 3, Ho Chi Minh City
TEL：＋８４－８－３９３３－３５１０
FAX：＋８４－８－３９３３－３５２０
総領事館担当者：菊池（tadashi.kikuchi@mofa.go.jp)

ベトナム社会主義共和国（Socialist

Republic of Viet Nam）の概要

【2011 年 12 月時点:外務省ホームページ抜粋】

一般事情
1．面積
32 万 9,241 平方キロメートル
2．人口
約 8,579 万人（2009 年 4 月国勢調査）人口増加率：1.2％（過去 10 年平均）
3．首都
ハノイ
4．民族
キン族（越人）約 86％、他に 53 の少数民族
5．言語
ベトナム語
6．宗教
仏教、カトリック、カオダイ教他
7．略史
紀元前 207 年 南越国の成立
紀元前 111 年 前漢、ベトナム北部に交趾郡を置く
938 年 呉権（ゴー・クエン）
、白藤江で南漢軍を破る（中国からの独立）
1009 年 李王朝の成立
1010 年 首都をタンロン（現在のハノイ）に定める
16 世紀 ホイアンの日本人町が栄える
1884 年 ベトナムがフランスの保護国となる
1930 年 2 月 ベトナム共産党結成
1940 年 9 月 日本軍の北部仏印進駐（1941 年南部仏印進駐）
1945 年 9 月 2 日 ベトナム共産党ホーチミン主席、
「ベトナム民主共和国」独立宣言
1946 年 12 月 インドシナ戦争
1954 年 5 月 ディエンビエンフーの戦い
1954 年 7 月 ジュネーブ休戦協定、17 度線を暫定軍事境界線として南北分離
1965 年 2 月 アメリカ軍による北爆開始
1973 年 1 月 パリ和平協定、アメリカ軍の撤退
1973 年 9 月 21 日 日本と外交関係樹立
1976 年 7 月 南北統一、国名をベトナム社会主義共和国に改称
1979 年 2 月 中越戦争
1986 年 第 6 回党大会においてドイモイ（刷新）政策が打ち出される
1991 年 10 月 カンボジア和平パリ協定
1992 年 11 月 日本の対越援助再開
1995 年 7 月 アメリカとの国交正常化
1995 年 7 月 ASEAN 正式加盟
1998 年 11 月 APEC 正式参加
2007 年 1 月 WTO 正式加盟
2007 年 10 月 国連安保理非常任理事国（2008 年～2009 年）に初選出

政治体制・内政
1．政体
2．元首
3．政権党

社会主義共和国
チュオン・タン・サン国家主席
共産党（唯一の合法政党） 党首 グエン・フー・チョン書記長

4．国会（グエン・シン・フン議長）
一院制（500 名）
、任期 5 年（但し 2007 年～2011 年の第 12 期国会は 4 年）
、中選挙
区、選挙権満 18 歳以上、被選挙権満 21 歳以上
5．政府
（1）首相 グエン・タン・ズン
（2）外相 ファム・ビン・ミン
6．内政
（1）1986 年の第 6 回党大会にて採択された市場経済システムの導入と対外開放化を
柱としたドイモイ（刷新）路線を継続、外資導入に向けた構造改革や国際競争力強
化に取り組んでいる。他方、ドイモイの進展の裏で、貧富の差の拡大、汚職の蔓廷、
官僚主義の弊害などのマイナス面も顕在化している。
（2）2011 年 1 月に第 11 回共産党大会（5 年ごと）が開催され､2020 年までに近代工
業国家に成長することを目標として引続き高い成長を目指す方針が掲げられたほ
か、プロレタリアート階級主導の共産党方針は維持しつつも、私営経済活動を本業
とする者の入党を試験的に認めることとされた。また、党中央指導部の人事が一新
され、書記長にはこれまで国会議長を務めたグエン・フー・チョン氏が選出された。
（3）同年 5 月 22 日に国会議員選挙が行われ、その結果、7 月 21 日より第 13 期国会
が召集され、グエン・シン・フン国会議長、チュオン・タン・サン国家主席が選出
され、グエン・タン・ズン首相が再選された。また、政府の組織改編が承認される
とともに、ズン首相が提案した新閣僚人事案が承認され、一部閣僚が交代した。

外交・国防
1．外交基本方針
全方位外交の展開、特にアセアン、アジア・太平洋諸国等近隣諸国との友好関係の
拡大に努めること。対外開放、地域・国際社会への統合の推進。
1995 年 7 月、米国と国交正常化、アセアンに加盟。1998 年 11 月、APEC に正式参加
し、2006 年に APEC 議長国を務めた。2008 年 1 月、国連安全保障理事会非常任理事国
（任期 2008 年～2009 年）に就任。2010 年 ASEAN 議長国を務めた。
2．軍事力（2010 年版ミリタリー・バランスより）
（1）予算
24.1 億ドル（2010 年）
（2）兵役
徴兵制
（3）兵力
正規軍 48.2 万人（陸軍 約 41.2 万人、海軍 約 4 万人、
防空・空軍 約 3 万人）
（2010 年）

経済（＊出所は特に記述がない場合は越統計総局）
1．主要産業
：農林水産業、鉱業、軽工業
2．GDP（2010 年） ： 1,981 兆ドン（約 1,015 億米ドル）
3．一人当たり GDP（2010 年）: 1,169 米ドル
4．経済成長率（2010 年） : 6.78％（2009 年は 5.32％）
5．物価上昇率（2010 年） :11.75％（対前年末比）
（年平均指数 9.19％）
6．失業率（2010 年）
2.88％（都市部：4.43％、農村部：2.27％）
（不完全就業率 4.5％（都市部：2.04％、
農村部：5.47％）
）

7．貿易額（2010 年）
（1）輸出 ：722 億ドル（対前年比 26.4％増）
（2）輸入 ：848 億ドル（対前年比 21.2％増）
8．主要貿易品目（2010 年）
（1）輸出 ：縫製品、履物、水産物、原油等
（2）輸入 ：機械機器（同部品）
、鉄鋼、石油、布等
9．貿易相手国（2010 年）
（1）輸出 ：米国、日本、中国、韓国、ドイツ
（2）輸入 ：中国、韓国、日本、台湾、タイ
10．通貨 :ドン（Dong）
11．為替レート : 1 ドル＝20.600 ドン（2011 年 10 月）
（ベトコムバンク）
12．外国からの投資実績（認可額）
（2010 年） : 186 億ドル（対前年比 13.4％減）
13．経済概況
（1）1989 年頃よりドイモイの成果が上がり始め、1995 年～1996 年には 9％台の高い
経済成長を続けた。しかし、1997 年に入り、成長率の鈍化等の傾向が表面化した
のに加え、アジア経済危機の影響を受け、外国直接投資が急減し、1999 年の成長
率は 4.8％に低下した。
（2）2000 年代に入り、海外直接投資も順調に増加し、2000 年～2010 年の平均経済成
長率は 7.26％と高成長を達成した。2009 年は世界経済危機の中で政府の積極財
政・金融緩和が奏功し 5.3％、2010 年は当初の目標である 6.5％を上回り、6.8％
成長を達成した。しかし、急速な物価上昇、自国通貨の不安定化など、マクロ経済
状況は不透明である。この状況を受けて、政府は 2011 年の経済運営に関し、マク
ロ経済の安定化とインフレ対策を最重要課題として挙げている。
（3）近年ベトナムは一層の市場経済化と国際経済への統合を推し進めており、2007
年 1 月、WTO に正式加盟を果たしたが、慢性的な貿易赤字、未成熟な投資環境等懸
念材料も残っている。

経済協力
1．日本の援助実績
1992 年 11 月以降経済協力再開。日本はベトナムにとって最大の援助国。2009 年度
の円借款は 1,456 億円（交換公文ベース）に達し、過去最高額となった。
2．主要援助国（2009 年、DAC 集計ベース）
（1）日本 （2）フランス （3）ドイツ （4）英国 （5）米国

二国間関係
1．政治関係
（1）1978 年末のベトナム軍カンボジア侵攻に伴い、1979 年度以降の対越経済協力の
実施を見合せてきたが、1991 年 10 月のカンボジア和平合意を受け、1992 年 11 月
に 455 億円を限度とする円借款を供与。
（2）その後、日越関係は順調に発展してきており、2006 年 10 月、ズン首相の日本公
式訪問の際に、両国は「戦略的パートナーシップ」という特別な関係の実現に向け
て両国関係を強化するとの強い決意を表明。2009 年 4 月のマイン書記長の公賓訪
日の際、日越両国が戦略的な利益を共有し、アジアにおける平和と繁栄のためにと
もに協力し合う戦略的パートナーシップを確立したことを内外に明示した。

（3）2010 年 1 月にはキエム副首相兼外相が外務省賓客として訪日し、岡田外務大臣
との間で日越協力委員会第 3 回会合を実施し、両首脳間における合意事項を具体化
するための方策について、関係省庁も交えて協議した。7 月には前原外務大臣が
ASEAN 関連外相会議に出席のため訪越。10 月には、ASEAN 関連首脳会議出席のため
訪越した菅総理が、引き続きベトナムを二国間公式訪問し、
「アジアにおける平和
と繁栄のため略的パートナーシップを包括的に推進するための日越共同声明」を発
出して、ズン首相との間で戦略的パートナーシップを政治・経済・外交などあらゆ
る分野で包括的に推進していくことで一致した。
（4）2011 年 6 月には我が国の招待によりチュオン・タン・サン共産党書記局常務が
訪日し、我が国要人等と意見交換を行うとともに、東日本大震災の被災地訪問等を
行った。また、2011 年 10 月、ズン首相が訪日し、野田総理と日越首脳会談を行っ
た。会談では経済、経済協力、文化など幅広い分野で一致を見ることが出来、会談
後「アジアにおける平和と繁栄のための戦略的なパートナーシップの下での取組に
関する日越共同声明」に署名した。
（5）日越間の交流の増加を受けて、2009 年に在福岡ベトナム総領事館、2010 年に在
釧路ベトナム名誉領事館と在名古屋ベトナム名誉領事館が開設された。
2．経済関係
（1）対日貿易（2010 年、越統計総局）
（イ）貿易額 輸出 ：77.3 億ドル（対前年比 22.9％増）
輸入 ：90.2 億ドル（対前年比 20.7％増）
（ロ）品目
輸出 ：縫製品、電気ケーブル、機械機器・同部品
輸入 ：機械機器・同部品、鉄鋼、電子機器・同部品
（2）日本からの直接投資（2010 年、越統計総局）
22.1 億ドル（認可額）
（3）JETRO 事務所開設（1993 年 9 月）
、OECF（現 JICA）事務所開設（1995 年 1 月）
、JICA
事務所開設（1995 年 5 月）
3．文化・学術関係
（1）文化無償協力
2009 年度までに、文化遺産保存環境整備、日本語学習機材、日本武道関連器材、
番組ソフト、撮影機材等の購入のための資金供与等 36 件の文化無償協力を実施。
（2）主要文化事業
「ベトナム日本祭」
（1993 年 10 月）
、
「ハロー！！ベトナム」
（1995 年 10 月）
、
「ベ
トナム日本文化フェスティバル」
（1998 年）
、
「Japan Festival 2006 in Vietnam」
（2006
年 8 月）
、
「ハノイ・ホーチミン音楽祭」
（2008 年 5 月）
、
「Vietnam Festival 2008 in
Japan」
（2008 年 9 月）
、
「ホイアン－日本祭り 2009」
（2009 年 8 月）
、
「Xinchao! Vietnam
Festival 2009」
（2009 年 9 月）
、
「Vietnam Festival 2010」(2010 年 9 月)
4．在留邦人数
：8,543 人（2010 年 10 月 1 日現在）
5．在日ベトナム人数（外国人登録者数）
41,781 人（2010 年法務省登録外国人統計）

中華人民共和国（People's

Republic of China）の概要

【2010 年 5 月時点:外務省ホームページ抜粋】

一般事情
1.面積
約 960 万平方キロメートル（日本の約 25 倍）
2.人口
約 13 億人
3.首都
北京
4.人種
漢民族（総人口の 92％）及び 55 の少数民族
5.言語
漢語（中国語）
6.宗教
仏教・イスラム教・キリスト教など
7.略史
1911 年 辛亥革命がおこる
1912 年 中華民国成立、清朝崩壊
1921 年 中国共産党創立
1949 年 10 月 1 日 中華人民共和国成立

政治体制・内政
1.政体
人民民主共和制
2.国家主席 胡錦濤
3.議会
全国人民代表大会
4.政府
（1）首相 温家宝（国務院総理）
（2）外相 （外交部長）
5.共産党
胡錦濤（総書記）
6.内政
中国指導部は、中国共産党の指導体制を堅持しつつ、人本位でバランスのとれた持
続可能な発展による「調和のとれた社会」の構築を目指し、省エネや環境保護、農村
の振興、国民にとって身近な問題（所得格差、医療・教育、雇用、住宅等）の解決に
向けた諸政策を掲げる一方、共産党内の民主的手続きを拡大する姿勢を示している。

外交・国防
1.外交基本方針
世界の多極化を標榜しつつ、調和のとれた世界の構築を推進することを主張。中国は、
独立自主の平和外交政策を推進し、平和的発展の道を歩むことを強調。安定した国際
環境を確保するため、平和共存五原則に基づき、周辺諸国との善隣友好協力関係の強
化、発展途上国及び先進国との関係強化、多国間協力の促進など全方位外交を展開。
2.軍事力
（1）国防予算
約 5,321 億元（2010 年公表予算）
（約 6 兆 9,175 億円：1 元＝13 円換算）
（2）兵力
総兵力推定約 228.5 万人
（陸軍約 160 万人、海軍約 22.5 万人、空軍約 30～33 万人、第 2 砲兵約 10 万
人）
（英国際戦略研究所『ミリタリーバランス 2010』等より）

経済
1.主要産業 ：繊維、食品、化学原料、機械、非金属鉱物
2.GDP
：約 33 兆 5,353 億元（2009 年）
（中国国家統計局）
（1 ドル＝6.83 元（2009 年末）で換算すれば約 4 兆 9,000 億ドル）
3.一人当たり GDP
：約 3,404 ドル（2008 年）
（IMF）
4.経済成長率（実質） ：8.7％（2009 年）
（中国国家統計局）
5.物価上昇率 ：-0.7％（2009 年、消費者物価）
（中国国家統計局）
6.失業率
：4.3％（2009 年末、都市部登録失業率）
（中国国家統計局）
7.貿易額（2009 年）
（中国海関総署）
（1）輸出 ：1 兆 2,017 億ドル
（2）輸入 ：1 兆 56 億ドル
8.主要貿易品
（1）輸出 機械電気製品、ハイテク製品、繊維・同製品
（2）輸入 機械電気製品、ハイテク製品、原油
9.主要貿易相手国・地域（2009 年、中国海関総署）
（1）輸出 EU、米国、香港、ASEAN、日本
（2）輸入 日本、EU、ASEAN、韓国、台湾
10.通貨 ：人民元
11.為替レート ：1 ドル＝約 6.83 元（2009 年末）
（中国国家外国為替管理局）
12.経済概況（2009 年）
（1）2009 年の中国の国内総生産額（名目額）は、約 4 兆 9,000 億ドル、実質成長率
8.7％成長（政府目標の 8％前後の成長を達成）
。金融危機以降、4 兆元（約 57 兆
円）の財政支出、金融緩和等を実施。今後の出口戦略が注目されている。
（2）一方、都市と農村の経済格差の拡大、金融、エネルギー、環境、社会保障等、多
くの課題も抱えている。

経済協力
1.日本の援助実績（2008 年度まで）
（1）有償資金協力（E／N ベース）約 3 兆 3,165 億円
（2）無償資金協力（E／N ベース）約 1,530 億円
（3）技術協力実績（JICA 実績ベース）約 1,672 億円
2.主要援助国（政府間援助）
日本、ドイツ、英国、フランス、豪州など

二国間関係
1.政治関係
「共通の戦略的利益に立脚した互恵関係」
（
「戦略的互恵関係」
）の構築に努力してい
くことで一致。
（1）
「戦略的互恵関係」の基本精神（ポイント）
日中両国がアジア及び世界に対して厳粛な責任を負うとの認識の下、アジア及
び世界に共に貢献する中で、お互い利益を得て共通利益を拡大し、日中関係を発
展させること。
（2）
「戦略的互恵関係」の基本的な内容（概要）

1)平和的発展を相互に支持し、政治面の相互信頼を増進。各々の政策の透明性に
努力。
2）エネルギー、環境、金融、情報通信技術、知的財産権保護等互恵協力を深化さ
せる。
3）防衛分野の対話及び交流を強化し、共に地域の安定に向け力を尽くす。
4）相互理解及び友好的感情を増進。青少年、メディア等の交流、文化交流を強化
する。
5）朝鮮半島、国連改革、東ｱｼﾞｱ地域協力等、地域及び地球規模の課題に共に対応。
2.経済関係
（1）日中貿易（財務省統計に基づく日本貿易振興機構（JETRO）換算）
（イ）貿易額 （2009 年）
対中輸出 ：1,097 億ドル
対中輸入 ：1,225 億ドル 計 2,322 億ドル
（ロ）主要品目
対中輸出 ：電気機器、一般機械、化学製品
対中輸入 ：機械機器、繊維製品、食料品
（2）日本からの直接投資総額（2009 年、中国側統計）
約 41.0 億ドル
3.文化関係・各種交流
2007 年、日中両国政府は、日中国交正常化 35 周年を記念し、2007「日中文化・ス
ポーツ交流年」
、
「3 万人交流事業」
、高校生の相互訪問等の各事業を実施。 2007「日
中文化・スポーツ交流年」において、日中の国民レベルでの交流を飛躍的に拡大すべ
く、一年間に両国で 300 件を超える記念事業が実施された。
また、2008 年が日中平和友好条約締結 30 周年であることを記念し、両国青少年の
交流を更に促進し、相手国に対する理解を増進するため、日中双方は、2008 年を「日
中青少年友好交流年」とし、文化、学術、環境保護、科学技術、メディア、映画・テ
レビ、観光等の分野で、両国の一連の青少年交流活動を進めることについて一致した。
また、日中両国は、
「日中文化・スポーツ交流年」を通じて高まった日中交流の気運の
下、2008 年以降の 4 年間に毎年 4 千人規模の青少年交流等を実施していくことで一致
し、ホームステイ、シンポジウム等を実施している。
2009 年 12 月、習近平国家副主席の訪日の際、日本側から更に今後 2 年間、毎年 700
名規模の中国の次世代を担う若手学者、メディア等を招へいする旨提案し、対外発表
した。
4.在留邦人数（外務省海外在留邦人数調査統計）
125,928 名（2008 年）
5.在日中国人数（在日華僑を含む）
655,377 名（2008 年末、法務省統計）

香港（Hong Kong）の概要
【2010 年 8 月時点:外務省ホームページ抜粋】

一般事情
1.面積 1,103 平方キロメートル（東京都の約半分）
2.人口 約 700 万人（2009 年末暫定値）
3.民族 漢民族（約 95％）
4.言語 広東語、英語、中国語（北京語）ほか
5.略史
南京条約（1842 年）により香港島が、次いで北京条約（1860 年）により九竜半島の
先端（約 9.7 平方キロメートル）が英国領土となる。1898 年、英国は更に中国との租
借条約により 235 の島を含む新界の 99 ヵ年にわたる租借を確保。1982 年に、中英は
香港返還問題の交渉を開始した。交渉は 1984 年 9 月妥結し、同年 12 月 19 日、中英双
方の首相により、1997 年 7 月 1 日をもって香港の全領域を中国に一括返還する旨の英
中共同声明が署名され、1985 年 5 月発効。1990 年 4 月、中国全国人民代表大会にて「香
港特別行政区基本法」を可決、成立。1997 年 7 月 1 日、中国に返還。

政治体制・内政
1.政体 中華人民共和国香港特別行政区（Hong Kong Special Administrative Region：SAR）
2.元首 胡錦濤中国国家主席
3.議会 立法会一院制（60 議席）
4.政府 香港特別行政区政府（曽蔭権（ドナルド・ツァン）行政長官（2005 年 6 月就任））
5.内政
（1）中国返還（1997 年 7 月 1 日）に伴い香港が特別行政区（SAR）となって以来、
「一
国二制度」は基本的に順調に機能。
（2）最近の民主化の動きについては、2010 年 6 月、立法会が、2012 年の二つの選挙（行
政長官選挙と立法会選挙）の選出方法を変更する「香港基本法」改正案を採択。主
な内容は、行政長官選挙委員会の人数が 800 名から 1200 名に増加、立法会議席数が
60 から 70 に増加など。

経済 （2009 年）1 香港ドル＝0.13 米ドル換算（出所：香港政府統計局）
1.主要産業
金融業、不動産業、観光業
2.GDP（名目） 1 兆 6,323 億香港ドル（2,106 億米ドル）
3.一人当たり GDP 22 万 943 香港ドル（29,826 米ドル）
4.実質 GDP 成長率 -2.8％
5.失業率
5.4％
6.総貿易額
（1）輸入 2 兆 6,924 億香港ドル（3,473.2 億米ドル）
（2）輸出 2 兆 4,691 億香港ドル（3,185.2 億米ドル）
7.主要貿易相手国及び地域
（1）輸入 中国（46.6％）
、日本（9.8％）
、シンガポール（6.4％）
（2）輸出 地場輸出 中国（38.3％）
、米国（20.8％）
、台湾（4.3％）

再輸出 中国（48.9％）
、米国（12.5％）
、日本（4.3％）
8.通貨 香港ドル
9.為替レート
2005 年 5 月より 1 米ドル＝7.75～7.85 香港ドルの間で変動を認めている
10.経済概況
(1) コモンロー（英米法系）の透明な法制度や、簡素で低率の税制（法人税 16.5％、
個人所得税最高税率 15％、キャピタルゲイン・利子非課税）などが香港経済の特
徴であり、こうした制度的・社会的インフラを基礎として国際金融及び物流の拠点
としての地位を築いている。
(2) 製造業拠点は 1990 年代前半までに中国本土への移転が進み、GDP に占める製造
業の割合は約 3％。貿易、金融、不動産、観光、流通などのサービス産業が GDP の
約 90％を占める。
(3) 2008 年は国際金融危機の影響を受けて、実質 GDP 成長率は 2.5％にとどまった。
その後は、中国経済の順調な回復に伴い、香港経済は徐々に上向き、2009 年第 4
四半期には実質 GDP 成長率プラスに転じた。

日本との関係
1.政治関係
日本政府は香港の繁栄と安定はわが国のみならず、アジアひいては国際社会全体に
とっても肝要と考えており、英中共同声明及び香港基本法は香港の繁栄と安定を確保
する上での基礎となるものと認識している。
2.経済関係
（1）日・香港貿易（出所：香港政府統計局）
（イ）貿易額
対日輸入 2,976 億香港ドル（386.9 億米ドル）
対日輸出 1,209 億香港ドル（157.2 億米ドル）
地場輸出 22.9 億香港ドル（3.0 億米ドル）
再輸出 1,187 億香港ドル（154.3 億米ドル）
（ロ）主要品目
輸出 1)衣料、2)雑貨、3)電気・電子機器
輸入 1)電気・電子機器、2)通信・音響機器、3)事務機器
（2）日本からの直接投資実績（出所：財務省、2009 年）1 ドル=93.57 円
約 1,522 億円（届出ベース）
（約 16 億ドル）
3.文化関係
歌舞伎等催物の公演、大学関係者・日本語教育関係者等の派遣、国費留学生の受入
れ、日本語講座成績優秀者等の招聘、大学への教育機材、図書の寄贈
4.在留邦人数
21,210 人（2009 年 10 月現在、総領事館届出ベース）
5.在日香港人数
統計なし
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