
 - 1 - 

公益財団法人ひろしま産業振興機構国際ビジネス支援センター情報誌 ２０１3 年 3 月号 (第 159 号) 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

株式会社チャイナワーク 専務取締役 遠藤誠 氏 

「広島上海事務所の新たな取組み」……………… 

海外ﾚﾎﾟｰﾄ 

大連「春節前の人手不足」………………………………… 

ﾊﾞﾝｺｸ「活発なﾀｲへの投資」………………………………… 

重慶「広島と福山での経済ｾﾐﾅｰで中国のお話をいたしました」… 

ｼﾞｬｶﾙﾀ「広島県議会議員団の来訪」……………………… 

ﾆｭｰﾃﾞﾘ 「ーJETROｲﾝﾄﾞ北西部投資ﾐｯｼｮﾝに参加しました」… 

ﾎｰﾁﾐﾝ「TET（ﾃﾄ）、ﾍﾞﾄﾅﾑの旧正月」……………………… 

 

 

1 

 

2 

2 

3 

4 

4 

5 

 

ﾓｽｸﾜ「今月はﾛｼｱではさまざまな出来事がありました」… 

ﾊﾉｲ「車両維持費の急激な上昇による、 

ﾍﾞﾄﾅﾑ車市場への影響」………… 

ﾆｭｰﾖｰｸ「日米租税条約を一部改定」……………… 

台北「外国旅行客の増加」…………………………… 

上海「日本発！世界の酒ｲﾍﾞﾝﾄ」……………………… 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ「人口白書に揺れるｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ」………… 

中国ﾋﾞｼﾞﾈｽ Q&A「中国で飲食店出店vol.3」…… 

ハッピーからのお知らせ…………………………

… 

… 

6 

 

7 

8 

8 

9 

10 

11 

12 

 
  

  
株式会社チャイナワークは、平成 15 年に公益財団法

人ひろしま産業振興機構広島上海事務所の運営を任され

まして、今年でちょうど10年となります。この間、陳、

千葉、川田、西尾が現地の窓口を担当して参りました（※）。

そして多数の県内企業の皆様に、上海事務所（「広島県中

国ビジネス支援室」）をご訪問いただくとともに、情報収

集ほか各種ご依頼をいただき誠にありがとうございまし

た。 

現在、上海には 30 弱の自治体事務所があり、そのほ

とんどが自治体職員を駐在員として派遣されておられま

す。その中で広島上海事務所は、当初から民間コンサル

タントへの運営委託という独特の方式でスタートいたし

ました。この方式は、事務所の機能を「県内企業のビジ

ネス支援」という側面に特化し、中国ビジネスコンサル

タントとしての当社のノウハウを県内企業の皆様に提供

できるというメリットがあります。加えて、駐在員派遣

コストがセーブできるため、経済的な運営に対しても貢

献しているかと存じます。こうした体制の元、多くの広

島県企業の上海地域への進出支援についてお役に立って

いるものと考えております。 

このようなメリットが認められたためか、近年、埼玉

県の上海事務所（「埼玉県上海ビジネスサポートセンタ

ー」）の運営を委託していただいたほか、香川県や鳥取県

の現地ビジネスサポート業務も受託しております。 

さて、これからでございますが、産振構本部や広島県

の担当部署の方々とも協議をしてまいりして、新たに次

の二つの点に取り組むことになりました。一つは、大き

な消費力を持ってきております上海地域での広島の観

光・物産のＰＲについて、広島県や広島市の施策に呼応

して取り組むこと。今年度も広島の観光をＰＲすること

のできる機会を捕らえてブース出展などをしております。 

もう一点は、当社のノウハウを広島で提供するため、

広島において平成25年度に計8回の中国ビジネス・シ

リーズ講座「中国ビジネスに関する基礎知識」を開催す

ることとなりました。毎回二日間のプログラムで、講演

と合同相談会などを実施してまいります。3月26・27

日には事業のＰＲも兼ねて、「キックオフ・セッション」

を開催させていただきます。詳細はこのハッピーメール

に掲載されることと存じますが、皆様、奮ってのご参加

をお待ちしております。 

※ 当初 2 年間は、産振構常務が所長を兼ねており、

当社担当は副所長でした。 
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 大連 ビジネスサポーター 劉   瑛

大連はここ数年既に人手不足が進んでおり、レスト

ランでは、年中スタッフ募集の紙が貼られていて、就

労条件もどんどん高くなっているのが日常的な状態に

なっていますが、2月9日の大晦日（旧暦）に向かっ

て、2月に入ってからもっと厳しい状況になってきて

おり、良く通っている料理屋に行ったところ、オーナ

ーやマネージャーが料理を出したり、精算カウンター

に立ったりして、話しする暇もなく店中を飛びまわっ

ているほどでした。 

同じく、洗車店もスタッフがいきなりいなくなり、

平日1台20元が春節あたりになると50元にもなり

ます。それでもスタッフが足りませんから、列を並ぶ

のが当たり前になっています。雪の多い今年、春節直

前の洗車が避けられなく、多くの人が困っています。

インターネットでは洗車用タンクなどが良く売られて

います。いつでも自分で洗車ができるのが売りのよう

です。世間では、冗談で「洗車店はセルフサービスを

提供したら」と言われていますが、これからそれが一

つのパターンになる可能性もないではないように思わ

れます。 

また、以前「大晦日でもオープン」を売りにしたこ

ともあるジムやエステサロンからも早々知らせが来て、

「大晦日から1週間休み」と長々と休んでしまい、実

際2月に入ってからもうスタッフいなくなり、顧客対

応が十分にできなくなっています。お客さんの一番ニ

ーズの高い時期に断るしかないとは、オーナーとして

は心が痛いでしょうけど、スタッフにとっては、3倍

の給料でも何をくれても、それより家に帰ってゆっく

り休む方が大事です。10 年前の稼ぐために一生懸命

がんばる時代からは、もう「生きる楽しみ」を求める

時代になっているような気もします。 

そこで上にも言及したように、セルフサービスまた

は「自動○○機」なるものが活躍する時代になるでし

ょう。先日、ドイツ製の電動自動窓清浄機も見つけま

した。もう「機械より人の方が安い」時代の終わりと

言えるでしょうか。 

 

バンコク ビジネスサポーター 富永 勇三 

広島銀行様が年一回、タイに於いて「広友会」なる

会合を定期的に開催されており、今年は1月25日に

開催されました。 

大変光栄にも、ひろしま産業振興機構の海外ビジネ

スサポーターを拝命している関係より、一時間の講演

依頼がございました。タイトルは「タイにおける進出

の留意点及び最新の経済状況」でした。 

タイの恵まれている諸点ならびに考えられるリスク

について述べさせて頂きましたが、中でもタイが安定

している最大のポイントとして、相続税･贈与税が無い

点に付き、強調してお話をいたしました。この点に興

味を示して頂いた方が多かった様に感じますので、以

下に触れてみる事にしました。 

目下のタイは大きく分類して、高度成長を望まぬ財

閥系（黄組）とこれに対抗する新興勢力（赤組）があ

ります。相続税が無いゆえ財閥系は保守的で、急速な

る変化を望みません。 

しかし、このままでは貧富の差が大きくはなれ、狭

まる事が無いとの反発も出る訳ですが、ここは「タン

ブン」という寄付を頻繁に且つ直接行う事により均衡

を保って来ました。また、富める人々は、将来の相続

税を恐れる事なく積極的に新事業に投資を行い、新規

雇用を生み出して来ています。 

新興勢力の最たるお方が、タクシン元首相ではない

かと思います。一介の警察官より身を興し、警察や諸

官庁へのコンピュータの導入を一手に勝ち取り、その

後、通信分野にも手を広げ、一代にして巨万の富を築

き、このお金の力で地方の貧困層の票を買い取り、遂

には首相の座を射止めました。 

そのやり方に、財閥系の人々は眉を顰め、大きな衝

突も起こりました。最大の問題点は、巨万の富を築き

ながら、タイの文化である、相続税が無い代わりの、

寄付行為を彼がしなかった事と感じています。多くの

人々が認める様に、彼には素晴らしい発想と手腕、遂

行力があったと思います。彼のお蔭で、多くの新規雇

用も実現しました。何故、寄付行為をしなかったのか、

今でも残念に感じています。 

もう一つ、彼が追放された理由には、素晴らしいプ

ロジェクトを次々に立ち上げたのですが、それに付随

した事業には、必ず彼の親族の会社が関連した事でし

た。財閥系の保守的な人々では、なかなかなし得なか

った偉業を成し遂げたと思いますが、財閥系が大切に

する寄付を今後の新興勢力の方々は考えて欲しいと願

っています。 

★☆★☆★☆★☆★☆★海 外 レ ポ ー ト★☆★☆★☆★☆★☆★ 

春節前の人手不足 

活発なタイへの投資 
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小さな政府で歳出を抑え、社会保障等は富裕層が直

接の寄付を行う事でカバー、富裕層に相続税を心配す

る事無く、どんどんと新規事業を立ち上げて貰い、新

規雇用の確保を図り、国の力を伸ばし、国に安定感を

もたらす、これが現在のタイではないかと推測してい

ます。この様な点、現在の日本は参考にすべきと思っ

ています。 

「今後のタイは？」との質問を頂きましたが、それ

は今後の日本をどう見るかによると思います。大きな

借金を背負っているのに、更なる金融緩和、これは大

変危険な賭けと感じています。残された選択肢は、タ

イならびにその周辺国への進出ではないかと思います。

 

 

 

 

 

重慶 ビジネスサポーター 吉川 孝子

去る2月19・20日に、

広島と福山で開催されたセミ

ナーでお話をさせていただく

機会を頂戴いたしました。こ

のセミナーは、毎年9月と2

月に、ひろしま産業振興機構

が、広島銀行・中小企業基盤

整備機構・広島及び福山の商

工会議所と共催により、3人

の講師が約 1 時間ずつ個別 

のテーマで講演を行うかたちで実施されているもので、

今回、私は重慶や成都及び四川省の現地事情について

お話いたしました。 

私がこの講演で皆様にお伝えしたかったことを以下

簡単に記させていただきます。重慶や成都などの内陸

部は、随分開発が進んできておりますが、まだまだ開

発余力がございます。ご案内の通り、中国は、言葉、

文化、商習慣が日本と異なりますし、社会体制も異な

っておりますため、ビジネスも一筋縄では参りません。

しかし、リスクを回避する手立てが無いということで

もございません。十分に勉強・研究されて、中国ビジ

ネスを展開する、中国へ進出されることをお奨めいた

します。 

中国も人件費が高騰しており、日本との人件費の差

を利用したビジネスモデルは難しくなってきておりま

す。反面、中国人の購買力や消費意欲が大変旺盛にな

ってきております。重慶にもユニクロや無印良品とい

ったブランドが進出しておりますが、韓国のロッテデ

パートも 2013 年以降、重慶で多店舗開店する予定

（当面3店舗予定）になってきております。人々が直

接購入する食品や衣料品等の消費財分野にどのように

食い込んでいくかが先ずはポイントであり、更にニー

ズがあっても中国にノウハウや技術がない、教育（専

門学校）、医療、老人福祉等の分野は、参入へのハード

ルは高いものの、将来的には有望だと思われます。 

欧米への留学経験を経てグローバル基準を理解し、

古い中国流「安かろう、悪かろう」商法ではないビジ

ネスを展開したいとする中国の若い（太子党の）企業

家も徐々に増えてきております。そのような若い企業

家の団体から、「海外で勉強した経験を生かしていろい

ろやってみたが、なかなか上手くいかない。技術のあ

る日本企業と組んで取り組んでみたいので、日本企業

を紹介して欲しい。」という相談を受けることもありま

す。 

中国へ進出することをお考えの企業の皆様は、一度、

現地、中国内陸部を訪問してみられることをお勧めい

たします。重慶と四川省の省都である成都は、約

300Km離れていますが、人々の気質は随分違います。

重慶人は大阪商人のようで仕事も決断も速い、他方、

成都人はのんびりしていて、ビジネスのペースもゆっ

くりです。もしかすると京都の方々と似ているのかも

しれません。重慶でも、成都でも視察のご希望があれ

ば、ひろしま産業振興機構もしくは広島県海外ビジネ

ス課（※）を通じてご用命ください。現地でお待ちし

ております。 

 

※ 平成24年5月から広島県から委託を受け、広島・四川経済交流事務所所長を拝命しております。

広島と福山での経済セミナーで 
中国のお話をいたしました 
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ジャカルタ ビジネスサポーター 松井 和久 

1月29日、インドネシアを訪問中の広島県議会議

員団の皆さんと夕食会をご一緒させていただきました。

私のほか、ジェトロ・ジャカルタ事務所の富吉所長、

フマキラー現地法人の山下社長も同席されました。広

島県議会議員団の皆さんは、2日間という短い日程に

もかかわらず、精力的に訪問されたご様子で、様々な

感想をお聞きすることができました。 

とくに、来訪の前後で、インドネシアに対するイメ

ージが随分と変化した様子がうかがえました。たとえ

ば、インドネシアはイスラム教徒が大半でテロや暴力

で怖いというイメージだったのが、実際には穏やかで

優しい親日的な人々であった、といった話をお聞きし

ました。また、ジャカルタの中心部が大変に発展して

いる様子にも驚かれた様子で、発展途上国という感じ

がしないといった声も聞かれました。フマキラー現地

法人の山下社長のお話からは、現場にしっかりと根を

下ろした企業活動が大きな効果を上げている様子がう

かがえ、広島県議会議員団の皆さんも感銘を受けてい

たようです。 

インドネシアは実に多種多様な国で、それを本当に

見て回ろうとすれば一生かかっても尽くせないかもし

れません。今回、広島県議会議員団の皆さんがみたイ

ンドネシアはそのほんの一部に過ぎませんが、今回の

訪問で興味と親近感を持っていただき、また近いうち

にインドネシアを再訪されて、自分の目で見たインド

ネシアを広島の方々に自分の言葉で語っていただける

のならば、ビジネスサポーターとしてたいへん嬉しい

限りです。 

日本とインドネシアとの関係は、政府と政府が開発

援助を通じて結び合う時代は終わり、民間と民間、市

民と市民が様々な形で対等につながる時代を迎えてい

ると日々感じます。広島という名は、原爆の悲劇を通

じて、インドネシアでは一般に知られています。今度

は、普段着の広島をインドネシアの人々に伝える機会

も増やしていければと思います。 

 

 

ニューデリー ビジネスサポーター 大川 広

デリーは今年30年来で一番寒いと言われる冬を迎

えております。現地の新聞ではホームレスが数名寒さ

で亡くなったとの記事が掲載されておりました。寒い

といっても氷が張るほどではありませんが、こちらで

は寒い冬の期間は 2 ヶ月程度と短いため家には暖房

設備はなく、また長くて暑い夏に備えて床が大理石で

できているため体感では非常に寒く感じます。このた

め夜は日本から持参した湯たんぽが欠かせません。 

さて、1月上旬にJETRO主催のインド北西部投資

ミッションに参加いたしましたのでレポートさせて頂

きます。今回のミッションはインド北西部ということ

で、日程の前半はインド北部のデリー近郊、後半はイ

ンド西部のグジャラート州を訪問しました。このミッ

ションには日本からの参加された方、インドに駐在さ

れている方の合わせて約90名が参加されました。 

前半のデリー近郊訪問では日系企業の自動車関係の

工場が集積しているマネサール地区及びニムラナ地区

を訪問しました。両地区ともインドの大動脈と呼ばれ

ている国道8号線沿いにあります。マネサール地区は

デリーから車で約1時間のところにあり、マルチスズ

キ、ホンダ、デンソーが進出しております。また、ニ

ムラナ地区はデリーから車で約 3 時間のところにあ

り、そこには2006年に JETRO とラジャスタン州

政府産業開発・投資公社との覚書に基づき、州政府が

開発したインド初の日系専用工業団地があります。現

在その団地にはダイキン、三井化学、日立化成など日

系企業が約30社ほど入居しており、団地の９割は入

居済みとなっています。 

マネサール地区は90年代の後半から急速に開発が

進められた地域で、自動車関係の工場の他、最近はオ

フィスビル、ショッピングモール、高層アパートの建

設が進められています。国道8号線沿線でかつデリー

から近いということで近年地価が高騰しております。

 
デリーに勤務しておりますのでニムラナ地区の話は

よく耳にするのですが、なかなか訪問する機会がなく

今回が初めての訪問でした。既に進出している日系企

業の方々との昼食会が催され、色々お話を伺うことが

広島県議会議員団の来訪 

JETROインド北西部投資ミッションに 
参加しました 
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できました。日本人の生活面でのインフラはまだ整備

されていないようで駐在されている方々から仕事以外

での苦労話が多く聞かれました。例えば、ニムラナ地

区はまだ日本人が家族で住める様なアパートはなく、

家族帯同での駐在の場合にはインド内単身赴任となり、

家族はデリーに住み、一方駐在員は平日はニムラナ地

区でホテルに住み、週末だけ往復6時間かけて家族の

住んでいるデリーに行くと仰っていました。また、食

事の面でも日本食が食べられるレストランは近隣で2

件しかなく、また娯楽施設もないのでストレスが溜ま

り易いとも仰っていました。 

後半はグジャラート州を訪問し、JETROとグジャ

ラート州産業開発公社等の協力・働きかけにより、州

政府が開発を進めている日系専用工業団地用地の見学

を行いました。グジャラート州も今回が初めての訪問

でした。グジャラート州は以前ご報告させていただき

ましたが、現在インドで最も注目を集めている州の1

つです。その理由の一つに他州に比べて電力、水、道

路などの工業用インフラが整っていることが挙げられ

ます。実際に訪問した感想ですが、ショッピングモー

ルの数など商業面では首都デリーの方が都会でしたが、

評判通りインフラはデリーよりも整っているのではな

いかと感じました。デリーでは毎日のように停電があ

ります（デリーでは 1 日平均 1 時間は停電している

と言われております）。一方、グジャラート州は電力が

余っているため他州にも供給している位で、私が滞在

している間一度も停電がありませんでした。また、電

線もデリーの乱雑な配置とは異なり、田舎のほうまで

道路に沿って行き届いており、計画的に整備されたこ

とを窺わせました。道路もデリー近郊の産業道路は車

線が狭く凹凸が多いのですが、グジャラート州の産業

道路は車線が広くてなおかつ凹凸が少なく、バスでの

移動もデリーに比べて快適でした。また、水について

もコンクリートで護岸された運河が張り巡らされてい

ました。JETROが州政府と共同で現在開発中の日系

専用団地用地の見学も行きましたが、まだまだ開発段

階で訪問した際は畑や民家などが残っておりました。

JETROの担当者によりますと、グジャラート州政府

の協力の下、整地を行い、それと共に配電、ガス管、

用水路などインフラ整備を進めていくとのことでした。

また、グジャラート州はインドで唯一残っている禁酒

の州として知られておりますが、JETROの担当者に

よりますと、日系企業の進出が進めば日本人居住区に

ついてはお酒を解禁するとの話も州政府関係者との間

で進められているとのことでした。 

JETROの投資ミッション参加のレポートとしまし

て今回インド北西部の代表的な工業地域を紹介させて

いただきました。インドではまだインフラが整備され

ておらず、州によって電力、道路等の整備状況に大き

な差があります。今回のレポートがインド北西部の地

域に進出をご検討されている日系企業の方々にご参考

になりますと幸いです。

 

ホーチミン ビジネスサポーター レ・ティ・タン・ビン

今回はベトナムのお正月、テトについてお話したい

と思います。 

 
テトはベトナム人にとって一番重要なお祭りです。

一年で一番神聖な時間ですので、家族全員が集まり、

先祖を祭り、幸せな日をみんなと共に過ごします。 

世界にはベトナムのように旧正月をお祝いする国は、

中国、韓国、モンゴルなどいくつかあります。ベトナ

ムのテトにも昔からの文化的な習慣が残っています。

テトのために買い物をし、先祖のお墓参りに行きます。

旧暦の12月23日には台所の神様（かまどの神様）

を祭り、この一年にその家であったことを天の神様に

報告してもらうため、天へ送ります。ほかには、五種

の果物を仏壇にお供えしたり、伝統的なもち米料理で

あるバインチュン（中心の豚肉を緑豆ペースト、もち

米の順で層をつくり、バナナに似た葉でくるむ）をゆ

でます。大晦日には神様をお祭りし、1月1日の朝に

は、若い芽をふいた枝を取り（サトウキビを買って持

ち帰ることもある）樹木の生命力を家にもたらすよう

に願いを込めます。 

また、一家の主人と相性の良い人を一年の最初のお

客として招くと、一年間安泰になるという縁起担ぎも

あります。 

ベトナムにも「お年玉」の習慣があり、テトには欠

かせない習慣です。ベトナム語ではお年玉のことをLi 

xi （リーシー）と言い、「お金」「徳」という意味です。

TET（テト）、ベトナムの旧正月 
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テトに誰が来ても慌てないように、大人たちは新札の

小額紙幣がたくさん入った赤い封筒を数多く用意して

おきます。子供達の健やかな成長、学力向上、福智増

長を願ってリーシーを贈ります。赤い封筒は「幸せ」

を意味し、小額紙幣をたくさん入れるのには、子供た

ちがよく働き、たくさんの収入を得ることができるよ

うに、という願いが込められています。 

 
リーシーを一番楽しみに待っているのは、もちろん

子供たちです。元旦には子供達は新しい服を着て、祖

父母、両親、親戚たちに健康と多幸を祈る挨拶をして

から、リーシーを待つのです。 

数多くの習慣の中の小さな一つであるリーシーも、

民族の良い伝統を大事にし、その価値を次の世代に伝

えていくことを教育できる良い行事となっています。 

今年のテト休暇は

2月9日から17日

までの 9 日間と、長

い休みでした。最近

では、「長い休みは経

済発展の妨げの可能

性もあるのではない

か、日本のように新

暦のお正月を採用す

ればいいのではない

か・・・。」と言う意

見もあります。 

日本の皆さんはどう思われますか？ 

 

モスクワ ビジネスサポーター 岩本 茂

先月はロシアの正月明けが平穏なものであることを

お伝えいたしましたが、2月には既にさまざまな出来

事がありました。 

2 月 15 日開催のモスクワＧ20（財務相、中央銀

行総裁会議）は予定されたもので、議論の中身も、円

安ではあるが当面現状を注視していこうという雰囲気

で終了したようですが、ちょうど同じ日に世界中に驚

きのニュースで伝えられた“隕石落下”のニュースは

さすがにロシア中に大きな衝撃として、連日伝えられ

ています。 

ウラルの南にある、鉄鋼業中心の 100 万都市チェ

リャービンスク市の近郊に15日昼間、大きな衝撃波

とともに“隕石”と思われるものが飛来し、雪と氷で

覆われた湖に飛び込み直径 10ｍぐらいの穴が開いて

しまっています。 

世界で最も大きな国土を有する国だけに、大都市の

すぐ近くでも、回りには誰も住んでいない大きな湖が

あり、直接人家に被害があったわけではないのですが、

すさまじい衝撃波で、学校、体育館等の窓ガラスが割

れ、多くの人が破片、落下物等で怪我をし、修復作業

に大きな予算と人手で対応中とのことです。 

さらなる出来事は、モスクワ市が、突然“障害者、

若年者を規定以上に雇用していない企業は外国人雇用

枠を削減する”という通達を出し、そこには弊社を含

む50余りの日本企業のリストも添付されていたため

多くの企業に衝撃が走りました。その後、この基準の

対象の会社は 100 人以上の従業員を有する会社であ

ることが分かり、問題とされる日本企業は4社に絞ら

れたようですが、突然の通達はその意図が未だ理解で

きていません。外国人雇用枠を削減するということは、

弊社及び多くの日系企業事務所では、所長の滞在ビザ

が延長されない、すなわち事務所を閉鎖せざるを得な

いということを意味します。突然どのような規則が降

ってくるか分からない環境は外国の企業としては、安

心して経営に専念できない訳で、ロシアで駐在する外

国企業の数が増えないということにもつながっていま

す。 

さて、最近モスクワのオフィスビル需要に関するデ

ータが公表されましたが、現在オフィスビルの空き室

率が11％と、金融危機の2008年の7％を大きく上

回っています。ロシアの大都市では“バブル期”の

2005 年ごろオフィスビルが一斉に建設され始めた

ものの、工期が予想の倍以上にもなり、また完成時に

は供給過剰という現状が上記の数字にも表れているよ

うです。最近は外資系金融機関の支店閉鎖も増えてい

るとのことで、今後、空き室率は更に増加するのでは

ないでしょうか。 

またこの時期、クラスノヤルスクではメドベージェ

今月はロシアでは 
さまざまな出来事がありました 
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フ首相も出席の、“第10回エコノミックフォーラム”

が開催され、“地方における人材育成のあり方”という

テーマも議論されたようです。長年の“もの作り”放

置（2012年のGDPの伸びが3.5％の中で、製造業

の伸びは0.5％です）の状況で、若手技術者が育って

いない本当の背景をいまこそ認識すべきであると思わ

れます。

 

ハノイ ビジネスサポーター 中川 良一

昨年 2012 年は、過去 10 年間自動車販売業界に

おいて最悪となりました。販売台数は92,958台に止

まり、2011年比33%の減少となりました。これは

ベトナム経済全体の落ち込み、高い銀行金利、車両に

対する各種税金の導入や値上げによる車両維持費の上

昇等、複数の要因が影響しています。 

現在、車両購入時とその維持には非常に多くの諸税

ならびに諸費用が必要となります。車両購入時の付加

価値税、輸入税、特別消費税、車両登録費、ナンバー

プレート発行費、車両検査費と安全技術確認証の発行

費、道路使用料等であり、これに自動車購入費を合計

すると、アメリカでの費用の2.5倍必要になると言わ

れており、ベトナム人のマイカー所有の大きな障害の

一つとなっているようです。 

2011年11月25日にベトナム政府が改定した新

車登録費用は、10 名定員以下の車両については、車

両購入時の領収書記載額の 10%～20%と大幅に値

上げされ、ハノイ市やホーチミン市等の大都市では、

その登録費用が 20％と決定されました。（2010 年

までは2～5%）

【車両登録費用の推移】 

 7 名定員以下 8～10 名定員 その他 

2010 年 6 月迄 5% 2% 2% 

2011 年 10月迄 10%―15% 10%―15% 2% 

2011 年 10月 25日以降 10%―20% 10%―20% 2% 

★上記税率に幅があるのは、各地方自治体により登録費用を決定できるため。 

上記以外に登録時には、登録証発行費用およびナンバープレート発行費が別途必要となりますが、同費用

も2011年に値上げされ、ハノイ及びホーチミン市では2000万ベトナムドン（約90,000円）となりま

した。

【登録証発行費用およびナンバープレート発行費】              単位: ベトナムドン 

期間 車両区分 
ハノイ市および 
ホーチミン市 

ハノイ、ホーチミン 
以外の市 その他 

2011 年 2月迄  7 名以下 2,000,000 800,000 150,000 

 8 名以上 
10 名以下 150,000 150,000 150,000 

その他 150,000 150,000 150,000 

2011 年 2月以降  7 名以下 20,000,000 1,000,000 200,000 

 8 名以上 
10 名以下 20,000,000 1,000,000 200,000 

その他 500,000 150,000 150,000 
 

また車両維持には、毎年（新車時は24カ月目）実

施する車両点検と技術安全確認証の発行手数料の費用

も必要となります。定員10名以下の個人利用者の場

合、点検費用として16万ベトナムドン（約720円）、

技術安全確認書発行費用として 10 万ドン（約 450

円）が必要です。 

そして本年2013年1月1日より、新たに道路使

用税が導入されました。10 名定員以下の車両で、個

人所有の場合、年間156万ドン（約7,000円）、会

社所有の場合216万ドン（約1万円）がかかります。 

近年の自動車販売不振の状況により、ベトナム政府

もその対策に乗り出し、財政大臣および商工業省大臣

に対し、今後市場状況を十分に確認したうえ、新たな

自動車税等の費用改定の決定を下すよう指示を出しま

した。そして本年2013年には、10名以下の車両に

ついて新車登録税を 10%に引き下げるよう発表して

います。 

本年 1 月の自動車販売数は輸入車も含めると

8,989台となり、VAMA（ベトナム自動車工業会）

加盟の国内組み立て車両の販売台数は7,363台とな

車両維持費の急激な上昇による、 
ベトナム車市場への影響 
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っています。これは前年同月比では75%増加していますが、本年1月よりの道路使用税導入および、近日中に

自動車登録税が引き下げられるための買い控えなどが影響し、昨年 12 月との比較では 15%のマイナスとなっ

ています。 

【ベトナム自動車工業会加盟の国内組立車両販売台数】 

 2013年1月 2012 年 1月 2012年12月 前年同月比 前年 12月比 

SUV/MPV/ 
クロスオーバー 1,563 937 2,262 67% -31% 

乗用車 2,282 1,681 2,943 95% 12% 

商用車 2,385 1,528 3,191 56% -25% 

合  計 7,363 4,217 8,627 75% -15% 
 

2013 年のベトナム自動車市場は、政策改定とベトナム経済の回復により、好転することに大きな期

待がよせられています。

 

ニューヨーク ビジネスサポーター 今泉 江利子

去る1月24日、日米間で「所得に対する租税に関

する二重課税の回避および脱税の防止のための日本国

政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議

定書」の署名が行われました。今回の改訂議定書は

2004 年に発効した現行条約の一部を改定するもの

で、両国間の投資交流を一層促進するために行われた

もの。投資所得（配当および利子）に対する源泉地国

免税の対象を拡大し、租税条約上の税務紛争の解決促

進のため、相互協議手続きに仲裁制度を導入しました。

主な改正項目はつぎの通りです。 

1．利子所得は原則として源泉地国免税となる。よ

って原則として米国から日本への利子支払いに

ついては免税となる。 

2．配当所得に関し、源泉地国免税の対象を拡大。

源泉税が免税となる株式保有用件がそれぞれ

「12ヶ月」から「6ヶ月の期間を通じて所有」

および「50%を超える」から「50%以上の株

式の所有」に緩和された。 

3．相互協議手続きに関し、両国当局が合意に達す

ることができない場合について仲裁制度が導入

された。 

4．徴収共助に関し、日本の所得税、法人税などに

ついて両国の税務当局間の協力関係を 

強化する。 

5．条約締結国内に存在する不動産の譲渡収益に対

する課税に関し、米国内に存在する不動産には、

いわゆるFIRPTA税制上の「合衆国不動産持分」

が含まれることが明文化された。 

詳細はwww.mof.go.jp米国財務省www.treasu 

ry.govの当該プレスリリースを参照してください。 

 

台北 ビジネスサポーター 皆川 榮治

2月23日、台北で「2013年観光促進祝賀大会」

が行なわれ、馬英九総統も参加され、過去５年の成果

を高らかに話されました。2012年の台湾の海外から

の旅行客数は731万人となり、過去最高記録であっ

たことがこの大会の大きな祝賀の意義でもありました。 

事実、台湾への観光客数の増加は目覚ましいものが

あり、これは2009年来の政府による｢観光促進突破

計画（2009年～2014年）」にその出発点がありま

した。「最高記録｣「基礎づくり」「レベル向上」の 3

大方針のもと、ハード、ソフトの改善を目指していま

した。国立公園初め台湾各地の景勝地への投資や特色

づくりと共に、サービス（もてなしの心）の充実向上

にも努力を傾けています。その結果最近では、台湾に

旅行に来て親切にしてもらった例はいくつも聞くこと

が出来ます。私も実は先日、大阪に行くに当り桃園空

港で、ケイタイを置き忘れたことがあります。そのケ

イタイが警察に届けられ、警察官がこのケイタイから

番号を調べ、持ち主である私の会社に電話し私が空港

にいることを突き止め、搭乗口で待っていて私を捕ま

えてくれた、と言うわけです。10 分ほど待たされま

したが警察官がやってきてケイタイが無事私の手元に

も戻りました。台湾に戻ってしばらくこのことを忘れ

ていましたが、1ヶ月ほど経って手紙を書き空港事務

所にお礼を伝えたところ、丁寧なメールが返ってきて

「わざわざお礼を言ってもらって有難うございました。

当の警察官初め職員一同あなたの手紙を見て感激しま

日米租税条約を一部改定 
---両国の投資交流に弾み 

外国旅行客の増加 
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した」とありました。国内の公務員の仕事振りには不

親切な応対もありますが、旅行者には国を挙げてこの

様な親切を心がけているようです。 

2月23日、馬英九総統は次の様に話されました。 

「6年前、私は総統就任前、日月潭（日本統治時代

の発電所建設用につくった美しい湖水）を訪ねました

が、このとき台湾観光資源の不振を痛感しました。そ

こで就任後観光政策の改革を宣言し、300 億元の発

展基金を発表し、各縣市、中央政府の協力を要請しま

した。その結果この 5 年来、来台客は増加し 2008

年には384万人だったのが、09年には430万人、

10年に550万人、01年608万人でとうとう昨年

は 731 万人となり、このところ毎年 100 万人の増

加が続いています。しかし、大切なのは人数の増加よ

りも消費環境の安全と品質を重視しサービスを高める

ことが重要で、その結果旅客がまた来たいとの思いを

持ち、台湾を世界の景勝地と認識していただくことで

す」 

また昨年末政府は「台湾観光景勝地建設中期計画

（2012年～2015年）」を発表し、次の3つの方向

を打ち出しました。すなわち---- 

１．「今こそ台湾旅行」を掲げ、経済と観光の調和あ

る発展を促し、国際的に台湾観光のブランドイ

メージを高め、感動体験を提供する 

２．全国の地方政府を横断的に統合し、『台湾観光

地ごよみ』の作成を始め、各地の魅力・特色づ

くりを行い、旅行客の吸引と観光産業の経済効

果を高める 

３．バリアフリー環境を整備し、身体条件の不自由

な旅行者にも交通の便宜や情報の提供と共に

旅行時における善意友好のサービスを提供す

る 

この５年間の観光客の増加（347万人）の大部分

は、2007年以前は無かった中国からの旅行客で、

246万人増ですが、日本からも109万人から143

万人へと34万人（23%）も増えており、台湾政府

の諸施策(特にもてなしの心)は成果を挙げているもの

と言えましょう。

 

広島上海事務所長 西尾 麻里 

去る 1 月 23 日から

27日の4日間、上海市

徐家匯のメトロシティ

（美羅城）で『JIU イベ

ント～世界酒文化在中国

推広活動～』が開催され

ました。これは、広島県

企業㈱三宅本店の現地法

人「三宅（上海）商務信

息諮詢有限公司」と、日

本や中国で数々のイベン 

トを手がける「上海ユルティム国際貿易有限公司」と

の共催による“お酒のイベント”です。『JIU』とは、

中国語で『酒（jiu）』を意味します。計5日間の期間

中、多くの来場者を迎え、大盛況の中で終了したイベ

ントの後、「三宅（上海）商務信息諮詢有限公司」三

宅紘一郎総経理にお話を伺ってきました。 

――『JIUイベント～世界酒文化在中国推広活動～』

の開催目的は？ 

これまでにお酒に特化したイベントがほとんどな

く、中国の方にお酒をもっと身近なものとして広めた

い、さらには、中国未進出の日系企業に対して、これ

を機に進出のきっかけにして欲しいというのが開催

のきっかけでした。 

――どのような企業が出展したのですか？ 

日本酒やビール、焼酎、梅酒、中国の白酒、ワイン、

酒器、おつまみなど計14の企業･団体が参加しまし

た。 

――今回の会場を選んだ理由は何ですか？ 

地下鉄直結のため、通行量が多く、消費力も高い。

世界各国のお酒を集めたイベントですが、日系の店舗

が多く展開しているメトロシティは、『日本発信』を

アピールするためにも一番相応しい会場だと考えま

した。 

――来場者の反応はいかがでしたか？ 

来場者の 8 割が中国人女性で、実際に商品を購入

したのも女性が多かったのは予想外でした。春節（旧

正月）前ということもあり、お祝いやお土産で大量に

購入される方もいました。 

――どんな商品が人気でしたか？ 

日本酒はもちろんですが、女性客が多いこともあっ

て、梅酒が人気でした。またキリンビールのフローズ

ン生ビールも目をひいていました。どの種類も試飲で

きたのが、購入に繋がったと思います。 

――今後はどのように展開される予定ですか？ 

今回の出展企業・団体の反応がとても良かったので、

日本発！世界の酒イベント 
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開催の時期と場所を見極めながら、継続的に開催する

予定です。また、中国への進出を検討している日系企

業の窓口として、お酒だけでなく、それに関わる食品

や工芸品などもPRしていきたいですね。 

広島製品とコラボレーションして、もっと広島県を

アピールしていきたいと話す三宅総経理。今後は、イ

ンターネット市場にも進出予定で、広島県の製品を集

めたサイトを作るのが目標だとか。自社製品の中国展

開を検討されている企業様は、ぜひお問い合わせくだ

さい。 

 

 

 

シンガポール ビジネスサポーター 碇 知子 

「2030年の人口は650～690万。」政府が１月

末に発表した人口白書で現在、シンガポールでは人口

論争が続いています。現在の人口は 530 万人。すで

に住宅は高騰、朝晩のラッシュ時の電車もバスも満杯

という状況で、120～170 万人の人口増という白書

の内容に、野党政治家から一般市民まで猛反対。2月

16日行われた反対集会には、主催者発表で5,000人

が集まったといいます。一昔前までは無許可集会が禁

止されていたシンガポール。現在も集会ができるのは

政府が決めたSpeakers Cornerという場所だけです

が、ここが集会所に定められてから10年以上、これ

だけの規模の反対集会が開催されたのは初めてです。

それだけ問題への関心の高さが伺えます。 

持続可能な人口 

直接の発端は1月29日に政府が発表した「活力に

満ちたシンガポールのための持続可能な人口」という

タイトルの人口白書。これによると、2030年の総人

口を650～690万と予想。その上で、少子高齢化に

よる人口減少を食い止めるため、永住権取得者（ＰＲ）

を毎年3万人増やす計画を示しました。先月の記事に

も書いたとおり、シンガポールの出生率は低下の一途。

このままでは 2025 年から人口減少が始まるといい

ます。このため、現在と同水準の毎年3万人に永住権

を付与することでPR人口を50～60万人に維持し、

毎年 1 万5000～2 万人の PR に市民権を付与し、

国民の減少を食い止めるとしています。 

積極的な移民、外国人受け入れで経済成長 

政府は常に、シンガポールが経済成長を続けるには

移民、外国人が必要だと説いてきました。実際、所得

水準も上がりシンガポール人を雇用したくても人が集

まらない職種もたくさんあります。外国人を締め出し

たら、レストランも病院も、さらに外国人家事手伝い

を雇っている一般家庭も立ち行かなくなります。また、

外資系企業もシンガポール経済の要。経営の現地化は

進んでいるとはいえ、100％ローカル化とはいきませ

ん。 

「サンドイッチ世帯」の不満 

人口政策に反対している人たちも、こうした事実を

否定しているわけではありませんが、不満の根源はこ

こ数年の人口流入があまりにも急速だったことにあり

ます。さらに外国人富裕層の流入で住宅価格が高騰し、

民間コンドミニアムなどは一般庶民には「高嶺の花」

になってしまったこと、物価も上昇していることです。

民間住宅の値上がりが波及して、シンガポール庶民の

ための公団住宅価格も上昇しており、20 年前は 10

万ドル以下だったのに、今や場所によっては50万ド

ル以上です。 

シンガポール人の中でも不動産が低い時期に購入し

た人たちはいいのですが、チャンスを逃した人たちに

とっては「もう一生、民間住宅は買えない」時代。反

対に親が資産を持っていれば、相続税がかからないか

ら子供たちも安泰ですが、親に譲ってもらった不動産

の賃貸収入に頼り、働かない若者も増えていると聞き

ます。一生懸命に働いても、一生、公団住まいの中間

層、いわゆる「サンドイッチ世帯」の不満が募ってい

るのです。 

こうした不満を受け、一昨年の選挙以来、外国人受

け入れを厳しくしてきた政府。しかし企業からは人材

不足への不満が高まりました。企業と国民の要望をど

うバランスとっていくのか、難しい舵取りが続きそう

です。 

※ 1 シンガポールドル＝約 75 円（2 月 26 日時

点） 

人口白書に揺れるシンガポール 
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【シリーズ～中国で飲食店出店 vol.3】 

＜回答者 公益財団法人ひろしま産業振興機構 上海事務所＞ 

 

  

 

  

前回の【シリーズ～中国で飲食店出店 vol.2】では、（１）店舗の準備⇒①立地選定の留意点を説明いたしました。 

今回は次項②内装工事に関する留意点をご紹介いたします。

 

(１) 店舗の準備 

② 内装工事 

A) 店舗設計 

内装設計を行う際、先に「消防局」と「衛生局」並びに「環境保護局」へ赴き、

確認を要する事項があります。例えば、消防施設と火元の場所、店内における厨

房の位置や導線など、かなり細かい規定を元に審査が行われるのです。内装を終

えて、各行政の検査が入ってから、「やり直し」とならないためにも、事前に内装

図面を持って行き、各部門での打ち合わせをする必要があります。 

①立地選定 － Ａ）市場調査
　　　↓↓
Ｂ）物件選定
　　　↓↓
Ｃ）不動産契約

②内装工事 － Ａ）店舗設計
　　　↓↓
Ｂ）見積もり
　　　↓↓
Ｃ）施工
　　　↓↓
Ｄ）政府関係部門の検査

（１）店舗の準備

B) 見積もり 

数社から見積もりを取って決定するのは、日本も中国も同じです。ここでも、粘り強い交渉が必要となってきます。 

 

C) 施工 

上海での飲食店開業時のトラブルの内、実は 90%以上が内装工事と許認可取得に絡むものだと言われています。たとえ、日系

企業に内装を頼んでも、実際に施工を行うのは現地の中国人です。一般的には日本の業者と同レベルの質を求めるのは、ほぼ

不可能だと考えてください。業者任せにせず、頻繁に出向いて進捗情況を自分の目でつねに確認する必要があります。また、

「A)店舗設計」の各許認可手続きに詳しい内装業者を選定することも大切です。 

コストを抑える為にローカル内装企業へ依頼する場合は、日系飲食店から店舗内装の受注実績のある業者を選定するのが基本

です。きめ細かい“日本式”の考え方が伝わりやすく、スムーズな工事が望めるでしょう。 

 

D) 政府関係部門の検査 

内装工事に関わる行政検査は、以下 4項目です。既述のように事前確認の必要な許認可がほとんどです。 

「消防局」⇒『消防許可証』：店舗の消防設備、衛生管理等 

「衛生局」⇒『衛生許可証』、『公共場所衛生許可証』：厨房施設等の管理、空気の環境等 

「環境保護局」⇒『環境衛生許可証』：汚水などの処理等 

「城市管理局」⇒ 屋外看板設置の許可、屋外看板施工の際の足場設置による道路の臨時使用許可等 

※上記許認可の中には、開業してからも定期的に監督官庁が見回りに来るケースがあります。許可が下りたからといって、安心

はできません。中国での店舗出店は、これらの行政機関と上手く付き合えるかで、事業が円滑に進むかが決まります。

 

本質問には、上海市での手続きを例に回答しております。各手順に関しては、中国の各地方政府により異なることがございま

すので、詳細は、専門家もしくは広島上海事務所までお問い合わせください。 

中国ビジネスＱ＆Ａ 

Q

． 

 

 

. 

Ａ

．   

          

 

 

 

. 

当社は、日本で和風レストランを展開しております。この度事業拡大に伴って海外出店することになり、出店地第一候補

として上海が挙がりました。開業準備から店舗運営にいたるまで、日本のやり方が通用しないと聞いておりますが、具体的

にはどのような手続きを踏んで開業に至るのでしょうか。 
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“平成２４年度バングラデシュ・ミャンマー視察研修団”を派遣しました！ 
☞ 両国の現状と課題について実際に見聞し、投資先や生産拠点、消費市場など、 

多様なビジネス発掘の可能性を探りました。 

 
■ 日  程 平成２５年１月１９日（土）～２６日（土） 

■ 参加者数 ２０社・団体、２５名 

■ 訪問都市・視察先 

★バングラデシュ（ダッカ） 

ジェトロ事務所、日系進出企業、 

現地系企業、大規模商業施設 

★ミャンマー（ヤンゴン、バガン） 

ジェトロ事務所、日系進出企業、農園、 

工業団地開発予定地、大規模商業施設、 

仏教遺跡など 

 

IT 企業訪問（ダッカ） 

ジェトロ事務所でのブリーフィング 
（ヤンゴン） 

ミッション 

ご報告 

 

 
 

 

 【３月２６日（火）】14:00～17:00  講演会 

「大連三島食品有限公司の中国での２３年間の取組み」 

（講師）三島食品㈱ 代表取締役社長 三島豊 氏 

「中国の社会体制とビジネスへの影響」 

～ 中国の社会体制と地方行政組織、共産党のビジネスへの関与、新政権の分析と今後の動向 ～ 

（講師）㈱チャイナワーク 代表取締役社長 孫光 氏 

  □ 会場 広島ハイビル２１ 17 階会議室（後援 広島銀行） 

  □ 定員 １００名 （参加無料） 

 【３月２７日（水）】９:３0～11:５0  中国ビジネス塾（合同相談会） 

（講師）㈱チャイナワーク 代表取締役社長 孫光 氏 

  □ 会場 広島県情報プラザ２階 第 1 研修室 ※ 3/26の会場と異なります。 

  □ 定員 １０名 （参加無料。ただし、参加条件あり。） 

■ 詳細･申込方法等につきましては同封のチラシをご覧ください。 

 ※ なお、中国ビジネス･シリーズ講座の講演内容及び実施時期は次のとおりです。 

 
 キックオフ･イベント（3月 26･27日） ③(7月)  中国での販社設立 ⑥(11月) 中国の不動産権利の基本 

 ①(5月) 中国への投資形態 ④(9月)  中国の税務 ⑦(1月)  中国からのビジネス撤退 

 ②(6月) 中国企業への技術移転 ⑤(10月) 中国の労務管理 ⑧(3月)  中国ビジネス成功の奥義 

 
 

 

 

ハッピーからのお知らせ 

あらたにスタートする当機構主催シリーズ講座「中国ビジネスに関する

基礎知識」のキックオフ・イベントを３月２６･２７日に実施します。 

 

 

) 


