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高度外国人材の雇用促進について

愛媛経済同友会
代表幹事　山本　恒久

　労働力人口の減少や産業構造の変化など、経営を取り巻く環境が大きく変化する中で、持続的な経済

発展を目指すためには、技術革新と併せて、女性、高齢者、外国人などの多様な人材の能力発揮を促進

するとともに、柔軟で多様な働き方を実現し、生産性の向上を図っていかなければならないと考えてい

ます。

　この中で、外国人材については、外国人労働者の受け入れを拡大する改正出入国管理・難民認定法の

今年４月の施行もあって、各地域において積極的にその受け入れを図っていこうとする動きがあります。

　愛媛経済同友会では、創立50周年を契機に策定した10年ビジョン「『愛媛プライド』を醸成し　愛媛

の豊かな未来へ挑戦」の実現に向けて、「人が生きる」「人が育つ」「人がつながる」の３つのコンセプ

トに基づき各種活動を展開しているところでありますが、このうち「人がつながる」ための連携の強化

策として、「国際社会との連携」を掲げ、「労働力の確保の観点からも、国際社会との連携は地域経済に

とって不可欠である。」と謳っています。

　これを受け、当会海外市場・人材委員会では、グローバル人材や海外市場、更には高度外国人材につ

いて調査・研究しているところであり、先般、２月４日からは、カンボジア及びミャンマーへの７日間

の視察研修を実施しました。私もこの視察研修に参加し、技能実習生の面接見学や現地政府、在日本大

使館訪問などで、外国人労働者の受け入れに関しての問題点等について学んで参りました。

　現在、日本の賃金水準が日本のライバル国となりつつあるアジア諸国に比べ突出しているとは言い難

くなってきており、労働力不足の問題も出てき始めた国もあって、アジアの中でも人材獲得競争が激し

くなってきているうえ、国内においても、賃金水準の高い首都圏に外国人労働者が集まるのではないか

と危惧しています。

　このため、愛媛経済同友会では、この春からJETROと協働で、「外国人材から働く場所として選ばれ

る愛媛に向けて」何が問題なのかなどの現状把握や、どういった取り組みをしていくのか、対外的な発

信をどうしていくのか等について意見交換を開始したところです。

　この結果、働く場所として外国人労働者から選ばれる愛媛になることで、定住人口の増加、地域の活

性化、地域のグローバル化が期待され、外国人材のみならず日本人の県内就職にもつながり、愛媛経済

同友会が大きな課題として取り組んでいる地方創生にも寄与していくものと考えています。
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台湾・インドネシア
経済交流ミッションについて

愛媛県 経済労働部 産業政策課 スゴ技グループ

１．はじめに
　日本企業にとって、人口減少に伴う将来の国内市場
の縮小を補うためには、海外からのグローバル需要の
取り込みが重要な課題であることから、愛媛県では、
本県企業と海外企業とのマッチング商談会の実施や、
海外の国際展示会における県ブースの出展など、積極
的に企業の海外展開を支援しています。
　これらの支援の一つとして、県では、経済団体や地
元金融機関と連携し、これまで台湾、インドネシア、
ベトナム、タイ、ミャンマー、フィリピン、カンボジ
アなど、経済成長著しい東南・東アジア各国への経済
交流ミッション派遣を実施しています。経済交流ミッ
ションを通じて、本県企業と現地企業とのマッチング
機会を創出するとともに、県が現地の政府機関等（タ
イ工業省、フィリピン経済特区庁及びベトナム・ドン
ナイ省等）と「経済連携に関する覚書」を締結するな
ど、本県企業が現地でビジネスをしやすい環境づくり
に努めています。
　海外での事業展開は、法律や商習慣等が異なるなど、
企業にとってリスクが少なくありません。県では、今
までに構築した現地ネットワークを活用して、本県企
業に信頼できる相手との商談機会を提供することで、
リスクを軽減した効果的なビジネスマッチング等が行
えるよう取り組んでいます。
　先般、今年の１月13日から19日にかけて、県商工会
議所連合会が台湾で実施した経済交流ミッションに県
も参加するとともに、多くの本県企業が活躍するイン
ドネシアにおける政財界要人や地方政府との関係構築
のため、ジャカルタ及び南スラウェシ州を訪問しました。
　
２．台湾訪問の概要

（１）台湾について
　親日として知られる台湾ですが、台湾から見て、日
本は第３位の貿易国であり、経済的にも主要なパート
ナーとなっています（台湾の日本との貿易総額は627
億ドル（2017年台湾財政部））。台湾と日本の企業文化

が比較的似ており、お互いにビジネスモデルを大きく
変える必要がないという点もプラスポイントです。
　日本と台湾の間では、多くの分野でビジネスアライ
アンスが進展しており、双方の市場でのビジネスに限
らず、日本と台湾の企業が協力して中国市場への参入
を果たす事例も増えています。また、中国だけでなく
東南アジア市場を狙った日台企業間の連携も今後増加
すると予測されており、グローバル需要を取り込みた
い日本企業にとって重要な国・地域の一つとなってい
ます。

（２）経済交流ミッションについて
　長年にわたり幅広い分野での交流を積み重ねた結
果、本県との間の定期便の今夏就航が決まった台湾で
は、今後の更なる交流拡大に向けて、知事が「スゴ技」、
「すご味」、「すごモノ」をはじめ、観光コンテンツ、
県産材、花きといった本県の魅力を総合的にトップ
セールスする「愛媛PRプロモーション」を開催しま
した。当日は、製造業者や輸入商社、小売店等の80名
を超える現地関係者が来場し、トップセールス後は、
各PRブースでの商談を行いました。

　また、平成29年度に県と業務協力覚書を締結した「台
日産業技術合作促進会」の協力を得ながら、本県もの
づくり企業による現地企業との訪問型ビジネス商談会
等を実施したほか、台湾政府の林佳龍交通部長（日本
の国土交通大臣に相当）やエバー航空、台湾最大手の

愛媛PRプロモーション
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高速バス会社である國光客運、現地で人気の書店・セ
レクトショップを運営する誠品等を訪問し、定期便を
活用した観光やビジネス等の相互交流の活性化に向け
た意見を交わすとともに、今後の連携に向けた種まき
を行いました。
　定期便就航により相互往来の利便性が飛躍的に向上
することとなります。県では、この路線が観光のみな
らず、ビジネス路線としても成長していけるよう支え
ていきます。
　
３．インドネシア訪問の概要

（１）インドネシアについて
　世界４位の約２億６千万人の人口を抱える大国のイ
ンドネシアには、安価な労働力や巨大な市場、堅調な
経済成長（年平均５％程度）を背景に、1,500社を超
える多くの日本企業が進出しています（JETRO調査）。
これまで同国への投資は製造業中心でしたが、経済成
長に伴う国民所得・賃金の向上により、同国の巨大市
場をターゲットとした非製造業の進出が増えています。
　インドネシアにとって日本は最大の投資国であり、
両国においては、経済面での緊密な関係に加え、近年
は文化交流・観光分野における関係の広がりも見せて
おり、現地では、Ｊポップ（JKT48）、漫画、アニメ
等のサブカルチャーも人気となっています。

（２）経済交流ミッションについて
　ジャカルタにおいて、県では本県企業と一緒に、ユ
スフ・カッラ副大統領やシティ・ヌルバヤ環境・林業
大臣、ラフマット・ゴーベル日本担当特使（元商業大
臣）と面談を行い、インドネシアで活動する企業の紹
介や支援依頼など、本県企業への側面支援を行いまし
た。面談では、日本企業の技術や人材育成等に関して
高い関心が示され、中国をはじめとする国々がインド
ネシアへの投資を強めるなか、信頼のおけるパート
ナーとして日本への期待の高さが伺えたところです。
加えて、本県ものづくり企業による現地企業との訪問

型ビジネス商談会により、企業の販路開拓を支援した
ほか、現地に拠点を有する本県企業を訪問し意見交換
を行いました。
　更に、民間企業や教育機関を中心に本県との交流が
深められてきた南スラウェシ州（人口約900万人）を
訪問し、将来の姉妹提携も見据えて、本県と同州との
間で、人材、貿易、観光、農業、畜産、水産、教育、
文化、スポーツ等の幅広い分野で両地域の関係強化を
図ることを盛り込んだ「趣意確認書」を締結しました。
　趣意確認書を締結した会場では、同州の多彩な産品
の紹介を受けるとともに、会場に詰めかけた200名を
超える政財界要人、州政府職員及び企業等から手厚い
歓迎をいただき、同州からの大きな期待を感じたとこ
ろです。

カッラ副大統領面談

南スラウェシ州との趣意確認書締結

４．おわりに
　親日として知られる台湾とインドネシアは、既に多
くの本県企業が進出しており、また、ビジネスチャン
スをつかもうと新たな企業の進出意欲も高い地域です。
　今回の訪問を機に、現地政府関係機関と本県の双方
が、強固なパートナーシップのもと、本県企業の海外
展開をサポートすることにより、本県経済の活性化に
寄与する好循環がもたらされるよう、しっかりと本県
企業の「補助エンジン」としての取組みを進めていき
たいと考えています。

台湾政府　林交通部長訪問
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　イギリスの湖水地方にあるダルメインで開催されて
いる世界最大級のマーマレードのイベントである『世
界 マ ー マ レ ー ド 大 会 』（ 正 式 名 称：The World’s 
Original Marmalade Awards & Festival） の『 ダ ル
メイン世界マーマレードアワード＆フェスティバル日
本大会』（以下、『世界マーマレード日本大会』）が八
幡浜市で開催されます。

１．『世界マーマレード大会』とは
　この『世界マーマレード大会』（注１）は、イギリスの
国民食であるマーマレードの伝統と文化を再興させた
いという主催者（注２）の思いから英国で世界中のマー
マレードの品評コンテストが始まったものであり、
2006年以降毎年開催され、最初はほんの数十瓶であっ
た出品も14年目となる現在では、　世界40か国以上か
ら3,000個を超えるマーマレードが集まる人気イベン
トに成長しています。

The World’s Original Marmalade Awards & Festival

２．『世界マーマレード日本大会』開催の経緯
　この『世界マーマレード大会』では、日本からの出
品も多く、質も高いことから日本での開催が期待され
ていました。また、2017年大会では、鶴岡駐英大使が
来賓として招かれるなど日本が注目を浴びました。ま
た、同大会では八幡浜市の株式会社アトリウムが金賞
を受賞し、同社代表の國分美由紀氏が表彰式に出席し
た際に、現地の大会事務局から日本大会の開催を待望
していることを聞き、八幡浜市への大会招致を呼びか

けました。これを機に八幡浜市では、在日英国大使館
を通じて主催者に開催意欲を伝え、『ダルメイン世界
マーマレードアワード＆フェスティバル日本大会』の
八幡浜市での開催が決定しました。

３．『世界マーマレード日本大会』の概要
（１）開催趣旨
　○ 　英国の湖水地方、ダルメインで2006年から開催

されているマーマレードの世界大会を、イギリス
連邦に属する国以外では初めて日本に誘致し、日
本国内においてマーマレードを作ること、あじわ
うことの裾野を広げる。

　○ 　世界中、日本中から寄せられる手作りのマーマ
レードの普及を通じて、マーマレードを作ること
の楽しさ、工夫を発揮することの面白さ、様々な
材料の組合せがあることについて広く浸透させる。

　○ 　開催にあたっては、イギリス本国のように、様々
なイベント等を通じて、地域を盛り上げ、親しみ
やすい行事となるよう努める。

　○ 　日本を代表する柑橘の産地である、愛媛県八幡
浜市で開催することから、愛媛産、八幡浜産の柑
橘類のブランドイメージの一層の向上を図る。

（２）大会の目的
　○ 　国内・国外を通じてマーマレード文化の振興と

マーマレード生産の質の向上を図る。
　○ 　マーマレード作りの歴史と技術について、学習

する機会を設ける。
　○ 　小規模な生産者の育成を図る。
　○ 　地方への観光を促進する。
　○ 　ホスピスケアまたは他の慈善事業に対し経済面

から支援する。
　○ 　英国をはじめとする参加各国との友好・親善を

図る。
（３）実施概要
　この日本大会は、2019年５月12日（日）から19日（日）
までの開催が予定されており、18日（土）夜にプロの部、
19日（日）朝にはアマチュアの部の表彰式が八幡浜市道

ダルメイン世界マーマレードアワード＆
フェスティバル日本大会 in 八幡浜

愛媛県産業貿易振興協会
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の駅「みなっと」で行われます。また、それに先立つ
５月８日（水）と９日（木）には審査会が実施されます
が、この審査会では、審査員として、英国大会の審査
員２人のほか、料理人の落合務氏、陳建一氏、パティ
シエの鎧塚俊彦氏ら計10名の就任が決定しています。
詳細は以下のとおりです。

【主催】
　 ダルメイン世界マーマレードアワード＆フェスティ

バル日本大会実行委員会
　 （事務局：八幡浜市役所内）

【会場】
　○審査会場
　　旧白石和太郎洋館
　○表彰式会場・メイン会場
　　 道の駅・みなとオアシス「八幡浜みなっと」およ

び周辺施設
　○関連イベント
　　市内一円

【日程】
　2019年５月12日（日）～19日（日）
　○審査
　　５月８日（水）、９日（木）
　　各部門ごとに、金・銀・銅賞を決定。
　○表彰式
　　５月18日（土）　夜　プロの部
　　５月19日（日）　朝　アマチュアの部

【協賛】
　全国および愛媛県内の多くの企業や農業協同組合等

【後援】
　 駐日英国大使館、外務省、愛媛県、八幡浜市、農林

水産省（予定）

４．PR活動およびプレイベント
　この日本での大会開催に際して、大会実行委員会で
は、以下のような各種PRイベントを実施しています。

（１）日本大会キックオフレセプション：英国
　【日時】2019年１月17日
　【会場】在英国日本国大使館
　【主催】『世界マーマレード大会』英国主催者
　八幡浜市での日本大会開催に先立ち、今年１月にロ
ンドンの在英国日本国大使館において、日本大会の成

公式ホームページ　http://marmalade-festival.jp

在英国日本国大使館でのレセプション
英国大会主催者ジェーン・ヘーゼル・マコッシュ氏（右から二人目）

鶴岡在英国大使（右）、大城八幡浜市長（左から二人目）
今岡日本大会事務局長（左）

在英国日本国大使館レセプションでの八幡浜ブース

在英国日本国大使館レセプションでの八幡浜ブース
日本大会開催を提言された國分美由紀氏（手前）
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功に向けたレセプションが開催されています。同レセ
プションでは日本から大城八幡浜市長はじめ、本大会
事務局長である八幡浜市の今岡企画財政部長や、
2017、2018年の世界大会で連続して金賞を受賞され、
今回の日本大会開催を八幡浜市に働きかけられた國分
美由紀氏、2018年に最高賞を受賞された二宮従子氏と
斉子氏が参加され、現地側からは『世界マーマレード
大会』の英国での主催者ジェーン・ハセル・マコッシュ
氏、鶴岡公二在英国特命全権大使など多くの関係者が
参加されるとともに、八幡浜やダルメインの物産ブー
スも設置され、日英の関係者が一堂に会して一致団結
する機会になったとのことです。　

（２）日本大会キックオフレセプション：日本
　【日時】2019年２月17日
　【会場】ベルサール八重洲（東京都中央区）
　【主催】日本大会実行委員会
　日本大会実行委員会では、今年２月にも英国でのレ
セプション実施に続いて、八幡浜市での日本大会開催
に関してメディア関係者への周知を図るとともに、日
本大会の協力者、運営関係者の相互理解を深めるため、
国内でのレセプションを東京都内で開催しています。

（３）その他
　英国や東京都内でのレセプションのほか、国内での
PR活動として、松山市内の公共施設や大型ショッピ
ングセンターでの試食・販売等のイベント開催や八幡
浜市・東京・大阪でマーマレード作り教室を開催して、
大会受賞者によるデモや体験教室を実施しています。

５．出品応募
　『ダルメイン世界マーマレードアワード＆フェス
ティバル日本大会実行委員会』（事務局：八幡浜市役
所内）では、今回の『ダルメイン世界マーマレードア
ワード＆フェスティバル日本大会』の開催に際して、
プロおよびアマチュアからのマーマレード出品を以下
のとおり募集しています。

（１）応募期間
　2019年３月１日（金）～４月14日（日）
　※当日必着

（２）提出先
　〒796−8501　愛媛県八幡浜市北浜１−１−１
　八幡浜市役所　農林課 
　世界マーマレード大会準備室

（３）審査方法
　英国大会の審査員、その他各界で活躍されている
方々が集まり、見た目や香り、味などをもとに審査を

行います。
（４）応募要件等
　応募要件については、プロの部とアマチュアの部ご
とに、「応募者の要件」や「応募作品の要件」などの
要件が定められています。応募要件はじめ詳細につい
ては、以下の公式サイト【募集要項】を参照。
　http://marmalade-festival.jp/4155-2.html
　
　今回の『ダルメイン世界マーマレードアワード＆
フェスティバル日本大会』の八幡浜市での開催にあ
たって、八幡浜市ではマーマレードが繫いでくれた
「日・英」、「八幡浜・ダルメイン」の絆であり、この
関係をさらに経済、産業、文化、教育など、多岐にわ
たる国際交流へと成長させていきたいとしています。

（注１）大会の歴史
　この『世界マーマレードアワード＆フェスティバル』
は、ダルメインの12代目当主の妻であるジェーン・ヘー
ゼル・マコッシュさんが屋敷に代々伝わるレシピを発
見したことを機に、2006年から始めたマーマレードの
品評コンテスト。

（注２）ダルメインの概要
　マコッシュ家が1675年から代々受け継いできた屋
敷と庭と広大な領地で、NHKのドキュメンタリー番組
でも『魔法の庭、ダルメイン』として紹介されている。

大会公式ロゴ

『世界マーマレード大会』が毎年開催される
イギリス湖水地方、ダルメインのヘーゼル家屋敷
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　2018年夏号にて掲載させていただきました「松山圏
域中小企業販路開拓市2019」（３市３町：松山市、伊
予市、東温市、松前町、砥部町、久万高原町）が開催
されました。
　当日（１月17日）は、松山市総合コミュニティセン
ターにおいて、松山圏域の食材・食品を扱う事業者40
社（うち17社が新規）と県内外の百貨店や大手流通業
者等35社（うち14社が新規）が一堂に会して、昨年度
を超える373件の商談を行うことができました。
　

【本商談会の特徴】
　この商談会は、食品に特化した商談会であり、売り
手事業者が出展ブースを構えて商談相手が来るのを待
つ従来型の形式ではなく、全国各地から招聘した百貨
店・スーパーなどの買い手事業者がブースを構える「逆
商談会形式」で、売り手事業者にとっては、普段アポ
イントの取りにくい大手バイヤーと効率的に商談がで
きます。
　また、当日は事前に買い手及び売り手双方から要望
を聞き、事前マッチングを行い、商談スケジュールで、
基本的に１商談25分間で実施され、効率的に各バイ
ヤーと熱心に商談を行いました。
　さらに、専門家によるFCP（商談用の統一シート）
の書き方や事例を基にした商談ポイントを学ぶ「事前
対策セミナー」も開催しました。
　

【今回の売り手事業者の特徴】
　３年目を迎えて、初めて参加者が40社を超え、その
うち半数程度は新しい事業者の参加となりました。具
体的には、農薬も肥料も使わず育てられたしいたけが
瓶詰されているものでイタリアンシェフと協同で開発
した商品や全国でも珍しい機械を一切使わず、石臼を
廻し、直火で豆乳を炊く製法で作った寄せ豆腐など、
素材や製造方法にこだわりのある地元の加工品が出展
されました。
　

【買い手事業者の特徴～海外バイヤーを中心に】
　今年度は、北は北海道から南は沖縄まで、全国津々

「松山圏域中小企業販路開拓市 2019」開催結果と
TJ Connect Fair 2019

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）

松山圏域中小企業販路開拓市
買い手事業者一覧表（35社）

【県外：21社】
No. 事業者名 都道府県名
１ 伊藤忠食品株式会社 東 京 都
２ 国分首都圏株式会社 東 京 都
３ 株式会社エトワール海渡 東 京 都
４ 株式会社マルシェフーズ 大 阪 府
５ 株式会社高山 東 京 都
６ タカ食品工業株式会社 福 岡 県
７ 株式会社三越伊勢丹 東 京 都
８ 株式会社大丸松坂屋百貨店 東 京 都
９ 株式会社そごう・西武　 東 京 都
10 株式会社東急百貨店 日吉東急avenue 神奈川県
11 生活協同組合コープさっぽろ 北 海 道
12 株式会社魚長食品 北 海 道
13 株式会社サカガミ 東 京 都
14 株式会社紀ノ國屋 東 京 都
15 株式会社代官山ワークス 東 京 都
16 株式会社サニーマート 高 知 県
17 株式会社トキハインダストリー 大 分 県
18 株式会社リウボウストア 沖 縄 県
19 千登勢商事株式会社 香 川 県
20 株式会社はせがわ酒店 東 京 都
21 株式会社錦屋商事 宮 崎 県

【県内：10社】
No. 事業者名 市町名
１ 株式会社伊予鉄髙島屋 松 山 市
２ 株式会社松山三越 松 山 市
３ 株式会社フジ 松 山 市
４ DCMダイキ株式会社 松 山 市
５ コープしこく 松 山 市
６ 株式会社セブンスター 松 山 市
７ 株式会社タカヨシ 松 前 町
８ 株式会社瀬戸内しまなみリーディング 今 治 市
９ 株式会社47CLUB（愛媛新聞社） 松 山 市
10 株式会社古湧園 松 山 市

【海外：４社】
　 No. 事業者名

ベトナム １ 株式会社イークラフトマン

台　　湾　
２ 樂之味股份有限公司
３ 沐光有限公司
４ 安永生活事業股份有限公司
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浦々のバイヤーが集まったほか、海外枠として４社の
バイヤーが参加しました。
　また、本商談会には小規模事業者の参加も多いため、
県外だけでなく、県内のバイヤーにも参加を呼びかけ
るとともに、食品メーカーやインターネット通信販売
など、幅広い分野から招聘しました。
　なお、「えひめトレード＆トレンド」の読者は、貿
易関係者が多いため、ここからは、当日の海外バイヤー
に焦点を当て、リポートしたいと思います。
　本商談会では、海外バイヤーには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引も
安心です。今回は、日本の大手企業でバイヤーをして
いた経歴を持ち、現在は台湾在住の日本人バイヤーも
いて、日本と台湾の両方の視点から参加者に助言等を
していました。
　また、スーパーマーケットを展開している台湾バイ
ヤーが注目していたのは瀬戸内の温暖な気候で育った
海産物で作られた加工品でした。気になる商品を試食
しながら、加工方法や賞味期限、包装の密封性などに
ついて売り手事業者に質問する一方、売り手事業者が
提案した商品に対して、逆提案もしており、新たな発
見にも繫がったようでした。
　さらに、ベトナムのバイヤーからは「海外消費者向
けの説明資料や販促ツールがあれば」「ハーフサイズ
やお試しサイズがほしい」と、取引に向けて前向きな
ご意見もありました。

【商談後のきめ細かなフォローアップ＆成果】
　また、この商談会に参加した売り手事業者を対象に、
後日、フォローアップセミナーも開催しています。当
日のアンケートを基にして、バイヤーから見た商品評
価や、商談内容についての振り返りを行い、今後のア
クションや商品のブラッシュアップについて、専門の
コーディネータからアドバイスを行うほか、個別相談
会（予約制）も開催し、中小企業・小規模事業者が次
のステップに羽ばたくための後押しをしています。
　その結果、これまで大手商社や百貨店等と取引に
至った事例も出ており、今回の商談会後３月には、台
湾バイヤーが、売り手事業者と継続的に商談するため
来県されました。
　以上、「松山圏域中小企業販路開拓市2019」開催結
果を御報告しましたが、今年度も、継続を検討してお
り、商談会や展示会に参加したことがない方でも安心
して参加できますので、ぜひご検討ください。（なお、
松山圏域の３市３町の事業者に限ります。）
　最後に、今年度、台湾で開催される総合商談会の御

紹介をさせていただきます。本市の経済交流のパート
ナーである政府系機関の「財団法人資訊工業策進会」が
主催する日台産業マッチングイベント「TJ Connect 
Fair 2019」（2019.11.28～30）が開催されます。
　この「TJ Connect Fair 2019」は、商談会や産業技
術交流、地方自治体PR、地方観光物産展示などを集
結した総合商業博覧会であり、100社を超える日本企
業と様々な分野の台湾企業が商談を行う予定です。出
展申し込み期限は４月30日になっています。詳細は以
下のサイト等をご参照いただきご興味のある方は標記
事務局までご照会ください。

【TJ Connect Fair 2019】
　http://www.tjconnect.tw/doc/TJconnectPR1.pdf

TJ Connect Fair 2019
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　ASEAN諸国の一つであるフィリピン共和国は、
１億人を超える人口と約23歳という平均年齢の若さを
背景に、近年６％を超える経済成長が続いています。
これまでは先進国にとって、安価で豊富な労働力の送
出し元としての側面ばかりが注目されていましたが、
最近では投資先や消費市場としても魅力を増しつつあ
ります。
　そこで今回は、昨年11月に視察したフィリピンにつ
いて、現状と課題、中でも進出企業にとって影響が大
きい税制改正を中心にレポートいたします。
　なお、本レポートが掲載される2019年４月には改正
状況が変化している可能性があることをご了承下さい。
　
１．基本情報

国　　名 フィリピン共和国
人　　口 １億98万人（2015年推計）
面　　積 30万㎢
民　　族 マレー系95％、中国系1.5％
言　　語 フィリピノ語、英語（公用語）

宗　　教
カトリック系約80％、その他キリスト教
約10％、イスラム教５％（アジア最大の
キリスト教国）

政　　体 立憲共和制
日本からの距離 飛行機で約４～５時間

通　　貨 ペソ（１ペソ＝約２円）
実質GDP成長率 6.7％（2017年）

１人当たり
名目GDP 3,099ドル（2018年）

　フィリピンは７千を超える島々から構成されてお
り、国土は日本の面積の約80％、人口は2015年当時で
日本とほぼ同程度の１億98万人と推定されますが、
2030年頃には日本の人口を逆転することが予想されて
います。首都マニラ市の周辺まで含めたマニラ首都圏
に全人口の約４割が集中しており、また１人当たり
GDPは、全国平均が３千米ドルであるのに対し首都
圏では３倍の９千米ドルなど、首都圏一強が顕著です。
　2016年５月に当選したドゥテルテ大統領は、大統領
選挙中の過激な言動から「フィリピンのトランプ」と
も言われ、日本でも話題になりましたが、前アキノ政

権が政策立案力は高かったものの実行力がなかったの
に対し、現政権は前政権の政策を引継いだ上で高い実
行力を示しています。特に汚職、麻薬、テロ対策は大
統領が直接指揮した結果、治安が良くなったことを理
由に意外と富裕層、女性から支持されています。

マニラ市マカティ地区
（フィリピンのウォール街との呼ばれる経済の中心）

２． 産業上の特徴
　発展途上国には珍しく、製造業の比率が約４分の１
であるのに対し、サービス業が約６割とサービス業の
比率が高い産業構成です。国内には８つの有力企業グ
ループ（＝財閥）があり、スペイン系２グループを除
くほとんどは福建省にルーツを持つ華人系ですが、中
国大陸企業との対抗上、フィリピン人であることを自
負しています。
　外貨を稼ぐ柱は、①組み立て加工輸出、②サービス
の輸出、③海外就労者（Overseas Filipino Workers
＝OFW）による送金です。特に③は、人口の約10％
にあたる10百万人のOFWが年間約３兆円（GDPの約
10％）を海外から送金しており、フィリピンのGDP
の約７割を占める消費活動を支えています。
　①の組み立て加工輸出は、主に日系企業によるもの、
また②のサービスの輸出は、日系企業によるソフト
ウェア開発と欧米系企業によるコールセンター運営が
中心です。しかしながら、将来的なAIによる自動化
の進展に備え、今後も経済成長を持続させるためには
より高付加価値なサービス分野への転換が求められて
います。具体的には、給料が高くて英語が使える環境
を好むというフィリピン人の特徴を活かして、例えば
グローバルな人材の育成と活用を目的としたビジネス
が期待されており、すでに日系船舶会社による船員養
成学校設立や、日系プラント企業によるエンジニア養
成などの動きがあります。
　経済成長に伴い平均所得が上がるにつれて日本食市
場も拡大し、マニラ首都圏の日本食レストラン数は
2012年から2018年までの６年間で124軒から466軒と約

フィリピン経済の現状と
� 進出への課題

株式会社伊予銀行　香港駐在員事務所
所長　菅　　正也
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3.8倍に増加しています。ただし、日本食材の正規輸
入量は限られているため、「担ぎ屋」と呼ばれるハン
ドキャリーに頼っているのが現状ですが、この先、日
本の味を知った高所得のフィリピン人が増えるとハン
ドキャリーにも限界が来ると思われ、昔ながらの方法
から脱却する過渡期と言えます。

大型スーパーに並ぶ色とりどりのフルーツ

３．進出企業にとっての魅力と課題
（１）人材面
　国民の平均年齢が約23歳と非常に若く、豊富な労働
力を有する反面、政府には職を提供しなければならな
いという悩みがあります。一方で、進出企業から見れ
ば、競争力のある人件費ですぐに人を集めることが出
来るという利点もあります。また、一般的にフィリピ
ン人はプライドが高く見栄っ張りですが、人柄は温和
で、何より英語でのコミュニケーション力が高い、と
いうASEANの中でも優位性ある人材です。
　特に、昔から介護という職種があるのは東南アジア
でフィリピンだけであり、人と人が接する職種に関し
ては、基本的に適応力が高い国民であると言われてい
ます。

（２）インフラと政権運営
　フィリピン政府として、1980年代から90年代の政治
的混乱期に他国へ流れた製造業を取り戻したいとの思
いがある一方で、マニラ市周辺の大渋滞や電気代の高
さに象徴されるように、インフラ面は依然未整備のま
まです。また政権が変わるたびに局長クラスまで入れ
替わるため政策の連続性がない、などの社会構造的な
問題点は進出企業にとっての課題の一つです。

（３）正規社員化の圧力
　現政権による正規社員増加方針により、各企業は正
規化計画を政府へ提出し、計画に沿って派遣社員数を
減少させる代わりに見習いを経て正規社員になれる
チャンスがある社員を増加させるなどの対応に取り組
んでいます。
　その結果、福利厚生コストの増加や生産量の変化に
対する人員調整の難しさなどの問題点はありますが、

労働局の検査対策上は止むを得ない負担と考えられて
います。

（４）社員とのコミュニケーション
　見栄っ張りな国民性から、人前で注意されるなどプ
ライドを傷付けられると恨まれ、その結果、刑事事件
に発展するケースも少なくありません。そうした事件
に巻き込まれない様、日頃から誕生日ランチや社員旅
行、運動会のほか、キリスト教国として年間最大のイ
ベントであるクリスマス会などのコミュニケーション
活動が重要です。
　
４．税制改正

（１）2018年１月からの税制改正について
　現政権の中長期ビジョンの柱である「貧困の撲滅」
実現に向けた具体的な方法として、①中間層の増加、
②外資企業の参入誘致、③インフラ投資財源の確保を
目的とした税制改正が進んでいます。
　すでに2018年１月１日より、TRAIN 1（Tax Reform 
for Acceleration and Inclusion）による各改正を実施
しています。主な改正点は以下の通りです。
①個人所得税
　 　近年の経済成長にも関わらず、過去20年間改正が

なされなかった個人所得税の累進課税テーブルを見
直しました。低・中間所得層は大幅に減税となる一
方、富裕層は増税となる結果、首都圏マニラの平均
的世帯で年間約10万円の所得増が見込まれます。し
かし、それを上回る物価上昇が進んでいるのが実情
です。

②寄付金
　 　寄付した側への課税率を、25万ペソ（約50万円）

を超える部分について30％から６％へ低減しまし
た。頻繁に発生する税科目ではないため、納付漏れ
が多発していることから、税率を下げて適正に申告
させる目的と思われます。日系企業にとっては、フィ
リピン子会社株式や不動産などの譲渡時に発生する
可能性があります。

③印紙税
　 　ほとんどの項目で税率が２倍に上昇しました。課

税標準が「金額」のため、額面金額や契約金額に応
じて、課税額は無制限となります。また、最終署名
地に関わらず、契約を締結すれば課税という認識の
ため、日比間での契約締結の際、最終署名地が日本
のケースでは二重課税のリスクがあります。

　
　なお、外資誘致に関しては、方針としては打ち出さ
れていますが、現時点では大幅な変更点はありません。
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（２） フィリピン経済特区庁（＝PEZA）登録企業に
対する税務優遇の変更とその影響

①付加価値税課税取引
　 　2018年１月実施の税制改正第１弾では、フィリピン

経済特区庁（＝Phillipine Economic Zone Authority。
以下、PEZA）登録企業において、従来は曖昧であっ
た、書類上は輸出取引だがモノの輸送はフィリピン
国内で行われる場合も明確に付加価値税（以下、
VAT）課税取引として定められ、VATゼロの優遇
措置に代わり、還付システムの確立と実施を前提に、
直接輸出以外の取引は12％ VAT取引とみなされる
こととなりました。

②還付申請
　 　PEZA登録企業では、（輸出を除く売上高−人件

費を除く仕入高）×VAT税率がマイナスの場合、
還付申請をしますが、従来は還付決定までに相当の
時間が掛かっていたうえに、還付率は50％～70％程
度でした。そこで、新たな還付システム確立のため
に、ⅰ）還付申請から90日以内に処理、決定される
こと、ⅱ）ペンディング中の申請が2019年末までに
現金で支払われること、を条件としていますが、こ
れまでの実務から考えて90日以内の決定は困難であ
り、現在の実態として90日以内に「全額否認」の回
答がなされ、企業にとってそのままコストアップに
繫がっています。

（３）税制改正第２弾について
　現在審議中の税制改正第２弾では、法人税率自体は
現在の30％から最終20％まで段階的に減少されます
が、粗利５％課税のPEZA企業にとって改正後は純利
益ベースに対する通常税率となるため、例えば費用の
うち販管費が少ない場合にはほぼ粗利＝純利益とな
り、新税制移行期間後は相当の増税負担が予想されて
います。
　また、PEZA企業へのVAT課税免除についても、
最終輸出企業（売上高の90％以上輸出）以外への免除
が廃止されると、PEZA企業へのサプライヤーに対し、
VAT転嫁分について実質値下げ要請を受ける可能性
があります。
　こうした改正の動きは、投資誘致機関毎に異なる税
制優遇措置の統一化を目的とするものですが、日本と
してはフィリピン政府に対し、PEZAのワンストップ
機能の維持と移行期間の10年以上への延長を要望して
いるところです。

（４）企業の反応
　これまでPEZA企業に対する税務優遇は、条件を満
たす限り永久継続することが前提でしたが、今回の税
制改正の動きを受けて日系大手企業の中には、億単位

の追加投資を保留した企業もあります。日系企業によ
る追加投資は、フィリピンにとって雇用拡大の機会で
もあることを考えると、中間層の増加を目指しながら
その機会を逃しており、フィリピン政府の思惑と逆の
流れが見られます。一方で、他の拠点が手一杯でフィ
リピンしか選択肢がない、という日系企業は追加投資
をする動きも見られます。
　フィリピン政府として産業の裾野拡大を目指して税
制優遇で企業を誘致しながら、売上に占める輸出が
90％以上の企業に対しても増税しようとする今回の改
正は、進出企業にとって大変違和感があるようです。
またVAT還付作業にもかなりの事務負担が見込まれ
るなど、改正第２弾の法案が通過すれば、フィリピン
の魅力が減少することも予想されますが、最終的には
ドゥテルテ大統領の決定次第です。
　
５．おわりに
　フィリピンは、東南アジア諸国の中で早くからスペ
イン人に発見された幸運を背景に、今に続くヨーロッ
パ風文化やキリスト教がもたらされたものの、スペイ
ン、米国、日本と統治者が変わる都度、戦火に焼かれ、
また独立以降も、独裁政権の登場や国内の混乱により
国としての発展は大幅に遅れてしまった歴史がありま
す。そうした過去がありながら、日本の援助で造られ
た鉄道や幹線道路の他に、首都マニラの一画には近代
的な高層ビルが建ち並ぶなど、ここ数年の経済成長が
形となって表れ始めています。
　フィリピン全体で見ると確かにインフラ面での課題
は多く、また政権運営や制度改正に不安定さが感じら
れる面もありますが、１億人以上の人口と約23歳とい
う平均年齢の若さは、少子高齢化に伴う労働力不足や
消費縮小に悩む日本の企業にとって、人材の確保先と
して、また将来的な消費地として、魅力的な選択肢の
一つとなり得るでしょう。

世界遺産に指定されているマニラ大聖堂
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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 2019」の発行

愛媛県産業貿易振興協会 

　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の状況（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2019」（当協会HP）
　http://www.ehime-sanbokyo.jp/
〇「愛媛県の貿易関係企業」（ジェトロ愛媛HP）
　https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/ehime/company.html

１．調査の概要
（１）アンケート調査結果

今回調査 （前回調査）
送付先数 671社 （680社）
回答数 638社 （665社）
回答率 95.1% （97.8%）
有効回答数（リスト掲載企業数） 612社 （622社）
有効回答率 91.2% （91.5%）

（２）調査実施期間
　2018年11月～12月
　（前回調査　2017年11月～12月）

（３）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
（４）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
（１）貿易取引
　Ａ．貿易を行っている企業

（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 409社
　うち輸出取引企業
　（うち輸出取引のみ）

294社
（128社）

286社
（122社）

　うち輸入取引企業
　（うち輸入取引のみ）

281社
（115社）

287社
（123社）

輸出・輸入とも 166社 164社

　Ｂ．取引形態別の輸出入取引の状況
（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 110
（112）

36.3 
（39.1）

133 
（137）

46.2 
（47.7）

間　　接 93 
（88）

30.7 
（30.8）

75 
（75）

26.0 
（26.1）

直間併用 94 
（80）

31.0 
（28.0）

77 
（72）

26.7 
（25.1）

無 回 答 6 
（6）

2.0 
（2.1）

3 
（3）

1.0 
（1.1）

計 303 
（286）

100.0 
（100.0）

288 
（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）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 263（258） 51.1 （49.4）
北　米 97 （90） 18.8 （17.2）
欧　州  73 （79） 14.2 （15.1）
中南米 20 （22）  3.9 （4.2）
オセアニア  36 （41） 7.0 （7.9）
中　東  18 （24）  3.5 （4.6）
アフリカ   8 （8） 1.6 （1.5）
計（延企業数） 515（522） 100.0（100.0）

輸
　
　
　
入

アジア 237（245） 56.8 （58.6）
北　米  59 （57） 14.1 （13.6）
欧　州  63 （61） 15.1 （14.6）
中南米  23 （20）  5.5 （4.8）
オセアニア  24 （24）  5.8 （5.7）
中東 8 （10） 1.9 （2.4）
アフリカ   3 （1） 0.7 （0.2）
計（延企業数） 417（418） 100.0（100.0）
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　Ｄ．国・地域別の輸出入取引状況
（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 140 （136） 12.5 （11.9）
台　湾 115 （114） 10.3 （10.0）
米　国 90 （85） 8.1 （7.4）
韓　国 75 （80） 6.7 （7.0）
シンガポール 71 （72） 6.4 （6.3）
タ　イ 70 （66） 6.3 （5.8）
その他 556 （591） 49.8 （51.7）
計（延企業数） 1,117（1,144） 100.0（100.0）

輸
　
　
　
入

中　国 170 （193） 24.6 （25.3）
韓　国 66 （81） 9.5 （10.6）
米　国 51 （65） 7.4 （8.5）
ベトナム 43 （51） 6.2 （6.7）
タ　イ 43 （44） 6.2 （5.8）
台　湾 42 （55） 6.1 （7.2）
その他 277 （274） 40.0 （35.9）
計（延企業数） 692 （763） 100.0（100.0）

　Ｅ．品目・サービスグループ別の輸出入取引状況
（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

95 
（86）

32.2 
（30.1）

61 
（60）

21.4 
（20.9）

石材・陶磁器 4 
（5）

1.4 
（1.7）

9 
（8）

3.2 
（2.8）

繊維・繊維製品 31 
（24）

10.5 
（8.4）

26 
（28）

9.1 
（9.8）

製紙・紙製品 22 
（22）

7.5 
（7.7）

29 
（28）

10.2 
（9.8）

木材・木製品 6 
（7）

2.0  
（2.4）

11 
（13）

3.9 
（4.5）

化学製品 12 
（13）

4.1  
（4.5）

16 
（17）

5.6 
（5.9）

雑　貨 16 
（10）

5.4  
（3.5）

21 
（19）

7.4 
（6.6）

機械・金属 50 
（53）

16.9  
（18.5）

45 
（43）

15.8 
（15.0）

電気・電子機器 11 
（11）

3.7  
（3.8）

13 
（14）

4.6 
（4.9）

輸送機器 8 
（9）

2.7  
（3.1）

7 
（8）

2.5 
（2.8）

その他品目 16 
（15）

5.4  
（5.2）

18 
（15）

6.3 
（5.2）

総合流通業 5 
（6）

1.7  
（2.1）

11 
（11）

3.9 
（3.8）

運輸・通信・観光 5 
（4）

1.7  
（1.4）

4 
（3）

1.4 
（1.0）

建設・土木 3 
（3）

1.0 
 （1.0）

6 
（6）

2.1 
（2.1）

その他サービス業 11 
（18）

3.7 
（6.3）

8 
（14）

2.8 
（4.9）

取引企業数 計 295 
（286）

100.0 
（100.0）

285 
（287）

100.0 
（100.0）

（注）１社、１業種で計上。

（２）海外進出（海外投資
　Ａ．海外進出の形態

（表５）海外進出の形態
進出形態 海外拠点数 割　合（%）

現地法人 211（208） 81.2 （80.9）
支　　店 13 （10） 5.0 （3.9）
駐在員事務所 36 （39） 13.8 （15.2）
そ の 他 0 （0） 0.0 （0.0）

計（拠点数） 260（257） 100.0（100.0）
海外進出企業数 116（120）

　Ｂ．海外進出のエリア別分布
（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 211（210） 82.7 （81.7）
北　米 22 （23） 8.6 （8.9）
欧　州 9 （9） 3.5 （3.5）
中南米 7 （7） 2.7 （2.7）
オセアニア  　3 （4）   1.2 （1.6）
中　東 　2 （2）  0.8 （0.8）
アフリカ  1 （2）   0.4 （0.8）

計（拠点数） 255（257） 100.0（100.0）

　Ｃ．海外進出の国・地域別分布
（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 88 （89） 34.5 （34.6）
ベトナム 21 （22） 8.2 （8.6）
インドネシア 21 （22） 8.2 （8.6）
米　国 21 （22） 8.2 （8.6）
タ　イ   14 （14） 5.5 （5.4）
韓　国  12 （11）  4.7 （4.3）
台　湾 11 （10） 4.3 （3.9）
香　港 10 （11） 3.9 （4.3）
シンガポール 10 （10）  3.9 （3.9）
カンボジア   9 （7）  3.5 （2.7）
その他  　  38 （39） 14.9 （15.2）

計（拠点数） 255（257） 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）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 18 （15） 15.4 （12.5）
石材・陶磁器 1 （1） 0.9 （0.8）
繊維・繊維製品 11 （13） 9.4 （10.8）
製紙・紙製品 17 （16） 14.5 （13.3）
木材・木製品 1 （3） 0.9 （2.5）
化学製品 5 （5） 4.3 （4.2）
雑　貨 6 （4） 5.1 （3.3）
機械・金属 24 （23） 20.5 （19.2）
電気・電子機器 3 （3） 2.6 （2.5）
輸送機器 2 （2） 1.7 （1.7）
その他品目 11 （8） 9.4 （6.7）
総合流通業 2 （4） 1.7 （3.3）
運輸・通信・観光 7 （6） 6.0  （5.0）
建設・土木 3 （5） 2.6 （4.2）
その他サービス業 6 （12） 5.1 （10.0）

進出企業数 計 117（120） 100.0（100.0）
（注）１社、１業種で計上。
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（３）海外企業との提携
　Ａ．海外提携の形態別内訳

（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 87 （93） 38.2 （38.9）
委 託 契 約 65 （62） 28.5 （25.9）
技 術 提 携 34 （30） 14.9 （12.6）
そ　の　他 42 （54） 18.4 （22.6）

計 228（239） 100.0（100.0）
海外提携企業数 114 （106）

　Ｂ．海外提携のエリア別分布
（表10）海外提携のエリア別分布

エリア 提携件数 割　合（%）
アジア 176（187） 75.5 （78.2）
北　米 16 （14） 6.9 （5.9）
欧　州 28 （24） 12.0 （10.0）
中南米 8 （6） 3.4 （2.5）
オセアニア 3 （4） 1.3 （1.7）
中　東 1 （1） 0.4 （0.4）
アフリカ 1 （3） 0.4 （1.3）
その他 0 （0） 0.0 （0.0）

計 233（239） 100.0（100.0）

　Ｃ．海外提携の国・地域別分布
（表11）海外提携の国・地域別分布

国・地域 提携件数 割　合（%）
中　国  60 （63） 25.8 （26.4）
台　湾  25 （23） 10.7 （9.6）
ベトナム  17 （21） 7.3 （8.8）
韓　国  15 （17） 6.4 （7.1）
米　国  13 （12） 5.6 （5.0）
インドネシア  12 （13） 5.2 （5.4）
タ　イ  11 （10） 4.7 （4.2）
インド  9 （8） 3.9 （3.3）
その他  71 （72） 30.5 （30.1）

計  233（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）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 14 （13） 12.2 （12.3）
石材・陶磁器 3 （3） 2.6 （2.8）
繊維・繊維製品 13 （7） 11.3 （6.6）
製紙・紙製品 7 （7） 6.1 （6.6）
木材・木製品 2 （3） 1.7 （2.8）
化学製品 3 （3） 2.6 （2.8）
雑　貨 10 （7） 8.7 （6.6）
機械・金属 23 （24） 20.0 （22.6）
電気・電子機器 8 （7） 7.0 （6.6）
輸送機器 5 （5） 4.3 （4.7）
その他品目 6 （5） 5.2 （4.7）
総合流通業 3 （2） 2.6 （1.9）
運輸・通信・観光 4 （4） 3.5 （3.8）
建設・土木 4 （4） 3.5 （3.8）
その他サービス業 10 （12） 8.7 （11.3）

計 115（106） 100.0（100.0）
（注）１社、１業種で計上。

（４）外国人の雇用状況
　Ａ．外国人の雇用について

（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 164（168）
関心がある 164 （128）
関心がない 270（311）
本社所管で雇用 14 （15）

計 612（622）

　Ｂ．雇用している外国人の雇用体系別人数
（表14）雇用している外国人の雇用体系別人数

国・地域 技能実習生（人） 社　員（人）
中　国 438 （435） 129（153）
ベトナム 706 （568） 38 （38）
韓　国 0 （0） 22 （15）
フィリピン 64 （26） 9 （7）
インドネシア 51 （47） 2 （3）
タ　イ 21 （18） 7 （7）
マレーシア 0 （0） 3 （3）
台　湾 0 （0） 4 （6）
その他 27 （4） 37 （41）

計（人数） 1,307（1,098） 251（273）

　Ｃ．品目・サービスグループ別外国人雇用企業数
（表15）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 45 （38） 27.3 （22.6）
石材・陶磁器 0 （0） 0.0 （0.0）
繊維・繊維製品 19 （19） 11.5 （11.3）
製紙・紙製品 15 （17） 9.1 （10.1）
木材・木製品 3 （3） 1.8 （1.8）
化学製品 1 （2） 0.6 （1.2）
雑　貨 5 （4） 3.0 （2.4）
機械・金属 27 （28） 16.4 （16.7）
電気・電子機器 5 （8） 3.0 （4.8）
輸送機器 9 （10） 5.5 （6.0）
その他品目 10 （8） 6.1 （4.8）
総合流通業 3 （4） 1.8 （2.4）
運輸・通信・観光 8 （8）  4.8 （4.8）
建設・土木 2 （4）  1.2 （2.4）
その他サービス業 13 （15） 7.9 （8.9）

雇用企業数 165（168） 100.0（100.0）
（注）１社、１業種で計上。
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