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2018年の『産貿協』の活動と
2019年の展望

公益社団法人愛媛県産業貿易振興協会
会長　大塚　岩男

　あけましておめでとうございます。

　皆様方におかれましては、お健やかに新たな年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　昨年は各地で自然災害が発生する中、愛媛県でも西日本豪雨により大きな被害が発生しました。被災

された皆様にお見舞い申し上げますとともに一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

　また、わが国では災害の影響などによる景気下押しの影響も見られましたが、好調な企業業績などを

背景に景気全体は緩やかな回復基調が続きました。海外では米国が減税等により経済動向や株式市場が

堅調に推移する一方、欧州ではイタリアの財政問題やドイツの政治不安定化等により経済の先行きに不

透明感が強まり、中国でも米国との貿易戦争などから景気に減速傾向が見られました。

　本年は、10月に予定されている消費税率引き上げの経済への影響のほか、米国の金利引き上げと経済

や市場の動向、米中貿易戦争の行方や中国の景気動向、英国のEU離脱の行方のほかイタリアの財政問

題や独仏の国内情勢等に伴う欧州の社会や経済の状況など、これらが世界やわが国の社会や経済に与え

る影響も予断を許さない状況です。

　さて、当協会では昨年から「ジェトロ・愛媛産業国際化センター」の派遣アドバイザーによる貿易投

資相談の終了時刻を午後３時から午後５時に延長して貿易投資相談を拡充するとともにホームページの

リニューアルによる情報発信方法の改良を図りました。また「えひめトレード＆トレンド」誌の定期発

行やメールによる各種情報提供や『国際ビジネス支援講座』の開講による海外ビジネス人材育成にも継

続して取り組みました。

　本年は、ジェトロや愛媛県はじめ各種支援機関や地域の金融機関、商工会議所等との連携をさらに強

化して県内企業や地元地域の国際化進展に向けた支援を積極的に推進し、地域のグローバル化に貢献し

たいと考えております。

　皆様方におかれましては、当協会をますます積極的にご活用いただきますとともに、引き続きご支援

を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

　本年が皆様方にとりまして、幸多き良い年でありますよう、心よりお祈り申し上げます。
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Challenge Local Cool in パリ
−フランス パリでの常設展示とテストマーケティング−

愛媛県産業貿易振興協会

　全国の経済産業局では、パリのショールーム運営事
業者のSAS ENIS（サス・エニス）、日本貿易振興機
構（ジェトロ）、中小企業基盤整備機構、自治体国際
化協会およびクールジャパン機構などと連携して、
“Challenge Local Cool Japan in Paris”事業を実施
しています。
　本事業は、フランスのパリで日本のクールジャパン
商品※の常設展示とテストマーケティングを行い、全
国各地の優れた商品の海外への販路開拓を支援するも
のです。

※クールジャパン商品
　�地域性およびデザイン性が感じられ、伝統・文化・技術・ライフ
スタイル等を背景に有する商品

　本事業は昨年度も本誌でご紹介していますが、平成
29年度から全国の経済産業局で紹介するとともに参加
企業募集を行っており、四国の企業も参加しています
ので、改めて事業内容などについてご紹介いたします。

１．事業の概要
　パリ市内でSAS ENIS（サス・エニス）が運営する
ショールーム“maison wa”（メゾン・ワ）において、
日本のクールジャパン商品50点程度を陳列・販売し、
原則１年間（半年間も可）のテストマーケティングを
支援します。

（１）商品の募集と選定
　全国の経済産業局が以下の要領で支援対象となる商
品を募集、選定します。
　◦本事業への参加を希望する商品を公募。
　◦ 書類選考および商品選定会を実施し、SAS ENIS

責任者が出品商品を選定。
　◦ 選定されなかった商品については、理由をフィー

ドバック。
（２）パリでの常設展示とテストマーケティング
　以下の要領で、パリでの常設展示、テストマーケティ
ングを実施します。
　◦ 出品商品の日本からの輸出関連手続（通関・物流）

をサポート。
　◦ パリのショールーム“maison wa”にて商品の常設

展示、テストマーケティングを実施。（一定程度
の在庫保有も可）

　◦ 商談や問い合わせに際して、言語面や営業面での

サポート。
　◦ 来店者の属性や反応をまとめたレポートを毎月

フィードバック。
　◦ 参加事業者による自主的な営業活動につき必要に

応じて助言・サポートを実施。

常設展示される“maison wa”の店内風景

　
２．出展の基本条件と留意点
　本事業での商品出展の基準と留意点は以下のとおり
です。

（１）出展の基本条件
　Ａ．対象商品
　　　日本全国のクールジャパン商品
　　　※フランスに輸出可能な商品
　　　※飲食料品は対象外
　Ｂ．商品選定と選定数
　　　日本全国から50点程度
　　　※SAS ENIS責任者が選定。
　Ｃ．商品販売形式
　　　委託販売形式
　　　※SAS ENISと参加事業者間で契約締結
　Ｄ．商品陳列方法
　　　SAS ENISに一任
　Ｅ．参加費用
　　⒜事業参加費（１社あたり）
　　　【１年間】　30,000円/月（税抜）
　　　【半年間】　35,000円/月（税抜）
　　　※ 本事業へのエントリーおよび商品選定に係る

費用は無料。
　　⒝商品輸出入関連費
　　　実費
　　　※ 国内外運送費、通関手続費用、関税、VAT（通
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関時支払）等
　　⒞委託販売手数料
　　　売上の10％
　　　※ 参加事業者は毎月の委託販売手数料から事業

参加費を控除した金額をSAS ENISに支払う。
　　　※ １か月間の委託販売手数料が毎月の事業参加

費に満たない場合は委託販売手数料無料。
（２）出展の留意点
　Ａ ．参加事業者は、商品の海外展開を自社戦略とし

て取り組む意欲・計画（または実績）を有する者
であること。

　Ｂ．常設展示期間は原則１年間。
　　 　ただし、半年間を希望することも可能だが、そ

の際の展示期間の設定はSAS ENISと協議のうえ
決定する。

　Ｃ ．日本からフランスに商品を輸出する際は、SAS 
ENISが業務通関や関税処理等を行う。

　Ｄ ．テストマーケティングの状況については、毎月
SAS ENISから参加事業者にレポートをフィード
バックし、毎月の売上金額等についても併せて通
知する。

　Ｅ ．事業を円滑に実施するため、参加事業者はEメー
ルの利用、EXCEL（エクセル）の操作、PDFファ
イルの閲覧等が可能なパソコン環境等を整備して
おく必要がある。

３．参加事業者のメリット
　Ａ ．パリ市内の好立地な実店舗での自社製品の常設

出品が低コストで可能。
　Ｂ ．毎月自社出品商品に対する現地消費者等の反応

を確認することが可能。
　Ｃ ．出展店舗には日本人スタッフが常駐しているた

め、現地の言語が分からなくても効率的にテスト
マーケティングを実施可能。

　Ｄ ．現地での営業活動や展示会出展など参加事業者
が自主的に実施する営業活動と組み合わせること
で成約率や現地での信頼度が高まる可能性がある。

　Ｅ ．本事業でのすべてのプロセスは日本語のみで対
応可能。

　Ｆ ．商品輸出に関する煩雑な通関手続や関税処理に
係る業務負担を軽減できる。

　Ｇ ．定期便を利用した混載輸送により物流コストが
軽減できる。

　Ｈ ．委託販売手数料は事業参加費に達するまで無料。

４．事業のスケジュール
　◦ 商品公募：2018年11月13日
　　　　　　　～2019年１月15日（12：00まで）
　◦ 書類選考結果通知：2019年１月23日

　◦ 最終商品選定会：2019年２月７日～12日
　◦ 常設展示期間：2019年４月～2020年３月末

５．申込方法
　◦ 参加申込書
　　 所定の参加申込書に必要事項を記入のうえ、メー

ルまたは郵便で提出。
　◦ 提出期限
　　2019年１月15日㈫12時必着。
　◦ 提出先
　　〒760-8512 香川県高松市サンポート3-33
　　　　　　　　四国経済産業局　産業部　国際課

６．パリでのテストマーケティングでの留意事項
　欧州におけるマーケティングからバイヤーとの商談
については、商品価格やニーズがうまく合致している
とスムーズに取引が進む可能性もありますが、一般的
には３～５年程度の時間軸で考えておく必要があると
のことです。
　参考として、本事業活用による海外販路開拓のロー
ドマップとして以下が示されています。
　【１年目】既存商品のテストマーケティング
　 　まず１年を通じて現地で季節のイベント等に応じ

た商品の反応を確認。
　【２年目】現地向け商品開発
　 　１年目のレポートや現場メンバーの意見等を踏ま

えて現地向け商品を開発・改良して展示会等で他社
商品の価格や動向を確認、検証。

　【３年目】新商品のテストマーケティング
　 　１・２年目のテストマーケティングの結果と新商

品を持って展示会等に出展。
　【４年目】更なる商品改良と展示会出展
　 　複数年度にわたる展示会等出展により、バイヤー

とも馴染みが出始め、展示会内での商品認知度も高
まる。

　【５年目】展示会出展とバイヤーへの案内・フォロー
　 　バイヤーや商品の認知度があがり取引の可能性が

高まる。

※ 上記の情報については、以下のサイトもご参照ください。
　①Challenge�Local�Cool�in�パリ　募集要領

http://www.shikoku.meti.go.jp/8_
press/2018/20181113/koubo_youryou.pdf

　②Challenge�Local�Cool�in�Paris
http://www.kansai.meti.go.jp/3-2sashitsu/CCkansai/
france/discover.html

　③～Challenge�Local�Cool�in�Paris�第３弾～
�http://www.kansai.meti.go.jp/3-2sashitsu/CCkansai/
france/challenge3/boshu.html
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ＥＵ一般データ保護規則（GDPR）について
愛媛県産業貿易振興協会

　昨年、日本と欧州連合（EU）間のEPA（経済連携
協定）が双方の議会で承認され、今年２月には発効が
見込まれています。これに伴い農林水産品と鉱工業品
において、日本側で約94％、EU側で約99％の関税が
今後撤廃されることになり、日本とEU間での貿易取
引はじめ経済的関係の強まりが期待されています。
　このような状況の下、EUでは個人情報保護を目的
とした「EU一般データ保護規則」、所謂GDPR（General 
Data Protection Regulation）が2016年５月に発効し、
昨年５月25日から適用開始されています。
　今後の日EU間のビジネスの強まりとともに重要に
なるものと思われますので、同規則の概要と条文に
沿った内容についてご紹介いたします。

１．GDPRの概要
　GDPRとは、個人情報の保護に関する基本的人権の保
護を目的とする規則（法律）であり、個人情報の処理や
個人情報を欧州経済領域（European Economic Area 
: EEA）から第三国に移転する場合の法的要件につい
ても規定しています。

※欧州経済領域（EEA）とは、
　�EU加盟28ヶ国にノルウェー、リヒテンシュタイン、アイスランド
を含めたEU単一市場にアクセスする権利を持つ31ヶ国。

　GDPRは、EEA域内でビジネスを行い、個人情報を
取得する中小・零細企業を含む日本企業や公的機関な
どEU域外の企業等に対しても広く適用されます。
　以下、条文の内容について記載します。

２．一般規定 
（１）対象事項と目的
　本規則は、個人情報の取扱いに関する自然人の保護
と個人情報の自由な移動に関する規則を定めるもので
あり、自然人の基本的人権と自由、また個人情報の保
護に関する権利を保護するもの。

（２）実体的な適用範囲
　本規則は、全部または一部が自動的な手段による個
人情報の取扱いや自動的な手段以外によりファイリン
グシステムにファイルされる個人情報の取扱いに対し
て適用される。

　ただし、以下に対しては適用されない。
　・EU法適用範囲外の活動での取扱い
　・自然人による純粋に私的または家庭的な活動
　・ 所管官庁による公共の安全や脅威からの保護・防

止、犯罪の防止・捜査等
　等

（３）地域的な適用範囲
　本規則は、EU域内で行われるか否かを問わず、管
理者や処理者のEU域内の拠点における個人情報を取
り扱う活動に対して適用される。
　また、以下に関連する場合は、EU域内に拠点のな
い管理者や処理者に対しても、EU域内の識別される
または識別され得る自然人（以下、個人情報主体）に
関する個人情報の取扱いに対して適用される。
　・ 対価の支払いの有無にかかわらず、個人情報主体

への物品やサービスの提供
　・ 個人情報主体の行動がEU域内で行われる場合の

その行動のモニタリング（監視）
　また、EU域内に拠点のない管理者であっても、国
際公法が有効である加盟国の国内法が適用される場所
での個人情報の取扱いに対しては適用される。

（４）定義
　Ａ．個人情報
　　 　個人情報とは、氏名、識別番号、位置情報、オ

ンライン識別子や身体的、生理的、遺伝的、精神
的、経済的、文化的、社会的な要因により、直接
的または間接的に識別されるまたは識別され得る
自然人（個人情報主体）に関する情報

　Ｂ．取扱い
　　 　取扱いとは、個人情報に関する、自動的か否か

を問わず、収集や記録、編集、構成、保存、修正
または変更、検索、参照、使用、開示、配布等の
オペレーション（業務遂行）

　Ｃ．ファイリングシステム
　　 　ファイリングシステムとは、個人情報の構成さ

れた集合体であり、特定の基準にしたがってアク
セス可能なもの
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　Ｄ．管理者
　　 　管理者とは、自然人や法人、公的機関、部局や

その他の組織で、単独または共同で個人情報取扱
いの目的や方法を決定する者

　Ｅ．処理者
　　 　処理者とは、管理者のために個人情報を取り扱

う自然人や法人、公的機関、部局やその他の組織

３．個人情報取扱いに関する基本原則
　個人情報の取扱いに関する基本原則は以下のとおり。

（１）適法性、公正性および透明性
　個人情報の取扱いは、適法、公正、透明性のある方
法でなくてはならない。

（２）目的の限定
　個人情報の取扱いは、特定、明確、正当な目的で収
集され、その目的に適合しない追加的取扱いをしては
ならない。

（３）データの最小化
　個人情報の取扱いは、目的との関係が適切で関連性
があり、必要のあるものに限定した取扱いでなくては
ならない。

（４）正確性
　個人情報の取扱いは、正確であり、必要に応じて最
新の状態を維持しなければならない。また、取り扱わ
れる目的を考慮して、不正確な個人情報は遅滞なく消
去または訂正されなければならない。

（５）記録保存の制限
　個人情報の取扱いは、その目的に関して許容される
必要な期間のみ記録保存されるべきである。

（６）完全性および機密性
　個人情報は、無権限または違法な取扱いや偶発的な
紛失、破壊、破損に対して安全性を確保する適切な方
法で取り扱われなければならない。

（７）アカウンタビリティ
　管理者は、上記の基本原則に対して責任を負うとと
もに、その遵守状況について証明できなければならない。

４．管理者および処理者
（１）管理者の責任
　管理者は、個人情報の取扱いについて、その本質や
範囲、背景、目的のほか自然人の権利や自由に対する
様々な可能性や重大性へのリスクを考慮し、技術的か
つ組織的に適切な手段による実施を確保するとともに
本規則にしたがって取り扱われていることを証明でき

るようにしなければならない。
　また、上記の個人情報取扱いの際には管理者による
適切な個人情報保護方針の導入が必要である。

（２）EU域内に拠点のない管理者や処理者の代理人
　Ａ ．上記２.（３）に該当する場合、管理者または

処理者は書面によってEU域内に代理人を指定し
なければならない。

　Ｂ ．当該代理人は商品やサービスの提供に関して個
人情報主体や当該主体の行動がモニタリング（監
視）されている加盟国の中に設置されなければな
らない。

　Ｃ ．代理人は本規則の遵守を目的として、管理者や
処理者とともに、またはその代わりとして、監督
機関や個人情報主体への対応など個人情報の取扱
いに関する全般について管理者や処理者から委託
を受ける。

（３）処理者
　管理者は他の者が代わりに個人情報を取り扱う場
合、個人情報の取扱いに当たって本規則に適合した技
術的かつ組織的な基準に基づいた適切な実施や個人情
報主体の権利保護確保について十分に保証できる処理
者を使わなければならない。
　また、処理者は事前に書面での管理者からの承認を
得ずに他の処理者を業務に従事させてはならない。

５．第三国等への個人情報の移転
（１）個人情報移転に関する一般原則
　第三国または国際機関への個人情報移転について
は、当該第三国や国際機関から他に移転されるものも
含めて、管理者や処理者が本規則に定める条項を遵守
する場合のみ行うことができる。

（２）十分性認定に基づく移転
　第三国や国際機関等への個人情報の移転について
は、当該第三国や国際機関等が十分な個人情報保護に
ついて適切な水準を確保していると欧州委員会が決定
した場合のみ行うことができる。

（３）「適切な保護措置」にしたがった移転
　Ａ ．上記（２）における決定がない場合、管理者や

処理者が「適切な保護措置」を提供していること、
また個人情報主体の権利が執行可能であり、法的
救済手段が利用可能であることを条件として第三国
や国際機関等へ個人情報を移転することができる。

　Ｂ ．上記A．における「適切な保護措置」は、監督
機関からの特定の承認を必要とせず、以下に基づ
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いて提供することができる。
　　⒜ 　公的機関または公的組織の間の法的拘束力お

よび執行力のある文書
　　⒝　拘束的企業準則（下記（４）参照）
　　　　（BCR：Binding Corporate Rules）
　　⒞ 　本規則の条文に定める手続きに従って欧州委

員会で採択された標準データ保護条項
　　⒟ 　監督機関によって採択され、本規則の条文に

定める手続きに従って欧州委員会で承認された
標準データ保護条項

　　⒠ 　個人情報主体の権利保護と「適切な保護措置」
適用のための第三国の管理者と処理者に拘束力
や執行力のある約定を伴う本規則第40条により
承認された行動規範

　　⒡ 　個人情報主体の権利保護と「適切な保護措置」
適用のための第三国の管理者と処理者に拘束力
や執行力のある約定を伴う本規則第42条により
承認された認証方法

　Ｃ ．所管監督機関からの承認を条件として、上記 
（３）A．における「適切な保護措置」を以下の
方法によっても提供することができる。

　　⒜ 　管理者や処理者と第三国または国際機関の管
理者や処理者または個人情報取得者との間の契
約条項

　　⒝ 　執行可能であり効果的な個人情報主体の権利
を含む、公的機関や公的組織の間の行政上の取
り決めにおける条項

（４）拘束的企業準則
　上記の（３）B．⒝拘束的企業準則（BCR：Binding 
Corporate Rules）は、所管監督機関が、以下の事項を
条件として承認する。
　Ａ ．個人情報の取扱いに関して執行するすべての関

係者または共同経済活動を行う企業グループの従
業員を含めたすべてのメンバーに対して適用さ
れ、これを法的に拘束する。

　Ｂ ．個人情報取扱いへの留意とともに個人情報主体
の執行可能な権利の明確な授与。

　Ｃ．次の事項を明示している。
　　⒜ 　すべての関係者または共同経済活動を行う企

業グループおよびそれを構成するメンバーの組
織体制と連絡先

　　⒝ 　個人情報の種類、個人情報取扱いの類型と目
的、関係する個人情報主体の類型と特定の第三国

　　⒞　内部的および対外的な法的拘束力の性質

　　⒟　異議申立手続き
　等

６．独立監督機関
（１）監督機関
　各加盟国はEU域内での本規則の適用をモニタリン
グするため、１つまたは複数の独立した公的監督機関
を定める。

（２）職務権限
　各監督機関は、当該監督機関の加盟国領土において
本規則に基づく職務を遂行し、付与された権限を行使
する職務権限を有する。

７．制裁 
　各監督機関は、本規則の違反行為に関して、制裁金
を科すことが相応であり、効果的で抑止力があると判
断すれば、違反行為の故意過失や損害の程度等を勘案
のうえ以下のような制裁金を科すことができる。

（１） 　管理者および処理者、認証機関、監視組織にお
ける個々の該当条項に関する義務違反。

　　 　1,000万ユーロ以下、または事業の場合は直前
の会計年度の全世界における売上総額の２％以下
で、いずれか高い方の金額での制裁金。

（２） 　個人情報取扱いの基本原則、個人情報主体の権
利、第三国や国際機関への個人情報移転、監督機
関からの命令や個人情報の移転停止等への不服従
等において個々の該当条項に関する義務違反。

　　 　2,000万ユーロ以下、または事業の場合は直前
の会計年度の全世界における売上総額の４％以下
で、いずれか高い方の金額での制裁金。

※ 本稿は、当協会において以下の資料を参考として「一般デー
タ保護規則（GDPR：General Data Protecting Regulation）」
（2016年 ４ 月27日 の 欧 州 議 会 及 び 理 事 会 規 則（EU）
2016/679）から抜粋した条文に即して概要を記載したもの
であり、文責は当協会にあります。

　 なお、本規則の詳細については、以下の資料をご参照くださ
い。

　【参考資料】
　・ GDPR（General Data Protection Regulation：一般データ

保護規則）（個人情報保護委員会HP）
　　 https://www.ppc.go.jp/enforcement/cooperation/

cooperation/GDPR/
　・ EU一般データ保護規則（GDPR）について（ジェトロHP）
　　https://www.jetro.go.jp/world/europe/eu/gdpr/
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株式会社いよぎん地域経済研究センター

重松　栄治
代表取締役社長

１．概　要
所 在 地：愛媛県松山市三番町５丁目10番地１
設 立 年 月：昭和63年（1988年）４月１日
代 表 者：代表取締役社長　重松　栄治
資 本 金：3,000万円
従 業 員 数：29名（2018年９月30日現在）
外国人採用：１名

２．業務内容
（１）調査【情報提供】
　・地域経済や経営実務等に関する情報提供
　　 身近でお役に立つ地域経済の情報や経営実務情報

を調査月報やインターネットを通じて幅広くご提
供します。

　・地域の主要産業の動向調査
　　 地域の主要産業の動向などについて豊富なデータ

と綿密な取材に基づいてお役に立つ情報をご提供
します。

　・マクロ経済調査
　　 グローバルな視点で地域経済の現状と今後の展望

について調査・分析を行い、最新情報をご提供し
ます。

　・ 地方公共団体等の受託業務
　　 地方公共団体等のさまざまな計画作成のサポート

を通じて地域活性化のお手伝いをします。
（２）教育【人材育成】
　・IRCニュー・リーダー・セミナーの開催
　　 次代を担う若手経営者を対象にして毎年10月から

１年間の「IRCニュー・リーダー・セミナー」を
開催しています。

　　 本セミナーでは、実践的な自己研鑽の場、相互交
流・ネットワークづくりの場をご提供します。

　・ 講演会や各種ビジネスセミナーの開催
　　 各種の集合研修や講演会を開催し、自己啓発、人

材育成の場をご提供します。

　・ 講演会、研修会への講師派遣
　　 講演会や社内研修会にスタッフ等の講師を派遣

し、お客様のニーズに合わせて各種研修をコー
ディネートします。

　・ 通信講座
　　 能力開発・自己啓発に役立つ通信講座を豊富に取

り揃えてご提供します。
（３）相談【経営課題解決】
　・ 人事制度構築やISO認証取得などの経営コンサル

ティング
　　 人事制度の構築やISO認証取得のほか、さまざまな

経営課題の解決に向けて中小企業診断士、経営コ
ンサルタント等の専門スタッフがお手伝いします。

３．国際業務関連
　当社では、調査月報「IRC Monthly」を通して会員
企業様のグローバル化にお役に立つ情報の発信を積極
的に行っています。

（１）海外拠点だより
　伊予銀行の海外拠点の駐在員が現地の鮮度の高い情
報をレポートしています。2018年度は以下のレポート
を掲載しました。

【海外拠点だより：2018年度】
拠　点 テ　ー　マ

４月 シンガポール 東南アジアのサイクリングブーム
５月 香港 成長を続けるベトナムへの企業進出

６月 上海 玉石混淆！？中国のシェアリングビジ
ネス

７月 タイ 日本より進んでいる？タイのネットバ
ンキング

８月 ベトナム ベトナムにおける女性の活躍

10月 シンガポール ASEANへの農林水産物・食品輸出を
巡る現状

11月 ニューヨーク アメリカのお金にまつわるお話

（２）調査レポート
　弊社調査部が、地域の課題や旬なテーマを調査した
レポートを掲載しています。
　2018年度に取り組みましたグローバル化関連の調査
レポートは以下の通りです。

ニュー・リーダー・セミナーでの討議風景
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テ　ー　マ
５月 愛媛県内企業の海外進出状況調査
10月 外国人技能実習制度の現状
10月 広がりをみせる「越境EC」
11月 県内免税店の現状と今後の方向性

　この中から、10月号に掲載しました「外国人技能実
習制度の現状」のレポートについて要約をご紹介いた
します。
Ａ．外国人技能実習制度の概要
　 　外国人技能実習制度は1993年に制度化されました

が、違法な時間外労働や賃金の不払いといった問題
や、業界団体からの受入期間の拡充などの要望を受
け、2017年11月に制度の見直しが行われました。

Ｂ．県内企業の動向と変化
　 　弊社が実施したアンケート結果によれば、県内企

業が実習生を受け入れる目的は、「労働力の確保」
（85.1％）が前回調査（2013年）と同様最も高くなっ
ています（図表−１）。一方、前回調査から大きく
低 下 し て い る の が「 コ ス ト ダ ウ ン 」（31.7 ％
⇒6.0％）です。「実習生＝安い労働力」ではないと
いうことが多くの企業で認識されるようになってい
ることがうかがえます。

0 20 40 60 80 100

労働力の確保

開発途上国の人材育成支援

優秀な人材の確保

海外拠点の人材育成

コストダウン

将来の海外進出

その他

85.1
88.3

26.9
22.0
23.9
24.4

13.4
12.7

6.0
31.7

4.5
4.4
1.5
1.0

（％）

【図表－１】実習生を受け入れる目的（複数回答）

2018年（n＝67）
2013年（n＝205）

　 　制度改正に合わせて、企業が取り組んだこととし
て最も多かったのが「社宅の整備」（42.4％）で、
以降、「実習指導者の育成」（39.4％）、「賃金の引き
上げ」（22.7％）、「労働環境の整備」（16.7％）が続
きます。

0 10 20 30 40 50

社宅の整備

実習指導者の育成

賃金の引き上げ

労働環境の整備

監理団体の移籍

その他

42.4

12.1

6.1

16.7

22.7

39.4

（％）

（n＝66）

【図表－２】制度改正に合わせて取り組んだこと（複数回答）

　 　今後の実習生受入は、「現状と同程度の人数を受
入」（69.7％）が最も多く、次に「増やしていく」
（19.7％）が続き、合わせると約９割を占めていま
す（図表−３）。

（n＝66）

【図表－３】今後の実習生受入方針

増やしていく
（19.7％）

減らしていく
（7.4％）

やめる（3.0％）

同程度の人数を受入
（69.7％）

C．受入企業が留意すること
　⒜　制度への理解と適正な運用
　　 　制度改正により罰則が強化され、違反があれば

受入ができなくなり、対外的な信用もダウンしま
す。そのことを再認識し、適正な運用を行ってい
くことが重要です。

　⒝　コミュニケーション力
　　 　日本人の場合だと「言わなくても分かるだろう」

ということもありますが、実習生の場合には一つ
ひとつ丁寧に教えていくことが重要です。また、
受入企業自身も地域住民との信頼関係を構築し、
実習生が地域にうまく溶け込める環境を整備して
おくことが大切になります。

　⒞　将来を見据えた技能伝承
　　 　政府では新しい在留資格の創設を検討していま

す。「目先の労働力確保」といった概念は捨て、
実習生を一人の「従業員」として中長期的な目線
で、本気で技能伝承していくことが今後重要に
なってきます。

　⒟　監理団体との連携強化
　　 　上記⒜～⒞を受入企業だけで全てこなすことは

難しいのが実情です。信頼できる監理団体と、こ
れまで以上の連携体制を構築し、必要な時に必要
なサポートが得られる環境を作っておくことが求
められます。

D．おわりに
　 　近い将来、女性やシニア世代の活躍だけでは労働

力不足を補えず、外国人材に頼らざるを得ない時代
が来る可能性が高いでしょう。急速に変化する時代
を生き抜くためには、外国人材との共生がカギにな
ります。
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はじめに
　環境汚染、食品問題・情報規制等、中国に関する日
本の報道は総じてネガティブな内容であることに加
え、訪日中国人が急増した昨今はマナーや習慣の違い
を目にする場面が増え、「なんとなく嫌いな中国」か
ら「やっぱり嫌いな中国」へと確信に変わった人も多
いのではないでしょうか。
　こうした中、我々現地駐在員が「先進的なキャッシュ
レス社会」といくらポジティブな話をしても、「それ
は凄い。でもサービスはどうなのか？中国へ旅行に
行った際に受けた接客態度やマナーは酷かった。」と、
論点をすり替えられがちです。
　そこで、今回は最近中国のサービスにおいて見られ
る驚きの変化についてご紹介致します。
　
１．典型的な中国のサービス
　中国では「面子（メンツ）」が重んじられる、とい
う話をお聞きになったことがあろうかと思いますが、
日本とは異なり、仕事上や他人に対して使われること
は少なく、「家族や友人に対する見栄」という意味合
いがあります。
　例えば、春節（旧正月）が近くなると、出稼ぎ労働
者が帰省時に家族へ渡すお年玉を増やすためスリをし
て捕まる、といった話は典型的な事例です。この行動
には、自己のためなら他人のことなどどうでも良い、
という極めて強い利己主義の考え方が根底にあります。
　私がサービスの受け手として、頻繁に遭遇する典型
的なことの一つに、「責任逃れ」があります。例えば、
ホテルの宿泊予約が上手く取れていないことがありま
した。結局のところ、予約受付担当者からフロントス
タッフへの伝達ミスなのですが、フロントでは「予約
を受けたのは私ではない。」の一点張りで謝罪すらあ
りません。その後、フロントマネージャーに直訴する

とようやく謝罪を得られますが、末尾にはいつも余計
な言葉が付いて来るのです。
　「この度は大変申し訳ございませんでした。お詫び
にフルーツの盛り合わせを差し入れます。しかし、我々
も田舎者の部下を扱うのには苦労しており困っている
のです。」
　
２．驚くべき変化が見られる中国のサービス
　2017年２月、上海に開通したBRT（Bus Rapid Transit）
は、専用道路を走行するため渋滞に巻き込まれにくく、
料金もバスと同じ２元（約32円）と安いため、多くの
市民に利用されています。
　私も通勤で利用しているのですが、ある日、混雑す
る車内で前方に高齢者がいたため、降車するタイミン
グが少し遅れてしまいました。そこで、私は乗務員に
向かって「降ります。」と言いましたが、彼女は私を
一瞥するなり、そっぽを向いてしまいました。次の瞬
間、扉が閉まり、その後もふてぶてしい態度だったた
め、名札に記載されている「苦情専用ダイヤル」を書
き留めました。
　早速電話をかけると、案の定、面倒ですと言わんば
かりの対応を受けながらも、何とか拙い中国語で一部
始終を伝え終えました。その夜、「乗務員の統括管理者」
と名乗る男性から電話があり、意外にも状況を正確に
認識されていた上、「詳しく調査します。」との言葉が
ありました。その翌日、再び彼から、「『WeChat（SNS）』
のIDを教えて欲しい。」との連絡が来ました。IDを教
えると、当該時間帯の複数の監視カメラ映像と乗務員
の顔写真が送られてきました。

【管理者とやりとり①】
WeChat（SNS）のIDを教
えて欲しいと連絡あり。
監視カメラの映像と、乗
務員の証明写真が複数枚
送られてきた。

　私が、乗務員の氏名・車輌のナンバープレート等、

中国のサービスに見られる
� 驚きの変化

株式会社伊予銀行　上海駐在員事務所
所長代理　岡田　裕之
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根拠となる内容をはっきりと記憶していなかったこと
もあり、調査は難航しました。何度かやりとりをした
後、彼からは「当該乗務員を見つけ出すまで、徹底的
に調査を続けます。」と、誠意ある対応を受けたため、
「真摯に対応いただけたことで満足です。これ以上の
調査は不要です。」と伝えました。すると、彼から
WeChatで乗車運賃の2.5倍の金額５元（80円）と、改
めての自己紹介、そして謝罪文が送信されてきました。
　驚きはここでは終わりません。一週間後、「『乗務員
の統括者』らを更に管理している」という人物から、
「先般のクレームに対する彼の対応はいかがでした
か？何かご不満はありませんか？」と、まさかのフォ
ローの電話があったのです。
　これまでの中国を知っている人からするとこれは驚
きの対応なのですが、中国でサービス向上を図るには
個人主義を重視しながらも、性悪説に基づく徹底した
管理が不可欠のようです。

【管理者とやりとり②】
運賃の２倍の返金と丁重
な謝罪文を受信。
後日談として、偶然、当
該乗務員の乗る車輌に乗
車したため、名前を控え
管理員に連絡。面接実施
の上、再発防止教育を施
したとの連絡が来た。

３．政府が狙う国民の意識改革
　最近、現地の新聞に、名だたる高級ホテルにおける
杜撰な清掃実態とそれに対する謝罪文が実名で掲載さ
れました。内容は、中国国内の高級ホテル数ヶ所で調
査を行った結果、便座からコップに至るまで全て１枚
の雑巾で磨かれている、というのです。この実態に私
は愕然としました。中国人に聞くと、「別に珍しい話
ではない。自宅では清潔にしても、他人のことはどう
でもいいと思っているから。」と言うのです。
　ここでのポイントは、言論の自由が無い中国におい
て、新聞記事に載る内容は、少なくとも政府意向にそ

ぐわない内容ではない、ひょっとすると政府のメッ
セージかもしれない、ということです。もしそうであ
れば、こうした内容を題材にすることで、国民に自国
の恥部を事実として受け止めさせる目的があるのでは
ないかと想像されます。
　その他、政府の具体的な取り組みとして、分煙やゴ
ミ分別にも本腰を入れ始めています。
　まず分煙ですが、2017年３月より上海市内の商業施
設・オフィスビル・ホテル等、個人の住居を除く屋内
においては全面禁煙となっています。違反者が個人の
場合は50元～200元（約800円～3,200円）、事業者の場
合（客の違反行為を黙認したレストラン等）には、3,000
元～50,000元（48,000円～800,000円）の罰金が科せら
れることとなっており、まずまず実効性の高いものと
なっています。
　ゴミ分別について、まだまだこれからではあります
が、2018年11月に国家主席肝いりで開催された「第１
回中国国際輸入博覧会」を機に少しずつ変化が見られ
ます。私の住むマンションにも、電池・危険物等を捨
てる「有害ゴミ箱」、「乾燥ゴミ箱」と「生ゴミ箱」と
３種類設置され、郵便ポストにはイラスト付の分類表
が投函されていました。
　「自分ひとりが頑張ったところで何も変わらない」
という根深い国民意識を、「１人ひとりの努力で大き
く変わることができる」という意識へ改革しようとし
ている。こう考えると、遂に中国も外見に見合う内面
磨きを始めたのかもしれません。

【名立たる五つ星ホテルを調査、各社の謝罪文を掲載】
出典：Shanghai Morning Post　2018年11月16日
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４．日本のサービスが落ちたと口を揃える中国人
　「旅行で日本に行くと、未だに現金主義のところが
とても不便に感じる。しかし、それ以上に、世界一の
民度とおもてなしの心が最大の魅力。ただ最近は、残
念なことにサービス水準の低下を著しく感じる。」
　これは、私の周囲にいる中国人が口を揃えて言う話
です。勿論、初めて日本に来る中国人からすると、前
例となる経験が無いため、違和感は無いのでしょうが、
リピーター達の多くは「サービスが落ちた」と感じて
いるようです。現に、３千人の中国人と共に訪日クルー
ズツアーに参加したことのある私も、そう感じた１人
です。
　日本のとある都市に寄港した際、複合施設で昼休憩
を取ることになりました。どの店もツアー客でごった
返す中、我々はとあるご当地ラーメン店に入りました。
すると、「皆さん日本人ですか？」と質問されたため、
「いえ、全員ではないですが、何か？」と答えるとそ
れ以上聞かれることはありませんでした。注文して５
分、他の中国人のグループをいくつも飛ばして我々の
テーブルにラーメンが届きました。周囲を見渡すと日
本人客には陶器の碗で、中国人客には使い捨てのプラ
スティック容器で提供されていたのです。このことに
気づいた他の中国人客は唖然としていました。
　また、次の寄港地で観光地を散歩している時の話で
す。私が土産店で菓子を買うと、会計になった段階で、
店主が私のことを日本人だと気付きました。すると、
机の下に隠された試食が入った容器を取り出して一
言。「すみません、日本人でしたか。中国人は試食し
ても買わない人が多いから隠していました。好きなだ
けお取り下さい。」

【訪日クルーズ船で一緒に踊るクルーと中国人客】

おわりに
　今回、ご紹介した内容に見られるように、「中国人
が遠慮なく試食をするから、私もあげないだけ。」「中
国人のマナーが悪いから、私も愛想悪く接するだけ。」
と、中国人が原因で我々日本人の民度やおもてなしの
心が徐々に失われてしまうというのは非常に不本意で
残念なことです。
　大都市である上海をみても、まだまだディテールは
日本の方が勝っている、と思うところは数多くありま
すが、このことに胡坐をかいている間、内面磨きに粛々
と勤しむ中国に次第に追いつかれ、気付いた頃には背
中が見えないところまで行ってしまった、この事態だ
けは避けたいものです。
　「そんなはずはないだろう」と思われるかもしれま
せんが、中国に駐在している身としては「もしかした
ら…」と、時々危機感を覚えるのです。

【上海の都心に未だ残る古民家（中央手前）】
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平成30年度 国際ビジネス支援講座の実施報告
愛媛県産業貿易振興協会 

　『産貿協』では、松山商工会議所およびジェトロ愛
媛貿易情報センターと提携して、平成30年度『国際ビ
ジネス支援講座』を開催しました。
　この講座は、海外との事業活動がさらに活発化、多
様化しているなか、県内企業が輸出・入取引や販路拡
大に向けた海外進出を展開していくために必要な海外
事業担当者の育成を目的としています。
　特定テーマでは、輸出・輸入・販売店契約に関する
契約の概要、ポイント、演習等を実務に即して解説い
ただく「英文契約書・入門編」を設定しました。経営
者コースにおきましては、TPP11、日EU・EPAの活
用促進についての講座を設けるとともに、各種機関か
らの海外事業支援策については、新たに愛媛大学国際
連携推進機構を追加するなど、一層充実を図ってまい
りました。　
　おかげさまで貿易実務の初心者や海外事業部門の実
務担当者から管理者・経営者の方々に幅広くご参加い
ただき、より充実した講座を開催することができました。
　以下、本講座の実施状況について、ご報告します。
　
１．開催講座の内容
　貿易取引の〈基礎〉コース、〈輸出入実務者〉コース、
特定テーマとして〈英文契約書・入門編〉コース、お
よび海外取引〈経営者〉コースの４コースで構成いた
しました。

Ⅰ．貿易取引〈基礎〉コース
開催日時 平成30年10月11日（木）　 ９：30～17：00

講座内容

講　　師

第１講座　貿易取引の仕組と基礎知識
第２講座　取引契約で決めること
第３講座　貿易書類、貿易運送と通関
第４講座　決済と金融、日本の関税制度
㈱グローバル・ビズ・ゲート
代表取締役　池田　隆行 氏

　貿易取引〈基礎〉コースは、株式会社グローバル・
ビズ・ゲート代表取締役 池田隆行氏に講師をお願い
しました。
　基礎コースは主に初心者を対象としており、貿易に
関する基礎用語から仕組み、各種規制や貿易制度、貿
易に関する費用、輸送、通関、決済、金融に至るまで、
貿易を行っていくうえで必要な基礎知識全般にわたっ
て、具体的で分かりやすいご説明がありました。

　分かり易いと人気のあるコースであり、貿易取引の
初心者の方から実務担当者および管理・経営者に至る
多くの方々がご参加され、貿易取引の基礎知識や実務
面での理解が一層深まった、とのご好評をいただきま
した。

Ⅱ．貿易取引〈輸出入実務者〉コース
開催日時 平成30年10月18日（木）　 ９：30～12：00

講座内容

講　　師

第１講座　取引先開拓と各種規制への対応
第２講座　取引成約に向けた取組み
愛媛エフ・エー・ゼット㈱アイロット事業部
係長　玉井 奈緒子 氏

開催日時 平成30年10月18日（木）　13：00～15：00

講座内容

講　　師

第３講座　輸出入の手続き
第４講座　運送業者への委託、貨物海外保険
日本通運㈱松山支店　営業推進センター
通関士　高市　浩 氏

開催日時 平成30年10月18日（木）　15：10～17：10

講座内容
講　　師

第５講座　輸出入決済と貿易金融
㈱伊予銀行　国際部
F.T.Adviser　池内　亮 氏

講座内容
講　　師

第６講座　輸入信用状開設と輸出信用状接受
㈱愛媛銀行　国際部
主任　三浦　泰樹 氏

　貿易取引〈輸出入実務者〉コースは、実際に貿易実
務を担当しておられる方やこれから担当される方が中
心に受講されました。講師の方は地元企業で貿易商社
や通関業務に携わっており、実際の取引事例に基づい
た輸送・通関手続きやトラブル発生について、興味深
いお話がありました。
　今回の各講座内容は、以下のとおりです。
　第１、第２講座は、現在、愛媛エフ・エー・ゼット

〈基礎〉コースの講座風景
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㈱で国際物流ターミナルの管理運営のほか、地元の地
域商社としての業務を担当しておられる方から、海外
の取引先開拓と各種規制への対応、市場調査・取引相
手の具体的発掘方法、取引交渉に際しての留意点等に
ついての解りやすい説明がありました。

〈輸出入実務者〉コースの講座風景

　第３、第４講座では、日本通運㈱松山支店 営業推
進センターの通関士の方を講師にお迎えし、物流面か
らの視点で梱包方法、通関手続きとその留意点、輸送
方法の選択、コンテナ輸送の実務、および比較的なじ
みの薄い貨物海外保険の付保、事故事例と保険金請求
の方法について、具体的で興味深いお話をいただきま
した。
　第５、第６講座におきましては、地元金融機関の㈱
伊予銀行と㈱愛媛銀行で国際業務に携わっておられる
方から、貿易代金の決済方法と仕組み、貿易関連金融
の種類、為替相場変動要因および輸入信用状開設や輸
出信用状接受の際の実務や留意点について、具体的な
事例を基に解説いただきました。

Ⅲ．貿易取引〈英文契約書・入門編〉コース
開催日時 平成30年11月６日（火）　９：30～16：30

講座内容

講　　師

第１講座　越境ECビジネスを利用した英文契約、
安定した貿易のための契約特定条件に
ついて

第２講座　日本語で学ぶ英文契約書の一般条件等
について

中矢一虎法務事務所　代表
国際法務㈱　代表取締役
大阪市立大学　講師　中矢　一虎 氏

　貿易取引〈英文契約書・入門編〉コースは、中矢一
虎法務事務所代表、国際法務㈱代表取締役、および大
阪市立大学講師として広範囲にご活躍されている中矢
一虎氏に、越境ECビジネスを利用した英文契約の作
成や国際ネット販売ビジネスの問題点等についてご講
義いただきました。
　第２講座では、輸出・輸入・販売店契約に関する契
約の事例概要、ポイント、演習、および日本語で学ぶ
英文契約書の一般条件としての契約フレームワークの
内容、絶対に見逃せない簡単な英文契約単語について、

解説いただきました。

Ⅳ．海外取引〈経営者〉コース
開催日時 平成30年11月13日（火）　13：00～17：00

講座内容
講　　師

第１講座　TPP11、日EU・EPA活用セミナー
㈱アールFTA研究所
代表取締役　麻野　良二 氏

講座内容
講　　師

第２講座　各種機関の海外事業支援策
・日本貿易振興機構（ジェトロ愛媛）
・国際協力機構（JICA四国）
・日本政策金融公庫
・中小企業基盤整備機構
・愛媛県発明協会
・えひめ産業振興財団
・愛媛大学

　海外取引〈経営者〉コースは、主に経営者や管理者
を対象としております。
　第１講座は、米・中間における貿易戦争が激しさを
増しているなかで、㈱アールFTA研究所 代表取締役 
麻野良二氏を講師にお迎えし、TPP11、日EU・EPA
の活用促進セミナーを実施いたしました。メガFTA
の概要と意義および効果に続き、これらがもたらすビ
ジネス・チャンス、チャンスを活かすための条件、さ
らに企業がなすべきこと等についてお話がありまし
た。TPP11、日EU・EPAともに発効を控えており、
時を得たテーマでの貴重なお話をいただきました。
　また、講座に先立ち、当日の午前中には、事前に予
約されていた方の個別相談にもご対応いただきました。

〈経営者〉コースのTPP11・EPA活用セミナー風景

　第２講座では、ジェトロ愛媛、JICA四国、日本政
策金融公庫、中小基盤整備機構から海外展開支援サー
ビスの内容や新輸出大国コンソーシアム等についての
説明があり、愛媛県発明協会、えひめ産業振興財団か
らは知財総合支援窓口のご案内、知財リスク対策、お
よび中小企業等外国出願支援事業について説明があり
ました。また今回は、愛媛大学 国際連携推進機構 国
際教育支援センターによる「留学生就職促進プログラ
ム」について説明いただきました。
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２．受講者の状況
　本講座にご出席いただきました受講者の方々。

　 基礎
コース

輸出入実務者
コース

英文契約書・
入門編コース

経営者
コース

受講申込者数 41名 36名 29名 22名
　 うち男性 28名 22名 18名 16名
　 うち女性 13名 14名 11名 ６名
出席者数 37名 36名 27名 12名
出席率（注１） 90.2% 100.0% 93.1% 54.5%
（注１）「出席者数」÷「受講申込者数」

　４コース全体で128名の受講申込みがありましたが、
当日になって参加できない人もあり、最終的には112
名（出席率は約87％）の方にご出席いただきました。
　貿易取引〈基礎〉コースは、４名の欠席者がありま
したが、昨年を上回る37名の方が受講されました。
　貿易取引〈輸出入実務者〉コースは、従来、講座を
３日間に分けて行っておりましたが、今回より１日
コースに凝縮しました。受講者数が増加し、100％の
出席率となりました。　
　特定テーマの〈英文契約書・入門編〉コースは、昨
年と同じテーマではありましたが、今回は特に越境
ECビジネスを利用した英文契約等を中心とした実践
的な内容となっており、27名の方にご出席いただきま
した。
　最後に、〈経営者〉コースにつきましては、専門家
による時を得たTPP11、日EU・EPAの活用促進セミ
ナーが好評でした。また各種機関の海外事業支援策で
は、ご説明いただく時間を増やすとともに、新たに愛
媛大学国際連携推進機構よりご説明いただきました。
今回は22名の方からお申込みがありましたが、仕事上
の都合で当日やむを得ぬ欠席もあり、12名の方にご出
席いただきました。
　今後とも、講座テーマや運営方法などについて充実
を図り、より多くの方にご出席いただける内容にして
いきたいと考えております。
　
３．受講者のご感想、ご意見
　各コースの終了時に、受講者の方にアンケート調査
へのご協力をお願いし、率直なご意見やご感想をいた
だきました。主な結果は、以下のとおりです。

（１）総合的評価

　 基礎
コース

輸出入実務者
コース

英文契約書・
入門編コース

経営者
コース

大変良い 23名 10名 18名 2名
まあ良い 11名 14名 5名 4名
普通 1名 4名 0名 3名
あまり良くない 0名 1名 0名 0名
良くない 0名 0名 0名 0名

計 35名 29名 23名 9名

（２）受講目的

　 基礎
コース

輸出入実務者
コース

英文契約書・
入門編コース

経営者
コース

現在、
業務に必要 20名 20名 20名 4名

今後、
業務に必要 13名 8名 3名 3名

一般的な
知識として ２名 0名 0名 2名

計 35名 28名 23名 9名

（３）講義内容や運営に関するご感想、ご意見
　【良かった点】
　・時間・内容ともに大変良かった
　・講師の話し方が聞きやすく、実例も良かった
　・演習問題、穴抜資料のお蔭で楽しく受講できた
　・資料は細かく分かり易く、まとまっていた
　・実例、ディスカッションもあり大変良かった
　・契約書作成、注意ポイントが事例で良く分かった
　・世界の貿易に関する情報を知ることができた
　・様々な助成金を知り、機会があれば活用したい
　【改善して欲しい点】
　・語彙、略語一覧があればよかった
　・各講座の終わりにQ&Aを設けてほしい
　・各講義内容が重複している
　・初心者には理解できない、進行が速すぎる
　・時間に対して、内容量が多すぎる
　・パワーポイントの字が小さくて見え難い

（４）関心のある国・地域とジャンルやテーマ
　【国・地域】
　・中国、韓国、台湾、シンガポール、ASEAN諸国
　・米国、EU諸国、イギリス、オーストラリア
　・ エストニア、アゼルバイジャン、イスラエル、マ

ラウイ、ラトビア、タンザニア等
　【ジャンル・テーマ】
　・東南アジア各国の規制、カントリーリスク
　・HACCP認証取得、ハラル等
　・中古自動車、自動車部品、バイクの輸出
　・海外事業展開事例
　・衣類、食品、健康食品、御菓子等の輸出入
　・越境ECの活用
　・知財（特許調査の方法）について
　・海外展開のための人材育成
　
　ご参加いただいた皆様の、ご感想やご意見をそのま
ま記載しております。次回以降の講座実施の課題とし
て、さらに改善を図って参りますので、今後とも本講
座の活用をよろしくお願いいたします。
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