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　今年１月、中国で発生した新型コロナウイルスは、瞬く間に感染が世界中に拡大し、国家間の移動の
大幅な制限や、グローバルなサプライチェーンの寸断などにより、世界経済は大きなダメージを受けてい
ます。
　治療薬やワクチンが開発されるまで当面の間は、ウィズコロナを前提に経済活動を活性化させていか
なければなりません。そのためには、急速に技術革新が進むICTを積極的に活用することが重要となりま
す。
　アジア各国では、ICTを活用した新型コロナウイルスの感染防止対策が進んでいます。中国や韓国では、
ビッグデータを活用したスマートフォン向けのアプリを開発して運用しているほか、台湾では不足するマ
スクの在庫を全ての国民が利用できるようなシステムを公開し、混乱を収めています。また、最新のデジ
タル技術によるオンラインやリモートを前提とした新しいビジネススタイルが定着化しつつあることはご
承知の通りです。
　日本、愛媛においてもこうした動きが出てきていますが、地域の持続性を確保するためには、ICTを積
極的に利活用し、ウィズコロナに対応していかなければなりません。
　そのためには、個々の企業における新たなシステムの開発や、既存のシステムの利用促進も重要ですが、
地域全体でICTを利活用した持続可能な都市である「スマートシティ」を目指すという方向性も必要では
ないでしょうか。すでに世界中の国でスマートシティへの取り組みが進んでおり、GAFA（グーグル、アッ
プル、フェイスブック、アマゾン）や中国BAT（バイドウ、アリババ集団、テンセント）をはじめとする
巨大IT企業が競い合って推進しています。日本の地方都市でも取り組みがスタートしていますが、持続
可能性の確保と生活の質の向上を目指すというスマートシティの目的は、SDGsの考え方にも合致してい
ますので、愛媛・松山においても、一層の推進が求められます。
　また、コロナ禍が終息するまで、当面はこれまで急速に進んできたグローバル化にブレーキがかかった
状態が続くかもしれませんが、長い目でみればグローバル化のトレンドに大きな変化はないものと考えま
す。中長期的な視点を持って企業や地域のあり方を考えるためにも、県会議所連合会では、「デジタルイ
ノベーション」や「グローバリゼーション」、「人口減少・少子高齢化」をキーワードとした「愛媛の30年
後の姿」を策定し、これをもとに、企業経営者のみなさんに自社の事業や経営計画を見直していただく
取り組みを進める予定としています。こうした事業を通して、企業のICT利活用促進やグローバル化への
対応を推進してまいります。
　現在、我々は未曾有の事態に直面していますが、今こそイノベーションを起こす機会であります。当会
議所も関係機関と連携しながら、コロナ禍における企業のグローバル化への対応を支援してまいる所存
ですので、引き続きご支援・ご協力をお願いいたします。

コロナ禍でのグローバル化

　　　　　　松山商工会議所
会頭　大塚　岩男
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今治タオル工業組合

井上　裕基
代表理事

１．概　要
社　　　名：今治タオル工業組合
所　在　地：〒794-0033
　　　　　　愛媛県今治市東門町５丁目14-3
設　　　立：昭和27年11月1日
代　表　者：代表理事　井上　裕基
出　資　金：118,723千円
年間総収入：645百万円（令和元年度）
事 業 内 容：◦タオル製造業に関する指導及び教育
　　　　　　◦�タオル製造業に関する情報又は資料の

収集及び提供
　　　　　　◦�タオル製造業に関する調査研究
　　　　　　◦�共同購買事業、共同金融事業他
　　　　　　◦�組合ブランド推進事業

２．沿　革
昭和27年11月１日：中四国地区タオル調整組合を設立
昭和28年６月１日：中四国タオル調整組合に改組
昭和33年６月９日：四国タオル工業組合に改組
昭和39年８月21日：出資組合に移行
平成29年１月５日：今治タオル工業組合に改組

３．組合員（2019年12月31日現在）
⑴組　合　員：104社
⑵織 機 台 数：1,369台
⑶従 業 員 数：2,543人
⑷生 産 数 量：10,768トン（2019年／R元年）
⑸工業出荷額：約418億円（2014年／H26年）
� 資料：経済産業省�工業統計調査

４．日本のタオル業界（2019年12月31日現在）

地　区 組合員数 ％ 生産量
（トン） ％

今治地区 104 55.6 10,768 58.9
泉州地区 83 44.4 7,503 41.1
合　計 187 100.0 18,271 100.0

資料：日本タオル工業組合連合会

日本のタオル市場（2019年）
国内生産
（トン）

輸　入
（トン）

輸　出
（トン）

国内供給量
（トン）

輸入品
割合

18,271 75,719 189 83,801 80.7％
資料：�今治タオル工業組合、財務省（日本貿易月報）、国内生産・輸入・輸

出は全てタオルケットを含む

５．今治産地の織物の歴史
　今治地域では、古くは奈良時代の絹織物に始まり、
江戸時代には綿花栽培から綿替木綿制で伊予木綿の織
物業が栄え、伊予綿ネル、広幅木綿、そしてタオルへ
と、その時々の環境変化に合わせた織物に転換し、新
たな商品や市場を創造してきました。
　また、高縄半島の山々から瀬戸内海に流れる蒼社川
の伏流水や地下水はカルシウムやマグネシウムなどの
ミネラル成分が少ない軟水で繊維の染め晒しに適して
います。その良質な天然の軟水を使い、繊細かつ柔ら
かな風合いと鮮やかな色彩を表現できるという産地の
強みを活かした先晒先染め「ジャカード織」の技術力
と商品開発力で、高品質なタオル産地としての地位を
獲得してきました。
　しかし、バブル経済崩壊と同時に廉価な輸入タオル
製品の激増により、2009年には生産数量で最盛期（1991
年）の５分の１にまで産地は縮小し崩壊寸前の状況に
追い込まれましたが、2006年にスタートした今治タオ
ルのブランディングプロジェクトで奇跡的な復活を遂
げ、地域再生の成功事例としても知られるようになり
ました。
　
６．事業の主な取組み
（１）�ブランドマネージメント（今治タオルブランド

の発信・ブランド力強化）事業
　①�「今治タオルブランディングプロジェクト」/
　　ブランディングディレクター佐藤可士和氏
　　�　今治タオルの本質的な価値を「安心・安全・高
品質」な「使い心地」であることを明確にするた
め、今治タオルの独自の品質基準を設定するなど、
消費者に分かりやすく伝える取組みをしています。

　②ブランド管理
　　�　市場で販売されているブランド認定商品の抜き
打ち検査を行い、品質に合格しない商品について
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は組合員に改善指導を行うなど、消費者の期待を
裏切らないための品質の維持向上に取り組んでい
ます。

（２）プロモーション事業
　①海外販路開拓
　　�　今治タオルプロジェクトとして、2009年から
フィンランド、イタリア、イギリス、中国、シン
ガポールで開催される国際展示会に出展をし、現
在はフランス・パリにおけるPop-Up�Shopの実施
に向けた情報収集を行っています。

　②「今治タオル」オフィシャルショップの運営
　　�　今治タオル�本店、今治国際ホテル店、南青山店、
松山エアポートストア及び公式オンラインストア
を運営し、ブランド価値の維持・拡大と共に、産
地における産業観光の強化を図っています。

　③今治タオル�コラボレーションプロジェクト
　　�　クリエーターと今治タオルのコラボレーション
により、「上質なライフスタイル」や「今治タオ
ルのある生活・シーン」を消費者に発信すると共
に、メーカーブランドの育成に取り組んでいます。

（３）ヒューマンリソース（人財育成）事業
　�　組合が最も重要課題と捉えている事業は人財育成

です。国家100年の計に例えられるように、今治タ
オル産地を創る根幹は人財育成にあり、人財育成な
くしては今治タオルの発展はありません。
　�　そのため、組合では①厚生労働省認定の社内検定
「製織」及び「整経」と②タオルマイスター制度を
柱にした今治タオル独自のものづくり人財育成事業
を実施しています。なお、販売員向け人財育成とし
ては③タオルソムリエ資格制度を今治商工会議所と
共同して運営しています。

（４）イノベーション事業
　�　日本の総人口は、2004年をピークに今後100年間
で100年前（明治時代後半）の水準に戻っていくと
予測されています（総務省）。また、今治市でも生
産年齢人口（15～64歳）が、2015年の86,891人から
2040年には56,905人に減少すると予測（今治市人口
ビジョン）されており、人材不足への対応が課題です。
　�　そのため、今治タオル産地においても「AI、
IOT、ロボット」活用による生産性向上は避けて通
れないなか、特に人手を要している縫製・仕上・検
品の作業工程における省力化・自動化を推進するた
め、①タオル全自動カット機普及促進、②自動タオ
ルヘム縫製機改良に取り組んでいます。

（５）CSR活動事業
　�　組合では、持続可能な社会の構築が企業の社会的
責任（CSR）であり、SDGsに沿った課題解決が企
業だけでなく組合の事業運営の軸になると考えてお
り、「企業の森作り事業」「今治タオル子育て支援制
度」「小中学生デザイン・アイデア展」「～綿を育て
てみよう～キャンペーン」といった事業にも積極的
に取り組んでいます。

海外展示会（ロンドンの100％デザイン出展）の様子 今治タオル 本店
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　昨年末から年初にかけ、コロナウイルスが中国、韓

国、日本へと広がり始めていたころ、まさか英国がこ

んなにも深刻な事態に陥るとは思ってもみなかった。

気が付けば英国は、日中韓をはるかに抜き去り、感染

者数は世界で５番目、感染死者数は米国、ブラジルに

続く世界３番目である。他の欧州諸国ではレストラン

も営業を再開し、人々の生活は徐々に通常の姿に戻り

つつあるのに対し、英国のレストランは持ち帰りと宅

配を除いて未だ扉を閉ざしたままである（６月17日現

在）。

　コロナウイルスが英国経済にもたらした影響は甚大

だ。2020年４月の英国のGDPは、前月比20.4％も縮小

している。2008年のリーマンショックの時でさえ、前

月比GDPの最大下落率は１％程度だったというから、

20.4％という下落は、文字通り前代未聞・空前絶後で

ある。

　私は2017年夏にロンドンに赴任し、日本産食品の欧

州市場への進出支援に取り組んできた。そこで、本稿

では、特に食品産業という切り口から、コロナウイル

スが英国にもたらしたものについて報告したい。最近、

コロナ後の「ニュー・ノーマル」という言葉をよく耳

にするが、英国の食品産業に関しても、コロナウイル

スがもたらした変化の一部は不可逆的で、このパンデ

ミック（大流行）が収束しても全てが元通りに戻るこ

とはないだろう。

　コロナウイルス以前、日本食は英国で順調に成長し

てきたと言える。WagamamaやYo !�Sushiといった現

地チェーン店に牽引される形で、日本食レストランの

数は増え続け、足下では英国全土で900を超えている

（図）。

出典：�EAT-JAPAN/Cross�Media�Ltd.データ（ヒアリングによる各店舗の自
主申告）及び、左記ではカバーされないチェーン店（Itsu,�Japanese�
Canteen,�Kokoro,�Wagamama,�Wasabi,�Yo !�Sushi,�You�Me�Sushi）の
店舗数を各社HP情報（2019年８月現在）に基づき加算し、JETROロ
ンドンにおいて作成

　

　また、当初は寿司一辺倒だったが、今では、ラーメ

ン、カツカレー、うどん等、様々な専門店が人気を呼

んでいる。テーク・アウェー（持ち帰り）のSushiは、

サンドウィッチと並んで今やランチの定番であり、昼

時になると人気ラーメン店には行列ができる。

　大衆店ばかりでなく、ミシュラン星の懐石料理

Umuを筆頭に、様々な工夫を凝らした高級日本食店

も成功を収めている。加えて、イタリアンやフレンチ

コロナウイルスが
英国の食品業界に
もたらしたもの

ジェトロ・ロンドン事務所
市橋　寛久

ロンドン最大の繁華街リージェント・ストリート
普段は買い物客と観光客で賑わうが、人影は皆無。

（2020年４月19日撮影）
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など、非日本食のシェフも積極的に日本食材を取り入

れ始めており、現地のトップシェフが出演するテレビ

の料理番組では、Dashi（ダシ）やYuzu（柚）といっ

た単語を頻繁に耳にする。英国では、日本食・日本食

材は、クールでヘルシーという極めて好意的なイメー

ジを獲得しており、外食を中心に着実に存在感を増し

てきた。

　他方、小売りに関しては、まだまだ現地市場に入り

込めていない。味噌や豆腐など、現地消費者の間で定

着しつつある商品も現れてきてはいるものの、多くの

小売商品が、在英の日本人や日本食を知っているアジ

ア人によって消費されている。一般の英国民が、スー

パーで日本食材を購入して家で消費するという姿は稀

である。

　さて、このような状況の下、コロナウイルスのパン

デミックが発生した。当初、英国政府は、事態を対岸

の火事と見る節があったが、イタリア、スペイン、フ

ランスでの大流行がほどなく英国にも及び、３月末か

ら、日用品と医薬品の買い物、通院、必要不可欠な出

勤、１日１回の運動（同居家族最大２名まで）以外の

外出は全面的に禁止され、食品小売店、薬局、病院以

外の全ての店舗・施設が閉鎖された。レストランも持

ち帰りと宅配を除き、営業が禁止された。加えて、外

出時には２メートルの社会的距離（ソーシャル・ディ

スタンス）を確保することとされ、スーパーには入場

制限が導入され、外には順番を待つ人々が２メートル

間隔で長い列を作ることとなった。

　この制限措置は、人々のパニック買い（買い溜め）

を引き起こし、多くの食品と日用品がスーパーの棚か

ら姿を消した。しかしこの混乱は、まさにパニック的

なもので、物流機能に支障を生じたわけではなく、２

～３週間で事態は落ち着いた。小麦粉など、３カ月が

経過した今でも品薄が続く商品も一部あるが、これは、

在宅時間が増えて家庭でパンやお菓子を焼く人が増

え、恒常的に需要が高まったことによるものである。

　他方、注目に値する中長期的な変化もある。第一に

オンライン販売の躍進である。元々英国は、オンライ

ン販売が普及している国で、衣料品や日用品の買い物

は、日常的にオンラインで済ます人も多い。他方、日々

の食品となると、オンラインスーパーが市場シェアの

１割を占めるとはいえ、やはり店舗に出かけて買う消

費者が大多数だ。しかし、コロナウイルスに伴う制限

措置により、オンラインスーパーの利用者が急増した。

店舗に長蛇の列ができたことと、外出による感染リス

クを避けようとする消費者が増えたことによる。英国

のオンラインスーパー最大手のオカド（日本ではイオ

ンと業務提携）では、制限措置の導入後、需要が通常

の10倍に激増、13万人の新規ユーザーを獲得し、株価

は40％上昇した。それから３カ月が経過した現在でも、

オカドのサイトはアクセス制限が続いており、高い需

要が継続していることが窺える。さすがに10倍の需要

は一時的なものとしても、今回初めて利用して利便性

を知った消費者や、これまでも調味料などは購入して

いたが肉や野菜など生鮮品は避けていた消費者が、制

限措置の解除後も、これまで以上の頻度でオンライン

スーパーを利用することは間違いないだろう。実際、

オカドは、今回の需要増加は長期的に持続すると見て

おり、６月11日、新株と社債の発行により10億ポンド

（約1,400億円）の資金を調達し、処理能力の拡大を

急ぐと発表している。

　第二の中長期的変化として挙げられるのは、外食産

２メートルの社会的距離（ソーシャル・ディスタンス）を
守ってスーパーに並ぶ人々。
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業の縮小である。元々、家賃、人件費、税金が高い英

国、特にロンドンの外食産業の経営環境は厳しく、常

に満席の人気店ですら赤字で閉店することがあった。

そうした中で、今回の制限措置を契機に事業の継続を

見直すレストランオーナーが少なからずいると見ら

れ、ロンドンのレストランの２割～３割は、制限措置

の解除後も営業を再開しないのではないか、とも言わ

れている。実際、レストランチェーン大手のレストラ

ン・グループ社は、６月10日、同グループの650店舗

のうち、125店舗の閉鎖を発表している。また、制限

措置の緩和後も一定の社会的距離の確保が義務付けら

れた場合、レストランの採算性が大きく低下すること

は必至だ。さらに、３カ月以上にわたって外食を禁止

され、その間に家庭料理を充実させることを覚えた消

費者が、これまで通りの頻度で外食をするとは見込み

難く、かつ、ウイルスの第二波を警戒して引き続き人

混みを避ける人々も少なからずいるだろう。こうした

ことから、制限措置の解除後、レストラン業界が元の

賑わいを取り戻すとは見込み難い。

　第三に、上記と関連して、メーカーや卸売業者から

消費者への直接販売の拡大が挙げられる。飲料卸売り

大手のLWC�Drinksは、大幅に落ち込んだレストラン

向け販売を補うため、自社サイトを通じた消費者向け

の直接販売を開始した。同様の事例は、食品卸売大手

のBidfoodなどでも見られる。こうした新しい流通経

路は、既存の小売りと競合し、英国の食品流通の構造

に中長期的変化をもたらす可能性がある。

　以上の変化は、英国の日本食にどのような影響をも

たらすだろうか。明確に言えることは、レストラン依

存からの脱却、裏返せば小売チャネル強化の必要性だ。

上述の通り、英国で日本食は広がりつつあるとは言え、

その大部分はレストラン消費で、家庭消費にまでは食

い込めていない。また、小売の販路強化は、販売量の

拡大だけでなく、今回のような非常時のリスク分散に

もつながる。実際、今回のパンデミックで、レストラ

ンのみの販路に依存していた卸売業者は甚大な影響を

受けたが、小売向け卸や自社オンライン販売など、多

様な販路を有していた事業者は、軽微な影響にとど

まっている。小売向け商品は、レストラン向けと比較

して、より厳格な衛生管理や規制の順守、現地向けパッ

ケージの採用、厳密な在庫管理（欠品の防止）などが

求められ、ハードルは高い。他方、現地製造の小売商

品への原料供給で成功している事例もあり、様々な角

度から小売市場に攻め入る余地はあるだろう。今回の

コロナ危機は、日本の食品輸出にとって大きな曲がり

角ではあるが、この禍を次のステージへの飛躍につな

げたい。
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はじめに

　2020年の春節明けからこの夏に至るまでは本当に目

紛しく、あっという間に過ぎた半年でした。振り返れ

ば１月18日の早朝、NHKのニュースで新型肺炎の話

題が始まった途端に衛星放送が遮断され、テレビ画面

が真っ暗に落ちたことが思い出されます。

　まだ中国内の症例報告も多くはなく、上海で肺炎の

話が出ることも殆ど無かった時期でしたが、この放送

遮断を目の当たりにしたことによって、「実際の状況

はかなり悪いのでは」と、初めて危機感を覚えました。

　いま上海においては輸入症例が僅かに確認されては

いるものの、市中感染はゼロ推移となる日が続いてい

ます。マスクの着用義務も緩和され平常化が当たり前

のものとなる中、当地の日系企業や駐在員の状況等に

ついてご報告させて頂きたいと思います。

四半期成長率は初のマイナス

　今年の春節は２月２日まで休暇が延長、さらに上海

では９日まで企業活動の再開が停止されていました。

企業再開後も、従業員の不足や越境移動の制約などの

障壁があり、多くの企業で通常勤務をとることが困難

な状況でした。これらは防疫上やむをえない措置では

ありましたが、中国経済に与えたインパクトも大きく、

１−３月期の実質成長率は前年比▲6.8％と、中国で

四半期統計が始まった1992年以降で、初のマイナスを

記録するまでに至りました。

　

宿泊飲食業への影響大きく

　産業別の成長率では、情報通信業など一部を除いて

マイナスとなっており、中でも宿泊飲食業は▲35.3％

と、最も落ち込みの大きい業種となりました。

　コロナ前、宿泊飲食業は情報通信業などと共に、成

長率の牽引役を担っており、経済構造のモデルチェン

ジを進める新原動力として挙げられていましたが、コ

ロナが及ぼした影響は大きく、市中感染が沈静化した

上海における
企業や駐在員の動向

株式会社伊予銀行
上海駐在員事務所
所長　石井　　学

感染拡大期には一時的に食品が品薄となるスーパーもあった
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４月以降も「客室稼働率は１割以下、給料は半減」（欧

州系ホテル営業）、「客足は例年の５−６割」（日本料

理店料理長）、「飲食店向け販売が振るわず在庫が嵩ん

でいる」（食品商社代表）との声があげられていました。

　６月になると、飲食店についてはコロナ前の賑わい

を取り戻したようにみえますが、２−３月分をカバー

するにはまだまだ及ばないとする危機感は根強く残っ

ています。ホテルについては、国内ビジネス利用の大

幅減に加え、海外からの出張利用がほぼゼロとなって

おり、今しばらくは厳しい状況が続きそうです。

進出日系企業の力強さ

　製造業や商社等の日系現地法人におかれては、春頃

には既にコロナ前水準の操業を回復していた企業も少

なくありません。進出企業との情報交流においても、

中国内の商流はほぼ動いているとのことであり、一部

のリスク地域には注意しつつ出張を解禁する企業も多

くなりました。今期のトップラインや利益水準に関し

ては様々な見解があるものの、黒字での着地を見込む

企業が多く、増収増益を予想する企業も存在します。

　第４次とも呼ばれる直近の対中投資ブーム（2010年

頃）から数えても、既に10年近くが経過しました。第

１次から第３次の間に進出している企業はさらに多

く、進出現地法人が、長い時間をかけて営業基盤と耐

久力を築き上げられてきたことが、コロナ禍のいま、

改めて感じられました。

コロナ禍での撤退は

　コロナを受けて撤退に動き出す現地法人が増えてい

るのではないか、との質問を受けることがあります。

　確かにこのタイミングで撤退を進めているという企

業の情報はあり、コロナそのものを原因とする場合も

勿論あるとは思われますが、「業績不振や経営戦略の

中で元々撤退を検討していた」（日系コンサルタント）

というケースが圧倒的に多いようです。

　今後コロナの影響がどのくらい長期化していくか次

第ではありますが、足元において、コロナそのものを

契機として移転・撤退をスタートさせた、という話は、

当地ではさほど多く無いように思われます。

　

駐在員家族の減少

　３月28日０時より、訪中ビザおよび居留許可を持つ

外国人の入境が一時的に停止されたことで、日中間の

往来が実質不可となり、日本に一時帰国していた駐在

員が中国に戻ることができない状態、その逆に中国で

働く駐在員が日本に行くことができない状態（※一時

的にでも中国を離れるとビザ/居留許可の効力が停止

され、再入国ができなくなるため）が続いています。

　感染状況を懸念して、家族のみ日本に帰国させた、

または残したまま中国に再赴任していた駐在員も多

く、上海市内で日本人の家族連れを見かけることはと

ても少なくなりました。これに伴い、2019年末で2,400

人を超える児童生徒が在籍していた上海の日本人学校

では、半数以上の児童生徒が日本に帰国中であり、更

に帰国者のうち半数近くが同校への復学予定なしと言

われています。学校のほか、学習塾や幼稚園、スポー

ツクラブなど、駐在員子女を対象としたサービス業も

多く、駐在員家族の不在は大きな痛手となっています。

　

姿を消す“日本人村”

　コロナとの直接の因果関係は不明ですが、７月に

入って上海市浦東新区の日本人向け賃貸マンション

「東和公寓」が分譲販売に出されることが発表され、

現地日本人の間で話題になっています。

　日本人学校に隣接し、敷地内には日系クリニックや

幼稚園を備えるなど、日本人向けに特化した総戸数

400超の高級マンションでしたが、現入居者は今後契

約を更新できず、期限到来ごとに退去せざるを得なく

なる模様です。東和公寓だから家族を帯同していたと

いう駐在員も多く、今後駐在員の単身化が進む要因の

一つとなるでしょう。

　かつて上海には日本人向けに特化した、または日本
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人を主なターゲットとしたマンションやゲーテッドコ

ミュニティが複数存在していましたが、2010年代にそ

れらは全て売却され、残るは東和公寓だけとなってい

ました。奇しくもコロナ禍のいま、分譲販売が決定さ

れたことで、上海から最後の“日本人村”が姿を消す

ことになりました。

入国には招聘状が必要

　５月27日、武漢から一時帰国していた日本人駐在員

137人が、関空発のチャーター便で武漢に戻ったこと

が報じられました。外国人の入国が困難な状況にある

中での渡航でしたが、日系企業の事業再開ニーズと、

地元当局の経済再開ニーズが一致し、特別に入国を認

められたものといわれています。

　このような大人数の例は稀ですが、企業が地元当局

に対し、個別に駐在員の入国を申請する事例はあり、

その諾否については「中国渡航を希望する人物が地元

経済に及ぼす影響」等が判断材料となると言われてい

ます。

　この申請に際しては、地元当局との事前すり合わせ

のうえ、当該人物を入国させる必要性、緊急性および

効果等を纏めた説明書の作成が必要となり、当該説明

書は当局から要求されるその他資料と共に審査を受け

ることになります。審査は段階的に上部機構にあがっ

ていき、最終的に市・省級当局の承認を受けることが

できれば招聘状が発行され、当該招聘状をもって、日

本国内で渡航ビザ発行の手続きに入ることが可能とな

ります。

　ちなみに７月時点において上海市でも相当数の招聘

状が発行されているようではありますが、そもそも上

海の外資企業が多いため、その入手には時間を要する

模様です。一方、上海以外の都市においては、比較的

早い段階から招聘状が発行されたという情報が入って

います。業種的には製造業が多く、やはり生産という

経済活動が地元当局から重要視されていること、そし

て普段からの当局との距離感・コミュニケーションも

少なからず影響していると推察されます。

　なお企業によっては、駐在員全てが任地に戻れてい

ない一方で、経営活動がほぼ復旧しているケースもあ

り、「高コストな駐在員の削減を検討せざるを得ない」

との声もあがりはじめています。

※�８月以降、招聘状が不要となるケースが発表される

等、中国渡航に関する状況は日々変化しております。

ご注意ください。

全５棟の東和公寓
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日中往来の再開

　残念ながら本稿の作成時点において、日中間の往来

が自由化される目処は立っていません。４月頃は駐在

員同士で「夏には日本に帰省できれば」などと話して

いましたが、すでに７月も過ぎようとしています。い

まも時折、入国制限の緩和を予感させるようなニュー

スが出てきてはいますが、その一方で外務省の渡航中

止勧告は維持されたままであり、全面開放にはまだ時

間を要するのではないでしょうか。最近では「来年の

春節（2021年２月）に帰省できるか疑わしい」と悲観

シナリオを見立てる駐在員も増えてきました。私自身、

年内開放なら御の字で、来年の春節に復旧していない

としても違和感なし、と捉えています。

おわりに

　武漢当局による情報開示の遅延、感染防止策の徹底

実施、自国成果の誇示と他国批判、そして諸外国に先

んじた経済の急回復。その長短どれもが全くもって中

国らしいと、このコロナ禍で実感しています。

　これをリスクと捉え中国戦略を再検討していくの

か。それとも、中国のスピード感や行動力を評価し、

巨大市場への更なるアクセスを図っていくのか。将来

的な対中ビジネスの動向は、二分化がますます鮮明に

なっていくのかもしれません。

徐家匯エリアで進む巨大複合ビルの建築工事
投資・開発の意欲は依然旺盛
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令和２年度 国際ビジネス支援講座開催のお知らせ
愛媛県産業貿易振興協会�

　『産貿協』は、松山商工会議所とジェトロ愛媛貿易
情報センターと提携して、国際ビジネスに従事する人
材の育成のため『国際ビジネス支援講座』を開催いた
します。
　この講座は、県内企業の販路拡大に向けた海外進出
や輸出・入取引の増加に伴い、海外ビジネスに精通し
た実務担当者の育成が一層重要となってきていること
から、国際業務に関する知識・経験豊富な方を講師に
お招きし、県内企業の海外ビジネスに携わっている実
務担当者、更には管理・経営者の方を対象として貿易
取引の基礎知識から通関・決済に至る広範囲で実務に
即した内容となっております。特定テーマでは貿易取
引〈輸入申告価格算出〉コースを設け、輸入者のため
の輸入申告価格の算出方法と課税価格の考え方につい
て解説いたします。海外取引〈経営者〉コースでは、
専門家の方から「パンデミック経済危機を乗り切る国
際ビジネス戦略とSDGsについて」と題して世界に広
がるFTAの活用とSDGsへの対応についてお話しいた
だき、その後各種機関から海外事業支援策についてご
説明いただく予定になっております。
　今回も、各地区の商工会議所から後援をいただき、
貿易取引〈輸出入実務者コース〉を、新居浜会場およ
び宇和島会場にて開講いたします。必要なコースだけ
を受講することや、全コースをセットで受講するなど、
ご希望に沿ってお申込みください。

Ⅰ．貿易取引〈基礎〉コース
Ⅰ．貿易取引〈基礎〉コース

開催日時 令和２年10月22日（木）　9：30～17：00

コースの
ポイント

貿易に関する基本用語から仕組み、輸出入取引
の流れ、貿易に関する費用、輸送、通関、決済、
金融に至るまでを分かり易く解説

受講対象者 初心者

講　　師 ㈱グローバル・ビズ・ゲート
代表取締役　�池田　隆行�氏

第１講座
9：30
～
10：50

〇貿易取引の仕組と基礎知識
　・貿易取引の流れ
　・海外取引には一定のルールがある
　・取引申し込みから契約締結まで
　・貿易運送の主な手段

第２講座
11：00
～
12：00

〇取引契約で決めること
　・貿易保険による運送リスクの回避
　・価格の決め方（建値）－インコタームズ－
　・決済条件と代金回収は表裏一体

第３講座
13：00
～

14：50

〇貿易書類を理解する
　・船積書類と通関書類
　・主な貿易書類
〇貿易運送と通関
　・運送と通関手続きの手配
　・船積み／荷降しの流れ
　・通関手続きの仕組み

第４講座　
15：00
～

17：00

〇決済と金融
　・貿易代金決済
　・適用為替相場と為替変動リスクの回避
〇日本の関税制度
　・関税制度の仕組み

Ⅱ．貿易取引〈輸出入実務者〉コース
Ⅱ．貿易取引〈輸出入実務者〉コース

開催日時 令和２年10月29日（木）　9：30～17：10
コースの
ポイント

輸出・輸入に関して、取引先開拓から成約、物流、
通関、決済、貿易金融を実務に即して解説

受講対象者 貿易実務担当者、管理者
講　　師 各講座欄に記載
開催日時 令和２年10月29日（木）　9：30～12：00

講　　師 愛媛エフ・エー・ゼット㈱　アイロット事業部
国際営業課　係長　玉井奈緒子�氏

第１講座
9：30
～

10：45

〇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
　・相手方信用調査と選定
　・輸出入に関する規制の確認と対応
　・HSコードと輸入国の関税率調査方法

第２講座
10：45
～

12：00

〇取引成約に向けた取組
　・インコタームズ（費用と危険負担）留意点
　・コスト構造と取引価格の決定
　・決済方法の決定
　・取引交渉に際しての留意点

開催日時 令和２年10月29日（木）　13：00～15：00　

講　　師 日本通運㈱　松山支店営業推進センター　
通関士　高市　浩�氏

第３講座
13：00
～

14：00

〇輸出入の手続き
　・輸出に伴う梱包から運送、通関、船積まで
　・輸入に伴う貨物到着から通関、引取りまで
　・�通関手続き、輸送方法の選択、コンテナ輸
送の実務

第４講座
14：00
～

15：00

〇運送業者への委託と船積書類
　・輸出入者と運送業者との連携
　・輸出入者が行うべき準備
　・輸出入申告書と主要船積書類の具体例解説
〇貨物海外保険について
　・保険金請求に向けた対応について
　・事故事例について
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開催日時 令和２年10月29日（木）　15：10～16：10　

講　　師 ㈱伊予銀行　国際部
Foreign�Trade�Adviser　池内　亮�氏

第５講座
15：10
～
16：10

〇輸出入決済と貿易金融
　・輸出代金回収と輸入代金支払方法
　・適用為替相場
　・貿易金融活用方法
　・為替リスクヘッジ活用方法

講　　師 ㈱愛媛銀行　国際部
主任　三浦　泰樹�氏

第６講座
16：10
～
17：10

〇輸入信用状の開設と輸出信用状接受
　・信用状統一規則の概要と実務上の留意点
　・輸入信用状の開設と留意点
　・輸出信用状接受時の留意点
　・信用状に伴うトラブル事例

Ⅲ．貿易取引〈輸入申告価格算出〉コース
Ⅲ．貿易取引〈輸入申告価格算出〉コース

開催日時 令和２年11月９日（月）　９：30～17：00
コースの
ポイント

輸入者のための輸入申告価格の算出方法と課税
価格の考え方等について解説

受講対象者 貿易実務担当者、管理者、経営者

講　　師 ㈱グローバル・ビズ・ゲート
代表取締役　池田　隆行�氏

第１講座
9：30
～
12：00

〇��「輸出／輸入申告価格の算出方法」を知る必要性
〇�輸出／輸入申告価格、関税算出方法の基礎知識
〇課税価格の考え方
〇課税評価の事例と演習
〇課税価格の誤申告のペナルティーと修正申告

第２講座
13：00
～
15：30
第３講座
15：30
～
17：00

〇貿易ビジネスに生かすSDGs
　・SDGsとはなにか？
　・貿易担当者レベルで考えるSDGs導入
　・貿易ビジネスでのSDGsの導入事例

Ⅳ．海外取引〈経営者〉コース
Ⅳ．海外取引〈経営者〉コース

開催日時 令和２年11月12日（木）　9：30～17：00

コースの
ポイント

・�パンデミック経済危機を乗り切る国際ビジネ
ス戦略とSDGsについて
・各種機関の海外事業支援策

受講対象者 管理者、経営者
講　　師 各講座欄に記載

第１講座
9：30
～
12：00

講師：株式会社アールFTA研究所
　　　代表取締役　麻野　良二�氏
〇�パンデミック経済危機を乗り切る国際ビジネ
ス戦略とSDGsについて
　・コロナウイルスの通商への影響と景気動向
　・パンデミック経済でも前進する世界のFTA
　・�サプライチェーンの見直しとFTAの有効
性・課題

　・SDGs（持続的開発ゴール）と国際ビジネス
　・むすび：愛媛県企業にとってのFTAとSDGs

第２講座
15：10
～

17：30

講師：各支援機関担当者
　１．ジェトロ愛媛
　２．JICA四国
　３．日本政策金融公庫
　４．中小企業基盤整備機構
　５．INPIT愛媛県知財総合支援窓口
　６．えひめ産業振興財団
　７．愛媛大学
〇各種機関の海外事業支援について
　・ジェトロの支援
　・JICAの支援
　・日本政策金融公庫の支援
　・中小企業基盤整備機構の支援
　・INPIT愛媛県知財総合支援窓口の支援
　・えひめ産業振興財団の支援
　・愛媛大学の人材支援
　・質疑応答

　
　　本講座の実施要領は、以下のとおりです。
　実 施 日：�令和元年10月22日～11月12日
　　　　　　（上記の各コース概要のとおり）
　会　　場：�松山商工会議所　５階　大ホール
　申込期限：�各コース開始日の５日前
　定　　員：�各コース40名程度
　申込方法：�受講申込書により、当協会にお申込み。
　受 講 料：�下表のとおり
　
　また、貿易取引〈輸出入実務者〉コースの第１講座
から第４講座までを、新居浜商工会議所（11月18日
（水））および宇和島商工会議所（11月26日（木））にお
きまして開講する予定です。
　尚、今後のコロナウイルス感染症の拡大状況によっ
ては、各講座ともオンライン（ZOOM）開催へ変更
させていただく場合がございます。

〈各コースの受講料〉
コース名（講座名） 会　員 非会員

Ⅰ．貿易取引〈基礎〉コース
各コース
￥1,000

各コース
￥2,000

Ⅱ．貿易取引〈輸出入実務者〉コース
Ⅲ．�貿易取引〈輸入申告価格算出〉コース
Ⅳ．海外取引〈経営者〉コース
セットコース（全コース受講）
（法人でのお申込みは、各コースで受講
者が異なっても可）

￥3,000 ￥5,000

（注）�松山市内の中小企業者等の方は、受講料の一部に対して補助を受ける
ことが出来る「松山市人材育成事業補助金制度」の対象となる場合が
あります。

〈講座風景〉
貿易取引〈輸出入実務者〉コース（前回）
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ジェトロ・愛媛産業国際化センターご利用について
愛媛県産業貿易振興協会�

　当協会では日本貿易振興機構（ジェトロ）愛媛貿易
情報センターと連携し、愛媛県など自治体や商工会議
所、商工会など経済団体等と協力して、県内企業の国
際取引促進支援に努めていますが、その中でも『ジェ
トロ・愛媛産業国際化センター』での貿易投資相談業
務は重要な業務です。
　この『ジェトロ・愛媛産業国際化センター』につい
てご紹介し、海外への販路開拓や拠点設置など国際業
務に取り組まれている県内企業等の方々にぜひ積極的
にご利用いただきたいと思います。

ジェトロ・愛媛産業国際化センター（正面入り口）

　
１．『ジェトロ・愛媛産業国際化センター』とは
（１）概要
　�　愛媛県、ジェトロ愛媛、愛媛エフ・エー・ゼット
㈱と当協会が提携して愛媛県における産業の国際競
争力を強化し、国際展開を促進するとともに、対日
投資促進を図ることを目的として運営する海外ビジ
ネス全般に関するワンストップ支援センターです。

（２）業務内容
　Ａ．貿易投資相談と各種貿易情報の提供
　Ｂ．対日投資に関する各種情報の提供
　Ｃ．見本市、商談会等の紹介や出展支援
　Ｄ．輸出有望案件の発掘・支援
　Ｅ．海外販路開拓など海外展開支援

２．貿易投資相談について
　当協会から派遣するジェトロアドバイザーの１名と
独自に派遣する１名が交代で当センターに常駐してお
り、ジェトロ愛媛と連携してジェトロに蓄積されてい
る膨大なノウハウやデータベース、また広く海外に張
り巡らされたネットワークなども活用しながら貿易相
談に対応しています。
　また、当センターはジェトロ愛媛内に設置されてい

ますので、ジェトロのサービスや支援事業で利用可能
なものをジェトロ担当スタッフと一緒にご紹介してい
ます。

ジェトロ・愛媛産業国際化センター（内部）

　
３．各種資料の閲覧
　当センターにはジェトロ愛媛のライブラリーがあ
り、必要な資料のご紹介とともに、どなたでも自由に
閲覧することが可能です。
　また、閲覧に際しては担当スタッフが必要に応じて
お手伝いしています。

ジェトロ・愛媛産業国際化センター（ライブラリー）

　
４．利用方法について
（１）所在地
　愛媛国際貿易センター（アイテムえひめ）
　〒791−8067�松山市大可賀２丁目1−28
　TEL：089−952−6055　FAX：089−952−8588
　E-mail：ehi@jetro.go.jp
（２）開館時間
　月～金曜日　９：00～17：00
（３）その他
　�　センターで面談のうえご相談いただくことは可能
ですが、重複を避けるため、事前にご連絡のうえご
来訪ください。
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〒791-8057　松山市大可賀2-1-28 アイテムえひめ3階
TEL089-953-3313　FAX089-953-3883
ホームページ：http://www.ehime-sanbokyo.jp
メールアドレス：eibassn@smile.ocn.ne.jp

内容についてご意見、ご質問があれば、下記までお問い合わせ下さい。

印刷：セキ株式会社
〒790-8686　松山市湊町7丁目7-1
TEL089-945-0111　FAX089-932-0860

公益社団法人 愛媛県産業貿易振興協会
発 行


