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　道後温泉本館や道後商店街・カラクリ時計の前に行くと、外国人観光客の姿が目に付くようになった。

しかし、東京や京都では、ホテルの予約をとれなかったり、交通渋滞が発生しているのと比べると、ま

だまだ少ない。四国遍路を中心とする多様な伝統文化や自然環境豊かな「スピリチュアルな島」に対す

る外国人観光客の関心が高まっている。訪日外国人観光客は2018年度には3,000万人を超える見込みで

あり、政府は2020年には4,000万人、2030年には6,000万人を目標に掲げ、観光振興政策を推進している。

　産官学連携観光産業振興協議会は、地域観光産業の実態を調査研究し、人材育成を目的に、県内の観

光関係の主要団体・企業と個人によって、2004年に設立された。設立以来、松山大学・愛媛大学で「国

際観光論」・「ルーラル観光論」等の開設、社会人を対象にした「学び直し」事業、現役の観光産業従業

者を対象にした「愛媛ツーリズム塾」、会員外にも公開された研究会「愛媛ツーリズム研究会」を開催

して観光産業に係る研究成果の共有や情報交換を行ってきた。

　四国地域を訪れる外国人観光客は、まだ日本全体の１％程度に過ぎないが、まもなく外国人観光客が

押し寄せて来よう。外国人観光客の増加を地域経済の活性化や文化交流に結び付けるには、まだまだ課

題が多い。個々の市町村や県単位でなく四国全体で連携した情報発信、宿泊産業・飲食業と製造業・流通・

農林水産業等との幅広い連携、高速交通の整備とともに目的地へのアクセスを容易にする二次交通の整

備、自然環境・景観や伝統的文化資源の保全と利活用等を通じて、観光客が持続的に訪れ、地域住民と

交流できる環境を整えていく必要がある。とりわけ、来年はラグビーW杯、2020年は東京オリパラ開催

で、世界の関心が日本に集中する。政府・文化庁は、東京オリパラと並行して「文化プログラム」構想

（全国で20万件のイベント開催により、5,000万人の観光客、うち外国人観光客2,000万人誘客を目標）を

推進している。「道後オンセナート」もその一環に位置づけられている。東京オリパラは、地域固有の

伝統的文化を検証し、世界に発信して外国人観光客を地域に招くチャンスである。愛媛DMO（Destination 

Management Organization）やせとうちDMOを中心に四国４県の行政と観光関係団体・企業、大学、

NPO等が広域的に連携して、外国人観光客の受入れ体制を整えることが急がれている。

産官学連携観光産業振興協議会
専務理事（松山大学名誉教授）　鈴木　　茂

訪日外国人観光客増加に対応した
地域観光政策の課題

ー産官学連携観光産業振興協議会の活動ー



3

　愛媛県中小企業団体中央会では、今年１月、愛媛と
カンボジアの人・モノの交流促進を目的に「経済交流
ミッションinカンボジア」を実施しました。
　県内の中小企業組合・企業関係者をはじめ、愛媛県
の全面的な協力のもと中村知事や毛利県議会議長にも
ご同行いただき、総勢57名の経済ミッション団をカン
ボジアに派遣、愛媛県外国人技能実習生受入組合協議
会による外国人技能実習生の受入れに関する包括協定
締結や経済交流を活発に行いました。

■日程

日時 内　　容

1 月 15 日
（月）

○外国人技能実習生受入に関する包括協定調印式
○知事トップセールス
○県内大手企業プレゼンテーション（２社）
○現地進出企業展示ブース（７社）
○送出し機関商談
○現地工業団地視察（３社）
○カンボジア日本人商工会・愛媛県関係者交流会
　※会長は知事に同行
○カンボジア政府ソー・ケン副首相表敬訪問

1 月 16 日
（火）

○送出機関視察（３社）
　※会長は知事に同行
○カンボジア政府機関表敬訪問（２機関）
○在カンボジア日本大使館表敬訪問

■�カンボジア労働・職業訓練省と愛媛県外国人技能実
習生受入組合協議会との外国人技能実習生受入に関
する包括協定調印式が実施されました！

　県内受入組合とカンボジア送出機関との連携につい
て包括協定が締結されました。
署名人：野田　實
　　　　（愛媛県外国人技能実習生受入組合協議会会長）
　　　　セン・サカダー
　　　　（カンボジア労働・職業訓練省労働総局長）
立会人：中村時広（愛媛県知事）
　　　　別所健一（在カンボジア日本国大使館 公使）
　　　　服部　正（愛媛県中小企業団体中央会 会長）
　　　　イット・ソムヘーン
　　　　（カンボジア労働・職業訓練省 大臣）
 他

調印式の様子

■現地送出し機関との商談会を実施しました！
　技能実習生を受け入れる県内13組合と現地送出し機
関22社による商談会を実施しました。
○参加組合　13組合
　 えひめファッション産業㈿、南予縫製事業㈿、四国

国際交流事業㈿、四国珍味商工㈿、うま商工㈿、製
造産業技術㈿、㈿アジアネット、愛媛建設国際交流
㈿、上浮穴建設業㈿、ファーマーズ㈿、八幡浜官材
㈿、CSF㈿、愛媛県紙パルプ工業会

商談会の様子

■送出し機関の視察を実施しました！
　ミッション一行は、送出し機関を視察し、カケハシ
インターナショナルでは、近々愛媛県に派遣される技
能実習生と中村知事や愛媛県外国人技能実習生受入組

愛媛とカンボジアの交流促進を目指して！
　～経済交流ミッションinカンボジア～

愛媛県中小企業団体中央会
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合協議会の野田会長と意見交換しました。
　実習生から「日本の桜を見るのが楽しみ」などの発
言があり、なごやかに歓談しました。
○訪問送出し機関
　 カケハシインターナショナル、アクセルアジア

ヒューマンリソーシズ、プロキャストカンボジア

カケハシインターナショナル視察の模様

■�知事トップセールス、県内大手企業プレゼンテー
ションを実施しました！

　中村知事による愛媛県のトップセールスが実施され
ました。
　愛媛県全体と東予地区、中予地区、南予地区の産業
の概要についてプレゼンテーションされ、今後の両国
の人やモノの動きが活発になることを期待するとの内
容が発表されました。

中村知事のトップセールス

　また、積極的に海外展開している三浦工業㈱、井関
農機㈱による自社プレゼンテーションを実施しまし
た。
　三浦工業からは今後の工場などにおけるインフラ整
備での活用、井関農機からは農業振興における機械化
の重要性などが説明されました。

企業のプレゼンテーション

■�現地進出企業の展示ブースで情報交換しました！
　現地に進出している県内企業等７社による展示ブー
スで、情報交換を実施しました。
　県内企業同士やカンボジア企業との情報交換が活発
に行われました。
○展示企業
　 ㈱愛亀、㈱キンセイ、㈱ジェイ・ピーシー、　㈱ス

ギウラ、エヒメ紙工㈱、やまと印刷㈱、認定NPO
法人国際地雷処理・地域復興支援の会

展示ブースでの情報交換

■プノンペン経済特区工業団地を視察しました！
　プノンペン経済特区工業団地に進出している県内企
業を訪問し、進出経緯や進出に当たっての問題点など
について、現地責任者からお話を伺いました。
○訪問企業
　エヒメ紙工㈱、やまと印刷㈱、㈱愛亀

プノンペン経済特区工業団地の県内企業進出工場の視察
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■政府機関を表敬訪問しました！
　服部会長は、経済団体を代表して中村知事に同行し、
現地政府機関を表敬訪問して、愛媛県とカンボジアと
の今後の連携について情報交換しました。

○訪問機関の面談者
　 ソー・ケン副首相兼内相　オーン・ポーンモニロッ

ト経済財政相　スン・チャントール公共事業・運輸
相

■日本大使館を表敬訪問しました！
　服部会長は、今回のミッション派遣に当たり、御協
力いただいた日本大使館を表敬訪問しました。
　堀之内特命全権大使からカンボジアの歴史や経済情
勢等についてレクチャーを受けました。

■�カンボジア日本人商工会・愛媛県関係者との交流会
を開催しました！

　カンボジア日本人商工会、カンボジア在住愛媛県関
係者との交流会が盛大に開催されました。

服部会長の発声による乾杯

　今回の経済交流ミッションでは、外国人技能実習生
受入に関する包括協定を締結されたことで、カンボジ
ア人技能実習生の受入増加が期待されます。
　また、多くの企業の皆様から、カンボジアの良さを
実感し、カンボジアとの交流を促進していきたいとの
声が聞かれ、実りある経済交流ミッションとなりまし
た。
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１．「松山圏域中小企業販路開拓市」とは

　松山市では、中小企業・小規模事業者の販路拡大を
支援するため、県内外の大手流通業や食品販売店等の
買い手事業者（バイヤー）に圏域の売り手事業者が直
接売り込みを行う「逆」商談会、「松山圏域中小企業
販路開拓市」を開催しています。

　本事業は平成27年度に松山市と東温市の２市で取組
みを始め、翌年28年度には３市３町（本市、伊予市、
東温市、松前町、砥部町、久万高原町）に規模を広げ、
平成30年の今年は同規模で３年目になります。

　各市町から売り手事業者を約40社募集し、買い手事
業者を約30社招聘して行う商談会では、県内外の百貨
店・スーパー等大手流通業や海外からのバイヤーとの
商談機会を地元で提供することで、中小企業・小規模
事業者が国内外の複数の企業と直接商談ができ、全国
規模はもとより、広く国内や海外の販売先を確保する
きっかけが生まれます。また、国内外の様々なバイヤー
から多角的に自社商品に対する評価や意見が得られ、
強みや弱みを知ることで、売り手事業者の商品を日本
国内にとどまらず海外向けを含めたブラッシュアップ
にもつなげることができます。バイヤーにとっても、
圏域の売り手事業者が一堂に会する場で商談すること
で、効率的に優良な仕入れ先や魅力的な商品の選定が
でき、従来接触のなかった事業者や商品に関する情報
収集につなげることができます。

〈松山圏域中小企業販路開拓市2018実績〉
参加者数
○売り手事業者：37社
○買い手事業者：33社
　（県外20社、県内10社、海外３社）
商談件数：340件

昨年度開催の“松山圏域中小企業販路開拓市2018”の様子

“松山圏域中小企業販路開拓市2018”のアンケート結果

　本事業における中小企業・小規模事業者支援は、商
談会の実施だけではありません。商談会に参加したこ
とのない事業者に対して専門家による事前セミナーを
開催し、事例をもとにした商談のポイントや、バイヤー
目線の商談に必要なFCPシート（商談用の統一シート）
の書き方（海外バイヤー向けも日本語でOK）を座学
で、また商品の見せ方をワークショップ形式で学んで
もらい、当日の商談に自信を持って臨めるようにして
います。商談会後には事後のフォローアップセミナー
を開催し、買い手事業者からのアンケートをもとにし
た反省点を踏まえ、次のステップに進めるようアドバ
イスを行うほか、個別相談会も実施し、継続中の商談
を後押しします。

「松山圏域中小企業販路開拓市2019」の開催と参加者募集について
松山圏域中小企業販路開拓市実行委員会事務局

（松山市�産業経済部�地域経済課）
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２．平成30年度の開催予定

　今年度の「松山圏域中小企業販路開拓市2019」は以
下の要領で開催されます。
⑴　実施要領

【日　時】
　平成31年１月17日（木）９：00～16：00
【場　所】

　松山市総合コミュニティセンター
　企画展示ホール
　（松山市湊町７丁目５番地）
【商談形式】

　 食材・食品バイヤー・仕入担当者が会場内にブース
を設け、売り手事業者が売り込みをかける形式。

【商談時間】
　１件あたり25分以内
⑵　募集要領

　現在、上記商談会に参加する売り手事業者を募集し
ています。
【募集期間】

　平成30年７月１日（日）～８月31日（金）
【定　員】

　40社（先着順）初参加の方を優先。
【要　件】

　食材・食品を扱う事業者に限定。
　① 松山市、伊予市、東温市、松前町、砥部町、久万

高原町に本社・本店のある中小企業・小規模事業
者（製造業、第１次産業を含む）。

　② 11月６日（火）13：00～14：00の商談会事前説明
会に参加できること。

　③ 商談会前日１月16日（水）午後からの商品展示搬
入と１月17日（木）９：00～16：00の間参加でき
ること。

　※ 商談商品は、原則第１次産品、自社加工製造品に
限ります。

【応募方法】
　FAXまたはWEBでお申込みください。
　① FAXでお申込みの方はパンフレットの裏面下部

に記載している所定の申込書をご利用ください。
　　［FAX］ 089-986-3113
　② WEBでお申込みの方は、以下のURLまたはQR

コードからご応募ください。
　［URL］

　https://living-qa.com/web/enquete/UUAWAAWA

　［WEB］申し込み用QRコード  ⇒

【お問い合わせ先】
　「松山圏域中小企業販路開拓市2019」商談会係
　Eメール：hanrokaitakuichi@gmail.com
⑶　事前対策セミナー

　上記の商談会のための事前対策セミナーを以下の要
領で開催します。
　第１回セミナーは、商談会未経験者及び商談に慣れ
ていない事業者のためのものですので、該当する参加
者は参加必須です。第２回、第３回セミナーは自由参
加です。
【場　所】

松山市総合コミュニティセンター
【内　容】

〇第１回
　平成30年11月６日（火）14：00～17：00
　ビジネス成功への鍵
　　～①売れるヒントを学ぶ～
〇第２回 
　平成30年11月６日（火）18：00～21：00
　ビジネス成功への鍵
　　～②実践編～
　　 FCPシートの書き方や事例をもとにした商談ポイ

ントを学ぶ
〇第３回 
　平成30年11月13日（火）13：00～16：00
　売れる商品のキャッチコピーと商品写真の撮り方

　当商談会では、地元にいながら国内外のバイヤーと
商談ができることが最大の魅力ですが、海外（台湾）
バイヤーには１社ずつ通訳がついており、日本語で商
談できます。また、日本企業との貿易経験がある企業
を招聘するため、成約後の取り引きも安心です。
　商談会自体の参加が初めての事業者様も、今年度是
非ご参加ください。
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大王製紙株式会社

１．概　要
商 号：�大王製紙株式会社
　　　　　　DAIO�PAPER�CORPORATION
所 在 地：【東京本社】
　　　　　　東京都千代田区富士見２丁目10番２号
　　　　　　飯田橋グラン・ブルーム
　　　　　　【四国本社】
　　　　　　愛媛県四国中央市三島紙屋町２-60
設 立：1943年（昭和18年）５月５日
代 表 者：代表取締役社長　佐光　正義
資 本 金：397億円（2018年３月期）
売 上 高：�【連結】5,313億円（2018年３月期）
　　　　　　【単独】3,905億円（2018年３月期）
従 業 員：�【連結】10,748名
　　　　　　【単独】2,512名
　　　　　　（2018年3月31日現在）
事 業 所：�【国内】
　　　　　　大阪支店、名古屋支店、九州支店
　　　　　　【海外】
　　　　　　チリ、アメリカ、タイ、韓国、中国、
　　　　　　インドネシア
工 場 等：【工場】
　　　　　　三島（愛媛県）、可児（岐阜県）
　　　　　　【営業所・出張所】
　　　　　　横浜、さいたまなど全国主要都市
関 連 会 社：�国内外に製紙、紙加工、印刷、流通、エ

ンジニアリング、運輸、植林、レジャー
など数十社

主 要 商 品：�新聞用紙、コート紙、上質紙、出版用紙、
PPC用紙、ノーカーボン紙、印刷用粘着
紙、機能材、包装用紙、家庭用紙（ティッ
シュペーパー、トイレットペーパー、ペー
パータオル、ナプキン、紙おむつ等）、
クラフトライナー（段ボール原紙）、各
種パルプ

四国本社　三島工場

２．沿　革
1928年

（昭和３年）
◦ 井川伊勢吉、三島にて製紙原料商を始める。

1943年
（昭和18年）

◦ 「大王製紙株式会社」設立
　（14工場が合同合併して設立）

1954年
（昭和29年）

◦ 四国初のKP工場で未晒パルプの製造開始

1957年
（昭和32年）

◦ 山林を購入し、育苗造林を開始。
◦ 日本初のクラフトライナー抄造。

1961年
（昭和36年）

◦ 株式を大証・東証の一部へ上場。

1974年
（昭和49年）

◦ 三島新工場竣工。

1979年
（昭和54年）

◦ ティッシュペーパー「エリエール」製造販売
開始。（家庭紙市場に参入）

1982年
（昭和57年）

◦ 第１回エリエール女子オープンゴルフトーナ
メント開催。

1986年
（昭和61年）

◦ ティッシュペーパーのシェア第１位。

1989年
（平成元年）

◦ 南米チリに植林会社「フォレスタル・アンチレ」
設立。

1996年
（平成８年）

◦ いわき大王製紙㈱設立。

1999年
（平成11年）

◦ 第８回地球環境大賞「環境庁長官賞」受賞。

2002年
（平成14年）

◦ 当社チリ植林地で育てたユーカリのチップを
初めて三島工場に入荷

2007年
（平成19年）

◦ 名古屋パルプ㈱と合併。同社を可児工場とす
る。

2010年
（平成22年）

◦ 新・潤いティシュー「エリエール+Water」を
発売

2011年
（平成23年）

◦ タイの当社初の海外自社工場で現地生産開始。

2016年
（平成28年）

◦ セルロースナノファイバー（CNF）のパイロッ
トプラントを設置、稼働開始。

◦ 大王製紙グループ「経営理念」「行動規範」を
改定。

2017年
（平成29年）

◦ ダイオーペーパープロダクツ㈱〈旧日清紡ペー
パープロダクツ㈱〉及び三浦印刷㈱を子会社化。

３．業務内容と強みを活用した事業展開
⑴　業務内容
　 　当社は産業から暮らしまで幅広い分野へ紙を提供

する総合製紙メーカーとして常に高品質の紙を迅速
かつ安定的に供給することを最大の使命とし、また
地球環境や社会への貢献を責務と認識して以下の事
業展開を進めています。

佐光　正義
代表取締役社長

会 員 紹 介
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　① 紙・板紙・パルプ及びその副産物の製造加工並び
に販売

　② 日用品雑貨の製造加工並びに販売
　③ 機能性フィルム、粘着シート及び粘着剤等合成樹

脂材料の製造加工並びに販売
　④ 上記に関連するプラントの設計、据付、 売買並び

に技術指導
　⑤ 紙・板紙及びパルプ製造加工に係る原材料・燃料

の売買
　⑥ 山林及び木材の売買、造林、製材、木材加工並び

に緑化・造園業
　ほか
⑵　当社の強み
　 　当社では以下の強みを活用して事業展開を図って

います。
①総合製紙メーカーとして事業展開
　 　あらゆる種類の紙を製造販売しているいわゆる総

合製紙メーカーは当社を含めて日本に３社しかあり
ませんが、当社はそのうちの１社として２万種以上
の紙をパルプから一貫生産し、常に時代のニーズの
変化に柔軟に対応しています。
②自ら生産したものを自らの手で売る
　 　当社は“自ら生産したものを自らの手で売る”と

いう基本理念の下、製紙業界でも唯一全国に営業員
を配置し、営業員一人ひとりが最も顧客に近いとこ
ろでマーケットの動向を摑み、情報収集し、マーケッ
トの変化に対応することで、“顧客ニーズを把握し
て自ら提案して販売する”という独自の営業戦略を
展開しています。

　 　業界初のティッシュの５箱パック販売というアイ
デアもここから生まれました。
③積極的な環境対策の推進
　 　当社は古紙使用率が65％と業界平均を上回ってお

り、年間約200ｔの古紙を利用して紙のリサイクル
を行っています。

　 　これまで産業廃棄物となっていた雑リサイクル古
紙なども技術開発により再生処理を行っています。

　 　また、南米チリで東京23区の面積に相当する植林
地を運営しており、計画的に植林を行うことで安定
的に収穫できる“持続可能な森林経営”が実践され
ています。

４．国際業務関連
⑴　海外への販路開拓
　 　当社のビジネスモデルは､ 日本からの輸出品で展

開し、ブランド認知向上と販売基盤構築を進めた上
で現地進出し､ その国に密着したマーケティング活
動と商品開発により､ 一気に事業を立ち上げるスタ
イルです｡

　 　また､ 当初ベビー用紙おむつから立ち上げ､ 各国
のマーケットを見て、展開カテゴリーを大人用紙お
むつ･生理用品･紙製品等へと多品種化することで立
体的な販売網の構築を進めています｡

　 　現在､ 日本からの輸出国を含め､ 30 ヵ国で販売
をしていますが､ 新たな販売国や新規拠点の調査を
進め､ 更なる飛躍に繫げる考えです。

タイで販売している生理用プレミアムナプキン

中国で販売しているベビー用紙おむつ

⑵　海外拠点での活動
　当社では、ホーム＆パーソナルケア事業において現
地法人等による海外事業展開を以下のように拡大して
います。

2011年
（平成23年）

◦ タイに“エリエールインターナショナル タイ
ランド”を設立。

2012年
（平成24年）

◦ 中国に“大王（南通）生活用品有限公司”（エ
リエールインターナショナル チャイナ）を設
立。

◦ 韓国に“エリエールインターナショナルコリ
ア”を設立。

2013年
（平成25年）

◦ インドネシアに“PT. エリエールインターナ
ショナルトレーディング インドネシア”（販
売会社）を設立。

2014年
（平成26年）

◦ インドネシアに“PT. エリエールインターナ
ショナルマニュファクチャリング インドネシ
ア”（製造会社）を設立。

2016年
（平成28年）

◦ ベトナム、マレーシア、台湾に当社グループ
の出張所を設立。

2017年
（平成29年）

◦ トルコに当社グループの出張所を設置。
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“エリエールインターナショナル�タイランド”社

“エリエールインターナショナルマニュファクチャリング�インドネシア”社

５．地球環境への取組み
　大王製紙グループでは、“地球環境と調和したグロー
バルな事業展開を通じて環境問題に積極的に取り組
み、持続可能な社会の実現を目指す”との理念に基づ
く、『DAIO地球環境憲章』を制定し、さらにその具
体策として、環境に配慮した原料調達のため、以下の
木材原料調達理念と基本方針を策定し、森林認証材の
調達を推進しています。また、2018年３月にはクリー
ンウッド法の木材関連事業者登録も完了しています。
【木材原料調達�理念】
　大王製紙グループは、DAIO地球環境憲章の理念に
基づき、木材原料の調達を通じ、森林資源を有効かつ
効率よく利用するとともに生物多様性の保全に配慮し
て、環境と調和した持続可能な森林経営の推進に取り
組みます。
【木材原料調達�基本方針】
①植林木、再・未利用材の購入
②持続的な森林経営の推進
③森林認証材の増量
④自社海外植林の拡大
⑤法令の遵守

６．大王製紙グループ「社是」「経営理念」「行動規範」
　大王製紙グループでは、全役職員が創業の精神を継
承するとともに、経営理念である「世界中の人々へや
さしい未来をつむぐ」の達成に向けて、持続的な事業
拡大による更なる発展を目指して参ります。

【社是】

“誠意と熱意”
　私たちは、「誠意と熱意を持つ者が事を成す」とい
う創業の精神を、あらゆる判断・行動における不変の
価値観とします。
　世界中の人々の豊かな暮らしを実現するために、社
員一人ひとりが「誠意と熱意」を胸に日々挑戦し続け
ます。

【経営理念】

“世界中の人々へ�やさしい未来をつむぐ”
○ものづくりへのこだわり
　 現場・現物・現実に基づいた新たな商品と付加価値

の創造・提供を通じて、国際社会から信頼される企
業グループであり続けます。

○地域社会とのきずな
　 各国・各地域の発展に寄与するために、「良き企業

市民」として高い倫理観をもって地域社会との調和
ある成長を目指します。

○安全で働きがいのある企業風土
　 持続的な企業価値の向上を図るために、安全で働き

がいのある企業風土づくりに取り組み、社員相互の
信頼関係に基づいた一体運営を推進します。

○地球環境への貢献
　 地球環境と調和したグローバルな事業展開を通じて

環境問題に積極的に取り組み、持続可能な社会の実
現を目指します。

【行動規範】
①信頼されるものづくりの推進
②持続的な成長の追及
③地域社会とのきずな
④安全・安心な職場づくり
⑤法令遵守の徹底
⑥ダイバーシティ経営の推進
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　当協会は、６月５日（火）に愛媛国際貿易センター（ア
イテムえひめ）大会議室にて第28回通常総会を開催い
たしました。本総会は当協会が公益社団法人となって
から８回目となるものでしたが、当日は多くの会員の
方々にご出席いただきました。
　総会では、まず大塚会長からご出席の方々へのご挨
拶の後、愛媛県知事中村時広様の代理としてご出席い
ただきました愛媛県経済労働部長の田中英樹様、また
松山市長野志克仁様の代理としてご出席いただきまし
た松山市産業経済部長大崎修一様よりご来賓の祝辞を
いただきました。
　

ご来賓の祝辞

　その後、会員の出席状況について、事務局より当協
会の正会員209名中、ご本人または代理人の出席が64
名、委任状による出席が119名と過半数にご出席いた
だいており、本総会が有効に成立する旨の報告を行っ
た後、定款にしたがってご承認いただいた大塚会長が
議長となり、以下の議案について審議に入りました。

〈議案〉
　第１号議案　 平成29年度決算書類（貸借対照表及び

正味財産増減計算書）及び附属明細書
並びに財産目録の承認の件

　当日の議案は本議案のみでしたが、ご審議の後ご承
認をいただきました。
　また、事務局より以下の事項についても報告が行わ
れました。

〈報告事項〉
　報告事項①　平成29年度事業実施状況
　報告事項②　平成30年度事業計画について
　報告事項③　平成30年度収支予算について
　最後に、大塚議長がご出席いただいた会員の方々に

対して円滑な議事進行へのご協力についてお礼申し上
げるとともに当協会の活動へのご理解ご支援について
改めてお願い申し上げた後、無事閉会いたしました。
　

通常総会の議事風景

　また、通常総会終了後には、引き続いて恒例の記念
講演会を開催しました。
　今回の講演会は、『愛媛の大学と企業が育てる高度
外国人材育成プログラム～これまでの成果と今後の展
開について～』という演題で、愛媛大学国際連携推進
機構が平成29年度から取り組んでおられる「留学生就
職促進プログラム」についてお話しいただきました。
　今回のご講演では、まず大橋学長より“地域の産官
学の核となる”との愛媛大学のミッションや国立大学
法人としてのこれまでの軌跡と今後の方向性、さらに
来年創立70周年を迎える愛媛大学の高度な学術研究機
能や多様な社会連携機能そして地域志向人材の育成を
進める県内唯一の国立大学としての強みについてのお
話がありました。
　次に国際連携推進機構の杉森機構長より、愛媛大学
の国際戦略について、「国際性豊かな人材を輩出する
大学」、「世界から人が集う大学」を創造するとの国際
戦略目標や①世界の人と協働できる人材育成、②学術
研究における国際ネットワークの構築、③世界の人々
とともに地域の課題解決、④国際性のあるキャンパス
環境の充実、といった国際化推進基本戦略についてお
話しいただきました。
　また、愛媛大学では世界28か国・地域から308人の
留学生を受け入れているとの現状説明の後、“世界の
成長を愛媛に呼び込む”ため、成長するアジアにおけ
るインフラ関連ビジネスの競争力強化や愛媛における
一次産業など国内市場型ビジネスの海外展開といった

第28回通常総会と記念講演会の開催報告
愛媛県産業貿易振興協会�
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海外展開型ビジネスの促進、また訪日外国人向けの観
光や特産品販売などのサービス業の強化などの国内市
場型ビジネスの促進が必要であり、日本人学生のグ
ローバル人材育成とともに、高度外国人材を育成する
ために文部科学省『留学生就職促進プログラム』事業
として、「愛媛の大学と企業が育てる高度外国人材プ
ログラム」を実施しているとのご紹介がありました。
　続いて、留学生就職促進プログラム推進室の伊月室
長から、『留学生就職促進プログラム』について具体
的な説明がありました。
　日本では今後労働力の不足が見込まれており、愛媛
においても2030年には労働人口が必要な就業者数を下
回り、労働力が不足することが予測されていますが、
この人材不足解消のための選択肢のひとつとして、「日
本で働く外国人を増やす」ということが挙げられてい
ます。このような状況下、2020年を目途に留学生受入
30万人を目指すとする文部科学省のグローバル戦略を
受けて、愛媛の企業や大学が抱える外国人材に対する
課題を解決し、留学生の日本就職者数を倍増するとと
もに、県・企業・地域の連携を強化し、“愛媛全体の
留学生を含む若年人材の活用促進”につなげるとして、
この『留学生就職促進プログラム』を実施していると
のことです。

講演会の風景

　ちなみに、このプログラムに先立って愛媛大学では、
平成19年から４年間、経済産業省の『アジア人財資金
構想 高度実践留学生育成事業』の採択を受けて、アジ
アからの留学生に対して日本企業で活躍できる優秀な
人材を育成するプログラムを実施するとともに同プロ
グラム終了後は独自予算で『世界と協働できるグロー
バル人材育成プログラム』として、この事業を継続実
施していましたが、昨年度から文部科学省から委託を
受けて、『地域共創コンソーシアム』に加入して愛媛
県はじめ県内の経済団体等も巻き込んだ“オールえひ
め”体制による現在のプログラムを実施しており、すで
に留学生の愛媛県企業など日本企業への就職支援やそ
のための人材育成事業に10年以上取り組んでいます。

　また、最後に一連のプログラムの第６期卒業生で、
現在井関農機株式会社に就職してアグリクリエイト部
で活躍されている、中国からの留学生であった常健卓
さんが伊月室長に加わり、この留学生に対する人材育
成や就職支援プログラムに参加してとても有効であっ
たとの感想や現在の職場に就職して役立ったことなど
お話しくださいました。

伊月室長と常健卓さんのトーク

　また、本プログラム参加留学生への日本での就職に
関するアンケート調査について以下のような回答があ
ります。
　【どんな企業で働きたいか】
　①専門性を活かせる企業
　②生活しやすい地方企業
　③社員が明るく楽しく、支え合い、成長する企業
　【自分の強みは何か】
　① 日本語だけでない言語能力やコミュニケーション

力・交渉力
　②会社に貢献するという意識＋チームワーク力
　③外国人としての発想力、適応性、柔軟性
　
　なお、ご講演終了後にも多くのご聴講の方々が講師
の皆さんに本プログラムに関して個別に質問をされて
いました。
　愛媛大学の大橋学長、杉森国際連携推進機構長、伊
月留学生就職促進プログラム推進室長、そして本プロ
グラムOBの常健卓さん、皆さんご多忙にもかかわら
ず、興味深いご講演、誠にありがとうございました。
誌上にてたいへん恐縮ではございますが、改めてお礼
申し上げます。

（注）�本稿に掲載している記念講演会の講演内容に関する記述は、聴
講に基づいて当協会が作成したものであり、文責は当協会にあ
ります。
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　日本貿易振興機構（ジェトロ）愛媛貿易情報センター
と当協会は、愛媛県内企業の国際経済取引状況（貿易
取引や海外進出など）について、実態を把握するため
に例年実施しているアンケート方式による調査を今年
も実施しました。
　本調査は1995年から実施していますが、今回の調査
概要および結果について「愛媛県国際取引企業リスト」
として冊子とともに以下のホームページでも公開して
います。
〇「愛媛県国際取引企業リスト2018」（当協会HP）
http://www.ehime-sanbokyo.jp/topics/trade/?p=4694
〇「愛媛県の４貿易関係企業」（ジェトロ愛媛HP）
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/ehime/company.html

１．調査の概要
⑴　アンケート調査結果

今回調査 （前回調査）
送付先数 680社 （664社）
回答数 665社 （631社）
回答率 97.8% （95.0%）
有効回答数

（リスト掲載企業数） 622社 （608社）

有効回答率 91.5% （91.6%）

⑵　調査実施期間
　2017年11月～12月
　（前回調査　2016年11月～12月）
⑶　調査内容
　Ａ．貿易取引の状況
　　 輸出・輸入の品目・サービスグループと相手国･

地域、取引の形態（直接・間接）
　Ｂ．海外進出の状況
　　 進出先エリアおよび国・地域、進出形態、設置年

月、事業内容
　Ｃ．海外企業との提携状況
　　 提携先エリアおよび国・地域、提携形態、提携内容
　Ｄ．外国人の雇用状況
　　 雇用している外国人の国・地域、雇用企業の品目・

サービスグループ
⑷　調査対象
　 　調査対象は、愛媛県内に本社、支社、工場など設

置する企業。本社等が愛媛県外にある先は、愛媛県
内の事業所が行っている国際取引に限定しています。

２．項目別調査結果
⑴　貿易取引
　Ａ．貿易を行っている企業（表１）
（表１）貿易を行っている企業数

区　　分 今回調査 前回調査
貿易取引企業 409社 399社 
うち輸出取引企業

（うち輸出取引のみ）
286社

（122社）
281社

（112社）
うち輸入取引企業

（うち輸入取引のみ）
287社

（123社）
287社

（118社）
輸出・輸入とも 164社 169社 

　Ｂ．取引形態別の輸出入取引の状況（表２）
（表２）形態別輸出・輸入取引の状況

貿易形態
輸　　出 輸　　入

企業数 割合（%） 企業数 割合（%）

直　　接 112
（111）

39.1 
（39.5）

137 
（135）

47.7 
（47.0）

間　　接 88 
（84）

30.8 
（29.9）

75 
（76）

26.1 
（26.5）

直間併用 80 
（79）

28.0 
（28.1）

72 
（72）

25.1 
（25.1）

無 回 答 6 
（7）

2.1 
（2.5）

3 
（4）

1.1 
（1.4）

計 286 
（281）

100.0 
（100.0）

287 
（287）

100.0
（100.0）

（注）（　　）内は前回調査での計数。以下同様。

　Ｃ．エリア別の輸出入取引状況（表３−１）
　（表３−１）エリア別�輸出･輸入取引状況

エリア 企業数 割　合（%）

輸
　
　
　
出

アジア 258 （253） 49.4 （49.0）
北　米 90 （87） 17.3 （16.8）
欧　州 79 （79） 15.1 （15.3）
中南米 22 （25） 4.2 （4.8）
オセアニア 41 （40） 7.9 （7.8）
中　東 24 （24） 4.6 （4.7）
アフリカ 8 （8） 1.5 （1.6）

計（延企業数） 522（516） 100.0（100.0）

輸
　
　
　
入

アジア 245（243） 58.6 （58.1）
北　米 57 （60） 13.6 （14.4）
欧　州 61 （57） 14.6 （13.6）
中南米 20 （22） 4.8 （5.3）
オセアニア 24 （25） 5.8 （6.0）
中　東 10 （10） 2.4 （2.4） 
アフリカ 1 （1） 0.2 （0.2）

計（延企業数） 418（418） 100.0（100.0）

愛媛県内企業の貿易・投資等実態調査結果について
「愛媛県国際取引企業リスト 2018」の発行

愛媛県産業貿易振興協会�
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　Ｄ．国・地域別の輸出入取引状況（表３−２）
（表３−２）国・地域別�輸出･輸入取引状況

国・地域 企業数 割　合（%）

輸
　
　
　
出

中　国 136 （131） 11.9 （11.9）
台　湾 114 （109） 10.0 （9.9）
米　国 85 （79） 7.4 （7.2）
韓　国 80 （75） 7.0 （6.8）
シンガポール 72 （73） 6.3 （6.6）
香　港 69 （69） 6.0 （6.3）
その他 588 （567） 51.4 （51.3）

計（延企業数） 1,144（1,103） 100.0（100.0）

輸
　
　
　
入

中　国 193 （174） 25.3 （24.6）
韓　国 81 （72） 10.6 （10.2）
米　国 65 （57） 8.5 （8.1）
台　湾 55 （46） 7.2 （6.5）
ベトナム 51 （40） 6.7 （5.7）
タ　イ 44 （44） 5.8 （6.2）
その他 274 （274） 35.9 （38.7）

計（延企業数） 763 （707） 100.0（100.0）

　Ｅ．品目・サービスグループ別の輸出入取引企業数（表４）
　（表４）品目・サービスグループ別�輸出・輸入取引企業数

品目・
サービスグループ別

輸　出 輸　入
企業数 割合（%） 企業数 割合（%）

農水産物・飲食料品 86 
（85）

30.1 
（30.2）

60 
（62）

20.9 
（21.7）

石材・陶磁器 5 
（4）

1.7 
（1.4）

8 
（8）

 2.8 
 （2.8）

繊維・繊維製品 24 
（23）

8.4 
（8.2）

28 
（28）

 9.8 
 （9.8）

製紙・紙製品 22 
（22）

7.7 
（7.8）

28 
（28）

 9.8 
 （9.8）

木材・木製品 7 
（6）

2.5 
（2.1）

13 
（13）

 4.5 
 （4.5）

化学製品 13
（14）

4.6
（5.0）

17
（19）

 5.9 
 （6.6）

雑　貨 10 
（12）

3.5 
（4.3）

19 
（18）

 6.6 
 （6.3）

機械・金属 53 
（50）

18.5 
（17.8）

43 
（39）

15.0 
（13.6）

電気・電子機器 11
（12）

3.9
（4.3）

14
（15）

4.9
（5.2）

輸送機器  9
（10）

 3.1 
 （3.6）

8 
（9）

 2.8 
 （3.1）

その他品目 15
（13）

 5.2 
 （4.6）

15 
（15）

5.2 
 （5.2）

総合流通業 6
（6）

 2.1 
 （2.1）

11 
（11）

 3.8 
 （3.8）

運輸・通信・観光 4
（3）

 1.4 
 （1.1）

3 
（1）

 1.0 
 （0.3）

建設・土木 3 
（3）

 1.0 
 （1.1）

6 
（6）

2.1 
 （2.1）

その他サービス業 18 
（18）

 6.3 
 （6.4）

14 
（15）

4.9 
 （5.2）

計 286 
（281）

100.0 
（100.0）

287 
（287）

100.0
（100.0）

（注）１社、１業種で計上。

⑵　海外進出（海外投資）
　Ａ．海外進出の形態（表５）
（表５）海外進出の形態

進出形態 海外拠点数 割　合（%）
現地法人 208（209） 80.9 （82.0）
支　　店 10　（8） 3.9  （3.1）
駐在員事務所 39 （38） 15.2 （14.9）
そ の 他 0  （0） 0.0  （0.0）

計（拠点数） 257（255） 100.0（100.0）
海外進出企業数 120（124）

　
　Ｂ．海外進出のエリア別分布（表６）
（表６）海外進出のエリア別分布

エリア 海外拠点数 割　合（%）
アジア 210　（209） 81.7 （82.0）
北　米 23   （23） 8.9  （9.0）
欧　州 9   （10） 3.5  （3.9）
中南米 7    （7） 2.7  （2.7）
オセアニア  　4    （4）   1.6  （1.6）
中　東 　2    （1）  0.8  （0.4）
アフリカ  2　  （1）   0.8  （0.4）

計（拠点数） 257　（255） 100.0（100.0）

　Ｃ．海外進出の国・地域別分布（表７）
（表７）海外進出の国・地域別分布

国・地域 海外拠点数 割　合（%）
中　国 89  （92） 34.6 （36.1）
米　国 22　（22） 8.6  （8.6）
インドネシア 22　（22） 8.6  （8.6）
ベトナム 22　（19） 8.6  （7.6）
タ　イ   14  （14） 5.4  （5.5）
香　港  11  （13）  4.3  （5.1）
韓　国 11  （10） 4.3  （3.9）
シンガポール 10  （10） 3.9  （3.9）
台　湾 10  （10）  3.9  （3.9）
マレーシア   7   （7）  2.7  （2.7）
その他  　  39  （36） 15.1 （14.1）

計　（拠点数） 257 （255） 100.0（100.0）

　
　
　
　Ｄ．品目・サービスグループ別の海外進出企業数（表８）
（表８）品目・サービスグループ別海外進出企業数

品目・サービスグループ別 企業数 割　合（%）
農水産物・飲食料品 15 （16） 12.5 （12.9）
石材・陶磁器 1   （1） 0.8   （0.8）
繊維・繊維製品 13  （13） 10.8 （10.5）
製紙・紙製品 16  （16） 13.3 （12.9）
木材・木製品 3   （3） 2.5   （2.4）
化学製品 5   （5） 4.2   （4.0）
雑　貨 4   （6） 3.3   （4.8）
機械・金属 23 （23） 19.2 （18.6）
電気・電子機器 3  （3） 2.5   （2.4）
輸送機器 2  （2） 1.7   （1.6）
その他品目 8  （8） 6.7   （6.6）
総合流通業 4  （4） 3.3   （3.2）
運輸・通信・観光 6  （5） 5.0   （4.0）
建設・土木 5  （5） 4.2   （4.0）
その他サービス業 12 （14） 10.0 （11.3）

計 120（124） 100.0（100.0）
（注）１社、１業種で計上。
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⑶　海外企業との提携（表９）（表10）（表11）（表12）
　Ａ．海外提携の形態別内訳（表９）
（表９）海外提携の形態別内訳

提携形態 提携件数 割　合（%）
代理店契約 93  （92） 38.9 （38.5）
委託契約 62  （63） 25.9 （26.4）
技術提携 30  （34） 12.6 （14.2）
その他 54  （50） 22.6 （20.9）

計 239 （239） 100.0（100.0）
海外提携企業数 106 （104）

　Ｂ．海外提携のエリア別分布（表10）
（表10）海外提携のエリア別分布

エリア 海外拠点数 割　合（%）
アジア 187 （188） 78.2 （78.6）
北　米 14  （17） 5.9  （7.1）
欧　州 24  （22） 10.0  （9.2）
中南米 6   （5） 2.5  （2.1）
オセアニア 4   （4） 1.7  （1.7）
中　東 1   （0） 0.4  （0.0）
アフリカ 3   （3） 1.3  （1.3）
その他 0   （0） 0.0  （0.0）

計 239 （239） 100.0（100.0）

　Ｃ．海外提携の国・地域別分布（表11）
（表11）海外提携の国・地域別分布

国・地域 海外拠点数 割　合（%）
中　国  63 （65） 26.4  （27.2）
台　湾  23 （23） 9.6  （9.6）
ベトナム  21 （19） 8.8  （7.9）
韓　国  17 （16） 7.1  （6.7）
インドネシア  13 （13） 5.4  （5.4）
米　国  12 （14） 5.0  （5.9）
タ　イ  10 （12） 4.2  （5.1）
フィリピン  8  （8） 3.4  （3.3）
その他  72 （69） 30.1 （28.9）

計  239（239） 100.0（100.0）

　Ｄ．品目・サービスグループ別海外提携企業数（表12）
（表12）品目・サービスグループ別海外提携企業数

品目・サービスグループ別 企業数 割合（%）
農水産物・飲食料品 13 （13） 12.3 （12.5）
石材・陶磁器 3  （3） 2.8 （2.9）
繊維・繊維製品 7  （6） 6.6 （5.8）
製紙・紙製品 7  （8） 6.6 （7.7）
木材・木製品 3  （2） 2.8 （1.9）
化学製品 3  （5） 2.8 （4.8）
雑　貨 7  （6） 6.6 （5.8）
機械・金属 24 （23） 22.7 （22.1）
電気・電子機器 7  （7） 6.6 （6.7）
輸送機器 5  （5） 4.7 （4.8）
その他品目 5  （5） 4.7 （4.8）
総合流通業 2  （2） 1.9 （1.9）
運輸・通信・観光 4  （4） 3.8 （3.8）
建設・土木 4  （4） 3.8 （3.8）
その他サービス業 12 （11） 11.3 （10.7）

計 106（104） 100.0（100.0）
（注）１社、１業種で計上。

⑷　外国人の雇用状況
　Ａ．外国人の雇用について（表13）
（表13）外国人の雇用について

外国人の雇用 企　業　数
雇用している 168 （154）
関心がある 128 （127）
関心がない 311 （313）
本社所管で雇用 15 （14）

計 622 （608）

　Ｂ．雇用している外国人の国・地域分布（表14）
（表14）雇用外国人の国・地域分布

国・地域 企業数 割　合（%）
中　国 98（100） 42.6 （46.5）
ベトナム 60 （48） 26.1 （22.3）
韓　国 12 （10） 5.2 （4.7）
フィリピン 10 （8） 4.4 （3.7）
インドネシア 7 （9） 3.0 （4.2）
タ　イ 7 （6） 3.0 （2.8）
その他 36 （34） 15.7 （15.8）

計（延企業数） 230（215） 100.0（100.0）

　Ｃ．雇用している外国人の雇用体系別人数（表15）
（表15）雇用している外国人の国・雇用体系別人数

国・地域 技能実習生（人） 社　員（人）
中　国 435 （485） 153（161）
ベトナム 568 （437） 38 （24）
韓　国 0 （0） 15 （14）
フィリピン 26 （21） 7 （3）
インドネシア 47 （40） 3 （3）
タ　イ 18 （30） 7 （3）
マレーシア 0 （0） 3 （4）
台　湾 0 （0） 6 （4）
その他 4 （4） 41 （32）

計（人数） 1,098（1,017） 273（248）

　Ｄ．品目・サービスグループ別外国人雇用企業数（表16）
（表16）品目・サービスグループ別�外国人雇用企業数

品目・サービスグループ別 企業数 割　合（%）
農水産物・飲食料品 38 （34） 22.6 （22.1）
石材・陶磁器 0  （0） 0.0 （0.0）
繊維・繊維製品 19 （19） 11.3 （12.4）
製紙・紙製品 17 （17） 10.1 （11.1）
木材・木製品 3  （3） 1.8 （2.0）
化学製品 2  （1） 1.2 （0.6）
雑　貨 4  （4） 2.4 （2.6）
機械・金属 28 （26） 16.6 （16.9）
電気・電子機器 8  （8） 4.8 （5.2）
輸送機器 10  （9） 5.9 （5.8）
その他品目 8  （7） 4.8 （4.5）
総合流通業 4  （3） 2.4 （1.9）
運輸・通信・観光 8  （7）  4.8 （4.5）
建設・土木 4  （2）  2.4 （1.3）
その他サービス業 15 （14） 8.9 （9.1）

雇用企業数 168（154） 100.0（100.0）
（注）１社、１業種で計上。
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