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　皆様には、日頃から松山市政の推進に特別の御理解と御協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。

　さて、新型コロナウイルス感染症が急激に拡大し、人々の移動が大幅に制限され、サプライチェーン

の寸断や事業活動の抑制を招くなど、世界中が大きな打撃を受けています。我が国でも幅広い業種が影

響を受け、ワクチンが普及するまでの当面の間は、新型コロナウイルスと共存しながら、経済活動を再

開していく必要があります。

　こうした中、各企業では、テレワークやオンライン会議を取り入れるなどデジタル化に取り組む重要

性が再認識されており、今後、「非接触」や「リモート」を前提にした新しいビジネスモデルへと転換

することが求められています。

　松山市では、ICTを活用してウィズコロナに対応した経営を定着化させることが重要と考え、「テレ

ワーク等導入支援補助金」を創設し、中小企業などがテレワークを導入する際の費用を補助するほか、

オンライン会議などを取り入れ、これまで対面で行ってきたイベントや会議を継続しています。

　また、海外ビジネスでは、世界各国で入国制限措置が取られ、国際線の運休や減便が相次ぎ、対面で

の商談や取引が難しい状況になっています。松山市でも、平成26年から台湾の台北市と経済分野で活発

に交流をしてきましたが、今年度は現地に直接出向けない状況が続いています。そこで、令和２年９月

25日と26日に台北市で開催された商談会「TJ Connect Fair 2020」には、本市の地元企業３社が初めて

オンラインで参加し、事前相談から商談後のアフターフォローまでオンライン会議で行うなど、移動が

制限された中でも、ICTを有効に活用し、市内企業が海外へ販路を拡大する支援を積極的に進めていま

す。

　ウィズコロナやアフターコロナで変化する社会の状況に対応しながら、国内市場はもちろん、海外市

場へと販路を拡大していくことは、企業の存続に大きく関わるとても重要な事項であると考えています。

　今後も、愛媛県産業貿易振興協会をはじめ関係機関と緊密に連携しながら、海外の情報を提供し、意

識啓発をするのはもちろん、ウィズコロナに対応した販路拡大への支援に取り組み、「オール松山」の

体制で地元企業の皆様を支えていきますので、皆様の御理解、御協力をいただきますようお願い申し上

げます。

ICTの活用による中小企業の
国際化支援

松山市長　野志　克仁
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　2020年４月より、愛媛銀行から出向しております村

岡 一機と申します。弊所に出向する前は、愛南町に

て営業を行っていました。

　本項では、ジェトロの活動と海外展開を行う上で、

是非活用していただきたいサービスについてご紹介し

ます。

　ジェトロは、経済産業省所管の独立行政法人として、

2003年10月、日本貿易振興機構法に基づき、前身の日

本貿易振興会を引き継いで設立されました。日本全国

に設置されている48事務所（１支所）、海外55カ国、

76事務所のネットワークを通して、様々な情報をリア

ルタイムに発信しています。

　愛媛県では、国内事務所の一つとしてジェトロ愛媛

貿易情報センターを1991年に設立し、現在は松山のア

イテムえひめ３階に事務所とライブラリー（データ

ベースコーナー）を構えています。

　昨年度の実績としては、貿易投資相談件数462件、

来訪者数331名、セミナー開催件数30件が挙げられます。

　ジェトロは皆様の海外市場開拓の段階に合わせて多

種多様なサービスを提供していますが、ここでは、ジェ

トロ愛媛が特に力を入れている個別支援型サービスを

３つご紹介します。

１�．新輸出大国コンソーシアム事業（無料・一部審査

有り）

　https://www.jetro.go.jp/consortium/

　TPP11、日EU/EPA、その他日本との経済連携協

定のメリットを最大限活用し、グローバル市場開拓・

事業拡大を目指す中堅・中小企業が海外展開を図る上

では、製品開発、国際標準化から販路開拓に至るまで

の総合的な支援が必要です。

　そのため、日本企業の海外展開を支援する全国のあ

らゆる支援機関が幅広く参加した「新輸出大国コン

ソーシアム」を結成し、ジェトロはコンソーシアムの

事務局として取りまとめ機能を担う一方、企業の海外

展開を支援してきた公共機関として一層きめ細かい支

援を提供していきます。

　新輸出大国コンソーシアム事業の具体的なサービス

内容は以下の通りです。

・海外展開フェーズに即したハンズオン支援

　 　事業計画立案、市場調査から商談アドバイスなど

を継続的に支援します。専門家が海外展開計画策定

から販路開拓、拠点設立・立ち上げなどを支援しま

す。

　 　具体的には、専門家が定期的に訪問・TV面談、

電話、メール等でアドバイスを行い、海外出張にも

同行するなどです。

　※ 2020年度ハンズオン支援のお申込み受付は終了し

ておりますが、次年度募集の折には、メール、

ニュース等でご案内いたします。

・ その他ハンズオン支援に付随して個別課題に対する

スポット支援も行っております。

Talk to JETRO first !
〜海外ビジネスのためのJETROの使い方〜

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）愛媛貿報センター
村岡　一機
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　 　海外展開における実務で欠かせないテーマについ

て、各国・地域事情や実務に精通した専門家、専門

知識を有する専門家（弁護士/公認会計士/税理士等）

などが支援します。

　

２�．輸出プロモ―タ―による支援サービス（農林水産・

食品分野）（無料・審査有り）

　https://www.jetro.go.jp/services/export.html

　農産物・食品分野の輸出に取り組む事業者限定の

サービスとなりますが、農林水産・食品分野専門家が、

お客様の製品や会社の状況に合わせて戦略を策定し、

マーケット・バイヤー情報の収集や海外見本市の随行、

商談の立ち合い、最終的には契約締結までお手伝いし

ます。

　自社の製品には自信があるが、輸出の経験がない方、

海外への販路拡大を実現させたい方、海外見本市に出

てみたけれど後が続かないといった方にお勧めのサー

ビスです。

　支援期間内に輸出実績・金額といった成果が求めら

れる点など、新輸出大国コンソーシアム事業のハンズ

オン支援との違いがありますが、支援企業の高い輸出

成約実績があります。（2019年度は７割超）

　

３．高度外国人材活躍推進プラットフォーム

　https://www.jetro.go.jp/hrportal/

　政府の未来投資戦略2018に基づき、政府関係省庁連

携の下でジェトロに設置された、高度外国人材に関す

る情報発信と支援提供の基盤となります。

　（高度外国人材とは、日本国内または海外の大学等

を卒業し、企業において研究者やエンジニア、海外営

業等に従事する外国人材です。）

　ジェトロの活動としては高度外国人材に関連する情

報を一元的に取りまとめた「ポータルサイト」をジェ

トロウェブサイトに開設。また、中堅・中小企業や高

度外国人材・留学生からの問い合わせに対応するワン

ストップサービスを提供、高度外国人材に精通した専

門相談員を配置し個別企業への「伴走型支援」を提供

します。

・ポータルサイト（掲載無料）

　　https://www.jetro.go.jp/hrportal/

　 　企業向けには、企業・外国人材のニーズと段階に

応じたわかりやすい情報を掲載しており、採用・就

職から就業開始後までの関係省庁の情報を整理して

おります。

　 　公的機関のイベント情報をとりまとめ「イベント

カレンダー」として一覧化しており、また全国56大

学の学部別、国別の留学生情報や就職先、就職支援

プログラムも掲載しております。

　 　「高度外国人材に関心のある企業」から自社情報

の掲載希望を受付しております。

　 　日本語・英語の両方で全世界に対して発信もいた

だけます。

　 　掲載可能な内容としては、企業名、所在地、お問

合せ先はもちろんのこと、自社のPR文やどんな外
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国人材を求めているかなど、高度外国人材の採用の

ために必要な情報を掲載することができます。

・ 高度外国人材活躍推進コーディネーターによる伴走

型支援（無料・審査あり）

　　https://www.jetro.go.jp/services/escort/

　 　海外展開を目指す中堅・中小企業の高度外国人材

の受け入れを、ジェトロの専門相談員が寄り添いな

がら一貫支援するサービスです。

　 　各社の現状と目標を把握し、採用・育成・定着へ

の活動計画（ロードマップ）に沿って、高度外国人

材活用で結果を出すお手伝いをします。

　 　高度外国人材の活用検討から採用まで、そして定

着に至るまでを４つの段階に分け、相談員が支援企

業の状況に応じた情報提供・助言をしながらステー

ジ・アップを目指します。

　 　最後に、ジェトロ愛媛では、セミナー・商談会な

どを開催しており、随時ジェトロ愛媛のウェブサイ

ト上で事業案内を掲載しています。ジェトロ愛媛の

無料メールマガジンである「いよマガ」にご登録い

ただいた方には、ジェトロ愛媛が主催する事業の他、

国内外に拠点を持つジェトロの事業を毎週月曜日12

時にご案内しています。ご登録をご希望の方は以下、

ジェトロ愛媛までお問合せください。

　 　海外進出・取引においてお困りごとがある方は、

まずはジェトロ愛媛までお気軽にご連絡ください。

　「Talk�to�JETRO�first�!」

〈お問い合わせ先〉
ジェトロ愛媛貿易情報センター
　〒791－8057 松山市大可賀２－１－28 アイテムえひめ３階
　TEL ：089－952－6055/0015
　Email ：EHI@jetro.go.jp
　URL ：https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/ehime.html
　平日９時～17時
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省エネと環境改善に貢献する台湾三浦工業
　台湾三浦工業は1988年に設立され、台南市の自社工
場で生産された産業用ボイラの販売及びメンテナンス
業務を行っています。従業員は110名（日本人駐在員:
４名）で、拠点を台北市・新竹市・台中市・台南市・
高雄市に配置して、台湾全域をカバーしております。

台湾三浦工業台南工場

　台湾においても2018年に環境規制が強化されて、こ
れまで主力のボイラ燃料であった重油・石炭から、環
境負荷の低い天然ガス等の燃料に転換が始まっていま
す。この環境規制の強化によって、約2,500台の大型
ボイラが規制対象となり、弊社にとっても、省エネル
ギーやCO₂削減で大きな貢献ができる絶好のチャンス
になっています。近年は重油や石炭焚きの大型ボイラ
をガス焚きの高効率ボイラに入れ替える事例が増加し
ており、この流れは更に加速していくと予想していま
す。また、日本と同様に、台湾においても省エネと環
境改善の意識が徐々に高まり、ミウラの省エネシステ
ムに更新されるケースが増えています。それにより、
弊社単独で年間約600万トンのCO₂削減を実現してい
ます。

　環境に優しいガス焚きボイラの販売増加に伴い、昨
年度は長年の念願であったボイラ出荷総容量での台湾
首位を達成できました。今後も環境改善に少しでも多
く貢献できるように、更なる体制の強化を図っていく
予定です。

省エネ型ガス焚きボイラの設置例

新型コロナで思う事
　小生は2017年４月から第二回目の台湾駐在をスター
トして、前回の駐在を含めるとトータル８年間を台湾
で生活しています。台湾は親日国であり、日本人にとっ
て暮らしやすい地域です。その台湾人の友好的でオー
プンな性格もあってか、現地の人々との交流が随分と
増えました。この８年間の生活を通して台湾人の気質
や人柄をかなり掌握しているつもりでしたが、今回の
新型コロナウイルス感染症への対応では、台湾人の意
外な側面に気付かされる事が度々ありました。
　実際に台湾での交通マナーは日本と比べると明らか
に悪くて、頻繁に交通事故が起こっています。また、
ボイラの据付現場では、安全意識の欠如からヒヤヒヤ
させられる危険な場面を沢山観てきました。これまで、
危険に対する意識や予知能力は日本人の方が格段に高
いと自負していましたが、新型コロナウイルス感染症
の対応に関してはどうやら逆で、台湾から真摯に学ぶ
べき事が多くあると思っています。台湾人は日頃の些
細なリスクに対しては大らかですが、生死を分けるよ
うな大きなリスクに対してはとても敏感で、その対策
も実に的を射ていると感じています。

最新の台湾の状況と
弊社の取り組み

台湾三浦工業股份有限公司
董事長　三本　順一
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台湾のコロナ対策の実態
　全世界で6,000万人以上の感染者が確認され、死亡
者も140万人超の中で、台湾では2,400万人の人口を擁
しながらも、新型コロナウイルス感染者数を651人に
抑えて、わずか７人の死者しか出していません（2020
年11月30日現在）。新型コロナウイルスの発生地であ
る中国と密接な関係にあるにもかかわらず、完璧とも
言える封じ込めに成功した一連の取り組みは、「台湾
モデル」として国際的にも高く評価されています。台
湾では感染者数の少なさもさることながら、新規の感
染者は輸入症例（海外で感染して入国した人）の限定
で、４月13日から今日まで、市中感染が全く確認され
ておりません。日本では一日で数千人もの新規感染者
が出ていますから、この数字は驚異的と言えます。
　これは、水際対策と厳格な隔離措置によって、台湾
内での感染拡大を未然に防いだ結果と思います。入国
後の14日間隔離については、専用の宿泊施設から一歩
も外に出られない厳格な措置が、今なお続いています。
　台湾の新型コロナウイルス対策で、日本で注目を集
めるのは、IT担当大臣のオードリー・タン氏だと思
います。マスクを素早く平等に行き渡らせるためのシ
ステムを大臣自らが開発するなど、独学で学んだプロ
グラミング能力を存分に発揮しました。
　そして、台湾国内で絶大な支持を集めているのは、
コロナ対策で陣頭指揮を執っている陳時中衛生福利部
長（日本の厚生労働大臣に相当）です。陳衛生相は台
湾で感染者が確認された１月20日以降、１日も欠かさ
ず記者会見を開き続けました。「良い知らせも悪い知
らせも全て伝える」ことをモットーとし、質問がなく
なるまで記者の質問に丁寧に答え続ける姿勢が、台湾
の人々から大きな支持を集めました。特に、陳衛生相
が会見の中で繰り返し語ってきた「感染者が過ちを犯
したのではない。接触者にも罪はない。」という言葉が、
小生にとっても印象的でした。目に見えないウイルス
の恐怖に怯える人々を安心させ、パニックを回避し、
互いに相手を思いやることで魔女狩りをさせないよう
にしました。陳衛生相を含め、台湾の衛生関係者は、
2003年に流行したSARSの教訓を今回の感染症対策に
見事に生かしていると思います。

これからの台湾
　４月頃より徐々に普通の生活を取り戻して、今では
イベントや宴会も従来通り行われています。元来、旅
行好きの台湾人が海外に出国できませんから、国内旅
行が盛んになり、リゾート地のホテルは予約が取れな
い程の状況になっています。そんな中でも、公共交通
機関や人が混み合う場所では自主的にマスクを着用し
ており、感染症対策に気を緩めない姿には、本当に頭
が下がります。
　また、経済面では、主力産業である半導体や電子産
業への新型コロナウイルス感染症の影響が軽微だった
事、また５G到来の波にも乗った事により、順調に台
湾経済を牽引しています。
　2020年のGDPの経済予想も、＋1.9％に上方修正さ
れました。サービス業は厳しい状況が続いていますが、
経済全体としては既に持ち直したと言えます。新型コ
ロナウイルス感染症に関しては、終息するまでもう少
し長い戦いとなると思いますが、ここまでの経過を見
ていると、SARSの教訓を生かした素早い始動対応を
行った台湾に軍配が上がると思います。
　現在、日系企業が海外に進出する時は、現地の市場
性だけでなく、新型コロナウイルス感染症を含めたカ
ントリーリスクを検証していると思いますが、「台湾
モデル」という世界一のコロナ対策を身近で見ている
と、台湾の株は上がったように思えます。

プロ野球リーグ優勝感謝祭の様子　2020年11月16日
（ミウラがスポンサー契約している統一ライオンズ）
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１．はじめに

　菅儀偉総理大臣が就任後、2020年10月18日から20日

まで最初の外遊先として訪問された地がベトナムで

あったことは皆さんの記憶に新しいことでしょう。如

何にベトナムが日本にとって重要な国かしみじみと感

じています。日本とベトナムにはとても長いお付き合

いの歴史があります。８世紀、阿倍仲麻呂が唐から派

遣され安南都護府（現在のハノイ）に駐在していたこ

と、御朱印船貿易における長崎とベトナム中部との関

係（16世紀）、1900年初頭の東遊運動における浅羽医

師とのふれあい、近年では第２次大戦後、ベトナムに

残留された日本人のベトナム人家族との交流・関係者

の訪日（2017年頃から2019年頃）、などがありますが、

これらは数多い交流の一例に過ぎません。

　筆者は2017年２月から2019年９月末までベトナムの

首都ハノイに日本貿易振興機構（ジェトロ）ハノイ事

務所長として駐在しており、現地で見聞したことも含

めビジネスのヒントとしてベトナムへの見方やこれか

らについてご紹介します。

２．ベトナム概観とコロナ禍への対応

　インドシナ半島の南シナ海に面して位置するベトナ

ムの国土面積は約33万㎢、日本の九州を除いた面積と

ほぼ同じです。南北に長く、例えば北部に位置する首

都ハノイと南部の経済都市ホーチミンは直線距離で約

1,100㎞離れています。そのことから両都市の気候は、

特にハノイは１月や２月は冬でもあり、かなり異なり

ます。人口は9,621万人i、社会主義体制（共産党によ

る一党支配）ではありますが市場型の経済です。民族

は京（キン）族が多数を占め、そのほかに53の少数民

族がいます。宗教は仏教の信徒が多くキリスト教など

諸宗も信仰されています。筆者が感じる国民性は、や

はり真面目であり未来志向が強く、人と馴染みやすい

朗らかさがあると思います。賢さも特徴的です。例え

ば、各種の「国際数学オリンピック」といった主に高

校年次向けの自然科学系競技会で優秀な成績を収める

など多くの素晴らしい成果もあります。

　コロナ禍へのベトナムの対応の良好さは日本でも話

題となりますが、国の成り立ちや国民性も関係してい

るようにも思えます。一般的には「SARSでの成功体

験があったため」とされていますが、これは過去を冷

静に見て適切に対処する「賢さ」に由来するものかも

しれません。そのほかにも、社会の「体制」が機能し

コロナ禍対応への徹底がなされた、国民への啓発活動

が機能したii、などの説があります。いずれにしても

社会体制や国民の生活に内在する共助の考え方などが

相乗効果を発揮し、よい方向に作用した可能性もあり

ます。

３．経済について

　これまで順調に成長を続けてきた経済も、2020年は

コロナ禍で影響を受けています。ベトナム統計総局に

よると2019年の実質GDP成長率は7.02％と、2018年の

同7.08％に連続して高い成長を誇っていましたが、

2020年に入ると第一四半期が前年同期比で3.7％、第

二四半期はさらに落ち込み同0.4％、第三四半期はや

や持ち直し同2.6％となっていますiii。サービス業、中

でも宿泊業・飲食業の落ち込みが厳しい状況です。他

方でアジア開発銀行が発表したアジア経済見通しivに

よると、東南アジア諸国が軒並みマイナス成長とされ

る中、ベトナムの2020年の成長率は1.8％（2021年予

測は6.3％）とされ、少しずつ光明も見えています。

　一人当たりGDPはベトナム全体で3,426ドルです。

これは日本の昭和47年（1972年）の2,945ドルを上回

るものの、昭和48年（1973年）の3,945ドルには及ば

ない水準です。注意を要するのは都市部です。2019年

現在のベトナムの
状況とビジネスへの
ヒント

日本貿易振興機構（ジェトロ）
理事　北川　浩伸
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のハノイの１人当りGDPは5,187ドルと推計vされます

が、これは日本の昭和51年（1976年）の5,028ドルを

少し上回ります。ホーチミンは6,425ドルviで、これは

日本の昭和52年（1977年）の6,282ドルよりは大きい

ものの、昭和53年（1978年）の8,747ドルには及びま

せん。

　実際の生活ぶりをみてみましょう。経済成長の力強

さとともに、生活水準は急速に向上しています。都市

部では高層マンションが次々と建設され、家庭内には

多様な製品が充実しています。2019年のベトナムの小

売売上高（ベトナム統計総局）は1,627億3,000万ドル、

こ れ は2010年（673億7,000万 ド ル ） の2.4倍 で すvii。

2019年の新車販売台数（ベトナム自動車工業会）は32

万2,322台（前年比11.7％増）、過去最高を記録しました。

この数字には韓国系及びベトナム系企業の販売台数が

含まれていないので、推計販売台数は約42万台とされ

ていますviii。まさに昭和50年頃（1970年頃）の日本の

高度成長期を彷彿とさせます。モノの消費だけではあ

りません。筆者が現地で生活をしていて最も「助かっ

た」ことは、タクシー配車ができるスマホアプリでし

た。公共交通機関がほとんどないハノイではタクシー

移動は必須となりますが、運転手とのベトナム語での

意思疎通や運賃支払いなどで課題も多く、スマホで配

車から降車まで簡潔に、気持ちよく利用できるこの英

語アプリはとても重宝したものです。総務省ixの情報

によるとベトナムの携帯電話普及率は147.2％（2018

年）、スマホxやITなどを活用したビジネスは今後も消

費者の心をとらえるものと思われます。

４�．ベトナムの対外経済関係や進出における注意点・

ヒントなど

　2019年の貿易収支は111億1,845万ドルとなり、４年

連続で黒字、過去最高の黒字幅ですxi。外国からの投

資も2007年のWTO加盟以来、安定的に増加し2019年

は投資認可件数5,454件（過去最高）、認可額234億ド

ルxii、実行額204億ドル（過去最高）であり、各国企

業からの視線は高いものがありますxiii。ハノイ、ダナ

ン、ホーチミンの各日本商工会議所に加盟している企

業数は1,973社となりxiv、日本企業のベトナム進出は今

後も続く趨勢にあるでしょう。もともと日系企業から

の評価が高い「政治の安定性」に加え、首相はじめトッ

プ自らが日本で企業誘致を呼びかける策なども奏功し

ているものと思われます。以前からの「チャイナプラ

スワン」の動きに加え、近年の中国とのビジネス関係

や今後のベトナムの内需の発展を熟慮し、ベトナムへ

拠点を移したいという製造業の声もあります。年々高

まる技術力の向上や優秀な人材の豊富さ、既に14もの

FTAやEPAを締結し通商上の優位性を持つこともベ

トナムへの投資が増加する要因と言えます。

ハノイでの工業系展示会

　また、ベトナム進出日系企業の事業「拡大」意欲も

他のASEAN諸国と比べて高いとされていますxv。但

し、近年はハノイ市、ホーチミン市近郊は人件費など

のコストが割高になっており、製造業等では地方への

展開も検討がされています。なお、近年では製造業の

みならず非製造業の投資件数が顕著（2019年は全体の

79％、非製造業には建設、倉庫・運輸含むxvi）であり、

一次産業から三次産業まであらゆる業種・業態の日本

企業がベトナムに関心を向けています。

　ベトナム進出のポイントは、「ベトナムという相手

を良く知る」ということでしょう。そもそも日本と違

う社会体制ですので、政治構造xvii、法律の体系、経済

の仕組みなど可能な限り絶え間なく能動的に情報収集

することが求められますxviii。特に法律・税制・人件

費は常に最新の動きを把握しておくことが肝要です。

ベトナムの人々の考え方、生き方も含む社会の変化は
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とても速く、「以前知っていたベトナムの知識」はあ

まり役に立ちません。

　進出後には情報収集・交換もかねて、現地での日系

企業同士の人脈づくりに力を入れるとよいでしょう。

中小企業者は現地で孤独になりがちです。筆者はジェ

トロ・ハノイ事務所にて勉強会形式の交流会を複数主

催し、参加された皆さんと充実した情報交流ができま

した。

５．おわりに

　これからも日本にとってベトナムは重要な国であり

続けるでしょう。友好な関係を続けるためにも、私た

ち日本人ひとりひとりの努力が大切になります。本稿

の読者の方々は企業経営者と思われますが、まずは皆

様の身近にベトナム人がおられれば親切、真摯にお付

き合いいただきたいと筆者は希望しています。ベトナ

ムにこれから進出する（または既に進出した）企業か

らの派遣者の方には、「ベトナムと仲良く」なる一助

として歴史・文化や言語などへの理解あるいは習得へ

の挑戦をお勧めします。その結果、ビジネスも円滑な

ものとなるでしょう。ベトナムで成功した先人達はこ

のような努力をしてきていました。

　「ベトナムと仲良く」なるため、筆者はともに駐在

生活を送った家内と積極的にハノイの街歩きをしてい

ました。ハノイには「専門街」が多く、中でも筆者の

趣味でもある「楽器」や「園芸」街は印象深く、現在

でも散策中に出会ったたくさんの親切なベトナムの

人々の思い出を夫婦で語り合っています。コロナ禍が

一日も早く収束し、人と人との触れ合いをごく自然に

できる日が来ることを心から願っています。

園芸街のスナップ

【略歴】

1989年日本貿易振興会（当時）入会。1991年10月から

1993年７月までジェトロ愛媛事務所勤務。その後、ロ

ンドンセンター、経営企画担当主査、総務部総務課長、

サービス産業部長、ハノイ事務所長などを経て現職。

2019年10月ベトナム政府より「ベトナムの投資計画事

業への貢献」に対し表彰を受ける。

慶應義塾大学大学院商学研究科博士後期課程単位満期

取得退学。長崎県公立大学法人連携教授。

i 2019年４月１日時点
ii  2020年７月　「アジアを見る眼」、ジェトロ・アジア経済研究所　（2020

年11月11日アクセス）　
  https://www.ide.go.jp/Japanese/IDEsquare/Eyes/2020/ISQ202020_023.html
iii  2020年11月20日付　「ビジネス短信」、ジェトロ　（2020年11月20日ア

クセス）
 https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/11/7b3872ec25c13c02.html
iv 2020年９月15日時点
v ジェトロにて推計
vi ジェトロにて推計
vii  2020年９月11日付　「地域・分析レポート」、ジェトロ　（2020年11月

11日アクセス）
 https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2020/f242cb1236a61fab.html
viii  2020年８月19日付　「地域・分析レポート」、ジェトロ　（2020年11月

11日アクセス）
 https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2020/7e4e1d0cf306f9ac.html
ix 総務省「世界情報通信事情」 （2020年11月11日アクセス）
 https://www.soumu.go.jp/g-ct/item/mobile/index.html　
x  筆者の現地感覚では携帯電話はほぼスマホと同義ととらえてもよい状

況です

xi  2020年２月27日付　「ビジネス短信」、ジェトロ　（2020年11月16日ア
クセス）

 https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/02/e79353c672165884.html
xii 拡張案件含む
xiii  但し、2020年についてはコロナ禍の影響を受けており、今後の推移

を引き続き確認する必要はあります
  2020年10月９日付　「ビジネス短信」、ジェトロ　（2020年12月２日ア

クセス）
 https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/10/ab5224d26f8ba8c0.html
xiv  ベトナム日本商工会議所：787社（2020年11月時点）、ダナン日本商

工会議所：148社（2020年10月末時点）、ホーチミン日本商工会議所：
1,038社（2020年10月末時点）

xv  2019年版「アジア・オセアニア進出日系企業調査」、ジェトロ　（2020
年11月11日アクセス）https://www.jetro.go.jp/world/reports/2019/
01/962bd5486c455256.html

xvi  FIA（ベトナム外国投資庁）データをもとにジェトロにて資料作成
xvii  特に2021年は５年に一回開催される第13回党大会があることから、

情報収集は重要です
xviii 次のジェトロのHPなどは参考になります 
 https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/
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令和２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、令和２年度『国際ビ
ジネス支援講座』を松山商工会議所にて開催しました。
また昨年度に引き続き、新居浜商工会議所、西条商工
会議所、四国中央商工会議所および宇和島商工会議所
のご協力を得て、新居浜地区と宇和島地区において一
部の講座を開催することができました。
　この講座は４コースに分かれており、全般的に県内
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事例を中心に解
説いただきました。
　経営者コースにおきましては、パンデミック経済危
機を乗り切る国際ビジネス戦略と近年注目されている
SDGsに関してご説明いただくとともに、各種機関の
担当者から海外事業支援策について具体的な説明があ
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・経営者の方々に至るまで幅広く
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。
　
１．開催講座の内容
　以下、本講座の実施状況をご報告します。

【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
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。
　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。
　基礎的なことから貿易取引全体を網羅した理解しや
すい内容となっており、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参加
されました。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。

【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）９：30～12：00
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 令和２年10月29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 令和２年10月29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を対
象としております。講師は県内で地域商社や運送会社
に勤務されている方で、それぞれ実際の取引事例に基
づいた、興味深いお話がありました。
　各講座の内容は、以下のとおりです。
　第１講座、第２講座は、現在、愛媛エフ・エー・ゼッ
ト㈱アイロット事業部で国際物流ターミナルの管理運
営など、国際営業に従事されている玉井様から、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。〈基礎〉コースの講座風景
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　第３講座、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 高市様より、物流面からコ
ンテナの種類・概要、輸送方法の選択・実務、梱包方
法および通関手続きの留意点についてご説明がありま
した。さらに、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、実践的な
お話をいただきました。

〈輸出入実務者〉コースの講座風景（新居浜地区）

　第５講座、第６講座におきましては、㈱伊予銀行と
㈱愛媛銀行で国際業務を担当している方から、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
際の実務等、金融機関から見た留意点や注意点につい
て、具体的な事例を基に解説いただきました。

【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
講座内容

講　　師

第１講座　 輸出・輸入申告価格の算出方法を知
る必要性等

第２講座　 輸出・輸入申告価格、関税算出方法
の基礎知識等

第３講座　貿易ビジネスに生かすSDGs
㈱グローバル・ビズ・ゲート
代表取締役　池田　隆行 氏

　貿易取引〈輸入申告価格算出〉コースは、初日の貿
易取引〈基礎〉コースと同じ、㈱グローバル・ビズ・
ゲートの池田様にご講義お願いいたしました。
　第１講座、第２講座において、輸出・輸入申告価格

の算出方法を知る必要性と、関税算出方法にかかる基
礎知識、および関税評価の事例と演習、関税価格の誤
申告のペナルティーと修正申告についてご説明いただ
きました。
　第３講座では、貿易担当者レベルで考えるSDGsの
導入、および導入事例等をご紹介いただきました。
　
【海外取引〈経営者〉コース】
　海外取引〈海外進出〉コースは、主に経営者や管理
者を対象にしております。

開催日時 令和２年11月12日（木）９：30～17：00
講座内容

講　　師

第１講座　 パンデミック経済危機を乗り切る国
際ビジネス戦略を考える

㈱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
・INPIT愛媛県知財総合支援窓口
・えひめ産業振興財団
・愛媛大学

　
　第１講座は、㈱アールFTA研究所 代表取締役 麻野
良二氏を講師に「パンデミック経済危機を乗り切る国
際ビジネス戦略を考える」として、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
ました。

〈経営者〉コースのセミナー風景

　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各海外展開支援
サービスの内容等についてご説明があり、INPIT愛媛
県知財総合支援窓口、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等についてご説明がありまし
た。最後に、愛媛大学 国際連携推進機構 国際教育支
援センターから留学生支援プログラムについてご説明
いただきました。

〈輸出入実務者〉コースの講座風景（松山地区）
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２．受講者の状況

基礎
コース

輸出入
実務者
コース

輸入申告
価格算出
コース

経営者
コース

受講申込者数 30名 52名 19名 19名

うち男性 20名 32名 11名 12名

うち女性 10名 20名 ８名 ７名

出席者数 29名 48名 17名 17名

出席率（注１） 96.7% 92.3% 89.5% 89.5%
（注１）「出席者数」÷「受講申込者数」

　
　４コース全体（新居浜地区、宇和島地区を含む）で
120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111名（出席率は約
92％）の方にご出席いただきました。
　貿易取引〈基礎〉コースは29名の方が受講されまし
た。貿易取引〈輸出入実務者〉コースでは、松山地区
26名に加えて、新居浜地区14名と宇和島地区８名が受
講され合計48名（昨年度60名）の方が受講されました。
特定テーマの貿易取引〈輸入申告価格算出〉コースは、
今回が初めてのテーマで、関税に関する基礎知識と事
例・演習が主な内容でしたが、輸出・輸入両方の担当
者から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、パンデミッ
ク経済危機を乗り切るための国際ビジネス戦略とし
て、FTAの活用とSDGsへの対応についてのお話があ
り、ご好評を得ました。また各種機関からの海外事業
支援策におきましては、各機関のご説明時間をさらに
増やし、より充実した内容となったことと思っており
ます。
　今後とも、より多くの皆さまに受講していただくた
めに、ご満足できる講座内容や運営方法等を改善して
いきたいと考えております。
　
３．受講者のご感想、ご意見
　受講者の方にアンケート調査へのご協力をお願いし
ました。ご意見やご感想は、以下のとおりです。
　（１）総合的評価（回答者のみ）

基礎
コース

輸出入
実務者
コース

輸入申告
価格算出
コース

経営者
コース

大変良い 15名 ９名 11名 ４名

まあ良い ８名 20名 ３名 ７名

普通 ２名 ９名 ２名 ３名

あまり良くない ０名 ０名 ０名 １名

良くない ０名 ０名 ０名 ０名

計 25名 38名 16名 15名

　（２）受講目的（回答者のみ）

基礎
コース

輸出入
実務者
コース

輸入申告
価格算出
コース

経営者
コース

現在、
業務に必要 15名 21名 ７名 ４名

今後、
業務に必要 ６名 ６名 ３名 ２名

一般的な知識
として ３名 ６名 ３名 ３名

計 24名 33名 13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
　　・専門家の方の話が聞けてすごく為になった
　　・分かりやすい説明だった
　　・全体がわかり非常にためになった
　　・資料がわかりやすく良かった
　　〈改善して欲しい点〉
　　・講座内容が多すぎる
　　・もっと焦点を絞った内容がいいのではないか
　　・もう少し戦略的な内容が欲しい
　　・ 必要な部分に重点を置きクリアに説明してほし

い
　　・資料を読み上げているようだった
　　・もう少し小規模事業者を対象とした内容がいい
　（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、オーストラリア
　　・アフリカ諸国　　等
　　〈ジャンル・テーマ〉
　　・輸入消費税
　　・輸入規制、実務的な内容
　　・海外造船業界
　　・FTAについて
　　・海外ECの進め方
　　・農産物加工品、水産加工品、鮮魚の輸出
　　・知財（特許調査の方法）について
　　・各国の輸出管理
　
　アンケートにご参加いただきありがとうございまし
た。アンケートにご回答いただきました皆様のご感想
やご意見を参考にして、講座内容の更なる改善を図っ
て参ります。今後とも本講座をご活用いただきますよ
う、よろしくお願いいたします。
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