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　一昨年のリーマンショックを原因としてアメリカ発金融危機の影響が世界中に広がりを見せ、日本に
おいても2009年度の一人当たり名目GDPも10年前に比べ約５％少ない見通しとなるなど、厳しい経済
情勢が続いております。
　このような状況が続く中、松山市におきましては、昨年、スペシャルドラマ「坂の上の雲」の放映が
スタートし、日本全国からも愛媛・松山に大きな関心が寄せられ、多くの観光客にお越しいただいており、
明るい兆しも出てきております。この「坂の上の雲」のドラマを地域活性化に最大限活用すべく、小説「坂
の上の雲」に因んだ商品もお菓子やそうめん、いりこ、タオルなど10商品が生まれており、また今年３
月には「『坂の上の雲』のまち松山スペシャルドラマ館」や「伊予の国えひめの逸品物産館」もオープ
ンします。ドラマ放送は３年間ですが、一過性の経済効果にならないよう、手綱を引き締めて、さらな
る地域経済の活性化につなげていきたいと思っています。
　また、新たな取組みとしまして、松山市では市内を中心とする愛媛県内の農林水産物やその加工品な
ど潜在的可能性の高い地域産品を市内で数多く流通させ、消費市場としての更なる魅力創造やその活性
化を図るとともに、流通拠点としての足がかりを作ることを目的とした「まつやま地域内発型経済活性
化推進事業」を実施しています。昨年、市内中心部のロープウェー通りにパイロットショップ「えひめ
イズム　感性価値創造ショップ」がオープンいたしました。このショップでは、地域産品の販路拡大を
図るため県内外のバイヤーとの商談を実施していくこととし、潜在的可能性の高い産品を店内に設置・
販売してテストマーケティングを行うなど、地域産品のさらなる販路拡大・消費喚起を図っていくこと
としています。この事業を通して地域の魅力ある産品を国内外へ展開していきたいと考えています。
　また先月、アイテムえひめにおきまして「メッセ・まつやま2010～まつやま姉妹・友好都市＆環境フ
ェア～」を開催いたしました。本イベントでは、姉妹都市のアメリカ・サクラメント市、ドイツ・フラ
イブルク市及び友好都市の韓国・ピョンテク市との国際経済交流の一環として、特産品紹介やワイン販
売など、経済交流に力を入れた取り組みを行っています。今回もフライブルク市からワイン・ビールを
直接輸入し、多くの来場者の方にご購入いただきました。市内の事業所でもこのフライブルクワインを
取り扱っていただくなど、民間レベルの交流も行われているところであります。
　今後も松山らしさを活かした産業振興に取り組み、国際的な経済交流にもより一層尽力し、地域経済
の活性化を図っていきたいと思いますので、関係者の皆さまのご理解・ご協力を賜りますようお願い申
し上げます。

地域内発型の経済活性化と国際化

松山市産業経済部長　梅岡伸一郎　



3

愛媛大学国際連携推進機構の設置
　愛媛大学では、「地域にあって輝く大学」として、
教育面では学生中心の大学づくりを、研究面では地
域・環境・生命を主題とする研究の重点的推進と世
界レベルの研究拠点形成を、社会貢献面では優れた
人材の輩出と学術研究成果の還元による持続可能な
発展と世界平和への貢献を目指している。また、グ
ローバル化が急速に進展し、高等教育の国際化が加
速する状況の中で、地域の人々と一緒に国際交流に
積極的に取り組むことや、アジアにおける国際連携
と国際的な教育研究の拠点としての役割を果たすこ
ともますます重要な課題になってきている。そこで、
本学では、国際連携・国際貢献を教育、研究、社会
貢献と並ぶ第４の柱と位置付け、国際化を推進する
ために、昨年の４月に国際連携推進機構を設置した。

インドネシアのバンタエンやマッカサルを知っていますか
　インドネシアは多くの島々と多民族、多言語から

なる人口2.22億人（2006年政府推計）を擁する国で
ある。インドネシアは長くオランダに統治（1602年、
オランダが東インド会社を設立し、植民地経営を
開始）された。その間、チークなどをはじめとす
る良質な木材と様々な香料の生産によりオランダ
に膨大な富がもたらされた。なお、宗教的にはイ
スラム教徒（87.1%）、キリスト教徒（8.8%）、ヒン
ズー教徒（2.1%）という構成であり、インドネシ
アはイスラム圏における最大の人口を擁する民主
主義国家である。
　首都のジャカルタ市が位置するジャワ島は最も
開発が進んだ島で、西にスマトラ島、北にカリマ
ンタン島、東北部にスラウェシ島やニューギニア
島（インドネシア領は島の西半分）などが位置し
ている。ジャワ島以外の大きな島の開発は緒に就
いたばかりである。
　日本の本州より少し小さい程度の面積を持つス
ラウェシ島のバンタエンやマッカサルは、オラン

愛媛からインドネシアへ

愛媛大学 副学長（国際連携・広報担当）　矢田部龍一

～21世紀の新地平の開拓～

愛媛大学とインドネシアとの学術交流協定締結機関
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ダの植民地時代に交易の中心地として栄えた港町で
ある。しかし、時は移って、今では読者の大半の方
が初めて耳にするような町になっている。その一方
で、ジャカルタはインドネシアの首都として、デン
パサールはバリ島観光の中心都市として栄えてい
る。バンタエンの衰退とジャカルタやデンパサール
の発展ぶりを目の当たりにすると、時の流れととも
に栄枯盛衰があるのは世の常であるということを実
感させられる。

世界金融不況
　一昨年のアメリカのサブプライムローンの破綻
は、100年に一度の経済危機とも言われる世界同時
金融不況を招いた。日本は戦後、東洋の奇跡と称さ
れるほどの発展を遂げた。本当に小さな島国が世界
で２番目の経済大国となった。しかし、押し寄せる
少子高齢化と膨大な財政赤字により国際競争力は下
降線をたどっている。戦後日本の発展の要因の一つ
は、軍事面や経済面でアメリカと緊密な関係を築い
たことにあった。そのアメリカも超大国としての立
場を失いつつある。そこで、日本はアメリカ一辺倒
で繁栄を謳歌してきた構図を転換し、これからは中
国や韓国を始めとするアジア圏との太いネットワー
クを構築することが求められている。

大学の国際化と愛媛インドネシア友好協会の設立
　このような状況の中で日本政府は留学生30万人計
画を始めとする大学の国際化のための様々な方策を
実施し始めている。右肩上がりの日本経済の発展の
恩恵の中で、大学は国内にのみ目を向けておけばよ
い時代が長く続いた。しかし、18歳人口の減少と国
際競争の激化の流れを受けて、日本の大学も海外に
目を向けざるを得なくなった。
　日本の大学には元日本留学生のネットワークがあ
る。インドネシアにも2,000名を超える日本留学経
験者が存在し、中には有力大学の学長を始め、有力

政治家や経済人などになっている人もいる。また、
インドネシアの各界の有力者に太いパイプを持った
人が多数いる。
　愛媛大学はこのネットワークを生かすべく、イ
ンドネシアと学術、文化のみならず経済までも含
めた交流を実施するために、愛媛大学が主体となっ
て愛媛インドネシア友好協会を一昨年の12月に設立
した。このような仕組みの友好協会を大学が主体と
なって設立したのは全国的に例がない。
　また、昨年の３月30日には、在インドネシア日本
大使・塩尻孝二郎氏を招いて愛媛大学で「愛媛大学
アジア・アフリカ国際連携推進フォーラム」を開催
した。同フォーラムにはインドネシアのユスフ・ア
ンワル駐日大使（インドネシア前財務大臣）やエル
ミンド・フェレイラモザンビーク公使参事官、また
愛媛県知事などにも、年度末で公務の忙しい中にも
拘らずご参加頂いた。

金融不況からの脱却に向けて
　日本の今年の最大の課題は世界金融不況からの脱
却である。そのためには、内需拡大と共にアジア圏
との連携に力を入れていかなければならない。前述
したように、インドネシアはBRICSに続く経済大国
であり、世界金融不況の前までは、毎年、５%を超
える経済成長を遂げている。その他、アジアの国々
をみると、ベトナムで７～８%、マレーシアで５～
６%、タイで５%前後、インドで８～９%など、何
れも軒並み高い経済成長率を記録している。戦後60
年間、アメリカとの連携の中で成長を維持してきた
日本が大きな岐路に立たされている。アジア圏との
連携拡大が急務である。
　今回、インドネシアで開催した国際シンポジウム
を始めとする一連の行事は、インドネシアに対する
理解を深めるとともにインドネシアや日本の要人と
の懇親を深める絶好の機会でもあった。

愛媛インドネシア訪問団の派遣
　今回の派遣については、本学と同友好
協会が2009愛媛・インドネシア連携事業
実行委員会を組織し、日本大使館、イ
ンドネシア政府、インドネシア各大学、
JICA、ERIA、等の多方面からご協力を
得て企画・実行したもので、本派遣団に
は、柳澤康信学長を代表とする愛媛大学
教職員と小松正幸前学長が会長を務める
愛媛・インドネシア友好協会の皆様、愛

愛媛大学アジア・アフリカ国際連携推進フォーラムにおいて講演
写真左から、塩尻孝二郎駐インドネシア共和国日本大使、ユスフ･アンワル駐日インド
ネシア大使、エルミンド・フェレイラ駐日モザンビーク公使参事官
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　また、本学の調査船チンタ・ラウト号で船上セミ
ナーを行い、学生実習の現状説明、帆張りや、いか
りの上げ下げのミニ実習体験、さらには数家族が暮
らすサマロナ島での、まさしく島民達との国際交流
を体験し、インドネシアの現状を垣間見ることがで
きた。

さくら友好植樹
　国際シンポジウム終了後、マッカサル市からジャ
カルタ市へ移動した。ジャカルタでは、まず、「桜
苗木贈呈式」を行い、インドネシア国内外へ向け記
者発表した。これは、日本さくら交流協会と共催で
実施したものである。日本とインドネシアとの友好
のさらなる発展を祈念して、海外での植樹用に日本
さくら交流協会が独自に開発したサクラ「陽光」の

媛県、松山市、経済界、各大学等々、愛媛県はもと
より、全国各地から総勢56人の方にご参加頂いた。

国際シンポジウム「スラウェシから発信する地域間
連携に基づく開発と協力」
　標記の国際シンポジウムを、スラウェシ島のマッ
カサル（バリ島のデンパサールから国内線で１時間
のフライト）で開催した。インドネシアはBRICSに
続く経済大国であるが、発展がジャワ島に偏ってお
り、スラウェシ島やスマトラ島、ボルネオ島などと
の経済格差が激しい。そのため、インドネシアにお
いてはジャワ島以外の地域の経済発展が重要な課題
であり、日本からの投資が望まれている。スラウェ
シ地域には豊かな自然と資源があり、政治的にも安
定しており、これからの発展が大いに期待される。
　国際シンポジウムでは、柳澤学長から「大学主導
ではなく、産官学民の連携による新しい取り組みで
あり、今後、国を超えた地域連携を大いに期待して
います。」と挨拶があり、塩尻孝二郎駐インドネシ
ア共和国日本国全権大使からも今回の取り組みに対
する感謝と期待が寄せられ、会場全体で国を超えた
地域間連携に基づくスラウェシ開発と協力について
熱心な意見交換がなされました。同時にインドネシ
ア・スラウェシ州商工会の全面的支援により開催し
たインドネシアと愛媛の企業とのビジネスマッチン
グも、大勢のインドネシア企業の参加で大盛況で
あった。特に、大量に捕れる魚などの生ものを冷
蔵、保存する方法が乏しいインドネシアでは、即座
に干物（せんべい）化できる㈱オカベのポン機器
（PONKIKKI）が人気を集めた。

国際シンポジウムで
左から、柳澤愛媛大学長、南スラウェシ州知事補佐官、ハサヌディン
大学長、ゴロンタロ大学長

愛媛大学調査船「チンタ･ラウタ（海の恋人）号」

サマロナ島の島民達と記念撮影

南スラウェシ州知事主催交流会（州知事公邸）で訪問団一行
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苗300本を、チボダス植物園ならびにボゴール農業
大学へ寄贈することとした。チボダス植物園は、ジャ
カルタ近郊（85㎞）にあり、休日ともなると、ジャ
カルタから大勢の市民が団体バスや車で憩いを求め
て集まってくる地である。植樹のため訪れた訪問団
一行も日曜日と重なり往復９時間の道程となった
が、この「陽光」がインドネシアの地で、人々の目・
心を和ます平和・友好の証として根付くことを期待
しつつジャカルタへの帰路についた。

インドネシア経済セミナーの開催
　また、ジャカルタでは、東アジア・アセアン経済
研究センター（ERIA）と共催でインドネシア経済
セミナーを開催した。ERIAは、東アジア経済統合
推進を目的として、地域の課題分析、政策の立案及
び提言を行う国際的な研究機関である。ERIAの事
務局長である西村英俊氏は、加戸県政下で理事とし
て愛媛県発展のために尽力された経歴の持ち主であ
る。西村事務局長の話は莫大な実績に裏打ちされた
自信と迫力に満ちたものであった。また、愛媛出身
で、日本企業のインドネシア展開の草分け的存在の
黒田憲一、伊奈勝利の両氏から、約40年間も最前線
で活躍される中で得られた貴重な知見に基づいたイ
ンドネシア論を語って頂いた。経済からみるインド
ネシアの昔と今について理解を深める貴重なセミ
ナーとなった。
　この経済セミナー終了後に行われたレセプション
（同友好協会、ERIA、PERSADA（日本留学生の会）、
ボゴール農業大学（IPB）が主催）では、本学の卒
業生で、工学部の前身である新居浜工業専門学校
へ1951年に入学したカマルディンさんや、1966年冶

金工学科を卒業したドディさん、1986年機械工学科
を卒業したセバスティアーナさん（女性）が駆け付
け、再会を喜び合った。遠くインドネシアの地にお
いて、最前線で活躍する卒業生達の姿に安心すると
ともに、帰国留学生達とのネットワークづくりが重
要であることを痛感させられた。

　今回の訪問団の派遣により、愛媛県、松山市、各
企業の皆様とより近く接することができ、今後まさ
に顔の見える産・官・学・民の連携と交流、さらな
るインドネシアとの国際連携ならびに国際交流が推
進できるものと期待している。今回の訪問団にご参
加頂いた方々や様々な形でご協力頂いた諸機関・諸
氏に心より感謝申し上げます。それとともに、愛
媛インドネシア友好協会（http://web.isc.ehime-u.
ac.jp/eif/indonesia.html）への協力をお願い申し上
げます。

桜苗木贈呈式、記者会見　
左から、ボゴール農業大学、黒田東レインドネシア顧問、塩尻大使、
チボダス植物園長、森日本桜交流協会理事長、小松愛媛･インド
ネシア友好協会長、柳澤愛媛大学長

経済セミナーでの西村ERIA事務局長

手前から伊奈氏、愛媛県人会会長黒田氏
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　  　中国向け果物輸出の際の現地規則および留意点について教えて下さい。

　　

１．果物の輸入に関わる規制および手続き

⑴ 　輸入規制：

　 　HS番号0803、0804、0805、0806、0807、

　 0808、0809、0810が該当します。 生鮮果物類

は、輸入する７日前までに輸入者が輸出入検査

検疫局（出入境検験検疫局）に事前審査を申請

し、検疫許可証をとる必要があります。

⑵ 　輸入手続き：

　 　輸入手続は2005年７月５日施行の「輸入果

物検査検疫監督管理弁法」（進境水果検験検疫

監督管理弁法）に基づき進められます。また、

初めて中国に輸入される果物は2003年２月１

日施行の「輸入植物および植物製品リスク分析

管理規定（進境植物和植物産品風険分析管理規

定）」により、病害虫に関するリスク分析を受

けなければならないと規定されています。現在、

日本から生鮮果物で輸入が認められているのは

「リンゴ」と「ナシ」のみです。日本政府は中

国政府に対し、柿、桃、ブドウ、イチゴ、サク

ランボ、キウイフルーツ、スイカ、メロン、かん

きつ類などの果物の輸入解禁を要請していると

ころです。

⑶ 　輸入果物の国内販売に関する規制：

　 　主に、「食品衛生法」および関連製品基準の

規定に関わり、国家品質監督検査検疫総局（国

家質量監督検験検疫総局）、衛生部、農業部、

国家食品薬品監督管理局、国家工商行政管理総

局による共同管理を受けます。

２．関税およびその他の諸税 

⑴ 　輸入関税：

　 　10%から30%まで多岐に亘っています。課

税基準はCIF価格。対日輸入適用税率は最恵国

（MFN）税率です。

⑵ 　その他の諸税：

　 　VAT（付加価値税＝増値税：課税ベースは

CIF価格 + 関税）一律13% 

※ 数値等は関税率の流動性に基づき変わる可能性

がございます。World Tariffにて最新値を確か

められることをお勧めします。

３．留意点

⑴ 　リンゴ、ナシ以外は日本から輸出できないと

いう現実の問題がありますが、ドライフルーツ

等の加工品は輸出が可能なものもあります。

⑵ 　市場参入のポイント:

　 　検疫管理の検査基準強化による病害虫の侵入

防止、残留農薬および有害物質に関して、常に

国家品質監督検査検疫総局の管理規定および通

知に注意する必要があります。パッケージデザ

インや販売ルートも十分に検討し、食品ラベル

等の表示には、必ず中国語の表記が必要です。

出所�：�「貿易・投資相談Ｑ＆Ａ」『ジェトロのビジ
ネス情報』より転載

（まとめ：堀元敏勝／愛媛県産業貿易振興協会）

Q.

A.

貿易投資
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韓国、台湾等のアジア地域が主である。特に、中
国に納入した抄紙機械は50台を超える。
２�）中国現地法人設立の目的
　�　現地での調達、組み立て等を行うことでコスト
削減を図ると同時に、これまでに中国に納入した
抄紙機械のメンテナンスを行い、中国市場の拡
大、さらにはアジア市場への更なる展開を目指す
ため、中国に現地法人を設立する必要があると判
断した。
３�）海外との提携企業
　�　海外の優れた技術を持つ企業と積極的に技術
提携を行い、技術の向上に努めている。現在、
Metso�Paper社（スウェーデン、イタリア）とは
家庭紙用抄紙機械、　BTGエクレパン社（スイス）
とは家庭紙用抄紙機械ドクター、またGL&V社（カ
ナダ、アメリカ、スウェーデン）とは、紙パルプ
抄紙機械の販売並びに技術提携を行っている。

４．国際化戦略
　中国に現地法人、川之江造紙機械（嘉興）有限公
司（中国浙江省嘉興市）を設立し、現地での調達、
組立などを行うことで、アジア市場の更なる展開を
目指す。また、本社営業部に海外事業課をおき、受
注から中国国内調達、納品、据付、検収に到るまで、
川之江造紙機械（嘉興）有限公司の支援強化を図り、
軌道に乗せるべく取組んでいる。

５．経営理念（モットー）

共に力を合わせ共に栄えよう

経営目標
　アジアNo.１のティシュマシンメーカーを目指す

経営品質方針
　—自分の仕事を見てくれ

と、胸張り言える品質を作り出す—

　�製紙機械・紙加工機械などの設計・製造・販売を
通じ、優れた製品及びサービスを創造することで、
お客様の信頼と満足を得られる品質の製品を自信
と誇りをもって提供する。

（インタビュー：柴尾義弘／愛媛県産業貿易振興協会）

川之江造機株式会社

本　　社：四国中央市川之江町1514番地
設　　立：昭和19年11月10日
事業内容：�製紙用機械の総合メーカー
代 表 者：代表取締役社長　篠原正能
資 本 金：�5,000万円
　　　　　（自己資本44億3,870万円）
売 上 高：5,517百万円　経常利益317百万円
　　　　　（21年７月期）
従業員数：190名

１．会社沿革
　・昭和19年� 川之江造機株式会社設立
　・昭和20年� 終戦により紙パルプ機械製作に転向
　・昭和46年� �米国FMC社とトイレットロール加

工機他について技術提携
　・平成２年� 本社新社屋落成
　・平成６年� カナダBlack�Clawson-Kennedy社
� （現GL&V）と技術提携
　・平成８年� スウェーデンValmet-Karlstad社
� （現Metso�Paper�Karlstad）と技術提携
　・平成15年� 家庭紙用抄紙機で中国市場へ本格進出
　・平成18年� �Metso�Paper�Karlstad社とティシュ・

マシンに関し中国市場で販売協力契
約を締結

　・平成20年� �川之江造紙機械（嘉興）有限公司設立
（中国浙江省嘉興市）

　・平成21年� �川之江造紙機械（嘉興）有限公司工場建設

２．業務内容
　当社の主要業務は、次の機械の製造・販売・据付・
メンテナンスである。
１�）抄造機械製造販売
２�）調整・精選・設備機械
３�）プロセス・コントロール・システム
４�）仕上機械
５�）加工機械
６�）その他産業機械

３．国際化の現状
１�）海外への販売状況
　�　海外への家庭紙用抄紙機械の販売展開を積極的
に行い、海外比率を高めており、現在の輸出比率
は総売上高の30％を占める。輸出先としては中国、

篠原正能
代表取締役社長

川之江造紙機械（嘉興）有限公司（中国浙江省嘉興市）全景

家庭紙用抄紙機械

家庭紙用抄紙機械

会 員 紹 介
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リットを享受している。
　　c. �タイ産の原材料を使用し、現地人を雇用し、

製品を輸出しているところから、タイ投資委
員会の認可が可能となった。

　　d. �なお、現在の製品輸出先は、日本向け70％、
中国向け10％、タイ国内販売20%である。

　　e. �2005年HACCPを取得、2009年にはISO9001
を取得し、日本と同様徹底した衛生管理を
行っている。

⑵　本社の海外取引状況
　　a. �原材料の輸入相手国
　　　�中国、ベトナム、ミャンマー、インドネシア、

韓国、台湾、香港、タイ、米国他
　　　�米国からは、主にアーモンド、クルミの輸入、

他は海産物の原材料を輸入。
　　b. �製品の輸出先
　　　�韓国、台湾、シンガポール、香港、中国、タイ、米国
⑶　「世界が認める輸出有望加工食品40選」への入選
　�　平成21年度、農林水産省が“農林水産物・食品”
の輸出を促進するため選考したもので、応募253
社の中から40社が選定された。愛媛県内では唯一、
同社関連会社、セトクィーンが製造する、「その
まんまちりめん」が、入選している。

４．国際化戦略
⑴　海外との取引なしでは生きていけない。
　�　国内少子高齢化の中、マーケットが消えていく。ア
ジアを中心とする新興諸国にビジネスチャンスがあ
る。特に食品業界はこれから伸びていく分野である。
⑵�　日本からのみならず、Thai�Okabe�Promotion�
Co.,Ltd.からも東アジアへ輸出している。
⑶�　急激な円高ウォン安で、韓国向けが落ち込んで
いるが、売り先を維持することが必要である。
⑷�　海外進出には、社内人材と相手国パートナーが
必要であり、人材育成に努め、中国、韓国、台湾、
タイ他においてパートナーの確保に努めている。
⑸�　当面東アジアを念頭に置き、米国、EUは、将
来の課題と考えている。
⑹�　新製品のマーケットにおける、インパクトは強
いとの認識から、新製品の開発に力を注ぎ、矢継
ぎ早に市場に投入している。
⑺�　商売は、短期的な利益を追い求めることではなく、継
続する中で安定的な利益を追求することが必要である。

５．経営理念

オカベグループの存立と発展は、
お客様満足を高めることにある。

社員の幸福は会社発展の基盤であり、
会社の繁栄は社員の幸福をもたらすものである。
オカベグル－プで働く人々は、信頼と協力によって
たゆまぬ創意工夫で、お客様満足を高めるものである。
それは同時に食文化に貢献するものである。

（インタビュー：柴尾義弘／愛媛県産業貿易振興協会）

株式会社オカベ

本　　社：伊予市市場150番地
創　　業：1974年２月
設　　立：1985年１月
事業内容：�水産物中心の食品製造・販売
代 表 者：代表取締役会長　岡部悦雄
　　　　�� 代表取締役社長　岡部光伸
資 本 金：�5,000万円（グループ計10,400万円）
売 上 高：52億円
従業員数：120名（グループ計300名）

１．会社沿革
　・1974年� 伊予市森にて岡部商店創業
　・1985年� ㈱岡部商会に改組　
　・1990年� ㈱宇和海設立
　・1992年� Thai�Okabe�Promotion�Co.,�Ltd設立
　・1994年� ㈱伊予乃国設立
　・1995年� ㈱セトクィーン設立
　・1998年� 社名を株式会社�オカベに改名
　・1999年� 五色浜工場米国FDA認定HACCP取得
　・2000年� 五色浜工場JAS工場の認定取得
� ㈱セトクィーン米国FDA認定HACCP取得
　・2002年� ㈱オカベISO9001認証取得
� ㈱セトクィーンISO9001取得　
　・2005年� Thai�Okabe�Promotion�Co.,�Ltd.�HACCP取得
� 資本金5,000万円に増資
　・2009年� Thai�Okabe�Promotion�Co.,�Ltd.�ISO9001取得

２．業務内容
　全国海産加工品市場2,000億円の約半分がこの伊
予市、松前町に集積しているこの地域において、珍
味製造販売の大手企業であるが、水産物を中心と
する食品総合メーカーを志向しており、㈱オカベ
を中心にグループ５社で製造・販売を行っている。
なお、㈱オカベ五色浜工場は、1999年HACCPを取
得、2000年JAS工場の認定取得、㈱オカベは2002年
ISO9001を取得した。また、㈱セトクィーンは、2000
年HACCPを取得、2002年ISO9001を取得し、Thai�
Okabe�Promotion�Co.,Ltd.は、2005年HACCPを取得、
2009年ISO9001を取得した。これらにより衛生管理
の徹底と合理化に努めている。

３．国際化の現状
　㈱オカベの国際化は、1992年のタイ王国における
生産拠点の設置に始まるが、現在は販売拠点へとそ
の性格を変えつつあるが概要は次のとおり。
⑴　Thai�Okabe�Promotion�Co.,�ltd.（タイ王国）の概要
　・設　　立：1992年
　・出資比率：95％（５％は現地パートナー）
　・売 上 高：約３億円
　・従 業 員：120名
　・業務内容：珍味用原材料の加工、包装、販売
　　a. �当初はタイにおける珍味用魚類の原材料加工

基地であったが、現在は販売ルートを海外に
拡充することに注力している。

　　b. ��BOI�（タイ投資委員会）�の認可を受けている事
もあり、保税区域
外であるが保税工
場となっている。
このため、ベトナ
ム、ミャンマー、
インドネシア他の
近隣諸国からの原
材料の輸入が関
税無しで行えるメ

岡部光伸
代表取締役社長

五色浜工場全景 同社製品ラインアップ 同社製品ラインアップ
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海 外 ビ ジ ネ ス

１．愛媛県内企業の国際化の現状
１�）日本経済と世界経済の一体化
　�　一昨年夏に起きた米国発の金融危機は、瞬時に
世界中に広がり、順調に発展していた世界各国の
経済を「100年に一度」と言われる程に急降下さ
せてしまいました。
　�　これにより、日本の08年度実質GDPは前年度
比3.5％の減少となりました。
　�　これは、輸出の落ち込み、企業業績の悪化に伴
う、設備投資・個人消費など内需の減少によるも
のであります。
　�　これまで、世界の貿易は過去数十年間一貫して
拡大してきましたが、08年は前年比９%の減少と
なりました。これら世界的な不況の影響により、
08年の愛媛県内貿易総額も、上期は順調だったも
のの、９月ごろから減少が顕著になり、2001年以
来７年ぶりに対前年比5.2%の減少となりました。

２�）企業の輸出入の貿易取引（2007-2009版国際取
引企業リスト）
　⑴　貿易取引を行っている企業357社

区　　　分 企業数（社）
輸 出 取 引 � 192
輸 入 取 引 � 295
輸出入両取引 （-130）
合 計 � 357

　⑵　直接貿易・間接貿易の内訳�
輸出（社） 割合（％） 輸入（社） 割合（％）

直接貿易 64 33.3 126 42.7
間接貿易 54 28.1 79 26.8
直・間併用 74 38.6 90 30.5
合　　計 192 100.0 295 100.0

　⑶　エリア別輸出取引状況
エリア 企業数（社） 割合（％）
ア ジ ア 165 52.4
北 米 60 19.0
ヨーロッパ 45 14.3
中 南 米 16 5.1

エリア 企業数（社） 割合（％）
オセアニア 16 5.1
中 東 7 2.2
ア フ リ カ 6 1.9
延 企 業 数 315 100.0

　⑷　エリア別輸入取引状況
企業数（社） 割合（％）

ア ジ ア 234 53.9
北 米 79 18.2
ヨーロッパ 64 14.7
オセアニア 26 6.0
中 南 米 22 5.1
中 東 7 1.6
ア フ リ カ 2 0.5
合 計 434 100.0

　�　しかし、県内企業の国際化の大きなうねりは、止
まることなく輸出、輸入取引等の貿易取引は申すに
及ばず、タオル、縫製、造船、ボイラー、自動車部品、
食品製造、海運業等において、中国他東アジアへ
の生産拠点・販売拠点設置へと動いております。
３�）企業の海外進出状況
　⑴　エリア別進出状況

拠点数 割合（％）
ア ジ ア 170 84.6
北 米 19 9.4
ヨーロッパ 7 3.5
中 南 米 3 1.5
オセアニア 2 1.0
中 東 0 0.0
ア フ リ カ 0 0.0
合 計 201 100.0

４�）国・地域別進出状況
国・地域 拠点数 割合（％）
中 国 113 56.2
ア メ リ カ 18 9.0
韓 国 10 5.0
タ イ 10 5.0
香 港 7 3.4
インドネシア 7 3.4
マレーシア 5 2.5
シンガポール 5 2.5
ベ ト ナ ム 4 2.0
そ の 他 22 11.0
合 計 201 100.0

　　（2007-2009年版国際取引企業リストより）

愛媛県内企業の国際化と
外国人労働者受入の現状について

㈳愛媛県産業貿易振興協会

上海浦東地区高層ビル群

一広㈱　ベトナム工場
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　2008年末のいよぎん地域経済研究センターの、海
外進出状況調査によりますと、2008年中には16社
が19拠点を設置いたしましたが、うち８拠点は中
国となっています。これにより、2008年末現在で
は、135社が281拠点を設置し、うち中国が146拠
点（51.9％）を占めています。また、アジア地区合
計では、227拠点が設置され、全体の80.8％を占め、
アジアへの集中が顕著であります。
　今後の国際ビジネス環境は、FTA・EPAの締結
が進み、東アジアを中心にさらにグローバル化が進
むことが予想されています。

２．外国人労働者（研修生・実習生）の受入状況
１�）外国人登録者数
　�　日本全国の平成20年末現在の登録者数は、男性
1,031千人、女性1,185千人、合計2,217千人となり、
平成10年末と比較すると705千人（46.6％）の増
加となりました。
　�　これにより、我が国総人口に対する割合は、
1.74％を占め過去最高を更新しました。
　�　国別では、中国が655千人で全体の29.6％を占
めています。愛媛県内では、9,728人が登録され
ており、国別の登録者数は次の通りです。
　⑴　愛媛県内外国人登録者数（20年12月末）

国　　別 人　数 割合（％）
第１位 中 国 5,678 58.4
２ 韓 国・ 朝 鮮 1,551 16.0
３ ブ ラ ジ ル 271 2.8
４ 米 国 198 2.0
５ インドネシア 188 1.9
６ そ の 他 1,842 18.9

合　計 9,728 100.0
　⑵　愛媛県内在留資格別内訳

在留資格 人　　数
１ 特定活動（♯） 2,668
２ 研　　修（♯） 1,996
３ 留 学 482
４ 家 族 滞 在 332
５ 永 住 1,109
６ 特 別 永 住 1,239
７ そ の 他 1,902

合　計 9,728
　（注）（♯）の特定活動・研修合計4,664人が、研修生・実習生。

２�）外国人研修生・実習生受入状況
　�　県内受入企業は570社、約4,400人（内訳研修生
約2,700人、実習生1,700人）入国管理局登録ベー
ス（20年末）となっている。業種別割合では、タ
オル・縫製業約30%、造船関連業種約30%となっ
ているが、養豚業、養鶏業においても研修生を受
入れている。県内企業は外国人研修生・実習生な
しでは成り立たない状況となっている。

３）外国人介護士の受入
　�　国内の老人保健施設、特別養護老人ホームは、
若年労働者不足と厳しい労働条件により、極端な
人手不足に陥っている。人手不足対策として、ア
ジアから介護士の受け入れが進んでいる。インド
ネシアとのEPA協定発効により、2008年末より
約300人の介護士が初めて日本に入ってきた。内
２人が県内の施設に配置されている。またフィリ
ピンから約200人が2009年１月に入国している他、
ベトナムからの介護士受け入れも近く実現する運
びとなっている。

４�）アジア人財資金構想
　�　福田元総理時代、海外留学生30万人構想が発表
された。これによると、欧米に比べ海外からの留学
生が増えないのは、大学が就職の斡旋・支援をし
ないのが原因とされた。この為、愛媛県では、愛
媛大学に本部が設置され、日本語教育、ビジネス
教育、インターンシップのプログラムが開始された。
　�　ちなみに、愛媛県内留学生受入総数は416名（21
年10月１日現在）に達している。内訳としては、
愛媛大学約210名、松山大学・今治明徳短期大学・
愛媛女子短期大学で各約50名、東雲大学、聖カタ
リナ大学に各数十名となっている。
　�　この制度は２年前から始まり着々と成果をあげ
ており、県内でも対象者の企業での雇用が始まっ
ている。学士号・博士号を持つ留学生は、ワーキ
ング・ビザの取得も容易で、日本に永住も可能。
また、留学卒業生を、中間管理職として採用し、
研修生・実習生の管理を担当させることは、言語・
生活習慣等が同じ事からも極めて有効であり成果
をあげている。

５�）改正入国管理法
　2010年７月からの改正点
　⑴　研修期間中でも残業が可能となる。
　　�送出地での事前研修時間が160時間以上であれ
ば、２か月間の集合研修で技能実習への移行が
可能となる。この場合時間外労働が可能となる。

　⑵�　しかし、最低賃金制度の適用対象となるため、
従来の研修期間と異なり、賃金が時給300円程
度が３倍程に引き上げられるため、コストアッ
プ要因となる。

　⑶�　また、業界が要望した、在留期間の２年間延
長、合計５年間の滞在は認められなかった。
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　今話題のハブ空港、韓国仁川国際空港を見る機会を得て、成田空港とのファシリティーの
違いに驚いた。いずれも首都圏から遠く農地や海岸線の埋め立て地にあり土地は広大である。
ただ成田はその土地の広さを生かせていないことと、アクセスの悪さにある。成田が開港し
て30年以上経つが、その間シンガポール空港同様、アジアのハブ空港になるチャンスはあっ
たものと思われる。また、中国上海浦東空港も中国の経済発展に伴いその役割を果たしてく
ることは確実である。
　今、羽田のハブ化が進められているが、航路のハブが、韓国プサン港・中国上海（洋山新港）
にその地位を奪われた二の舞にならないように早急な対応が望まれる。それはまた、四国松
山空港についても言えることである。

編　集　後　記

主要通貨為替レート推移
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◎中国・人民元は、基準相場制を採用 6.829米ドル（12月末現在）
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