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 １ 目的 

 東南アジア及び東アジアにおける県内企業の海外市場・販路開拓やインバウン

ド、県内高校の研修旅行・訪日学習旅行の状況を把握するとともに、現地におけ

る執行部の施策の実施状況を議会として調査し、産業・観光・教育振興に係る政

策立案・審査に資する。 

 

 ２ 派遣先 

   タイ王国 バンコク及びアユタヤ 

台湾   台北市及び高雄市 

 

３ 派遣議員 

 中川宏昌 議員（環境産業観光委員会委員長） 

堀場秀孝 議員（文教企業委員会委員長） 

 

４ 派遣期間 

平成 29 年 11 月５日（日）から 11 月 10 日（金）までの６日間 

 

 ５ 調査箇所等 
 

  【タイ王国】 

(1) (株)八十二銀行バンコク駐在員事務所 

  (2) 日本貿易振興機構（JETRO）バンコク事務所 

  (3) 日本政府観光局（JNTO）バンコク事務所 

  (4) 長野県観光コーディネーターとの意見交換 

  (5) ORION MACHINERY ASIA CO.,LTD. 

  (6) TAIYO MANUFACTURING(THAILAND)CO.,LTD. 
 

  【台湾】 

(7) 台新電子股份
た い し ん で ん し こ ふ ん

有限
ゆ う げ ん

公司
こ う し

高雄事務所 

 (8) 高雄市立高雄女子高級中学 

  (9) 高雄市政府観光局 

 (10) 高雄市政府教育局 

 (11) 台湾
た い わ ん

日電産三協股份
に ち で ん さ ん さ ん き ょ う こ ふ ん

有限
ゆ う げ ん

公司
こ う し

 

(12）(公財)日本台湾交流協会台北事務所 

  (13) チャイナエアライン台北分
た い ぺ い ぶ ん

公司
こ う し

オフィス 

 

 

 

調査概要  

Ⅰ 調査概要 
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期 日 行　　程 調　査　内　容

羽田空港　発

スワンナプーム国際空港　着

（バンコク泊）

　(株)八十二銀行バンコク駐在員事務所 県内企業の状況、県との連携等

　日本貿易振興機構（JETRO）バンコク事務所 タイの概況、市場動向、輸出入状況等

　日本政府観光局（JNTO）バンコク事務所
訪日観光動向、誘客活動状況、訪日学習旅
行の状況等

　長野県観光コーディネーターとの意見交換 現地事業実施状況、商談会の状況等

（バンコク泊）

　ORION MACHINERY ASIA CO.,LTD.
　（オリオン機械㈱タイ現地法人）

現地の経済情勢、海外展開の状況、今後の
見通し、事業展開をする上での課題等

　TAIYO MANUFACTURING（THAILAND)CO.,LTD.
　（太陽工業㈱タイ現地法人）

現地の経済情勢、海外展開の状況、今後の
見通し、事業展開をする上での課題等

（バンコク泊）

スワンナプーム国際空港　発

高雄国際空港　着

　台新電子股份有限公司高雄事務所
　（新光電気工業㈱台湾現地法人）

現地の経済情勢、海外展開の状況、今後の
見通し、事業展開をする上での課題等

（高雄市泊）

　高雄市立高雄女子高級中学 県内高校との学校間交流の状況等

　高雄市政府観光局
訪日観光動向、誘客活動状況、訪日学習旅
行の状況等

　高雄市政府教育局 訪日学習旅行、学校間交流の状況等

　台湾日電産三協股份有限公司
　（日本電産サンキョー㈱台湾現地法人）

現地の経済情勢、海外展開の状況、今後の
見通し、事業展開をする上での課題等

（台北市泊）

　(公財)日本台湾交流協会台北事務所
台湾の概況、市場動向、輸出入の状況、訪
日観光動向、訪日チャーター便の状況等

　チャイナエアライン台北分公司オフィス 訪日チャーター便の状況等

台北松山空港　発

羽田空港　着

11/10
（金）

11/5
（日）

11/6
（月）

11/7
（火）

11/8
（水）

11/9
（木）

 

調査日程  

Ⅱ 調査日程 
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資料：GLOBAL NOTE 出典：IMF   

 

Ⅲ 調査訪問国・地域の概要 

１ タイ王国 

・面      積 約 514,000ｋｍ ₂
（日本の約 1.4 倍） 

・人      口 6,572 万人（タイ国勢調査 2015 年） 

在留邦人 70,337 人（2016 年 10 月） 

・首      都 バンコク 

・民族・言語・宗教 

 

大多数がタイ族、その他は華人、マレー族等。 

公用語はタイ語。宗教は仏教 94％、イスラム教 5％ 

・気 候 等 熱帯、年間平均気温約 29℃ 

・経 済 成 長 率 3.2％（2016 年、タイ国家経済社会開発庁（NESDB）） 

・名 目 Ｇ Ｄ Ｐ 

（ＵＳドル） 

4,069 億ドル（2016 年、NESDB） 

（日本 49,370 億ドル（2016 年）） 

【１人当たり】6,033 ドル（2016 年、 NESDB） 

（日本 38,883 ドル（2016 年）） 

・通貨・為替レート 

（ＵＳドル） 

通貨：バーツ（Baht） 

1 ドル＝約 34.25 バーツ（2015 年平均） 

・失 業 率 1.0％（2016 年，NESDB） 

・県関係企業進出数 

 

72 事業所（うち製造事業所 47 事業所） 

（出典「長野県海外進出企業名簿 2015」JETRO 長野貿易情報センター）  

・総 貿 易 額 

（ＵＳドル） 

（1）輸出 2,153 億ドル（2016 年、 NESDB） 

（2）輸入 1,947 億ドル（2016 年、 NESDB） 

・主 要 貿 易 品 目 （1）輸出 コンピューター・同部品、自動車・同部品、

機械器具、農作物、食料加工品 

（2）輸入 機械器具、原油、電子部品 

・主 要 貿 易 相 手 国 （1）輸出 1.米国 2.中国 3.日本（2016 年） 

（2）輸入 1.中国 2.日本 3.米国（2016 年） 

出典：外務省ホームページ、総務省統計局「世界の統計 2017」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイの１人当たり 

名目 GDP は、ASEAN の中

では、シンガポール、

マレーシアについで、

３番目に高い。 

調査訪問国・地域の概要  

※ＡＳＥＡＮ  

（東南アジア諸国連合） 

〈1967 年設立〉 

インドネシア、カンボジア、

シンガポール、タイ、  

フィリピン、ブルネイ、  

ベトナム、マレーシア、  

ミャンマー、ラオス  

（全 10 か国）  

Ⅲ 調査訪問国・地域の概要 

注：下記図とは、

出 典 元 が 異 な る

ため一致しない。 
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資料：GLOBAL NOTE 出典：IMF 

２ 台湾 

・面      積 約 36,000ｋｍ ₂
（九州よりやや小さい） 

・人      口 約 2,355 万人（2017 年 7 月） 

在留邦人 21,887 人 

（2016 年 10 月現在、外務省「海外在留邦人数調査統計」）  

・主 要 都 市 台北、台中、高雄 

・言 語 ・ 宗 教 中国語、台湾語等、宗教は仏教、道教、キリスト教 

・気 候 等 北部は亜熱帯、南部は熱帯  

・実質経済成長率 1.40％（2016 年、台湾行政院主計處） 

・名 目 Ｇ Ｄ Ｐ 

（ＵＳドル） 

 

5,289 億ドル（2016 年、台湾行政院主計處） 

（日本 49,370 億ドル（2016 年）） 

１人当たり 22,495 ドル 

（2016 年、台湾行政院主計處） 

（日本 38,883 ドル（2016 年）） 

・通貨・為替レート 

（ＵＳドル） 

新台湾ドル（ 2016 年年平均，台湾中央銀行） 

１ドル＝32.318 新台湾ドル 

（単位は「圓」、一般的には「元」と省略されている。）  

・失 業 率 3.92％（2016 年通年平均値，台湾行政院主計處） 

・県関係企業進出数 

 

45 事業所（うち製造事業所 17 事業所） 

（出典「長野県海外進出企業名簿 2015」JETRO 長野貿易情報センター）  

・総 貿 易 額 

（ＵＳドル） 

（1）輸出 2,804 億ドル（2016 年、台湾財政部統計處） 

（2）輸入 2,309 億ドル（2016 年、台湾財政部統計處） 

・主 要 貿 易 品 目 （1）輸出 電子電気機械、鉄鋼金属製品、精密機器、 

プラスチック製品 

（2）輸入 電子電気機械、原油・鉱産物、鉄鋼金属製品、 

化学品 

・主 要 貿 易 相 手 国 （1）輸出 中国、香港、米国、日本、シンガポール 

（2）輸入 中国、日本、米国、韓国、ドイツ 

（2016 年、台湾経済部国際貿易局） 

出典：外務省ホームページ、総務省統計局「世界の統計 2017」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査訪問国・地域の概要  

注：下記図とは、出典

元が異なるため一致

しない。 



- 5 - 

 

 

 

１ ㈱八十二銀行バンコク駐在員事務所 

所在地 
Bhiraj Tower at EmQuartier,18th Floor,Unit 1804,689 Sukhumvit 

 Road,North Klongton,Vadhana,Bangkok 10110 

調査先概要 

【設立】2007 年（平成 19 年）10 月１日 

【従業員数】２名 

【業務内容】 

 ①情報収集：タイ経済・金融情勢、投資環境、取引先の現況など 

 ②情報発信、提供：現地の規制・制度情報など 

 ③取引先サポート：現地での各種相談、商談会の開催など 

 ④ネットワーク構築：現地金融機関、ＪＥＴＲＯ、長野県など 

調査日時 平成 29 年 11 月６日（月） 9:00～10:00 

出席者 松本和也 所長 

 

◎調査内容・目的等  

◇県内企業の海外展開に対する支援の観点から、八十二銀行における支援状況や  

現地企業の状況、県との連携等を調査 

 

調査概要  

（１）八十二銀行のアジア圏域活動について 

○支店１：香港、駐在員事務所４：大連、上海、バンコク、シンガポール 

・バンコク駐在員事務所は進出から 10 年目で地方銀行では最古参。 

・タイではカシコン銀行と 12 年前から提携しており、行員を派遣している。 

ＡＳＥＡＮでは他にインドネシアＣＩＭＢニアガ銀行、フィリピンＢＤＯ銀行、

ベトナムベトコムバンクにも行員を派遣している。 

 

 （２）タイの経済情勢について 

2013 年頃から景気は足踏み状態が続

いている。タイは自動車が基幹産業であ

り、以前行われたファーストカー優遇税

制制度※ 1 で自動車が爆発的に売れたが、

2013 年後半からその反動があり、また、

反政府デモの長期化がクーデターにつ

ながるなど、政治・経済ともに不安定な

時期があった。 

※1 ファーストカー優遇税制制度…自動車の初回購入者に物品税を払い戻す税制優遇措置。 

八十二銀行駐在員事務所（タイ）  

 Ⅳ 調査報告 
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景気に回復の兆しが見えたところで、前国王の死去（2016 年 10 月）の影響

があり、再度景気は足踏みしている状況であったが、ここにきて内需も少しず

つ伸びてきており、輸出もわずかながら増加傾向にあるため経済成長率３％後

半をうかがえる情勢である。ただし、経済的には転機、踊り場を迎え、賃金の

上昇もあり、労働集約型製造業にとってタイの魅力が薄れつつある。出生率も

1.41 で日本の水準と同じであり、人口ピラミッドも壺型（図１）で、先進国と

同じ状況である。 

   

（３）タイの企業進出について 

・近年のタイは成熟期を迎えており、製造業の工場進出は打ち止めの状況。  

現在のタイは 10 年前の中国のイメージである。製造業においては、労働力が

安いからモノを作るという拠点ではなくなり、逆に所得水準は上がっているた

め一つのマーケットとしてモノを売り込む場所として認識されている。したが

ってサービス業に注目が集まっている状況。 

・製造業は年に２、３社撤退するところが出ている状況。日本に帰るか他の国

へ移るかという話はあるものの、新規で土地を買って海外進出をしようという

企業はない。県内企業で言うと精密、光学の企業が多いが、自動車は他の県に

比べて少ないと言われている。県内企業は進出から 10 年、20 年という古参企

業も多く、古くからの付き合いにより、日本で取引が難しいような大企業の 

サプライチェーンにも入り込めている。 

・製造業新規進出では、ベトナム、  

フィリピンに注目が集まっている。    

一方、タイへの県内サービス業進出

では、介護施設や現地向けの塾、カー 

ディーラーなどで動きがある。飲食業

の進出も盛んだが、長野県からは一件

もない。 

（図１） 

八十二銀行駐在員事務所（タイ）  
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主な質疑応答  

≪今後の県内企業進出について≫ 

   Ｑ：今後、県内企業がタイに進出するならどの分野がいいのか。 

また、今後の成長は見込めるのか。 

   Ａ：注目したいのは食品関係。長野県は他の都道府県に比べ取り組みが少し遅

れていると考えられる。例えばりんごであるが、タイでは東北、北海道のも

のが日系スーパーの店頭を席巻しており、長野県産のものと比べ価格の差が

あり（安価）、時季的にも長野県産のものを店頭で見る機会が少ないと感じ

る。長野県産のぶどう（シャインマスカット）は比較的店頭に並んでおり、

少し成功しているイメージがある。また、これからも国民の所得が上がって

いく地域だと思われるので、市場として成長余力があると考えられる。 

 

  ≪現地法人からの要望について≫ 

   Ｑ：県内企業の現地法人として、行政に求める支援策は何か。 

   Ａ：先日阿部知事が来られた際に同席させてもらい、県内企業の声を一緒に聞 

かせてもらった。製造業として海外進出を終えてしまうと現地法人としては 

日本の行政にお世話になる機会は少ないとの声であった。一方でこれからタ 

イを目指す企業にとっては、タイに拠点を作ることにはコストや経営リスク 

が生じることから、日本から輸出ベースで現地展示会を行う等の取引支援を 

求める声があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇タイにおける製造業の進出は成熟期を迎え、新規進出はベトナム、フィリピン 

などの周辺諸国に注目が集まっている状況から、金融機関のバンコクにおける役

割も変化してきている。 

 

〇製造拠点からマーケットとして「モノ」を売り込む場所へと認識を転換し、日本

と同様の少子高齢化のマーケットであることに、ビジネスチャンスがあると認識

していく必要があると痛感した。 

 

〇ＡＳＥＡＮでは、ＡＥＣ（経済共同体）を構築していく動きが見られる。タイは

地理的に良好な場所にあり、陸路上の要衡としてタイ進出企業がＡＳＥＡＮのハ

ブの機能となりうることが考えられることから、今後の動向を注視していく必要

がある。 

 

所 感 

八十二銀行駐在員事務所（タイ）  
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２ 日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）バンコク事務所 

 

所在地 
16th Fl. of Nantawan Bldg., 161 Rajadamri Road, Patumwan,  

Bangkok 10330, THAILAND 

調査先概要 

貿易・投資促進と開発途上国研究を通じ、日本の経済・社会の更なる

発展に貢献することを目的として平成15年10月設立された。（前身の日

本貿易振興会は昭和 33年設立）70カ所を超える海外事務所と、約40の国

内拠点から成る国内外ネットワークを持つ。 

【バンコク事務所業務内容】 

タイの経済・政治状況に関する情報収集・分析、日・タイ間の貿易促 

進、企業進出のサポート、日系中小企業へのアドバイス、ＡＳＥＡＮに 

おける知的財産権に関するアドバイス、タイの大学等との研究協力等の

事業を行っている。 

ＵＲＬ https://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/th_bangkok/ 

調査日時 平成 29 年 11 月６日（月） 11:00～12:00 

出席者 小篠春彦 次長 

 

◎調査内容・目的等  

◇工業製品や農産物等の輸出促進の観点から、タイの概況、市場動向や輸出入状況

等を調査 

 

調査概要  

 （１）タイへの投資と観光動向について 

・タイへの直接投資残高シェア（2016 年末）は、日本が全体の 36.2％と第１位

であり、累計では他国に比べて圧倒的に大きい。 

また、タイでは、産業の高度化、高付加価値化をするべく、10 の重点産業へ 

の投資拡大を図る「Thailand4.0」※ 1 を実施している。 

・輸出については、ＡＳＥＡＮ諸国の中で、日本が１番輸出をしている国がタ

イ（図２）であり、また、日本が１番輸入をしている国もタイ（図３）である。 

資本・モノ・人の３つにおいて、日本とタイの結びつきは非常に強い。 

・タイは対外投資が対内投資を上回っている。まだ日本への投資は限定的で少

ないが、最近はエネルギーや観光分野での対日投資が増えてきている。今後、

日本への投資が増えてくれば、これらの分野において双方向での結びつきが強

くなるといえる。ＪＥＴＲＯとしても、日本とタイとの結びつきが強くなるよ

うな支援をしていきたいと考えている。 

 

※1「Thailand4.0」… 産業の高度化・高付加価値化、社会の不均衡の是正を図り、 10 の重点

産業への投資拡大と持続可能な経済成長を目指すタイ政府のビジョン 

日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）（タイ） 
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（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・観光についてもＡＳＥＡＮ諸国の中で、１番日本に来ている国がタイであり、 

また、日本からの観光客が１番多いのもタイである。 

・最近のトレンドとして、タイから日本への観光客が急増しており、昨年は約

90 万人、今年は約 100 万人が見込まれている。 

・長野県にも多くの観光資源があるが、タイの企業投資により、それをさらに

発展させていくことができるのではないか。アジア地域への発信を考えるなら

ば、タイの企業に長野県の観光業に投資をしてもらうことも観光誘致のひとつ

のやり方であると思う。 

 

（２）日系企業の進出状況 

・ＪＥＴＲＯの調査によると、2017 年５月時点で日系企業は 5,444 社であり、

３年前に比べて 20％増となっている。３年前の前回調査の際、日本企業の非製

造業の進出企業に占める割合が、初めて製造業を上回った。今回調査では、製

造業の割合が、43.09％、非製造業（サービス業）の割合が、53.10％であり、

その差は開いてきている。 

 

日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）（タイ）  
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・進出企業の業種も様々増えてきており、ビジネスを支える様々なサービス業

や駐在者の生活環境を支える業種も増えてきている。生活環境やビジネスを支

える環境が整備されてきていることから、タイに進出している同業日系企業間

の競争は激化している。 

・日本食レストランについて言えば、   

バンコクから撤退する業者も増加して  

きており、ＪＥＴＲＯとしては、市場 

のパイが限られている以上、どうした 

ら市場を大きくできるかを考えている。 

取組の一つとしては、地方市場への  

拡大を支援している。 

 

 （３）タイの少子高齢化について 

・タイにおいても、若年層が少なく、合計特殊出生率も日本と同じく約 1.4 人

であり、高齢社会化の進展が日本よりも進んでいる状況にある。 

・タイにおける人口減を労働力の減少、市場の縮小と捉えるのではなく、逆に

ビジネスチャンスととらえることもできる。日本は、高齢化社会に着目した   

サービスの知識やノウハウが他国に比べて集積されているため、他国にはない

ビジネスを展開できる可能性があり、それを表すように、健康、美容、介護を

キーワードにした相談が増えてきている。 

・日本の蓄積した知識・ノウハウを活用すれば、人口ピラミッドから、ターゲ

ットとすべき年齢層を把握することができる。10 年後、15 年後にどの層をター

ゲットとし、どういったサービスが流行るかを予測することができる。日本は

こうしたノウハウや知見を他国に比べて持っているため、これから高齢社会に

向かっていくアジアにおける日本のビジネスの方向性であるかもしれない。 

・タイが高齢社会になってきていることは、日本にとって悪いことではないた

め、日本のノウハウを他国に比べて発揮しやすい環境になっている。 

 

主な質疑応答  

≪タイ人訪日観光での売り込み戦術について≫ 

    Ｑ：タイ人訪日観光の関心は都市部なのか、地方なのか。 

また、地方を売り込む戦術は何か。 

    Ａ：タイ人の関心は、地方に移ってきていると思う。よく言われるのが、タイ

人はフェイスブックをアップするのが好きなので、写真映え（インスタ映え）

する場所があることが大事なのではないか。 

            例えば、ゆるキャラと一緒に写真を撮れるとか、おいしい食べ物があると

いいと思う。それがクチコミになって誘客に繋がっていく。 

貿易や投資をやっている我々の観点からすると、仕組みづくりが大事だと

思う。 

日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）（タイ）  
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また、物と観光の連動性をいかに持たせるかが重要。例えば、長野県に   

行ってりんご狩りなどの農業観光をして、美味しいと思えばタイに戻ってか

らも長野県のりんごを購入するし、また長野県に旅行に行く。観光だけで考

えず、物を介在させて観光を回し

ていくことが大事だと思う。 

さらに、外国企業誘致や県産品

の輸出を絡めてそうした相乗効

果を高めていくことが必要であ

ると思う。 

 

  ≪学習旅行について≫ 

Ｑ：学校の修学旅行や学習旅行等で 

 日本が選ばれることはあるのか。 

Ａ：ビジネスの視点としてはとてもいいと思う。 

日本とすれば、学びや教育など何を提案できるかが重要である。農業体験

などもすごくいい。タイの農業の現場は不衛生なイメージがあり、バンコク

の高校生は、農業体験をあまりやっていないので、自然と共生したイメージ

のある日本農業を体験できることをアピールすることで学校や保護者へ売

り込むことができると思う。 

また、タイの高齢者や富裕層にとっては、健康長寿について関心が高い。

なぜ日本が健康長寿なのかを見せることも観光資源になると思う。タイ政府

は、研修視察をよく実施することから、それに対応したメニューを用意する

のもいい。視察で気に入ればその後に家族でも行く可能性が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇投資・輸出・観光など、日タイ間の結びつきは非常に強いことから、今後も良

好な関係を構築していけることは言うまでもない。タイでは、産業の高度化、

高付加価値化をするべく、航空・メディカル・農業等、10 の重点産業への投

資拡大を図る「Thailand4.0」を加速化させることから、長野県からの進出は

今後もチャンスがあるものと見込まれる。 

 

〇生活環境やビジネスを支える環境が整備されてきている状況から、タイ進出の

同業日系企業の競争は激化している。進出は継続しているが撤退も多いことか

ら、タイでの今後の市場拡大においては、地方がターゲットとなると考える。 

 

〇少子高齢化の影響はタイも日本と同様であり、労働力不足や貯蓄率の低下、投

資への影響等が懸念されるが、少子高齢化であるからこそ、長野県の健康長寿

への取り組みを切り口にすることにより、他国・他県に比べて発揮しやすい環

境であると感じた。 

 

 

所 感 

日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）（タイ）  
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３ 日本政府観光局（JNTO）バンコク事務所 

   

所在地 
10th Floor Unit 1016, Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21Rd,  

Bangkok 10110 

調査先概要 

日本政府観光局（Japan National Tourism Organization(JNTO)、正

式名称： 独立行政法人国際観光振興機構）は、海外における観光宣伝、

外国人観光客に対する観光案内その他外国人観光客の来訪の促進に必

要な業務を効率的に行うことにより、国際観光の振興を図ることを目的

として昭和 39 年に政府観光局として設立された。 

50 年間にわたって訪日外国人旅行者の誘致に取り組んできた日本の

公的な専門機関であり、世界 20 都市に海外事務所を持ち、日本へのイ

ンバウンド・ツーリズム（外国人の訪日旅行）のプロモーションやマー

ケティングを行っている。 

【バンコク事務所の業務内容】 

日本観光情報の発信、多様な訪日ツアーの造成支援等の取組等 

（旅行博覧会への参加、メディア取材への協力、タイ語版ローカルサ

イト・facebook による情報発信、旅行会社対象セミナーの開催など） 

ＵＲＬ https://www.jnto.go.jp/jpn/about_us/overseas_network/bangkok/ 

調査日時 平成 29 年 11 月６日（月） 14:00～15:00 

出席者 
伊東和宏 所長 

大野順也 次長 

 

◎調査内容・目的等  

◇外国人観光客の誘客促進の観点から、タイの訪日観光動向、誘客活動状況等を 

 調査 

 

調査概要  

（１）タイから日本への観光動向 

  ①タイの海外旅行情勢 

例年だと秋は１年で２番目に日本への旅行者

が多い時期だが、一部旅行会社へのヒアリング

によると、今年はプミポン前国王の葬儀の関係

で 10 月下旬のツアー組成は減少した。ただし一

部航空会社へのヒアリングでは満席だったとの

ことであり、個人的に旅行した人は少なくなか

った模様。喪が明ける今年 11 月からがタイ人の

海外旅行が本格的になると思われる。（図４・５） 

（図４） 

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）（タイ）  
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②タイ人へのアピール 

冬の長野県は、年末年始

休暇に加え、紅葉から雪へ

とタイ人が好む季節とな

ってくる。雪を見たことの

ないタイ人には、雪そのも

のやその感触を体験して

みたい人が多い。 

しかしながらスキーや

スノーボードはまだそれ

ほど浸透しておらず、毎シーズン行くという人はまだ少数である。タイ人に 

ＰＲするには、「長野県」より、「温泉」、「スキーリゾート」、「白馬」、「東京    

から新幹線で○時間」、「スノーモンキー」などのタイ人の認知度が高いキーワ

ードでアピールした方がよい。 

   

（２）観光プロモーションについて 

  ①ＳＮＳの活用 

タイ人に県内の名所を写真で撮ってもらい、それらをＳＮＳなどで拡散して

もらうことは極めて有効なプロモーション手法である。タイ人と日本人では写

真を撮るアングルの好みが全く異なるので、観光ポスターなどもタイ人が撮っ

た方がよい。 

   ②日本の食について 

タイ人が日本観光で魅力を感じるものの一番は食べ物。訪日経験の多いタイ

人は、その場所でしか食べられない日本人にも人気の店では行列にも並び、   

予約のとれるところには事前にタイから予約をする。食事の予約を中心にツア

ーの行程を組むこともある。人間は舌で味わった感動は一生覚えている。長野

県もこの市町村でしか食べられない、地元でも人気の食べ物、飲食店をアピー

ルすることは効果的だろう。 

   ③富裕層向け旅行 

タイの富裕層向け旅行会社は、より多くの富裕層とコネクションを作ること

を目指している。タイでは、（雇用主が）労働者の労働意欲を喚起するためのイ

ンセンティブツアーを実施している企業が数多くあるが、その雇用主は個人旅

行を行う富裕層である。旅行会社では、彼らの旅行中のＦａｃｅＢｏｏｋなど

を調べ、掲載している写真を参考に興味のあるコンテンツを考慮してツアーを

考えることもある。長野県はかなり情報発信しているが、富裕層とコネクショ

ンを持ったツアー会社にどう見せるかを考えると、より富裕層向けの訴求が可

能ではないか。 

タイの人口約 6,800万人のうち 10万人程と言われる富裕層観光客にターゲッ

トを絞るのも戦略の一つである。 

（図５） 
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   ④地域の独自イベント 

外国人観光客にとって、「日本の観

光地は、夕食の後に行くところがな

い」とよく言われている。夜に遊び

に行ける、飲みに行けるところをも

っと作った方がいい。地方ではド

ン・キホーテやコンビニなどしかな

い。夜や早朝にイベントがあれば、

その地域に宿泊せざるを得ないため、

地元でしか行わない夜どおしの祭や、

花火、朝市など、その地域独特のイベントを掘り起こすのも効果的と思う。 

    

（３）タイからの日本への就航便について 

2015 年、ＩＣＡＯ（国際民間航空機関）により、タイ国籍の航空便は安全上

問題があるとの指摘を受けたため、これまで国土交通省は、タイからの就航を

制限していたが、安全基準に関する審査強化などの対策を講じ、この 10 月に解

除された。 

これに伴い来年から新規就航便が増える可能性がある。ＬＣＣを中心に便が

増えた場合、価格競争が起こる可能性もあり、現状の成田・バンコク間は片道

15,000 円、バンコク・沖縄間で片道 10,000 円を切ることも考えられる。      

ＬＣＣが増えるとナショナルフラッグが飛びにくくなるが、タイの富裕層は

ＬＣＣには乗りたがらないだろう。 

 

主な質疑応答  

≪長野県の観光について≫ 

   Ｑ：長野県の観光は自然に頼っている部分があるがどう考えるか。 

また、星空は観光資源として活用できるか。 

    Ａ：日本で雪が見られない県はほとんどなく、温泉、フルーツなど、あるもの

はみんな一緒。その中で長野県がどう特徴をつけていくか。ターゲットも  

外国人、東南アジア一括りでは通用せず、シンガポール用、タイ用とマーケ

ットごとに変えていかなければならない。ただし、外国人専用ではだめで、

「日本人の間でも話題になっている」ことが重要。まず、日本にブームを起

こして、外国人にも広めるべきだろう。また、星空については、タイにもル

ーフトップバーなどがあり、夜景は好きだと思う。 

阿智村を含め星空観測ツアーは、タイではまだ始まったばかり。今後はど

うなるかわからないが、天体望遠鏡で見るだけでなく、説明が必要だと思う。 

また、タイ人は買い物が好きなので、観測の後に買い物がついていること

が望ましい。 

 

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）（タイ）  



- 15 - 

 

 ≪他県のアプローチ状況について≫ 

   Ｑ：他県のタイへのアプローチの状況はどうなっているか。 

   Ａ：多くの自治体が重点市場として積極的に取り組んでおり、47 都道府県の 

    ほとんどがＪＮＴＯバンコク事務所に訪れている。 

   

 ≪訪日学習旅行について≫ 

Ｑ：タイからの訪日学習旅行は可能か。 

Ａ：学校単位で行く修学旅行のような 

 ものはない。有志で何人かが行くが、  

行事としてではない。 

富裕層の子女はイギリスやアメリカ

に加え日本に留学することが多い。 

そのため、英語は完璧に話せる人が多い。交換留学制度があれば、長野県の

学校、タイの学校双方にメリットとなるのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇47 都道府県がタイ市場を重点市場としていることが伺え、それぞれが同様のア

プローチをしており、長野県が観光地として選ばれる地域になっていくことの

難しさを痛切に感じた。 

 

〇自然を売りにした長野県の観光に、他と差別化するための特徴をどうつけてい

くかが大きな鍵であると感じた。特にタイの観光客は「自然」だけでなく、「自

然」プラス「〇〇」を望んでいる。現状では○○に何が当てはまるのか断定で

きないが、県内地域の資源を掘り起こし、新たな知恵を絞っていく必要がある。 

 

〇タイにおける観光プロモーションは、写真付きＳＮＳが最有力であり、タイ人

が好む写真で長野県の観光スポットをアプローチしていくプロモーションに

特化していってもいいのではないか。 

 

〇「外国人向け」としてではなく、日本人が話題にしている「食」や「スポット」

をアピールしながらプレミア感を出し、タイ人の富裕層をターゲットとした観

光戦略も今後の新たな取り組みとして重要である。 

 

〇タイ国籍の空港便を安全上の問題で制限していたが、10 月に解除されたため、

ＬＣＣ等を中心に価格競争が起こるとともに、日本への航空便の増加により、

訪日旅行の増加が見込まれることから（主要国内空港から県内へのアプローチ

等）新たな対策が必要と考える。 

 

所 感 

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）（タイ）  
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４ 長野県観光コーディネーターとの意見交換 

   

所在地 
1000/195,198 Liberty Plaza Bldg, Thonglor Soi Sukhumvit 55, 

 Klongtan-nua, Wattana Bangkok 10110 THAILAND 

調査先概要 

名  称 長野県タイ観光コーディネーター 

目  的 長野県が東南アジアで最重点市場に位置付けるタイの訪日

旅行市場での認知度向上と、現地旅行会社との連携強化によ

るタイから訪日旅行客の本県内への誘客促進を図る。 

配置時期 平成 26 年 11 月から 

配置場所 タイ・バンコク 

要  員 日本語・タイ語に精通した THAINCHU の社員１名 

活動内容 多様なニーズを的確に捉えたきめ細かい情報提供やリアル

タイムな情報収集、県による誘客プロモーションの支援など

を行う。 

     ・現地旅行会社等への営業活動 

     ・現地情報の収集、提供 

     ・長野県による現地観光プロモーションの支援 

     ・県内観光事業者等による現地営業活動等の支援 

ＵＲＬ http://www.takoyakiteam.com 

調査日時 平成 29 年 11 月６日（月） 15:30～16:30 

出席者 
THAINCHU（タインチュ）社 吉本昭雄 社長 

〃   社員兼長野県タイ観光コーディネーター 本田さやか 氏 

 

◎調査内容・目的等  

◇外国人観光客の誘客促進の観点から、タイからの訪日旅行客誘客活動状況等を 

調査 

 

調査概要  

 （１）現地旅行会社への営業活動について 

・現地主要旅行会社を中心に約 50 社を訪問し、キーパーソンとのコネクショ

ンづくりをしている。 

・旅行会社からの問い合わせに対し、タイ語での応対や継続的な活動を実施

しており、その結果、訪日旅行担当者からの照会頻度が確実に増えている。 

・単に仕事のお願いだけでなく、タイにコーディネーターをおくことが一番

という考えで活動を展開している。 

 

 

 

観光コーディネーター意見交換（タイ） 
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（２）現地観光プロモーションおよび県内への招請事業の支援について 

・長野県が行う現地プロモーションに際し、企画調整、同行、通訳、フォロ

ーアップ等を実施 

（活動事例） 

長野県観光セミナー・商談会のアレンジ、旅行フェアへの出展の際のサ

ポートと来場者・旅行者への長野県ＰＲなど 

・旅行会社担当者やメディア関係者、著名人の招請事業に関し、企画調整、 

同行・通訳、フォローアップ等を実施 

（３）主な成果等 

・タイ人旅行客誘致の地域間競争が激しさを増す中、長野県内におけるタイ

人宿泊者数は、全国を上回る伸び率で、着実に増加している。 

  

○長野県内タイ人宿泊者数 

     平成 27 年１～12 月 34,580 人 対前年同期比 144％（全国 120％） 

     平成 28 年１～12 月 42,220 人 対前年同期比 122％（全国 101％） 

 

主な質疑応答  

≪長野県の観光の魅力について≫ 

   Ｑ：長野県の観光に関する強みと魅力は何か。 

   Ａ：長野県は、東京大阪間のゴールデンルート上に位置するため、松本市は 

    ルーティング上優位である。上高地や善光寺の宿坊は日本では有名であるが、 

タイでは首都圏や北海道の観光素材に比べると知られていないので、まだ伸

びる余地はあると思う。 

また、タイは雪が降らないので、 

雪に対する憧れがある。タイ人は、     

スキーやスノーボードができること 

に対して、かっこいいというイメー 

ジがある。雪は北海道というイメー 

ジがあるが、白馬も、夜遊べる場所 

としてバーなどが増えてきており、 

みんなで取り組んでいくという姿勢 

が大事だと思う。 

 

  ≪旅行フェア（タイ）への長野県の出展について≫ 

   Ｑ：長野県の旅行フェアへの出展は、どのように実施しているのか。 

   Ａ：県単独ではなく、県内市町村や企業もセットで出展している。他県では見 

られない事例であり、いい傾向であると思う。  

観光コーディネーター意見交換（タイ） 
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〇現地コーディネーターが現地旅行会社に積極的にプロモーションしていただい

ている。旅行会社とのパイプも太くなり、裾野が広がっていることから、現地コ

ーディネーターの必要性を十分に感じさせていただいた。今後、さらに県観光部

と現地コーディネーターとの連携を密にしていただきたい。 

 

〇コーディネーターより、タイ人の「雪に対する憧れ」と「県内有名観光地はまだ

知られていない」とのキーワードをいただいた。タイ人旅行客誘致の地域間競争

が激化する中で、県内におけるタイ人宿泊者数は、全国を大きく上回る伸び率で

増加してきていることから、キーワードを掘り下げていく中で、更なる増加が 

期待できる。 

 

所 感 

観光コーディネーター意見交換（タイ） 
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５ ORION MACHINERY ASIA CO., LTD.   

（オリオン機械㈱タイ現地法人） 

 

所在地 33/3 Moo 5 Sambundid U-Thai,Ayutthaya, 13210Thailand 

調査先概要 

2012 年（平成 24 年）タイのアユタヤに現地工場が設立され、工場用

圧縮空気のクリーンエアーシステム機器及びチラーの製造・販売、酪

農機器の販売を行っている。社員数は 53 名。 

本社は、長野県須坂市に所在するオリオン機械㈱で、海外を含むグル

ープは 30 社を数える。 

ＵＲＬ http://www.orionkikai.co.jp/english/ 

調査日時 平成 29 年 11 月７日（火） 10:00～11:30 

出席者 清水由和 Managing Director、宮川佳和 Engineering Manager 

 

◎調査内容・目的等  

◇タイに海外進出している長野県関係企業を視察・調査し、現状・課題・要望事項

等を把握 

 

調査概要  

 （１）現地法人の生産体制とアユタヤ工業団地について 

     ・主力製品はエアードライヤー※１とチラー※２であり、機能部材は日本から

輸入して現地法人で追加工・組立し、出荷している。 

・昨年度から酪農機器の生産を始めている。 

・アユタヤ工業団地は日系企業だけで 150 社ほどあり、日本人同士のコミュ

ニティもあり、セミナーや懇親会、親睦ゴルフ会などを開催し、つながりを

もっている。 

 

（２）2011 年の洪水被害について 

・実際の工場の稼働は 2012 年の 11 月からで今月で５年目となる。洪水※３発

生前に土地を購入して工場の設計をしていたが、着工直前に洪水被害が起き

たことを受け、設計を見直した。これに伴い着工は半年遅れた。 

設備の購入は洪水前でよかったが、物価は一番高い時期だった。洪水後か

らは物価が下がり始めた。 

 

※1 エアードライヤー … エアーコンプレッサによって圧縮された空気に含まれている水分を取り 

除き、乾燥空気を作るための機械 

※2 チラー … 一定温度にコントロールした水を循環することで、熱源を冷却または温調する装置 

※3 洪水 … 2011 年 7 月からの大雨によりチャオプラヤ川流域を中心に起こった数か月にも及ぶ大

規模な洪水。多くの日系企業の現地工場が操業停止に追い込まれた。 

オリオン機械㈱現地法人（タイ） 
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主な質疑応答  

 ≪生産拠点としての課題について≫ 

  Ｑ：生産拠点としてのタイの課題は何か。 

  Ａ：当社は進出してから５年という中で色々仕掛けている最中であり、いまだ 

軌道に乗っている感じはしないが、毎年、輸出関連商品に助けられながら、   

増収にはなっている。新しく酪農機器も始めたので、売り上げをさらに伸ばし

ていきたいと思っている。 

また、先般、企業マッチングのイベ

ントに参加させていただいた。人件費

が上がっている中、安い部品の購入や

製品販路拡大等に利用している。自動

車のようにメーカーの生産体系がし

っかりしていると、他の会社が急に部

品を購入しようとしても難しく、ハー

ドルが高い。タイは本格的生産拠点に

なりすぎていると感じる。 

 

 ≪人材確保について≫ 

Ｑ：タイにおける人件費と人材確保はどのようになっているのか。 

Ａ：製造業においては３％程度上がっている。商社は５％、役員等の要職で７％

上げているところもあると聞くが、３％程度が適正と考えている。 

人材確保という点については、工業団地ということもあり、地方から職を  

求めて来る人が大勢いるため製造部門は人材豊富である。募集をすると、プロ

ダクションのメンバーはすぐに集まる。 

ただし、一生同じ会社で働く気のある人は少なく、タイでは転職がステップ

アップにつながっており、同じ会社で働き続けるのは能力がないからという見

方がある。また、職場内のポジションが変わるまで給与が変化しないというタ

イの給与体系の影響もある。引き

留めようとすると賃金問題になる。 

技術系社員については、当社に

おいては日本人の設計者を現地法

人に１人配置して、マンツーマン

指導をしている。基本的に日本で

承認されている設計なので日本人

が中心となるが、将来有望であれ

ば（現地法人の社員に）日本での

研修も受けさせ、日本側の指示で

動ける設計者を育てていきたい。 

 

オリオン機械㈱現地法人（タイ） 
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 ≪行政からの支援要望について≫ 

Ｑ：行政として現地法人等に支援できること何か。 

Ａ：タイには長野県に関連する企が 100 社以上進出しており、海外進出という  

 ハードルが高い中で、県からも色々な 

サポートを受けて、進出しやすい土壌 

を作ってもらったのだと思う。当社で 

も取引関係で様々な支援を受けており、 

自社で取り組みにくいタイ以外の 

周辺国での取引支援は大変ありがた 

く、今後もお願いしたい。 

 

 ≪洪水対策について≫ 

Ｑ：2011 年以降の洪水対策についてはどうなっているのか。  

Ａ：洪水直後に工業団地全体に１周 80ｋｍにわたって洪水時の水嵩より高い塀が 

作られた。当社はまだ設計中だったので設計の見直しを行い、敷地の高さを 

60ｃｍ嵩上げしたり、排水溝からの逆流も想定して逆止弁の設置などを行った。 

工場の中も設備の避難の仕方を考えたり、濡れても支障のない物の位置を考え

たりした。 

毎年９月ごろから保険会社や工業団地からダムの貯水量の情報が入るように

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇工場を視察させていただいたが、社風が現地法人にも行き届いており、整然とし

た工場内、従業員の礼儀正しさ等、日本の良き風土を現地でも感じられた。 

また、従業員の食事の手配も手厚くされており（１日４食～５食）、タイならで

はの風土であると感じた。 

〇2011 年、アユタヤ工業団地は洪水被害により大打撃を受けたが、現在は各企業と

も持ち直してきている。日本の工業団地と比較すると規模のスケールに圧倒され

た。 

〇タイでは中国と違ってまだサプライチェーンが確立していないため、受注が多く

発注が不足している状況であることから、今後、積極的な企業マッチングを行っ

ていく必要があり、県には長野県進出企業発展のための支援策をお願いしたい。 

 

所 感 

オリオン機械㈱現地法人（タイ） 
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６  TAIYO MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD. 

（太陽工業㈱タイ現地法人） 

 

所在地 
42/17 Moo4,Rojana Industrial Park,Tambol U-Thai,Amphur U-Thai, 

Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210 Thailand 

調査先概要 

2011 年（平成 23 年）タイのアユタヤに現地工場が設立され、精密プ

レス部品製造、精密プレス金型製造、組立製品製造を行っている。 

社員数は 200 名。 

本社は、長野県諏訪市に所在する太陽工業㈱で、海外を含むグループ

は４社７拠点を数える。 

ＵＲＬ http://www.taiyo-ind.co.jp/ 

調査日時 平成 29 年 11 月７日（火） 14:00～15:30 

出席者 野平俊博 Managing Director 

 

◎調査内容・目的等  

◇タイに海外進出している長野県関係企業を視察・調査し、現状・課題・要望事項

等を把握 

 

調査概要  

タイでの生産活動について 

・海外進出のきっかけとしては、取引先のタイでのコンパクトカメラ生産の   

サポートであったが、2011 年の洪水被害及び近年のカメラ市場の縮小に伴い、

他の製品の生産が拡大している。現在は自動車関係が約 50％、カメラ・スマ

ートフォンその他で 50％を占めている。 

・タイは近年自動車の生産で注目されており、年間 300 万台をつくることが

できるキャパシティーがあるといわれているが、実際は自動車だけではなく、

家電等エレクトロニクス関連企業の仕事も多くあり、当社のような企業の進

出場所として、タイは合っているのではないかと思う。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽工業㈱現地法人（タイ） 
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主な質疑応答  

≪生産拡大について≫ 

   Ｑ：生産拡大に向けて努力、苦労されてきたことは何か。 

Ａ：我々と競合する会社がタイでもかなり増えてきているが、競合会社と敵対

するということではなく、時にタイにおいては協力関係もある。 

日系企業が多く進出してきている 

  ので、日本で付き合いのある企業か  

らタイでも同じように仕事を紹介し  

てもらえるなど、つながりがある。 

  

 ≪労働環境について≫ 

Ｑ：労働体制で苦労している点は何か。 

Ａ：労働体制の確立という点では苦労  

は絶えない。日本は個人のスキルの    

レベルは圧倒的に高い。一方でタイではそうでもないので、個々に高いスキ 

ルを身に着けてもらうことが難しい。トレーニングをして作業方法を示さな 

ければできない。自習というものに期待は持てず、現地の人たちへの教え方、 

スキルアップを考えていくことが重要である。 

しかし、トレーニングなどで作業方法を示すと、日本以上に能力を発揮す

る。システムをツールとして行うことに従順であるといえる。また、タイの

特徴として、各従業員の職場の中のポジション、位置付けはとてもはっきり

している。 

 

  ≪賃金について≫ 

Ｑ：タイ進出当初は重要な条件として、人件費等のコストが安いという面が   

大きかったと思うが、近年の状況はどうか。 

Ａ：人件費は上がってきていると感じる。現在アユタヤ地域の最低賃金は 308 

バーツであり、その前までは 300 バーツだった。今後も最低賃金は上昇して 

いくと思う。インドネシアなどの他の国と比べるとタイは賃金の上昇率が 

低いが、最低賃金で雇える層はごくわずかであり、その上の層の人達が多く 

いるので、賃上げは大体の層に及んでいる。 

 

  ≪洪水の被害状況について≫ 

Ｑ：2011 年の洪水の被害状況はどうだったか。 

Ａ：当社はちょうど工場の引き渡しから１ヶ月で被災した。特に保険をかけて 

いなかったため経費的な被害は大きかったが、査定を待たずに復旧を行えた 

ため、他社より早く生産開始できた。 

  床上 1.7ｍまで浸水したため、機械も金型も多くは駄目になったが、工作 

機メーカーや顧客、日本本社など周囲からの強力な支援で何とかなった。 

太陽工業㈱現地法人（タイ） 
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◯同社は、2011 年の洪水被害の際、工場、機械とも浸水し大打撃を受けた。水中

に潜り機器や部品を拾い出し、水位が毎日どの位引くかなどの計算をしながら

復旧作業をした当時の苦労話を伺った。 

 

〇野平マネージングディレクターに、熱くタイにおけるものづくりについて語っ

ていただき、自分の思い描いていた部品の製造がタイで実現できるという喜び

溢れる表情に、「ものづくり長野」の気風と情熱が国外の現地法人であっても十

分に伝わってきた。 

 

◯女性従業員の活躍が目覚ましい印象を受けた。セクション毎に手作りのポップ

で感性豊かな掲示版がかかげられ、タイの風土を感じた。 

 

◯タイへ長野県企業が相当進出しており、進出企業が連携を図ることにより、競

合ではなく、相乗効果が生まれることから、進出企業の情報提供があればあり

がたいとの要望を承った。県には、進出企業の交流に向けた支援策を検討いた

だきたい。 

 

所 感 

太陽工業㈱現地法人（タイ） 
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７ 台新電子股份有限公司高雄事務所 
  （新光電気工業㈱台湾現地法人） 

 

所在地 
Room A1, 19F, No.6, Siwei 3rd Road, Lingya District, Kaohsiung City 

80250, Taiwan 

調査先概要 

1993 年（平成５年）11 月に台湾高雄に現地販売拠点を設置し、半導

体パッケージの販売を行っている。 

本社は、長野県長野市に所在する新光電気工業㈱で、半導体パッケー

ジなどの製造・販売を手掛けている。 

台湾事務所従業員 16 名（台北９名、高雄７名（うち日本人スタッフ 

４名） 

ＵＲＬ http://www.shinko.co.jp/ 

調査日時 平成 29 年 11 月８日（水） 16:00～17:00 

出席者 跡部英美 総経理 

 

◎調査内容・目的等  

◇台湾に海外進出している長野県関係企業を視察・調査し、現状・課題・要望事項

等を把握 

 

調査概要  

台湾での半導体等の販売状況について 

・2000 年前半まではパソコンの売上げが伸 

びていたが、市場の頭打ち感があり、近年は                

スマートフォン、自動車の市場に範囲を広げ

て売上げを伸ばしている。 

・ＩＣ（集積回路）の売上げをみると、非常

に需要が高く、マーケットはよくなってきて

いるが、旺盛な需要を背景に材料調達が逼迫

し、貴金属の値段も高騰している。商品価格

は上げられないので厳しい状況である。 

・半導体の売上げとしてみると、台湾の半導体製造企業であるＴＳＭＣ※ 1 は売

上げを伸ばしており、専業ファウンドリー※ 2 の中では世界一であるように、台

湾企業は世界でも売上を伸ばしている。 

 

 

※1 ＴＳＭＣ …「台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー」の略称。 

※2 ファウンドリー … 主に半導体業界で、自社では設計せずに顧客からの設計データに基づいて製品

を造る会社。 

新光電気工業㈱現地法人（台湾） 
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主な質疑応答  

≪台湾での販売状況について≫ 

Ｑ：台湾での販売状況と今後の需要の見込みはどうか。 

Ａ：台湾での売り上げ自体は、今年の１月くらいから右肩上がりで伸びてきて

いる。金属製のリードフレームから、多層構造のより複雑なプラスチック製

の基板にシフトしてきており、こちらの方が製品単価は高いので売上は上が

っている。また、台湾の半導体市場は需要はあることはあるが、中国市場が

非常に伸びてきているので、中国に負けている分野もある。 

中国は国策で行っているので、台湾の半導体メーカーも投資額ではとてもか

なわない。 

当社も設備投資をしないと次世代 

のものに対応したものがつくれない  

ので、同じ投資をするにも国で補助 

してくれる会社と対抗するのはとて 

も難しいものがある。 

   

  ≪ＩｏＴによる需要見込みについて≫ 

 Ｑ：ＩｏＴが注目を浴びているが、それによる需要の増加はあるのか。 

Ａ：まだ具体的にそういったことはないが、これからはＩｏＴの分野と自動車

車載用関連の分野が伸びてくるだろうと予測している。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

〇半導体業界の変遷を懇切丁寧にご説明いただいた。半導体分野においても分業型

のビジネスに移行してきており、特に台湾において競争は激化している。 

 

〇中国や韓国においては、国策として半導体部門に投入をしているため、ロットで

は敵わない。今後も携帯・スマホや自動車車載用関連が伸びると見込まれている

が、中国の影響が大きくなると予測される。 

 

所 感 

新光電気工業㈱現地法人（台湾） 
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８ 高雄市立高雄女子高級中学   

 

所在地 高雄市前金區五福三路 122 號 

調査先概要 

創立 1924 年（大正 13 年、今年創立 93 年目）女子高であり、台湾の南

地区の進学校。「高級中学」は日本の高等学校に相当する。 

設置学科は、国文科、英文科、数学科、芸能科、体育科ほか９学科。 

校訓は、忠勤嫻淑（ロイヤリティサービス）。 

教育旅行で長野県にも訪問している。 

ＵＲＬ http://www.kghs.kh.edu.tw/ 

調査日時 平成 29 年 11 月９日（木） 9:00～10:00 

出席者 黄秀霞 学校長、陳雲占 秘書 

 

◎調査内容・目的等  

◇県内高校と学校間交流をしている現地学校を視察・調査し、現状・課題・要望事

項等を把握 

 

調査概要  

 （１）高級中学の概要 

    ・学級数全校 63 クラス（各学年 21 クラス） 

生徒 2,552 人、教師 145 人、事務局 29 人 

・歴代校長初代から５代目まで全員日本人、 

現在の黄校長で 16 代目 

・学校の目の前に愛河、後ろに壽山、近くに

は港がある。 

・日本に多くの卒業生がおり、毎年東京で 

同窓会を開催 

    ・クラスの特徴 ①日本のＳＳＨ※１  に当たる数学、科学の専門 

②人文と社会の研究を発表 

③日本語、フランス語、韓国語などの外国語 

・サークル活動 研究、踊り、美術、体育、言葉、他国の研究等全部で約 50 

    ・進学状況   国立大学への進学率は 73.14％（2016 年）、医学部へ 44 名、 

台湾大学へ 78 名進学 

・海外留学状況 米国３名、イギリス１名、カナダ１名、日本（早稲田大学） 

２名、オーストラリア１名、香港２名、中国４名計 14 名 

・教師も国際交流を積極的に行っている。 

・教育旅行で日本の長野、名古屋、沖縄などに行っている。 

※1 ＳＳＨ（ｽｰﾊﾟｰｻｲｴﾝｽﾊｲｽｸｰﾙ） … 高等学校等において、先進的な理数教育を実施することを  

目的に、文部科学省からの指定、支援等を受ける制度。 

高雄女子高級中学（台湾） 
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  （２）教育旅行について 

本校の学生の 20％は毎年海外に行っており、日本への教育旅行は、毎年学

生 80 名と先生５名が行っている。 

＜訪問先＞2013 年東京・静岡、2014 年東京・千葉、2015 年東京・群馬、 

2016 年京都・奈良、2017 年長野・千葉 

     台湾と日本の教育旅行を進めるために、台湾国際教育旅行連盟を作り、 

日本からの訪問者の接待や説明会に出席するなどしている。説明会に長野県

は毎年参加している。 

  ＜高雄市高校生の日本への教育旅行の状況＞ 

2014 年８校 306 名、2015 年 12 校 421 名、2016 年 12 校 415 名 

   

主な質疑応答  

≪教育旅行で長野県が選定された理由について≫ 

   Ｑ：2013 年から教育旅行で来日されているが、今年長野が選定された理由は何

か。 

   Ａ：2002 年から教育旅行を実施しており、過

去にも一度、2008 年に長野へ行っている。

台湾から日本への教育旅行の行先で一番多

いのが長野県であり、その理由は、長野県

の職員等が一生懸命台湾の学校に対して、

長野県のアピールをした結果であり、台湾

の学校の多くは長野県に行きたいと思って

いる。 

 

  ≪教育旅行について≫ 

Ｑ：教育旅行から得られた成果は何か。 

 Ａ：各国は伝統・文化・風俗・習慣・考えが異なるが、お互いに尊敬するとこ

ろを学ぶことができたこと。また、町が清潔、ルールを守る等、日本のよい

ところが勉強できたことである。 

国際的な見地で交流関係を継続することが重要であると思う。 

相互の意思疎通のためには、言葉が大切であるので、日本語、英語をさら

に勉強していく。 

 

Ｑ：長野県からの高校生訪問についての感想はいかがか。 

Ａ：経済的な理由で９月に長野県を訪問できなかった学生もいるので、長野県

から高校生が訪問してくれたことで、居ながらにして国際交流ができた。  

事前の準備を通じて普段できないことが勉強できた。 

特に長野高校とのインターネットを使った事前交流ができ、友人になれた

ことがよかった。加えて、問題の解決力がついた。 

高雄女子高級中学（台湾） 
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 Ｑ：今後、長野県での教育旅行に求めるものは何か。 

   Ａ：生徒との交流時間を長くするようなプログラムがありがたい。決定から   

実施までの期間が短いので、もう少し準備にかける時間が欲しい。生徒の家

にもホームステイがしたい。 

なお、今年の青木村での農家民泊は日本の文化・伝統が学べて大変良かっ

た。特にお父さん、お母さんの対応がよかった。 

 

  ≪子どもへのスマホ対策について≫ 

Ｑ：日本では子どものスマホの犯罪に巻き込まれる等の問題があるが、規制や

対策はどうされているのか。 

Ａ：スマホは現代の産物であるため、規制や制限はできない。１年生が入って

きたときに、正しい使い方を教える。「授業中は使用してはいけない」、「教育

者に失礼である」、「先生も朝会等で生徒に対し正しい使い方を教える」、「み

んな人と人を尊敬しながら使いましょう」と教え、それを日々繰り返すこと

で学生が自分自身でこの時はスマホを使ってはいけないと判断できるように

なる。 

 

  

 

  

高雄女子高級中学（台湾） 
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〇調査者２名とも、高雄女子高級中学が本年９月に教育旅行で長野高校に訪問した

際、黄学校長、陳秘書と面談した経緯があったこと、歴代校長が５代目まで日本

人と親日的であることから大変に歓迎をしていただき、県議会としての教育に対

する熱意もお伝えすることができた。 

 

〇調査日の翌日に学校 93 周年記念の運動会が予定されているなか、生徒とも触れ

合う機会をいただいた。生徒一人一人がいきいきとしており、礼儀正しかった。

勉学と道徳のバランスの取れた学校であると感銘を覚えた。 

 

〇長野高校が３年前から教育旅行で高雄市を訪れていることから、長野県への関心

を相当持っていただいており、さらに交流が深まっていくものと確信した。 

  

○長野高校だけでなく複数の県内高校が学校間の交流を進めており、今後も国際的

な感覚や語学力を身に着けていくために、有意義であると感じた。 

 

〇黄校長が台湾国際教育旅行連盟の高雄分会の会長を務めておられ、日本と台湾の

若者たちの交流の機会を作らなくてはいけないという強い情熱と決意を感じた。 

黄校長が「ホームステイ先のお父さん、お母さんは自分の娘、息子と同じように

扱ってくれるので、離れるときには涙を流して惜しんだりする。」という日本教

育旅行でのエピソードを紹介していただいた。日本と台湾の相互交流の機会は非

常に貴重だと思う。 

 

○ 

 

所 感 

高雄女子高級中学（台湾） 
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９ 高雄市政府観光局 

 

所在地 高雄市鳳山區光復路二段 132 號 1 樓 

調査先概要 

高雄市における国内外の観光プロモーション、旅行スケジュールの企

画、旅行情報サービスの提供等を実施。 

組織は、観光プロモーション科、観光産業科、観光発展科ほか。 

ビジョンとして、「パーフェクトな観光環境の構築」「旅行クオリティ

のアップ」「ニッチな観光産業価値の創造」を掲げている。 

ＵＲＬ https://khh.travel/ 

調査日時 平成 29 年 11 月９日（木） 11:00～12:00 

出席者 葉欣雅 副局長、李信達 股長 

 

◎調査内容・目的等  

◇外国人観光客の誘客促進の観点から、高雄市の訪日観光動向、誘客活動状況等を

調査 

 

調査概要  

（１）日本（長野県）と高雄市の交流について（副局長談） 

・2012 年「日本国長野県と台湾高雄市政府との観光・教育交流協力に関する覚 

書」締結。 

・高雄は日本と深いゆかりがあると認識している。 

・台湾の人にとって日本のイメージは、東京と京都がメインであるが、それ以 

外の県から来ていただいてお互いに交流することにより、日本の地域と繋がり 

ができることはとても素晴らしいこと。 

・今回、環境産業観光委員会及び文教企業委員会の委員長にお越しいただき、 

今後、観光及び教育においてもっと交流が成り立つことができればと思う。 

・台湾の人々は日本人の訪台を大歓迎しており、そして台湾人も日本へ行くの 

が大好きである。 

・今年の１月から９月までの統計の中 

で、高雄へ来た日本人の数は減少気味 

であるが、今後長野県とのチャーター 

便の運航ができたら、チャーター便利 

用によりもっと多くの日本人に高雄 

へ来てほしい。 

 

 

 

 

高雄市観光局（台湾） 
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（２）高雄市の魅力について 

・世界で有名な旅行雑誌の「世界で行きたい都市」の５位になり、アジアで 

唯一トップ 10 入りをした。 

・高雄の魅力として、芸術文化、音楽をメインとして発展している都市で、     

ＬＲＴ（ライトレール）※１も運行し始めて交通的な便利性もあり、また新し

い観光スポットも積極的に開発している。  

・高雄へ訪問のおすすめ時期は冬。高雄の冬は非常に暖かく、ゆったり旅行す

ることができる。このような環境から、現在では台湾の映画だけでなく香港の

映画のロケ地としても利用されている。  

 

主な質疑応答  

  ≪信州まつもと空港利用の課題について≫ 

Ｑ：信州まつもと空港においては、標高や滑走路等の課題も含めて支障はある

か。 

Ａ：確かに標高の問題やパイロットに高度な技術が求められるということもあ

るので、以前、チャイナエアラインへ松本空港便の提案をした際、なかなか 

ＯＫを出してもらえず、最終的に富山空港へ変更されたことがある。 

    現在、長野県某市とチャーター便の話が出ており、観光局としてもチャー

ター便の就航に繋がるよう協力していきたい。 

 

≪長野県の観光地としての魅力について≫ 

Ｑ：日本の中で長野県が観光地として選ばれていくにはどうしたらいいか。   

Ａ：台湾の人にとっては、雪は非常に珍しいもので、雪と言えばスキーが思い

浮かぶ人が多い。客層は限られており、若い世代の人が多いが、わざわざ  

アメリカやヨーロッパにスキーに行く人もいる。しかし、多くの台湾人にと

って、雪と桜を比べたら、やはり桜だと思う。ただ、スキーを体験したこと

がない人も多いので、スキーを宣

伝していくのもいいのではないか。 

    台湾人は日本の旅行をするうえ

で情報を収集するのが得意である

と感じている。パンフレットやウ

ェブサイトで交通情報やスポット

からスポットへ繋げるコースなど

の情報を充実してほしいと思って

いる。 

 

 

※１ ＬＲＴ（ライトレールトランジット） 

 … 北米が発祥の輸送力が軽量級な都市旅客鉄道。高雄市では、渋滞緩和等を目的に環状運行  

するＬＲＴの建設を進めている。 

高雄市観光局（台湾）  
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≪長野県の観光地としての魅力について≫ 

Ｑ：長野県として、本県のみをＰＲするだけでは効果が薄いと思っており、   

他県とも連携したルートを設定し、長野県にも来てもらうという考えも持っ

ているがいかがか。 

Ａ：他の県と一緒に宣伝することは良い方法であると思う。台湾人が京都へ旅

行する時も京都だけではなく、大阪や奈良など色々なところへ行く。    

加えて、台湾人は日本の文化に敏感で、すぐに受け入れる傾向がある。例え

ば、「君の名は」という映画を見てからは、長野県に行きたいという人が多く

いる。映画と観光を結びつければ、もっと魅力を紹介していけると思う。 

 

≪スポーツを使った観光振興等について≫ 

Ｑ：スポーツという観点での観光振興・交流はあるのか。 

Ａ：もともと高雄にもプロ野球のチームがあり、スタジアムや練習場も充実し

ている。時々、韓国のチームが冬場のトレーニングに高雄を訪れている。  

高雄は今もスポーツ観光を進めており、特に冬場のトレーニングが困難な国

から高雄に来てもらうように多くの人に紹介していきたい。 

また、野球だけでなく、ゴルフも盛んである。毎年韓国からの旅行客が   

チャーター便に乗って冬場にゴルフに来る。また、日本からも個人で来るこ

とが少なくない。 

日本の学校の中で野球をメインとして進めている学校があるのなら、冬の

期間に高雄に来ていただくのはおすすめである。例えば、教育交流の中で   

野球交流も含めて実行するのもいいのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇調査日の朝、現地通訳から「スキーに行くなら、韓国と日本」という観光ＰＲの

ＣＭが流れていたとお聞きした。また、現地通訳の印象としてだが、教育旅行は

長野県、スキーは新潟県（ＧＡＬＡ湯沢）であるため、長野県はもっとスキーに

力を注いでみてもいいのではないかとのアドバイス。そのうえで重要な視点は、

中国語を話せるコーチがスキー場に配備されているかどうかとのこと。 

 

〇高雄市においても観光ＰＲの主力媒体はＳＮＳと動画配信サイトであり、頻繁に

更新しながら旅行クオリティのアップにつなげている印象を持った。台湾人は 

日本に対する情報収集力が強いとのことであり、現地語でのＳＮＳ等を活用した

観光ＰＲを強力に進めていくべきと痛感した。 

 

〇タイと同様に、長野県に求める観光は「スキー」と「桜」であることを感じ取っ

た。葉副局長がおっしゃっていたが、若者は「スキー」、年配者は「桜」。年代別

にターゲットとセールスを変えた対応も今後検討していくべき課題である。 

 

所 感 

高雄市観光局（台湾） 
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（図６） 

 

10 高雄市政府教育局 

 

所在地 高雄市鳳山區光復路二段 132 號 

調査先概要 

高雄市の教育全般を統括する部局。 

 小学校 246 校、中学校 100 校、高級中学 34 校、高級職業学校 18 校。 

長野県と高雄市は 2012 年に「観光・教育交流に関する覚書」を締結 

している。 

ＵＲＬ http://www.kh.edu.tw/ 

調査日時 平成 29 年 11 月９日（木） 13:30～14:45 

出席者 范巽緑 局長、鄭貴蓉 秘書、黄哲彬 資訊及国際教育科長 

 

◎調査内容・目的等  

◇訪日学習旅行及び学校間交流促進の観点から、高雄市における訪日学習旅行等の

現状・課題・要望事項等を調査 

 

調査概要  

（１）教育旅行について 

2005 年に、范局長が台湾の教育部在籍時に日本政府からの招聘で、校長先生

80 人、学生と一緒に日本を訪問した。その後、長野県と高雄市の間の国際教育

交流が盛んに行われてきた。その時に、長野県の職員と知り合い、非常に良好

な関係が結ばれている。教育旅行先と言えば現在長野県が１位である。その理

由は四季がはっきりしていて、きれいな景色があり、豊かな文化・歴史がある

からである。一番大事なのは教育旅行のコースとしては、カスタマイズが可能

ということ。（図６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）県内市町村との交流 

（松本市） 

松本市長が 2014 年に高雄市政府を訪問し、翌 2015 年には高雄市政府も視察

高雄市教育局（台湾） 
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団を組んで松本市へ訪問。健康と福祉の面においての交流覚書も締結した。  

本年５月には松本・高雄間で初のチャーター便が就航し、松本市長が視察団を

率いて高雄を訪問。高雄からは２年連続で学生音楽連盟を率いて松本市を訪れ

て、セイジオザワ音楽フェスティバルに参加した。 

台湾の人々も長野県民がどうして長寿なのか学びたいと考えており、佐久市

へ介護関係の視察した経緯もあるとのこと。高雄市の病院と信州大学医学部と

協力関係を結んでおり、また、松本大学とも覚書を締結している。 

（茅野市） 

茅野市との関係も緊密で、昨年は市長が御柱祭に招待された。茅野市とは  

４つの中学校で姉妹校締結をしている。2018 年１月には、台湾から 140 名くら

いの学生が茅野市へ交流にいく予定。今回で６回目の交流となるとのこと。 

（全 般）（局長談） 

長野県は広く、たくさんの市町村があるが、現在、高雄と交流があるのは、

長野県と上田市、茅野市、松本市である。来年の１月に学生の教育交流の団体

が長野県へ行く。私自身も同じ時期に視察団を率いて、長野県の上田市や茅野

市、須坂市などへ訪問する予定である。 

毎年高雄へ教育旅行を行う長野高校にも心から感謝している。毎回約 280 名

の生徒が来られ、高雄の７校と別々で交

流を行っている。高雄に来る前に双方が

インターネットを通じて様々なやり取り

をした上で、高雄で教育旅行の際は発表

会を行っている。 

もうひとつの交流パターンは、１校対

１校であり、2014 年からの３年間では、

上田西高校が高雄の立志中学と交流した。 

また、地球環境高校とは、毎年３月に

野球交流を実施している。 

 

主な質疑応答  

 ≪教育旅行について≫ 

Ｑ：教育旅行を実施する生徒の年代が下がってきているが、何か意図されること

はあるのか。 

Ａ：教育旅行を高校から小学校まで拡大させる理由は、国際的な視野は子どもに

早い時期に経験させていくのがよいからである。高雄だけで小学校が 240 校、

中学校は 79 校ある。交流に積極的な考え方を持っている学校が多い。日本の 

文化、言葉、そして人々の習慣などを行く前に準備、勉強はしているが、重要

なことは日本へ行ったらどうやって台湾・高雄を紹介するかである。 

 

 

高雄市教育局（台湾） 
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 ≪自治体との交流について≫ 

Ｑ：長野県内の自治体との交流の広がりについていかがか。 

Ａ：松本市と茅野市との教育交流が今は学生間の交流だけではなく、ＰＴＡ、   

保護者の間での交流会もある。教育旅行は教育だけではなく、観光教育、人と

人の繋がりが含まれている。 

 

 ≪小中学生に対するスマートフォンの使用について≫ 

Ｑ：小中高校生に対するスマートフォンの被害、事件はあるか。 

Ａ：台湾、そして高雄において、スマートフォンあるいは新しい機器についての

ルールがあり、「小学生の１、２年生の時はなるべく使わせない」、「３年生以上

は使ってもいいが、視力への影響のために長い時間使わない」等、宣伝してい

る。ＶＲやＡＲ機器については、視力の問題があり 15 分以下の利用を勧めてい

る。スマートフォンの学校への持込みは可能だが、授業中の利用は禁止。一時

期、誘拐事件が多く発生したため、小学生は保護者からの連絡用に所持してい

る。中学から高校まではたくさん使わないように指導しているが禁止はしない。

学校への持込みは基本的にＯＫだが、学校によって禁止しているところもある。 

    今は新しいものがたくさんあって、禁止すればするほど子どもの好奇心を押

さえ切れない。禁止にするよりも正しい使い方を教えて、スマートフォンの中

には悪い人もいるのでどうやって自分を守るかを教えたいと思っている。学校

では、担任教師との間でルールを決めているので、台湾ではスマートフォンに

よる争いはそれほどない。 

     

 ≪いじめ問題について≫ 

Ｑ：いじめ問題の状況と対策についてはいかがか。 

  Ａ：いじめ問題に対する通報数について、小中高含めて去年は高雄市で 17 件、  

今年は 13 件である。数字からみると少

ないが、この通報数には解決できた事件

は通報されていない。例えば、いじめ問

題対策チームがあり、いじめ問題があっ

たらその経緯を調べる先生がいる。深刻

で通報しなければいけない事件なのか、

あるいは解決できる事件なのか先生の

チームが判断する。 

 

 ≪学生のスポーツ交流について≫ 

Ｑ：学生の野球やサッカーなど長野県とのスポーツ交流を提案するが、いかがか。 

Ａ：すばらしいアイデアをいただいた。今後、長野県と高雄において素晴らしい

スポーツ交流ができるようにしていきたい。 

 

高雄市教育局（台湾）  
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所 感 
 

〇范巽緑局長ご自身が、長野県に対し大変なご好意をお持ちであり、熱烈な歓迎を

していただいた。多岐にわたる教育課題について、胸襟を開いて率直な意見交換

ができた。 

 

〇スポーツ交流を提案。范巽緑局長からも良い提案をいただいたとのご回答。現在

裾野が広がっている教育旅行に加え、青少年のスポーツ交流の更なる拡大も今後

の検討課題。 

 

〇意見交換ではいじめ問題も話題に。台湾においては学生に対し、「小さいころか

ら傍観者にならないように」、「いじめを見たら絶対先生に教えるように」、「見た

のに何もしなければあなたも犯罪者の一人ですよ」と、指導されているとのこと

であり、徹底的な教育をされていることに感服した。 

 

 

 

 

所 感 

高雄市教育局（台湾） 
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11 台湾日電産三協股份有限公司 
  （日本電産サンキョー㈱台湾現地法人） 

 
所在地 高雄加工出口區南七路 2 號 

調査先概要 

1975 年日本三協精機製作所株式会社による 100％出資で設立され、東

南アジアの拠点としてマグネットヘッド（ＨＤ）とマイクロモータ（Ｍ

Ｍ）を生産。2003 年９月日本三協精機製作所株式会社は日本電産株式

会社（Ｎｉｄｅｃ）グループと資本提携し、弊社は 2004 年３月より『台

湾天龍股份有限公司』より『台湾日電産三協股份有限公司』に社名変更。 

近年、生産形式は従来の単なる製品製造工場から、Ｎｉｄｅｃサンキ

ョーグループの一員として、精密部品工法開発・試作・生産、多種少量

製品と自動化設備の生産拠点になっている。 

ＵＲＬ http://www.nidecsankyo.com.tw/ 

調査日時 平成 29 年 11 月９日（木） 15:30～16:30 

出席者 蔡明煌 副董事長、呉孟祥 総経理、横田宏文 副総経理 

 

◎調査内容・目的等  

◇台湾に海外進出をしている長野県関係企業を視察・調査し、現状・課題・要望事

項等を把握 

 

調査概要  

（１）法人の概要について 

設立当初  ヘッド・モーターを生産。 

1996 年～   プレス金型の設計やステッピングモーターの主力部品である 

精密リードスクリュー等の生産を開始。 

2005 年～  自動化設備や磁気量検出センサーの生産を開始。 

2007 年～  現在の主力製品である液晶ガラス基板用搬送ロボットの生産 

のほか、ＳＣＡＲＡ ＲＯＢＯＴ※ 1、ボールネジ・真空ポンプ用 

モータ、ロータリーエンコーダ※２・リニアエンコーダ・ 

リニアスケール・パルス発生器等の生産を開始。 

現在、資本金は 3.1 億台湾ドル（日本円に換算すると 10 億円）で、従業員

数は 310 余名である。 

 

 

 

 

※1 ＳＣＡＲＡ ＲＯＢＯＴ … 水平方向にアームが動作する産業用ロボット。  

※2 エンコーダ … 位置を検出し、位置情報として出力する装置のこと。 

日本電産サンキョー㈱現地法人（台湾） 
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（２）製品領域について 

製造している製品は大きく分けると「自動化設備」、「多品種少量製造」、  

「部品開発製造」の３つに分けられる。 

「自動化設備」……… 売上のほとんどを占めており、液晶ガラス基板用搬

送ロボット等の生産、顧客のニーズに対応した自動化

設備の生産・販売を行っている。 

「多品種少量生産」… 紙幣やコインが正しいかを磁気で判別するセンサー

部分の製品である磁気量検出センサーを始め、エンコ

ーダ、真空ポンプ用モータ、パルス発生器、リニアス

ケールといった機械関係の電子部品を生産している。 

「部品開発製造」……  ボールネジ、プレス部品、リードスクリュー等を  

生産・販売している。 

 

主な質疑応答  

≪台湾の経済状況について≫ 

   Ｑ：これまでの大量生産から多品種少量生産、カスタマイズ化への移行という 

難しい時代となってきているが、台湾での経済環境はどのような状況か。 

Ａ：台湾を引っ張ってきたのは液晶関係や半導体関係であり、日本と構造的に

は同様である。大量生産の拠点は、中国、ベトナム等の東南アジアへシフト

していく状況であることから、台湾で何ができるのかということが一番の 

ポイントになると思う。簡単なものではなく、付加価値があり、技術的に難

しい製品や、ロボットといったものは普及が見込める。 

売上高の中心である液晶搬送用 

ロボットの出荷先としては、今中国

が一番多い状況である。今後も、  

日本と同じく、単なるモノづくりで

はなく、技術力や開発力を活かした

ものでないと台湾では生き残ってい

けないと思う。 

 

  ≪台湾における人件費について≫ 

   Ｑ：台湾における人件費の現状はどうなっているのか。 

Ａ：人件費が上がったのはこの２、３年だけであり、それ以前の約 10 年間は  

上がっていない状況であった。ただ、中国の最低賃金がどんどん上がってい

る中で、当初台湾の人件費が中国に比べて高かったが、台湾自体が上がらな

かったため、その差が無くなってきているのが現状。 

ただ、台湾も民進党が政権を取ってからは労働者の労働条件を良くしよう

という方針もあって、最低賃金はここ１、２年上昇傾向にある。 

 

日本電産サンキョー㈱現地法人（台湾） 
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  ≪中国市場の現状認識について≫ 

   Ｑ：中国が需要として大きいとのことであるが、中国市場は右肩上がりという

認識か。 

Ａ：日本の企業が中国に進出したのは、当初、中国で生産し世界に売っていこ

うとの考えだったと思うが、最低賃金がどんどん上がっている中で、そうい

う感覚ではなくなってきていると思う。 

今、中国で展開している日本の企業は中国で作ったものは中国で売りたい

と考えている。それ以外のものはも

っと安いところで作る。あるいは、

自動化というものは、どこでも進ん

でいるので、自動化設備を進めてコ

スト競争力をつけて、他で生産する。  

中国で売るものはあくまで中国で

生産するということ。あれだけの人

口なので、放っておけない市場であ

る。そういう形に変わってきている

と思う。 

 

  ≪台湾の雇用問題について≫ 

Ｑ：台湾でも少子化が進んでいるとお聞きするが、企業側からみた今後の雇用

の方向性と海外からの労働力についてはどうか。 

Ａ：日本と同様で３Ｋは嫌われる傾向である。休みがあり、きれいな職場が   

人気である。そういう意味で製造業の会社は敬遠される。そのような中で、

生産関連では台北方面には新しい企業が多くあるので、若者はそちらに行き

たがる傾向がある。優秀な人材を簡単に集めることが難しくなっている。 

また、海外からの労働力という点については、今や人を多く使うという   

イメージではなく、優秀な人をいかに育てて他ができないものをどうやって

作っていくかということが大事であると感じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日本電産サンキョー㈱現地法人（台湾） 
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〇「日本人が中国へ行っても、考え方の違いでなかなかうまくいかないことがある

が、台湾人が中国へ行った場合は言葉も一緒であり、考え方もある程度分かりあ

えるところもあるので、うまく商売を展開しているところもある。」とのお話が

あり、日本製の製造品を巨大市場である中国に売り込んでいくためには、足掛か

りとしての台湾市場が極めて重要であることを認識。 

 

〇台湾現地企業から県に対しての要望は、との問いかけに、横田副総経理から松本

―高雄間の直行便をとの話が出された。長野県では特に諏訪地域からの海外進出

企業が多いことから、信州まつもと空港の活用によりビジネス的に広がっていく

との見解。観光のみならず、あらゆる産業においても空の玄関口の重要性を認識。 

 

所 感 

日本電産サンキョー㈱現地法人（台湾） 



- 42 - 

 

 

12 （公財）日本台湾交流協会台北事務所 
 
所在地 台北市慶城街 28 號 通泰商業大樓 

調査先概要 

 公式に国交のない中華民国（台湾）との実務関係を処理するための日

本の台湾窓口機関。 

 法人格としては財団法人ではあるが、日台間実務関係を維持するため

に設立された特殊な性格を有する団体である。当協会は外交関係のない

日台間にあって準公的なパイプ役を果たしているだけでなく、その業務

には、政府の在外公館（大使館、総領事館等）と変わらない種々の公的

な事務が含まれている。 

ＵＲＬ https://www.koryu.or.jp/taipei/ 

調査日時 平成 29 年 11 月 10 日（金） 9:00～10:00 

出席者 
相馬巳貴子 経済部主任（貿易相談組長） 

中杉元 経済部主任（観光交流組長） 

 

◎調査内容・目的等  

◇工業製品や農産物等の輸出促進の観点から、台湾の概況、市場動向や輸出入状況

等を調査 

◇外国人観光客の誘客促進の観点から、台湾の訪日観光動向、誘客活動状況等を 

調査 

 

調査概要  

 （１）台湾の観光について 

①訪日台湾人渡航者数について 

2016 年は 4,167,512 人（前年比 13.3％増）。2014 年、2015 年と、前年比伸

び率が急増の状況が続いたが、2016 年から伸び率が鈍化している。台湾の人

口が約 2,300 万人であることから、５～６人に一人が来日していることにな

る。 

    ②訪台日本人渡航者数について 

2016 年 1,895,702 人（前年比 16.5％増）。2017 年は伸び悩んでいる状況。

日本人は約 190 万人が台湾へ来ているが、台湾から日本への半分以下である。

（図７）台湾側からは、日本人に台湾へ大勢来ていただくよう、最近は強く

望まれているとのこと。 

［背景］政治関係により、中国からの団体客が約半減し、台湾のインバウン

ドの旅行業界としては、頼みであった中国観光客が減ってしまったこと

もあり、より一層訪台日本人の要請が強まっている状況にある模様。 
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（２）台湾の経済成長率と景気概況等について 

［台湾の経済成長］ 

台湾の経済成長率は、1.5～1.7％で緩やかであるが成長を続けている。

2017 年の当初の予測では、1.5～1.7％の中、好調なことから２％を超える

のではないかと言われている。台湾の経済は輸出とリンクしており、輸出

が好調な時は台湾の経済も好調で、輸出が低調な時は経済も落ち込むとい

った輸出と深い相関関係がある。（図８） 

［新たな産業政策］ 

今後の新たな産業政策については、５大

イノベーション開発計画が立てられており、

そのひとつとして、桃園市を中心にアジア

イノベーション研究開発人材交流センター

を設置して、米国のシリコンバレーとの協

力によりアジアにおけるシリコンバレーを

目指す取組が進められている。台南では 

グリーンエネルギーの拠点として研究開発

センターを設置することが決まっている。 

［インフラ整備］ 

景気刺激策のインフラ計画として、今後８年間で 8,825 億円の予算を投

入すると発表されているが、このうち約半分の 4,241 億円を鉄道の建設に

充てる計画になっている。新幹線だけではなく、地方都市に鉄道路線を新

しく建設する計画で、地方に公共投資を呼び込む計画となっている。 

［雇用動向等］ 

求人倍率は非常に高く 2.0～2.5 倍の間で推移しており、失業率は４％を

切っている状況。そのため雇用状況は悪くはないが、給与がなかなか上が

らないという状況がある。製造業でも新卒者の給料が 10 万円強。特に理系

大学生は台湾の給料が安いということで中国などに優秀な人材が流出して

いる状況であり、台湾政府と企業にとって課題となっている。 

（図７） 
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    ［少子高齢化］ 

      台湾も日本と同様に少子高齢化の時代を迎えており、2015 年の高齢化率

は 12.5％（同年の日本の高齢化率は 26.7％）だが、今後は日本の２倍のス

ピードで高齢化が加速すると推計されている。 

 

 

主な質疑応答  

≪台湾における長野県の観光の認知度について≫ 

   Ｑ：台湾における長野県の観光の認知度はどうか。 

   Ａ：タイより認知はされている。ただし、台湾人は必ずしも都道府県という行 

政区分で日本各地を認識していない中、「長野」という地名に固執することで 

機会を失うことがあればもったいないと思う。 

なぜ長野県にこれだけの人が来られるかというと、北からだと黒部アルペ 

ンルートの集客力が強いこと等、北から入った時と南から入った時に滞在な

り、通過するなりの機会が多いためだと思われる。色々な楽しみ方やコース

上の中で位置づけられる魅力をアピールすることが必要。 

 

  ≪長野県の観光の宣伝について≫ 

Ｑ：台湾ではどういった点に注目しながら長野県の観光を売り込んでいくこと 

が効果に繋がるのか。 

Ａ：観光と物産を結び付けてるという点で、例えば青森では、りんごのイメー 

ジがブランド的に定着している。観光として行くこともさることながら地名 

が認知されていることが大きい。 

 フルーツやスイーツといったものの訴求効

果が強いので、そういったところを組み合わ

せることがよいのではないか。 

 また、台湾の若者に日本酒が人気になって

いるため、日本酒を利用するのもよいのでは

ないか。 

 

（図８） 
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≪情報発信について≫ 

Ｑ：ＳＮＳ等による情報発信についてはどうか。 

Ａ：情報発信という面から言えば、特定のブログやホームページを見るという

よりは、グーグル検索等で、興味のある言葉を入れ込んで、検索結果を見る

というのが非常に多い。そういう意味ではなかなか的を絞りにくい。香港で

は、ガイドブックや旅行雑誌が影響力を持つが、それに比べて台湾では影響

力は相対的に低い。ただ、ブログ等の口コミの部分が多いので、ブロガーに

色々発信してもらったり、多くの台湾人が来日しているので、その方々に情

報発信をしてもらえるようモチベーションを高めるようにＷｉ-Ｆｉ環境の

整備や何か投稿するとメリットがあるといった仕掛けが必要。 

 

  ≪教育旅行の需要について≫ 

Ｑ：教育旅行の需要についてはどうか。 

Ａ：台湾の学校から、「○○の自治体と交流したいのだがマッチングしてくれ」 

という要望を受けて各都道府県に繋ぐ機能を果たしているところだが、逆に

長野県の場合はかなり食い込んでいるので、直接実績を積み重ねていると思

う。そういう意味では私どもも長野県に勉強させていただきたい。 

 

  ≪健康産業等について≫ 

Ｑ：長野県の強みは長寿であり、健康産業等に注目していってもいいのかと思 

うが、その点についてはいかがか。 

Ａ：介護福祉の問題については、台湾でも同じように高齢化という悩みを抱え 

ているので、その分野に日本の先進的な企業が入っていくことは可能性があ

るのではないかと思われる。台湾側も高齢化産業に力を入れたいと思ってい

る。 

  また、台湾人も健康に対する意識は非常に高く、サプリメント等も取り入 

れているという話も聞く。無条件に日本製のものには信頼感をもっているが、 

薬事法の問題もあるので、機能性をうたわない健康食品ということであれば

可能性はあるのではないか。 
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所

 

感  

 

〇台湾の高齢化率は 12.5％であり、今後日本の２倍のスピードで高齢化が進み、

2060 年には日本の高齢化率に追いつく見込みである。台湾においても日本企業の

進出はサービス業にシフトしてきていることから、人口推計を睨んだサービス業

の進出、展開を押さえておくことが大事である。 

 

〇訪日観光客で、出発前に旅行情報源で役に立ったものの調査において、紙媒体よ

りも個人のブログや旅行会社のホームページが役に立ったと回答しており、情報

のオフライン化からオンライン化に移行してきている。また、団体旅行から個人

旅行へと変化してきており、変化に対応する観光プロモーションの対応が必要。 

 

〇台湾の百貨店では、年に一度「週年慶」という大セールを行っている。「週年慶」

の売り上げは、年間売上額の４分の１にもなる。（期間は約 18 日間）。この催事

に近年、他の都道府県が物産展を開催しており、アピールに成功しているだけで

なく、これを契機に観光客も増加している。 

 

〇台湾での日本酒の関税率が 40％であるにも関わらす、若い方を中心に日本酒がブ

ームとなっており、日本酒専門店や日本酒バーが好評を博している。また、農産

物、特に果物の輸出においては、日本産高級果物販売店も存在し、贈答用の需要

が高まっている。 

 

所 感 
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13 チャイナエアライン台北分公司オフィス 
 
所在地 台北市南京東路三段 131 號 

調査先概要 

1959 年 12 月設立の台湾を代表する航空会社。総従業員数 12,550 人 

2015 年 10 月 28 日現在、日本国内 - 台北/桃園に週 150 便、台北/松

山に週 14 便、台南に週 2 便、高雄に週 33 便を運航。 

以遠権※１  を生かして東京/成田 - ホノルル線に週７便を運航中。 

また、2017 年２月 21 日より日本 - 台湾線の全路線で日本航空(JAL) 

とのコードシェア※２ 開始。 

ＵＲＬ https://www.china-airlines.com/ 

調査日時 平成 29 年 11 月 10 日（金） 10:30～11:00 

出席者 姜紀中 副理（客員営業部）、劉中文 主任（客員営業部） 

 

◎調査内容・目的等  

◇信州まつもと空港の国際化の進展や外国人観光客の誘客促進の観点から、訪日 

チャーター便の状況、今後の見通し等を調査 

 

調査概要  

「信州まつもと空港」の概要説明（調査者側） 

・長野県の空の玄関口。 

・新幹線などを使わずに直接長野県に着くので、非常にアクセスに便利。 

・現在、国際線の定期便は就航されていない。国内線の定期便は札幌、福岡

便が就航している。 

・国際線はチャーター便の実績があり、貴社にも過去に 32 便のチャーター便

を運航していただいた実績がある。 

・今後は、ＧＰＳによる新たな着陸方式 

の導入ができないかなど検討中。 

・長野県としてチャーター便の運航に対 

する支援制度がある。 

・周囲を高い山に囲まれていて、離着陸が 

困難な空港との評価もある。 

・松本空港は難しい課題もあるが、その 

一因が豊かな自然にある。 

・長野県は台湾の皆様にも喜んでもらえる場所だ 

と確信している。 

※1 以遠権 … 国際航空運輸において、自国から相手国を経由して、相手国からさらに先にある別  

の国への区間についても営業運航を行なう権利。 

※2 コードシェア … ２社以上の航空会社によって飛行機を共同運航すること。 
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主な質疑応答  

≪チャーター便利用の課題について≫ 

   Ｑ：信州まつもと空港へのチャーター便を検討いただく上での課題については 

いかがか。 

   Ａ：30 年間チャーター便の業務を進めてきたが、その中で一番難しい空港の 

    一つが松本空港である。長野県のすばらしいところは観光資源が豊富なと 

    ころである。 

［滑走路長］ 

松本空港への運航の問題点としては、滑走路の長さが短いことと、営業

時間が短いことの２点である。滑走路が短いと、例えば 150～180 人を乗せ

た飛行機は荷物を 60％しか乗せられないため、コストが高くなり不利な面

が増す。 

［営業時間・コスト］ 

こちらからは午後の出発も可能であるが、営業時間の関係から、出発時

間を朝早くに設定しないといけないというデメリットがある。航空会社あ

るいは旅行会社は、コストの問題、飛行機の調整面に関しても難しく、手

を出しにくい面がある。コストが高いと商品の価格も上昇し、客が敬遠し

てしまう。東京経由でも長野へ行けるので、価格の上昇は松本空港利用の

魅力的な要素を失くしてしまうことになる。その面を克服するには時間が

かかりそうなので我々としては、短期就航便しかないと思っている。 

（滑走路と営業時間の課題について）長野県の行政としても、周辺環境や

騒音面に配慮する必要があり、問題を解決するには時間が必要だと思う。 

［長野県からのチャーター便運航］ 

台湾から長野県へ行くだけではなく、長野県からもチャーター便を利用

していただくとコストが下がると思う。１つの解決策としては、台湾マン

ダリン航空の小型飛行機（乗客 104 人）を依頼してみたらどうだろうか。

現在、松本空港へのチャーター便を台湾のライオントラベルと相談してい

るところだが、コスト面が解決されないと難しいだろう。 
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◯チャイナエアラインは 30 年間のチャーター便の業績がある中で、一番難しい空

港が信州まつもと空港であるとの認識。 

 

◯信州まつもと空港の滑走路、営業時間を問題点としており、これらの課題がコス

トとデメリットに連動している。課題解決には時間を要するとの見解。 

 

◯しかしながら、長野県の観光資源は豊富なところであることは十分に認識してい

ただいている。 

 

◯「魅力感じる商品の造成」や「台湾マンダリン航空の小型旅客機での運航」など

課題解決の間に対応すべきご提案もいただいた。これらの点も検討しながら、県

財政が厳しい状況ではあるがチャイナエアラインがメリットを享受できる支援

策を考え、実績を少しずつ積み上げていくことも検討材料ではないだろうか。 

 

◯現在、ライオン社とチャーター便についてご検討いただいているとのことであ

り、引き続き就航に向けた熱意ある姿勢を示していきたい。 

 

所 感 
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Ⅴ 調査結果と今後の課題 

 

経済の現況 
【タイ】 

〇自動車産業が基幹産業であり、国内においては優遇税制制度によって自動車が爆

発的に売れた。しかし、同制度終了後の反動に加え、クーデターの勃発による政

治的な不安定や前国王の死去の影響から、景気は全体的に伸び悩んだが、現在は

内需が少しずつ伸びてきており、2017 年第２四半期ＧＤＰは前年比＋3.7％と加

速。個人消費については、前年比＋3.0％と農家の実質所得増加により、引き続き

3.0％台の伸びを維持。輸出についてもコンピューター、スマート家電等が増加し

ており、前年比＋6.0％となっており、タイの経済は緩やかな回復が続いている。 

【台湾】 

〇経済成長率は 1.5％～1.7％で緩やかな成長を維持しており、2017 年においては

２％を超えるとの予想がされている。そのような状況下、輸出依存から内需創出

への転換を図るため、国として景気刺激と産業転換加速に向け、将来を見据えた

インフラ計画である、「前瞻基礎建設計画」を打ち出しており、鉄道、水環境、   

デジタル、グリーンエネルギー、都市・地方の５分野の建設に８年間で 8,825 億

元を投入することで、１兆 7,777 億元の民間投資を呼び込み、４～５万人の雇用

を創出し、新興産業を発展させていく見込みである。 

〇半導体産業への依存から脱却し新産業の育成を目指すため、五大イノベーション

研究開発計画も打ち出しており、「アジアのシリコンバレー」「バイオ医薬」「グリ

ーンエネルギー」「スマート機械」「国防」の５分野に、2017 年においては 325 億

元を投入している。 
 

県内企業の海外展開について 
【タイ】 

〇進出企業２社の工場を訪問させていただいたが、それぞれの社是・社風と「もの

づくり」への意気込みが満々と伝わってきた。現地法人における使命を自覚され、

生産性の拡大はもとより、タイ国内の所得増加や生産性向上に向けたタイに 

とって恩恵をもたらす事業展開は、社会貢献に寄与されていると感銘した。 

〇製造業の工場進出は、成熟期を迎えている印象を強く持った。所得水準の向上に

より、労働力が安いから「モノ」を作るという拠点から、「モノ」を売り込む 

マーケットとして認識していく必要がある。 

〇今後のタイへの進出で着目していきたいことは、製造業から非製造業への転換。

とりわけ卸売業や、飲食店、教育・学習支援、専門サービスなどのサービス業に

おける消費者に対するサービスの提供や、進出企業へのアプローチ（ＢtoＢ）な

どが今後のタイにおける海外展開のトレンドになってくると思われる。 

〇長野県は、食品関係（農産物を含めた）分野での進出が他県に比べて遅れている

とのご指摘もあった。今後、タイ国民の所得向上が十分に見込まれることから、

市場として成長余力はまだ十分にある。また、日本と同じ少子高齢化が進行する

タイにとって、長野県の「長寿日本一」は介護、医療、バリアフリー化の分野に

 

調査結果と今後の課題  

Ⅴ 調査結果と今後の課題  
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おいて他県より優位性を発揮できると考えられる。 

【台湾】 

 〇これまで台湾内の製造業をけん引してきた液晶関係や半導体部門においては、従

来の設計から製造まで同一企業内で行う統合型企業から、設計のみに特化する企

業（ファブレス）や、機動的な設備投資を実施し、製造に特化する企業等、自社

の強みを見極め、資源を集中し高い利益率を獲得しようという企業が増えており、

競争は激化している。 

 〇大量生産型の製造業は、中国や東南アジアに出ていく状況であることから踊り場

を迎えている。多品種少量生産、カスタマイズなど、付加価値や技術的に難しい

ものなど、技術力や開発力を生かし台湾で何ができるかということを考えていか

なければならない。 

〇日本企業にとって中国市場は最大のマーケットであると同時に脅威でもあり、今

後の中国への展開において、台湾市場は日本からの進出企業にとっても重要な位

置付けと捉えられている。 

〇タイと等しく、日本企業の進出は製造業から非製造業（サービス業）にシフトし

ている。 
 

外国人観光客の誘致について 
【タイ】 

 〇タイから日本への観光客は急増しており、今年は 100 万人が見込まれている。 

タイ人の関心は日本の地方に移ってきており、全国の自治体が重点市場として売

り込んでいる。観光資源豊かな長野県にとって今後「選ばれる観光地」として、

積極的な誘致に取り組んでいくべきである。 

 〇観光誘客のツールとしては、特にＳＮＳの活用が極めて有効であることを実感し

た。歴史・風土というよりは、「写真映え」が好まれていることから、Facebook､

Twitter､Instagram 等を最大限に活用したプロモーションの仕組みづくりが必要

である。 

 〇「モノやコト」と「観光」をいかに連動性を持たせるかが重要である。農業観光、

行政視察、教育旅行など、観光だけで考えない仕組みづくりの必要性や、長野県

の持っている「モノやコト」のあらゆるものが観光客を誘致するための資源であ

ることを認識。 

 〇タイ人は紅葉や雪に対する憧れをもっている。こうした景色は長野県のみでない

ことから、長野県をどう特徴づけていくかが大きなカギである。「外国人専用」の

パッケージ商品を造成するのではなく、「その店でしか食べられない」ことや「地

域独特のイベント」などを掘り起こし、観光客への訴求力のあるアプローチが必

要である。 

 〇長野県はゴールデンルート上に位置しているものの、県内主要観光地はまだ十分

に認知されていないことから、誘客増加の余地は十分にある。 

【台湾】 

〇訪日台湾人について観ると、台湾人口の５～６人に１人の方が来日しており、観

光誘客において重要なマーケットである。しかしながら、台湾人は都道府県とい

う区分で観光地を認知していないことから、「長野県」で売り込むよりも主要観光
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地や名所等を全面に出してアプローチしていくことの重要性を認識。 

〇420 万人が訪日しているなか、日本からの訪台は 190 万人であり、台湾政府や旅

行業界からは訪台の増加が強く望まれていることも、チャーター便やインバウン

ドの拡大の観点からは十分に認識しておかなければならない視点である。 

〇観光誘客のツールとして、ガイドブックや旅行雑誌の影響力は相対的に低い。   

ネットによる検索が主流であり、ネットによる情報収集が得意であることから、

ブロガー等への協力依頼や交通情報、旅行コースなどのネット上での発信力を強

化するとともに、訪日観光客の情報発信の増加が見込めるよう Wi-Fi 環境の整備

等を充実させていく必要がある。 

〇台湾では「雪」と「桜」が人気である。サクラは大多数が好んでいるが、スキー

は若者に、桜は広い世代に好まれていることから、一律のアプローチではなく、

世代別のプロモーションにも取り組んだ方がいいのではないか。 

○日本の「映画」や「アニメ」などの文化が受け入れられており、台湾においても

「聖地巡礼」という言葉を耳にしたことから、観光と結び付けていけば長野県の

魅力を発信していくことができる。 

〇チャーター便の就航においては、観光局、航空会社も「信州まつもと空港」の立

地性やハード面整備において「難しい空港のひとつ」との見解から、空港活性化

に向けた整備を引き続き検討するとともに、他県との相互連携の強化に努めてい

かなければならない。 
 

教育旅行について 
【タイ】 

 〇教育旅行という視点は実施も少なく浸透してはいないが、今後タイにおいては、

教育と農業に力が注がれることから、自然と共生している長野県として、学生の

農業体験を通じた学びや教育などの提案ができると考える。また、富裕層の子女

はイギリス、アメリカ、日本に留学することが多いことから、県内高等教育機関

の交換留学制度を充実させることにより、教育交流は発展していくと思われる。 

【台湾】 

 〇台湾から長野県への教育旅行人数の増加もさることながら、今年度における長野

県から台湾への教育旅行は、20 校以上、2,400 名以上であり、県及び県内自治体

の相互協定や関係者の格段のご尽力により良好な関係が構築されているなか、双

方の教育交流は相当進んできていると実感した。 

 〇教育旅行においては、長野県は相当食い込んでおり、他県をリードしている。自

然豊かで穏やかな風土と、農家民泊等での体験を通じて、温かな人間性が受け入

れられていると感じた。 

 〇教育交流である教育旅行の進展とともに、台湾側で望まれている声がスポーツ交

流である。野球やサッカー、バスケットボールは県内にプロスポーツチームも存

在することから、青少年を中心としたスポーツ交流は大いに期待できる。県内自

治体との連携により、教育交流の幹がより一層太くなっていくことを期待したい。 
 

海外駐在員事務所の役割について 
〇今回、シンガポール駐在員、上海駐在員の２名にご同行いただき、調査を遂行す

ることができた。 
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上海駐在員事務所が所管する地域は中国本土（香港含む）と台湾、シンガポール

駐在員事務所は東南アジア全域に加え、インド、オセアニアと、両事務所とも  

駐在員１名体制のなか、毎日が各国に出張とお聞きする中で、受発注のための県

関係企業間、現地企業との引合・斡旋や、経済・貿易・投資環境等に関する情報

収集・提供に加え、県内産業、観光の紹介、宣伝と多岐にわたる業務を精力的に

こなしている姿に、ただただ感服した。両事務所のエリアとしている地域が、  

グローバル化の進展を迎えている現在、長野県にとっても重要な地域であり、   

多角的な戦略が必要であることから、駐在員事務所の役割をさらに認識し、人員

増員等の体制整備の検討を願いたい。 
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Ⅵ あとがき 

 

  議員派遣による新たな制度として３年目となる今回の海外調査は、タイ王国、  

台湾に伺い、県内企業の海外進出状況の把握、インバウンド等外国人観光客の更な

る誘致への可能性を探るとともに、今回は教育旅行、教育交流という新たな視点に

ついても調査した。 

タイ王国に関しては、ＡＳＥＡＮにおける日本との結びつきから見ると、観光客

数、輸出額とも最も強い結びつきを有していること、また、台湾においては教育旅

行やインバウンド等の面で進展している現況を鑑みると、今後の長野県における海

外展開では、両国はその重要度を増していると再認識した。 

両国に共通して言えることは、これまで日本からの企業進出は製造業が主流であ

ったが、競争激化や所得水準の向上、今後の人口推計、他国の状況などにより社会

構造は変化してきており、製造業から非製造業へと進出がシフトしてきていること

である。加えて、人口減少・少子高齢化は日本のみならず、両国とも直面する大    

きな課題である。そのような経済の踊り場やリスクを迎えている両国にとって、   

長野県の「長寿日本一」は魅力的であり、長野県にとってもチャンスと捉えること

ができる。これまでの県内進出企業と連携を強化するとともに、長野県の健康長寿

のノウハウを十二分に活かした産業の進出や観光への取り組みへの推進を、県とし

ても一層ご尽力をいただきたい。 

また、人的交流は長野県にとっても将来にわたる大きな財産である。特に教育旅

行等の教育交流の重要性を改めて実感した。「他国の人と文化に触れること、他国に

赴き自らの言葉で自国のアピールをすることに、他国への尊重と、郷土愛が育まれ

る。」との思いを強くしたところ。調査のなかでは、今後さらに両国が互恵関係を作

っていくためには、両国自治体の議会同士の人的交流も必要とのご意見もいただい

ている。 

今回の調査を通じ、海外から見た長野県の現状について把握をさせていただいた

が、他都道府県もグローバル化の進展に向けて相当な力を入れていることを実感し

た。また、長野県の持っているポテンシャルは極めて高いという点においても再認

識させていただいた。行政を担当する執行部と議会が、課題を共有していく中で、

県政発展のために寄与してまいりたいとの決意を新たにした。 

  結びに、今回の調査において企画・調整・調査活動に尽力いただいた関係の皆様

をはじめとして、現地でコーディネートをしてくださった駐在員・通訳の皆様、   

現地で快く調査を受け入れていただいた皆様に最大の感謝を申し上げご報告とさせ

ていただく。 
 

平成29年（2017年）12 月４日 

 

                           長野県議会議員 

                              中 川 宏 昌 

長野県議会議員 

                              堀 場 秀 孝 
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