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義烏市の概要

　義烏市は、中国東沿海漸江省の中部に位置し、上海の西南約300キロに位

置し、総面積1，105平方キロメートル、総人口200万人余の都市である。

改革開始以来、「商業を勃興し、都市を建設する」という発展戦略のもと、迅

速的なスピードで町は発展を遂げてきた。

　世界最大の日用品雑貨卸売市場と称さ

れ、219の国・地域と交易があり、年

間で行き来する世界各国のバイヤーは

50万人余、市場の総面積は470ha

で7万軒以上の商業ブースがあり、

170万種類以上の商品が集積されてい

る。

　また、海外企業の3，008社が義烏

市で事務所を設置され、国際貿易を展開

する重要な拠点となっている。2012

年には、65．4万コンテナの商品が義

烏市から世界各地へ輸出され、対外貿易

量は域内GDPの65％を占めている。

義烏市位置図

　また、国家レベルの見本市も多く開催

されるなど、国際的な商業貿易都市とし

て発展している。

義烏市国際商貿城（市場）
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淡路市海外視察団派遣事業の概要

1．　第17回日中韓3か国地方政府交流会議

【期　間】　10月12日（月）～15日（木）3泊4日

【内　容】 第17回日中韓3か国地方政府交流会議に出席

義烏市人民政府等との意見交換

市内見学（史跡、義烏国際商貿城、義新欧鉄道駅等）

【視察団の趣旨】

　　日本、中国、韓国3か国の自治体相互の国際交流をより一層促進するため、今年度

　は義烏市で「第17回日中韓3か国地方政府交流会議」が開催された。ついては、義

　烏市からの招待により、観光客誘致に向けた本市のPR、また、他の自治体の取組を

　参考にするため視察団を派遣した。

【団　員】3名（行政）

氏名 所属 備　考

1 団長 中山　雅勝 淡路市財務部長 行　政

2
団員 城越　孝輔 淡路市企画政策部秘書広報課長 行　政

3 団員 李　　　楓 淡路市企画政策部秘書広報課国際交流員 行　政

【行程表】

月　　日 行　　　程　　（スケジュール）

10月12日（月）

　【義烏市泊】

淡路市　→　関西国際空港　→　杭州薫山空港

→　バス移動　→　義烏市　→　夕食（会議関係）

10月13日　（火）

　【義烏市泊】

日中韓地方政府交流会議開幕式及び会議出席　→　昼食

→　　会議出席　→　会議閉幕式

10月14日（水）

　【義烏市泊】

市内見学（仏堂古鎮・双林寺）　→　昼食　→　青年旅行社訪問

→　国際商貿城（市場）見学　→　小商品城集団と交流会

10月15日（木）
義新欧鉄道駅見学　→　昼食　→　バス移動

一→　杭州薫山空港　→　関西国際空港　→　淡路市
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【主な訪問先】

◆義烏国際商貿城（小商品市場）の見学

　　義烏国際商貿城は、　「小商品の海、バイヤーの天国」と称され、1982年の創

　立以来、発展を続けてきた。

　　5つの建物に分かれており、総面積470万㎡、通路の両側に1．5m×3mほ

　どの広さの店舗が並び、商品があふれている。現在では、7万軒の店舗があり、1

　70万種類以上の商品が取り扱われ、仮に1つの店舗を3分、1日8時間見学する

　として、全ての店舗を見学するのに1年半以上かかると言われている。

　　また、一年あたりの取引高は、20年連続、中国全土の商業市場の中でトップの

　位を占め、世界最大規模の小商品卸売市場として評価されている。

◆義烏市保存歴史地区

　●仏堂古鎮

　　　　300年近くの歴史を有する街並みがそのまま残る商店街。明朝時代の建築物

　　　の中に現代的な商店も見られる。

●双林寺

　　　1500年近くの歴史を有する名高い寺。この寺から日本へ仏教を伝えた僧侶

　　が多いとされ、義烏と日本の交流の原点であると言える。京都にも同名のお寺が

　　あり、長い交流歴史を持っている。

◆義烏市青年旅行社（企業）の見学

　　義烏市内一番規模の大きい4つ星旅行会社。国内だけではなく、海外旅行の手配資

　格も所有。市内に2つの支店を持ち、更にグループ会社として、義鳥外事旅行リムジ

　ンバス会社を所有している。主に、観光、ホテル予約、会議、展示会、ビジネス、キ

　ャンピングカー、観光リムジンバスリース、レジャー、学術視察、キャンプ、修学旅

　行などの手配を行う。

◆義新欧鉄道駅

　　2014年、ユーラシア大陸の8力国を跨る義烏「義新欧」駅からマドリードまで

　の中欧貨物列車の運行が開始された。義烏市の日常用品はこの新しい物流ルートを通

　ってユーラシア大陸にいち早く入っていくことができ、同様にさまざまな海外の商品

　をよりスムーズに義烏市に輸入することもできるようになった。
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【面談者リスト】

10月12日（月）

日中韓地方政府交流会議　受付

華瑚会議ボランティアスタッフ（日本語学習中の大学生）

10月13日（火）

日中韓地方政府交流会議

　襲　希明　義烏市外事弁秘書課　課長　兼　組合　主席　兼　日本・東南アジア事務部長

　　王　　麟　中国日本友好協会　都市・経済交流部

　王　建新　義鳥市人民政府外事と僑務弁公室　主任

　孟　小玲　義烏市仏堂文化旅遊区管理委員会　党委委員　兼　副主任

　毛　小娼　義烏市仏堂文化旅遊区管理委員会

　萢　黎黎　義烏市シルク・ロード新区管理委員会　国際交流課

日中韓地方政府交流会議　閉幕式

　盛　秋平　義烏市入民政府　市長　兼　中国市長協会　副会長

　襲　有群　政協義烏市委員会　副主席

　王　建新　義烏市人民政府外事と僑務弁公室　主任

　襲　希明　義烏市外事弁秘書課　課長　兼　組合　主席　兼　日本・東南アジア事務部長

10月14日　（水）

義烏市仏堂古鎮文化旅遊区見学

　呉　軍民義烏市佛堂文化観光区管理委員会　主任

　孟　小玲　義烏市仏堂文化旅遊区管理委員会　党委委員　兼　副主任

　朱　栄潮　義烏市佛堂文化観光区管理委員会　党委委員

　李　　瑛　漸江ラジオ・テレビ集団「都市の声」プロジェクト　企画　兼　記者

青年旅行社訪問

　毛　秀春　義烏市青年旅行社有限会社　取締役

　王　英桂　義烏市青年旅行社有限会社　取締役

国際商貿城見学

　趙　建軍　漸江中国小商品城集団株式会社　副総経理

　毛　小娼　義烏市仏堂文化旅遊区管理委員会

小商品城集団との交流会

　趙建軍漸江中国小商品城集団株式会社副総経理
　盛　華兵　義烏市シルク・ロード新区管理委員会　誘致課課長

　毛　小娼　義烏市仏堂文化旅遊区管理委員会

10月15日　（木）

義新欧鉄道駅見学、義烏市人民政府見学

　萢　黎黎　義烏市シルク・ロード新区管理委員会　国際交流課
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∬．第21回中国義烏国際小商品博　会視察

【期　間】　10月20日（火）～23日（金）3泊4日

【内　容】　・第21回中国義烏国際小商品博覧会の視察

　　　　　　・義烏市人民政府及び知東学会等との意見交換

　　　　　　・企業訪問及び義烏国際商貿城（卸売市場）の見学

【視察団の趣旨】

　今回は、民間交流の一環として、世界規模で開催される中国義烏国際小商品博覧会、及

び日用品卸売市場などを視察し、民間レベルでの連携など商業分野の交流に向け、視察団

を派遣した。

【団　員】8名（民間企業等5名、行政3名）

氏名 所属 備考

1 団長 真島　崇広 淡路市健康福祉部長 行政

2 団員 正本　晃二 株式会社ピーエムシー代表取締役 民間企業

3 団員 増田　信紀 増田住建トーヨー住器株式会社代表取締役 民間企業

4 団員 村上　俊二 沖物産株式会社常務取締役 民間企業

5 団員 大竹　和夫 大竹石材株式会社代表取締役 民間企業

6 団員 宮崎　宏明 淡路市商工会経営支援振興課長 商工団体

7
団員 阪上　知之 淡路市企画政策部秘書広報課国際交流係長 行政

8 団員 李　　　楓 淡路市企画政策部秘書広報課国際交流員 行政

【行程表】

月　　日 行　　　程　　（スケジュール）

10月20日（火）

　　【義烏市泊】

淡路市　→　関西国際空港　→　杭州薫山空港

→　バス移動　→　義烏市　→　義烏市人民政府外事弁と交流

10月21日（水）

　　【義烏市泊】

中国義鳥国際小商品博覧会開幕式・博覧会場見学　→　昼食

→　　義烏市国際商貿城（市場）見学　→　義烏市人民政府と

交流

10月22日（木）

　　【義烏市泊】

企業見学　→　昼食　→　企業・専門市場見学　→　知東学会

（民間企業団体）と交流

10月23日（金）
義烏市国際商貿城（市場）見学　→　昼食　→　バス移動　→

杭州薫山空港　→　関西国際空港　→　淡路市
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【主な訪問先】

◆第21回中国義烏国際小商品博覧会の見学

　　毎年10月21日から5日間に開催され、2014に開催された博覧会の取引高は1

　74．74億元（約3494．80億円）を実現し、そのうち海外貿易の取引は、全体

　取引の約62．73％を占める。

　　本博覧会は、今年で21回目となり、展示スペースを12万㎡持ち、日用品、ニット

　ウェア、ステーショナリー＆スポーツ、輸入品などの商品を取り扱う。

　　主催；中国商務部、漸江省人民政府、中国国際貿易促進委員会、中国軽工業連合会、

　　　　　中国商業連合会

　　運営：漸江省商務庁、義烏市人民政府

◆義烏国際商貿城（小商品市場）

　　詳細は本報告書3ページ参照ください。

◆漸江夢螂ソックス（株）（企業）

　　1994年6月に設立し、中国最大のソックス製造工場と言われる。会社の敷地は3

　6万㎡、5000名を超える従業員を持つ。毎年の平均製造量は5億組となり、200

　8年の売上は10億元（約200億円）となる。世界有名ブランドのOEM（P㎝筑、H＆M、

　GAPなど）生産も多い。

◆巨龍かばん（企業）

　　2002年に設立し、スーツケース、道具箱、手提げ用かばん、化粧箱など幅広く製

　造している。800人以上の従業員を持ち、年間500万個のかばんを製造している。

　2012年の貿易輸出額は5．6億元（約11．2億円）となる。

◆国際生産資料市場

　　漸江中国小商品城集団が29．5億元（約590億円）を出資し、2013年11月

　にオープンした専門市場。総面積は約34haとなり、建築面積は75万㎡ある。物流

　設備、工業電気設備、印刷包装材料、発電設備、食品加工機械、建築材料、照明など幅

　広い商品を取り扱う。

◆漸江華統肉製品（企業）

　　2001年に設立し、飼料加工一肥育一肉製品加工一販売というルートで中国国内の

　モデル企業として注目を集めている。主に、豚、鶏、鴨などを取り扱う。

6



【面談者リスト】

　10月20日（火）

　義烏市人民政府外事及び僑務弁公室（「外事弁」と略称）との交流会

　　　襲　有群　政協義烏市委員会　副主席

　　　王　建新　義烏市人民政府外事と僑務弁公室　主任

　　　陳　勤松　義烏市人民政府福田街道弁事処　主任

　　　黄　以森　中国共産党義鳥市佛堂鎮委員会　委員

　　　金　用明　漸江義烏工業パーク管理委員会　副主任

　　　襲　希明　義烏市外事弁秘書課　課長　兼　組合　主席　兼　日本・東南アジア事務部長

　　　陳　明亮　義烏市国家税務局　弁公室　副主任　　（全行程随行）

10月21日　（水）

　中国義烏市国際小商品博覧会、国際商貿城見学

　　王　烈剛　義烏市人民政府外事と僑務弁公室　香港マカオ事務弁公室　副主任

　　趙　建軍　斯江中国小商品城集団株式会社　副総経理

　　悦　剣勇　義烏市外事弁　英語通訳

義烏市人民政府との交流会

　陳　小忠　義烏市人民政府　常務副市長　兼　中国共産党義烏市委　常委

　呉　軍民　義烏市佛堂文化観光区管理委員会　主任

　趙　建軍漸江中国小商品城集団株式会社　副総経理

　盛　華兵義烏市シルク・ロード新区管理委員会　誘致課課長

10月22日　（木）

企業、専門市場見学

　　王　烈剛　義烏市人民政府外事と僑務弁公室　香港マカオ事務弁公室　副主任

　　陳　春暉　漸江華統肉製品株式有限会社

　　趙　綬豊　義烏市達康摩托車（バイク）有限会社　社長

知東学会（民間団体）との交流会

　　鄭　向軍　漸江中国小商品城集団株式有限会社国際博覧センター　社長

　　陳　林瑞　義烏世界商人之家　主任

　　毛　文傑　知東学会　会長　兼　日中産業友好協会　漸江支部　支部長

　　万　紹強　知東学会　理事長　兼　上海同済生物製品有限会社　社長

　　王　秋雲　知東学会　理事　兼　義烏市旺順印刷工場　社長

　　虞　夏術　知東学会　理事　兼　義烏市八度空間灯飾商行　社長

　　丁　勝利　義烏日用品業界　理事　兼　アイパー日用品有限公司　社長

　　楼　建陽　知東学会　理事　兼　漸江沃信電子有限会社宣伝部　部長

　　葛　超ホ　知東学会　理事　兼　傘渡（中華料理店）、享甜（カフェ）社長

　　徐　　棺　知東学会　理事　兼　欧文国際外国語学校　講師



海穿擦翻鰭 ダイジエズ／・

　　10月12日（月）

出発［関西国際空港にて］

10月12日（月）

　日中韓地方政府

　交流会議受付
　　義烏市
幸福湖国際会議場
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　　　10月13日（火）

第17回日中韓地方政府交流会議
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　　　　　　10月15日（木）
義新欧鉄道駅（義烏一スペイン・マドリード）

10月15日（木）

義烏市人民政府
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　10月20日（火）

義烏市人民政府と交流会
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　　10月21日（水）
国際商貿城（市場）の見学

10月22日（木）

　　企業見学
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義烏市の公共レンタル自転車
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第17回日中韓3か国地方政府交流会議報告書

淡路市財務部長　　中山　雅勝

　世界一の日用品雑i貨市場を中心に目覚ましい経済成長を遂げている中国漸江

省義烏市と平成26年7月11日に、両市の発展に向け、経済交流、観光交流、

国際交流等、様々な分野において、官民一体となった交流を進めていくため、

友好都市協定を締結しました。

　今回、平成27年10月12日から15日にかけて、日本、中国、韓国3か

国の自治体相互の国際交流をより一層促進するため、義烏市で第17回日中韓

3か国地方政府交流会議が開催され、観光誘致に向けた本市のPR、また、他

の自治体の取組などを把握するため本会議に出席しました。

　また、民間交流の一環として、日用品卸売市場を視察し商業分野の取組状況

なども視察しました。

　まず、一日目は杭州国際空港に夕方到着後、日中韓地方政府交流会議のスタ

ッフと会議場の義烏幸福湖国際会議センターまで専用車にて移動し、現地スタ

ッフの華瑚（大学生）さんの案内で会場の案内をしていただきました。

　二日目は、日中韓地方政府交流会議が中国

（24団体212名）、日本（30団体55名）、

韓国（26団体62名）、全体で329名の参

加で定刻に開催されました。

　会議は、基調講演、主旨講演、フォーラムの

順で日本5自治体、中国6自治体、韓国5自治

体のそれぞれの市長などが講演されました。

　講演された中で、各国の一部を紹介します。

　まずは、淡路市と平成26年7月に友好都市

協定を締結しました義烏市市長　盛秋平氏の講

演では、義烏市は、市場の優位性に恵まれ、経

済・貿易協力の良い基礎があります。義烏には

世界最大級の商品卸売市場があり、現有市場面

積は550万平方メートルに達し、店舗ブースは

7．5万軒に上ります。義烏市は210力国と地域

と貿易往来があり、世界20万社以上の企業が
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義烏市場のために、直接商品を仕入れに来ます。

　日本の方は義烏を「百円ショップ」商品の「故郷」と言っています。

　義烏の優れた商業・生活環境と創業・創新の雰囲気に、増々多くの中外ビジ

ネスマンがひきつけられています。現在、義烏は国際陸港都市と創新の活力に

満ち溢れる都市につくり上げることに力を入れています。

　また、今回の地方政府交流会議をきっかけとし、友好往来を増進し、交流・

協力を密接に行い、協力の内容を豊かにし、経済・貿易、文化と教育などの分

野で実務的協力を強化し、手を携えて素晴らしい未来をっくり上げることを望

んでいますと講演されました。また、現在、日本の淡路市と友好都市として交

流をしていますとの発言も付け加えられていました。

　次に、慶尚道蔚珍郡林光元郡守（韓国）林光元氏の講演で生態文化観光都市

蔚珍（ウルチン）の概要を紹介されました。

　蔚珍は人口52，104人、面積989．08k㎡、財政規模4，425億ウォンの都市であ

って成長潜在力を持った都市であり、①生態・観光資源の宝庫②親環境グリー

ンエネルギーのメッカである。

　また、蔚珍は自然の恵みが豊富で、温泉（白岩（ペガム））・徳邸（トック））

天然石灰岩洞窟、歴史遺跡などあり観光客700万時代に飛躍し皆が訪れたい街

として成長してきた。

　さらに、友好交流都市としては鳥取県琴浦町、静岡県御前崎市と姉妹結縁な

ど相互に数十回の訪問を行っていますとの講演がありました。

　次に、日本では京都府の舞鶴市長　多々見良三氏より舞鶴市は、入口約85，000

人の市で四季折々の景色が楽しめる施設や食材があり300年続いた城下町であ

ります。

　また、関西圏で日本海側唯一の国際貿易港で日本海岸拠点港としての目標と

して、①国際フェリー・国際RORO船②国際海上コンテナ③外航クルーズな

ど拠点港としての目標を持っています。さらには、姉妹都市・友好都市として

ナホトカ市（ロシア連邦）、大連市（中国）、ポーツマス市（英国）との交流が

あり、毎年、大連市から国際交流員を配置している状況です。

　舞鶴市として、今後、国内外の交流の基盤であり安心・安全を守る拠点であ

る港を十分に活用しながら、東アジア圏との経済交流を図ることで、まちの発

展を目指すとともに、さらなる発展が期待される東アジア地域のエネルギーを

舞鶴に取り込み「国際交流都市舞鶴」の実現に向けて全力で取り組んでいきた
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いと講演されました。

　以上が、日中韓3か国地方政府交流会議での各国の代表的な講演内容となっ

ています。

　加えて、今回の地方政府交流会議では各国のPRを行うブースの場が設けら

れていて、本市においては、たまねぎスープの振舞いのブースを設けて、日中

韓3か国のそれぞれの参加者におもてなしを行い、とてもおいしいと好評をい

ただきました。

たまねぎスープの振舞い

　以上で、第17回日中韓3か国地方

政府交流会議が閉幕となり、次回の開

催は岡山市（日本）での開催が決定し

ています。

淡路市の観光PR

　三日目午前中は、義烏市仏堂文化観

光区管理委員会を訪問し、呉主任、孟

副主任の方々のお出迎えを受け、淡路

市に訪問された時の交流談話につい

て色々お話をいただきました。

左2：呉主任、右2：朱委員、右1：孟副主任
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その後、中国歴史文化区に指定されている街並みを視察した。

　午後は、世界最大級の商品卸売市場（福田市場）、店舗ブースは7．5万軒に上

る市場（第1区～第5区）の第1区と第5区を趙副社長さんの案内で見学さし

ていただき、スケールの大きさと価格の安さ並びに店舗主の若さに驚きました。

中央：趙副社長

　四日目最後の視察日は、アジア・ヨーロッパ大陸を跨る義烏からスペインの

マドリードまで（週2便）の中央ヨーロッパ列車を開通した義新欧駅を視察、

その後、義烏市人民政府（本庁）の庁舎を視察し、10月12日から15日ま

での日中韓地方政府交流会議等訪問日程を終え帰国の路となる。
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　結びに、中国を訪れて驚いたのは、道路整備等の発展途上であって交通事情、

通勤ラッシュ時などには無法地帯（危険）かと思うような状態で自転車やバイ

クの多さに驚きました。さらに、義鳥市は世界最大級の商品卸売市場で多くの

バイヤーが訪れているのに驚きでした。

　また、義烏市において商業施設だけでなく、今後は観光施設（ルート）など

の整備などを行い、より多くの国内外の人々が訪れ活気ある義烏市を構築して

はどうかと感じました。

　最後に、第17回日中韓3か国地方政府交流会議の開催に当たり、友好的に

対応をいただいた関係者の皆様方に感謝を申し上げ報告といたします。
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第17回日中韓3か国地方政府交流会議への参加

及び義烏市との友好交流について（報告）

淡路市企画政策部秘書広報課長　城越　孝輔

　平成27年10月12日（月）から同月15日（木）までの4日間にわたり、

中国漸江省義烏市で開催された「第17回目中韓3か国地方政府交流会議」に

参加しました。

　この会議は、歴史的にも、地理的にも極めて密接な関係にある、日本、中国

及び韓国の自治体相互の交流及び協力関係を、より一層推進することを目的に、

3か国の国際交流機関（日本・（一財）自治体国際化協会（CLAIR）、中国・中国

人民対外友好協会、韓国・全国市道知事協議会（GAOK））が、輪番制により開催

しています。

　同会議へは、首長レベルの参加者が多く、トップレベルの意見交換及び交流

が可能であり、日本、中国、韓国の多数の団体が参加するため、幅広い意見交

換及び交流が可能であり、また、観光客誘致といった自治体PRの場としても

有効なことなどから、毎回、各国から多くの自治体関係者が参加しています。

　本年度の会議は、昨年7月に、本市と友好都市を提携した漸江省義烏市での

開催であったため、市を代表して参力口させていただき、また、義烏市との友好

交流も兼ねて訪問させていただきました。

　日中韓3か国地方政府交流会議

（義烏幸福湖国際会議センターにて）

　　　　　　せいしゅうへい

主旨講演する盛秋平義烏市長

20



　メインテーマとして、「持続可能な都市間交流及び都市の国際化による発展」、

また、サブテーマとして、「地方政府の役割強化による地元中小企業競争向上へ

の取り組み」及び「人的往来拡大による中日韓観光と文化交流の促進」につい

て、それぞれ首長から発表されました。

　会議の中で、義烏市盛秋平市長からは「友好都市と手を携え、ウィンウィン

の道を築き上げる」と題して主旨講演があり、淡路市とは友好都市提携を結び、

幅広い分野及び様々なレベルでの協力的枠組みができていることを紹介してい

ただきました。義烏市は、これからも友好都市と一緒に、友好往来をさらに強

化し、協力の形式を豊かにし、協力分野の開拓、また、協力の中身を進化させ、

手を携えて相互ウィンウィンの関係などを進めていくことを紹介されました。

　今後も、こうした地方政府レベルでの会議開催を通じて、3か国地方政府間

の相互理解と協力関係がより一層深められ、アジア地域の発展のために地方政

府が重要な役割を果たしていることを実感しました。

　10月14日には、義烏市内にある文化施設である双林寺を視察しました。

この寺は、約1500年近く歴史を有する名高い寺であり、また、この寺から

日本へ仏教を伝えた僧侶が多いとされており、義烏市と日本の交流の原点であ

ると言えます。

　また、義烏市はこの寺を、深い文化及び豊富な観光資源などとして、大変重

要視しています。

　同日、義烏小商品市場（福田市場）を視察しました。この市場は、常設ブー

スが約7万軒、商品にあっては約170万種類以上ある世界最大の日用雑貨卸

売市場となっています。主に、家電製品、玩具、手工芸品、衣料品、寝具、家

具、化粧品革製品等があり、日本企業も進出していますが、またまだ少ないよ

うです。

　翌日15日には、ユーラシア大陸とアジア大陸部を結ぶ国際貨物列車「義新

欧鉄道」を視察しました。同列車は、中国義烏市を出発し、スペイン・マドリ

ー ドに到着します。中国からは日用品、生活雑貨などを輸出し、中国義鳥市に

戻るときには、スベイン産のハム、赤ワイン、オリーブ油などを運んできます。
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中国と欧州を結ぶことにより、これまでにない安全で高効率、また、迅速な物

流ルートを確保しています。このように中国は、改革開放することにより、絶

えず進化しており、経済発展していることを強く感じました。

世界最大級の日用雑貨卸売市場

（福田市場）を視察

国際貨物列車「義新欧鉄道」

の説明を受ける様子

　最後に、近年、日本と中国の地方都市を結ぶ航空路線が大幅に増加したこと

により、相互訪問の機会が大幅に増えています。これにより、人的往来が増え、

今後ますます交流が増えます。両国との友好的な交流を成功させるには、相互

理解が必要不可欠であり、また、若者から高齢者まで幅広い世代の交流を促す

ことが必要と考えます。これらの友好交流を通じて、日中関係が良好に進むこ

とを期待しています。

　また、第17回日中韓3か国地方政府交流会議及び義烏市訪問を通じて、両

市が相互利益をもたらす協力の分野として、経済、観光、行政などが有効であ

ると強く感じました。

　特に、経済では、本市内企業等を対象に、義烏市で開催される世界規模の博

覧会（福田市場）に展示ブースを設け、企業製品等の紹介、或いは商談等の機

会など、海外での普及促進を支援することにより、企業誘致及び販路開拓を図

り、雇用促進の期待ができます。

　今回の日中韓3か国地方政府交流会議及び義烏市友好交流は大変有意義であ

り、また、自治体及び各種団体との友好交流の大切さを、改めて勉強させてい

ただきました。
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義　烏　紀行

淡路市健康福祉部長　真島　崇広

［行程1日目　11月20日快晴］

　午前9時30分に淡路市役所に全員集合し、マイクロバスで関西国際空港へ向

かいました。

　今回の義烏への訪問は私にとっては、20年程前に韓国へ行って以来の外国で

す。

　メンバーは淡路市内の企業から経営者4名、商工会から1名、市から3名、計

8名での訪問団です。

　今回の訪問の目的は、淡路市のPRと中国最大級の市場の視察、義烏との友好

を兼ねて政府間や企業間の交流・連携となります。

　私にとっては市の職員以外は初顔合わせとなるので、関空へ行くバスの中で簡

単に自己紹介をしました。直後に、全員の自己紹介が返ってきました。

　飛行機は定刻に出発、機内は多少の余裕があり、いつもよりは空いているとの

ことでした。3時間程度で杭州、中国語読みでハンチョウ国際空港に到着。

　マイクロバスで義烏に向う途中、渋滞に遭遇しました。運転手さんは何とか早

く目的地に連れて行きたいということで、クラクションを鳴らしながらの頻繁な

車線変更は、日本では経験したことの無いものでした。

　滞在中の移動はずっとこのような状態でしたが、事故には至りませんでした。

運転手さんの技術に感心。

　また高速では日本のようにETCも整備されています。少し意外だったのは道

路路肩の街路樹や花壇はきれいに管理されていました。

　ホテルに着くと中国政府の方に出迎えていただきました。博覧会の期間中は各

部から案内する人を動員しているということで、私たちは国税局の陳さんという

方に4日間とも随行していただきました。

　到着が2時間ほど遅れて義烏政府の方との夕食でしたが、皆さん温かく迎えて

いただきました。

　特に夕食会に出席者のほとんどの方は、この11月に日本に来るということで、

話もそういった話題が中心でした。

　円テーブルを全員で囲み食事と会話をしていくのですが、一日目なので会話も

途切れがちでしたが、気持ちは伝わったのかなと思っています。

23



　こういった会話は私を始め日本人の不得手とするところで、今後行政や企業が

グローバルな展開を図るには、その国の事情を理解し、こういった機会で会話力

や交渉力を磨いていくことが大事です。

　宿泊は市街地から離れ、幸福湖という池の畔に立っホテルでした。

　比較的新しいホテルなので安全に過ごすことができましたが、飲み水について

は、ペットボトル以外はNGでした。

　ホテル備え付けの剃刀や爪楊枝の性能は日本の物より良かったです。

　テレビ放送は中国語が分からないので推測ですが、ある番組では第2次世界大

戦での、日本軍の重慶爆撃の様子などをずっと放映していました。

　旧日本軍の飛行機による爆撃の話などと思いますが、こういったことでの反日

があるのかなと、日本人としては複雑な気持ちでした。…　　一衣帯水…

幸福湖ホテル 義烏政府との夕食会

［行程2日目　21日晴］

　2日目は国際小商品博覧会の開会式に招かれ、厳重な警備の中、開会式を体験

することが出来ました。

　会場のスケールは大きく、外国人も多く招待されていました。

　文房具から建築用の資材などいろいろな商品が展示されており、販売は最低で

も1，000個単位程度で、価格は日本でのインターネット販売の約半額以下の値段

かと思います。

　ほんの一部しか回れませんでしたが、広大な敷地に同じようなビル、同じよう

な売り場がたくさんあり、一度はぐれると戻るのに四苦八苦です。

　義烏市は、1985年から約20年間で2，800倍という奇跡のGDP成長を遂げまし

た、その中核施設が福田市場ということです。
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博覧会会場入り口 福田市場平面図

　その日の夕食は副市長に招かれ、市内のホテルで夕食会となりました。一行も

大分慣れてきてスムースに会話も弾みました。みなさん片言の中国語で善戦しま

した。

　全員自己紹介をしたのですが、一人終わるごとに紹興酒や常温のビールで乾杯。

　副市長は淡路市に来ておられて、淡路市の職員については、とにかく真面目に

やっていて素晴らしいと、言っておられました。

　私からは、私たちは中国から多くのことを学んできました、今も論語などは私

の人生の拠り所となっています等、伝えてきました。

　最後に副市長からは両国には不幸な時期もありましたが、私たちから日中友好

を築いて行きましょうという言葉があり、固く握手をしました。…　有朋自遠方

来不亦楽乎…

［行程3日目　22日晴］

　この日は工場見学から始まりました。

　靴下工場の見学でしたが、千台近い編み機自体は機械化されていていましたが、

最終段階のどうしても人手がかかるところは多くの人で対応していました。

　アメリカなど有名メーカーのOEMも多く、製造、仕訳、発送などはパソコン

で管理されていました。人手を掛けるところ、自動で出きるところの振り分けは

はっきりしていて効率的な管理が出来ていました。

　機械自体は最新のもので、工場の蛍光灯等もすべてLED化されていました。

　中国はこういった最新の機会を導入しながら、今後も進化し続けるでしょう。

　午後は知東学会の紹介で、アメリカ向けのインテリアを扱う大規模商店（ショ

ールーム）等を見学しました。
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　知東学会とは地元の工場や商店主などの会合で、日本で言えばライオンズクラ

ブのような感じです。

　本日の夕食は知東学会の役員さんとの会食でした。

　20歳～40歳くらいの比較的若い社長ばかりで、このたびの博覧会の責任者

という方も、若くして大きな会社を任されていて、本当に若い人が中国経済を引

っ張っていると感じました。

　今回は淡路の企業からパンフレットを持って行き、各自紹介をしました。お互

い企業家同士、話もはずみ、あっという間に時間が過ぎました。

　また今夜も乾杯の連続でした。

　今回は私から日中の友好を呼びかけ固い握手をしました。

　その後少し夜の街を見学したのですが、世界中からバイヤー等が集まっており

人種も多く活気にあふれていました。…　　温故知新…

［行程4日目　23日晴］

　いよいよ最終日となりました。

　再度専門市場などを見学して岐路につきました。

　帰りの高速は比較的空いていたのですが、やはりクラクションを鳴らし頻繁に

車線変更しながら、義烏から150km程度、約2時間でハンチョウ国際空港に

到着しました。後で聞いた話ですがクラクションは挨拶代りだそうです。

全行程を経ての感想

　義烏は見た限り、建設中の住宅やビルも多く、下水道などの工事もいたる所で

行われておりましたが、その中で粉塵のようなものも多く発生し、大気中には常

にうっすらと埃が滞留しているような環境でした。日本で言えば一雨ほしいとい

うところでしょうか。

　大都市として発達段階にあり、これからも建築用資材や環境対策資材の需要は

高いと感じました。

　中国の一部ではバブル崩壊などと言われていますが、中国全体ではそういった

ものも吸収しながら発達していくように思います。

　また温水便座などは高級ホテルでも完備していませんが、すでに中国のメーカ

ーで製造が始まっていますので、今後普及するでしょう。

　また走っている車のほとんどはポルシェ、BMW、　VW、レクサスなどの高級
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車でした。

　食品市場の見学では、何千万円もするポルシェに、今買ったばかりの包装もさ

れていない野菜を投げ入れ、さっそうと立ち去っていった主婦？が印象的でした。

　また小さなバイクも多く売れているとのことでした。

　今回行った義烏は全体に商業都市で、多くの人がそういった場所で働いていて、

比較的裕福な人が多いように思われました。

　そういったことで、中国では急速な経済の発達拡大に伴う中、社会保障の整備

や環境対策などが今後の課題のように思われます。

　最後に今回の訪問では、少しでも日中の友好に貢献できたかと思います、また

今後企業間の交流も進むことでしょう。

　まだお互いに知らないこともたくさんあり、こういった交流はお互いを理解す

る上で大変重要だと思いました。また益々グローバル化していく中で最低限の会

話の必要性も痛感しました。

　今回の訪問では、団長として至らないことも多かったと思いますが、皆様のご

協力に感謝します。

　そして今回こういった経験が出来たことに感謝したいと思います。謝謝。
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淡路市海外視察報告書

株式会社ピーエムシー

　　　　　正本　晃二

①義烏市の町並み、会議及び博覧会、福田市場などを視察して感じたこと

　　15年ほど前に義烏にほど近い杭州を訪問したことがありその記憶を思い

　出しながらの今回の視察でした。当時の杭州はインフラ整備もままならず特

　に光化学スモッグが酷く正直お世辞でも近代的な都市とは言えない環境で

　した。今回はその杭州より小さな都市である義烏市への訪問との事でしたが

　そこは15年前の杭州を遥かに超える近代都市でありまだまだ成長途中にあ

　る中国の経済力と発展を目の当たりにしたと言えます。

②会議及び博覧会、民間企業及び市場等の概要

　　義烏市と淡路市の行政問での強い結びつきの甲斐あって様々な状況や疑

　問について手厚く説明を頂けました。特に市全体の発展、人口増加、市場の

　拡大について大変参考になりました。

　　またコンベンションセンターの大きさや市場の規模などは想像を絶する

　サイズで正に世界規模での施設であり企業の成長戦略はまさに高度成長期

　真っ只中を表している事を実感しました。

　　企業訪問では日本の昭和期最盛の工場制手工業工場を見学し中でも作業

　員女性が列をなし笑顔で手作業を淡々とこなす作業風景がとても印象的で

　した。また民間企業間夕食会では正に青年実業家の方々が夢は全ててに掴め

　るところに有ると言わんばかりに光り輝く眼差しで抱負を語る姿に感銘し

　ました。

③それぞれの立場で今後考えられる民間レベルでの交流

　　弊社取扱い製品を義烏市場から世界へ発信するのは現時点では極めて難

　しいと思いますが、義烏の大きな成長過程にある企業とタイアップした製品

　作りやそれに沿った市場開拓は十二分に可能だと思います。特に今後は義鳥

　を始めとした中国全体で高級品や高性能品の需要が必ず大きく伸びていく

　事は間違いないでしょう。
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④義烏市と淡路市との今後の交流に期待すること

　　淡路市がより一層飛躍できるように義烏市の経済発展、人口増加を手本に

　して民間企業同士の商取引も活発に出来ればと期待します。また一般淡路市

　民にも義烏市との交流を周知させるために義烏市展覧会などを計画するの

　も意義があると思います。

⑤今まで訪問した町との違いなど

　　人口世界7を誇るだけあってヒューマンパワーは半端ではなかった。とり

　わけ街並みは人民改革前の古い建物と都市計画に基づいての近代的なビル

　とのギャップが大きく昨今の急成長ぶり物語ると同時に取り分けインフラ

　整備が追いつかないほどの急ピッチで進んでいると実感しました、
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平成27年度淡路市視察団（中国漸江省義烏市）報告書

増田住建トーヨー住器株式会社

　　　　　　　　増田　信紀

　今回2015年度淡路市海外視察団の民間企業からの一員として参加させてい

ただきました。

　4日間貴重な経験をさせて頂いた淡路市役所の皆様、ご同行頂いた皆様に感謝

いたします。

　見学させて頂いた施設、企業等の細かいことには触れずに、民間企業から参

加している私の立場、視点での感想と、今後展開できる可能性のある内容の報

告とさせて頂きます。

　日本と中国は歴史、文化、経済において大変複雑で大きな影響力を与え合う

相互関係にあります。そのような国家間の背景の中で平成25年に淡路市と義烏

市との間に友好交流確認書が締結、26年度には相互交流と共に友好都市協定が

締結され、3年目となる今年、更なる交流が深まり相乗効果を得ることが出来れ

ば本当に素晴らしい行政間の交流を担うと考えます。

　義烏市到着翌日には義烏国際小商品博覧会会場へ足

を運びました。

　当社の業である「住宅」に関わる商材がたくさん軒を

並べていました。

　まずは工具にはじまり、浴室打たせ湯用シャワー、蛇

口、収納家具、等のたくさんの展示を拝見いたしました。

価格を尋ねるとロソト数により大きく変動すると思わ

れますが、感覚的に日本の1110～1120の感覚でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝・　　　・，・　　　　．鋤：盗

物流コストも出展企業の中には日本の港まではロッドであれば無料の話もあり

ました。

　商品の品質は見た目だけでは不明ですが、デザインはヨーロッパ風で洒落た

ものも結構見受けられました。もし日本製に近い品質で規格を合わせられると

すれば、我々の国内の建材業界は良くも悪くも大きな影響を受けかねないと思

いました。

　実際に検査をして耐久性等の品質が良く、規格も適合するということであれ

ば私は再度十分に時間を取り真剣にロット単位での仕入れの交渉を開始しても
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良いかと考えています。

　まずはサンプル購入が可能であればすすめていきたいものの、中国市場とい

うことで「中国語」もしくは「英語」の会話スキルが必要となります。そのた

め私の会社の力量だけでは事の進展が難しく話をすすめられないのが現状です。

当社のような零細企業の海外展開のためにはまず行政、商工会の語学とか資金

的援助等が必要不可欠となるでしょう。

　また展示スペースの活用を展示会開催者である副社長から勧められました。

なんと「無料」で良いからまずは淡路市の企業にチャレンジしてほしいとのこ

とでした。今回参加企業内の話だけではもったいないご提案です。是非淡路市

すべての企業に今回の提案を伝えるべきだと思いますし、もしかするとこれを

機会に淡路市から世界に飛躍する企業が出てくる可能性は「0」ではないと思い

ます。

　4日間、一民間企業として視察させて頂いた結果、実際に展示会に出展したり、

外客誘致に直接関わることは難しいかもしれませんが、一企業として義烏市と

の小さな経済のっながりが持てればと強く思いました。

博覧会会場 高層ビル、ホテルの建設ラッシュ
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　最後に、昨今の中国経済は停滞、あるいは下降しつつあるといった報道も目

にしますが、訪問した新興経済圏の200万人都市である義烏市は、高層ビル、

高層マンションの建設ラッシュ、そして日本に比べはるかに高い高級車の走行

比率に表れているようにこの地域の富裕層の比率の高さ等はこのエリアの更な

る発展を示唆しており、ある意味まだまだ中国の強気発言、中国経済の底堅さ

を提示している理由の一部である感じがしてなりませんでした。
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淡路市視察団派遣事業（義烏市訪問）報告

沖物産株式会社

　　村上　俊二

　淡路市視察団派遣事業として中国漸江省義烏市の視察研修に参加させていた

だきました。中国は大きく、力強いという面と様々な質の粗雑感、日本とは明

らかに異なる価値観や文化に対し不安や脅威、学びを再認識させられました。

1．義烏国際小商品博覧会

　当博覧会は、展覧面積120k㎡、来場者数20万人、出展企業2，600社

という規模であり、開幕式に出席、その後すぐに博覧会場を見学させてもらう

ことにより一般客とは違う特別待遇を受け、余裕をもってたくさんの商品を見

ることができました。

2．義烏市国際商貿城見学

　国際商貿城1区～5区（通称：福田市場）は、総面積470万平方メートル、

店舗数は7万店以上と世界最大の日用雑貨卸売市場であり、価格は日本国内の

小売価格の1／10～1／5ぐらいのようですが仕入数により価格もかなり違ってく

るようです。品質については、一定以上の質はあり品質的に低くても大丈夫な

途上国が主要顧客で、高品質を求める日本、欧米バイヤーは少ないのではない

かと感じました。日本や、欧米諸国など先進国向けは恐らく100円均一市場の

ような廉価品市場で、中東、アフリカ等が求める商品としては、このような商

品で十分商売ができる品質レベルにありコストパフォーマンスは非常にすぐれ

33



た商品であると思いました。

　世界各国からのバイヤー訪問は年間50万人とも言われているようですが、5

区の家具フロアーでは、お客様らしき人影は見当たらず閑散としていました。

この状態で大丈夫？と素朴な疑問もありましたが冷静に考えるとあまにも施設

規模が広大すぎるため人も見当たらないのは当然であると思われました。一般

向けの廉価品についてはまさしく世界一の商流規模を痛感しました。

3　民間企業工場訪問（①靴下製造工場・②バソグ

　製造工場）

①靴下製造工場　⇒　PUMA、GAP、H＆M、

　COSTCO、　Walmart等のメジャーブランドのOE

　M。設備は何百台あるのか？と思うくらい製造

　マシンがずらり並んでおり壮観。臥DE　IN

　CHINAらしい大量生産工場でありました。

②バッグ製造工場⇒スーツケースを中心に

　バッグの歴史博物館と商品展示場を見学。

　Samsonite、　Target、　LOREAL、　VW、　cocacola、

　Haier、　HELLO　KITTYなどこちらも世界各国の

　メジャープランドのOEM。
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4　食品関連施設見学（①食品市場、②食肉企業）

①食品市場見学　⇒　畜肉、野菜、魚介類、加工食品等　多品種が集まる24

時間営業の市場。お世辞にもきれいとは言えないが、客は地元民が主体と思

われる。

②食肉企業小売店舗見学　⇒　高級品の「金華ハム」の原料となる金華豚を

主力に豚、鶏の飼育から解体（と畜）、肉製品やハム等加工品製造をしている

大規模畜産会社。とにかく施設規模、設備は大きいが近隣内需だけでも追い

つかないくらい需要はあるとのこと。

5．まとめ

　国家戦略である改革開始以来「商業を勃興し、都市を建設する」という発展

戦略により、世界的な注目をあび、地域が大きく変革したことから戦略は大成

功をしていると感じました。現在も改革進行中であると思うが、街のいたると

ころが建設中の建物、道路、土木工事中だらけというところから国の勢いと国

家のビジョン、方針の推進に力強さを感じました。その方向性が、一般人の雇

用や仕事の創造をすすませ、庶民の生活が潤い、消費、購買、生産に結びつき、

国の発展というサイクルが回っているのであろうと実感しました。

　その反面、成長拡大が最優先となり環境整備や規制の成熟度が後回しになっ

ていることに少し不安を感じました。ただし規制の少なさは、事故やトラブル

のリスク拡大に直結しますが、逆に自由な発想や開発が活発化するところに中

国の強みがあると思いました。

　最近、中国人の日本での爆買いが話題になっていますが、中国人の購買行動

の思い切りの良さ、自信のある振る舞い、したたかさ、イエスノーをはっきり

言える迫力などは、大いに見習いたいと強く思いました。日本人の常識は、広

い世界では非常識であるのではと考えさせられ、日本ほどきれいで安全で住み

やすい国はないと再認識させられました。　「百聞は一見に如かず」直接見て体

感することで淡路島内だけでは得られない情報が収集できた有益な視察でした。

お世話いただきありがとうございました。
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淡路市海外視察団派遣として中国漸江省義烏市を訪問報告書

大竹石材株式会社

　　　大竹　和夫

　平成27年10月20日～23日の3泊4日で中国翫江省義烏市を淡路市海外視

察団派遣として8名で訪問いたしました。今回の一番の目的は【民間交流の一

環として、世界規模で開催される義烏市国際博覧会、及び、日用品卸売市場な

どを視察し、民間レベルでの連携など商業分野の交流に向けていくこと】です。

　義鳥市は上海の南西約300キロの内陸に位置し、総人口200万人の都市で、

20年前は70万人だったそうです。古くから「行商人の町」「雑貨市場の町」と

して栄えた歴史があります。

　中国人が義烏と聞いて連想するのが「鶏毛換糖」の故事です。山がちで農耕

に不向きだった義鳥では、栽培した砂糖を他の町でニワトリと交換して、その

羽でほうきを作り生計を立てていた。「でんでん太鼓」を打ち鳴らし、肩に担い

ででんでん棒に商品を載せて行商する義烏人の姿だったそうです。

　日本で義烏といえば、数年前までは100円ショップの仕入先としても知って

いた人も多いことでしょう。

　毎日約1200台のトレーラーが商品を出荷。中国から欧州までの経済的に結

びつける海と陸の「21世紀シルクロード構想」を進めています。スペイン・マ

ドリードまで総延長1万3000キロを21日かけて結ぶ「義新欧貨物鉄道jが昨

年の11月18日に開通。その出発地点が義烏です。欧州まで荷物を船の半分の

時間と飛行機の3分の1の金額で運べる。これで中国の生活雑貨や日用品が対

欧州輸出に安全で効率で迅速な物流ルートが提供できるようになった。

　初日は移動と夕食をかねた7名の義烏市人民政府外事、外事弁との交流会、

「皆様の中国進出や事業発展に全面的に協力する」という言葉が印象に残った。

　2日目は5日間にわたって行われる義烏国際小商店博覧会の初日で開幕式に

友好都市ということで出席。その後博覧会会場を見学。参加者が少ないと思っ

ていたが、まだ開場前だったのでバイヤーの人は入場できていなかった。

色々な用途のゾーンがありそれぞれ出店企業は多いが、残念ながらあまり目新

しいものはない印象を感じた。
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第21回中国義島国際小商品博覧会会場 同博覧会開幕式

　次に通称福田市場（卸売市場）を見学。580万㎡、7万5000店舗で180万

種類の雑貨を売る。約20万人が働いていて1店舗3分で見て回ると約1年半

の時間がかかる計算になる。1区から5区まであり1区は主にアクセサリー、

玩具、装飾、2区、什器、雑貨、3区、家電製品、4区、化粧品、スポーツ用品、

5区、衣類などで別れています。通常1区から5区まで、昇り降りせず、直線

で歩くだけで約4時間かかります。基本的に卸売市場で小売りはしていません

でした。現在インターネットと店舗販売で国境を越えたビジネスで年間売上

3000億元（60兆円）。

　その後、4名の義烏市民人民政府と交流会がありました。

　3目目は地元企業の4社を見学。はじめに靴下工場を見学、3000人の従業員

で年間売上5億元（100億円）、800万元（1億6千万円）以上の税金を納めて

いる。5000以上の生産ラインを持ち、国内50％・海外50％の割合。日本のメ

ーカーとも取引をしている。見学時はPUMAの製品を製造していた。

夢梛ソックス 巨龍かばん
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　その後、鞄製造販売業者と豚肉を主にした精肉店・バイクの店舗（通りがか

りで突然に訪問）を見学した。どこも活気があり、今の中国の現状を見ること

ができて満足でした。夕食は地元の若い人の経営者集団（民間企業団体）で知

東学会（東の国を知る会）との交流会でした。20代から30代前半の1億円以

上の売上を上げる若社長（10名　男性7名、女性3名）でした。

華統肉食（義烏市内0）小売店） ハイク販売店

　最終日の4日目は、福田市場の一部を見学し杭州空港から関西空港に8名全

員無事に到着した。その一週間後、中国が「一人っ子政策」の廃止を決定した。

　漸江省義烏市は福田市場を中心とした大きな町で、とても4日間では知るこ

とができない。台湾を含め省の数だけで34省ある中国は、今後も発展し続け

ることでしょう。しかしその歪はいつかくることになるでしょうが、恐るべし

中国を実感できた大変貴重な4日間でした、
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淡路市海外視察団義烏市訪問に参加して

淡路市商工会

　宮崎宏明

　どこまでも真直ぐに伸びている高速道路、右隣りには中国新幹線の線路が同

じくどこまでも真直ぐ伸びている。高速道路はあたり構わず拡幅工事だらけ。

車線変更・強引な割込みでクラクションを鳴らしっぱなし。日本では考えられ

ない光景である。杭州の空港に着き、義烏市の配慮していただいた送迎バスに

乗り、高速道路を走行している。真直ぐ進む先には、義烏市の人達が待ってい

る。

義烏市国際小商品博覧会開幕式

　渋滞に巻き込まれ、予定より1時間

以上遅れてようやく義烏市に到着す

ると、辺りはすっかり真っ暗になって

しまいました。1時間以上も待ち合わ

せ時刻に遅れたにも関わらず、義烏市

人民政府外事弁の7名の方々は、怒り

もせず笑顔で熱烈歓迎ぶり。すぐに交

流会が始まり「カンペイ」

　このような初日で、4日間の視察訪

問が始まりました。

　翌日は、義烏市国際小商品博覧会の開幕式から出席でき、日本の展示会・博

覧会とは規模のみならず運営体制も様相の違いに驚きが隠せませんでした。

　入場制限だけではなく、空港検査のこ

とく金属探知機で一人ひとり所持品検査

を行われた上でようやく入場できるほど

の厳格さがあり、バイヤーの人数の多さ

に驚いただけではなく、ルールと秩序が

そこに存在していることに改めて中国と

いう国を見る目が変わりました。脅威さ

え覚えるほどのパワーがあり、今後の中

国義烏市における驚異的な発展ぶりが想

39



像できます。

　義烏市国際商貿城での南部鉄器の展示品を見てみますと、一元≒20円で換

算することで、日本製品が日本で購入するより価格が高くなっておりました。

　1ドル＝360円の固定相場制が、19

73年まで1ドルの金額は決まっていま

した。日本国内で物を作り、海外に物を

売って、日本はアジアの輸出大国として

急速に発展していきました。

　中国も近い将来は、変動相場制へと移

行することでしょう。

　　　義烏市国際商貿城での南部鉄器の展示

　驚いたものとして、義烏市民サービス

の一環としてレンタル自転車が街の各地

に設置されていました。

　1時間までは無料で、その後は1時間

ごとにカード決済で料金が引き落とされ

るシステムになっています。10年ほど

前までの自分が知っている中国ではすで

に無くなっていました。

義烏市営のレンタル自転車

　このように、「商業を勃興し、都市を建設する」という発展戦略の下で、国家

級総合改革試験区に指定され、義烏市は、中国でも類を見ないスピードで急速

な発展を遂げています。

　このような中国義烏市と友好都市提携を結び、これからも友好交流を続けて

いくことで、両市の発展に結びついていくと感じました。

　また今回の視察で、中国義烏市と淡路市の企業同士が経済交流を進められる

機会を得ることが出来たと感じました。

　今回視察団の一員に参加出来たことで有意義な経験を頂き、関係の皆様に感

謝を申し上げ、視察団報告といたします。
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民間交流の第一歩を踏み出す

淡路市企画政策部秘書広報課

　国際交流係長　阪上　知之

　義烏市への訪問は、2年前の友好都市協定締結に向けた確認書の調印、昨年

の友好都市提携に引き続き、今回で3回目の訪問となりました。

　義烏市とは、平成22年から交流が始まり6年が経過し、これまでの行政間

の交流を通して、信頼関係も生まれ、延べ120名を超える方々が相互に訪問

し、たくさんの方々ともお知り合いになり、この度も熱烈な歓迎に感激いたし

ました。現在、国同士では決していい関係とは言えませんが、自治体同士の交

流には何ら関係なく、地域活性化に向け、積極的に友好交流を進めていくべき

と考えます。

　これまでの行政交流をきっかけに、次の一手として、義烏市も望まれている

民間レベルでの交流が必要不可欠であり、今回の訪問は、これまでの行政間交

流と違い、民間企業の方々にもご参加いただき、経済交流の一環として、世界

規模で開催される義烏国際小商品博覧会の視察、日用品等の卸売市場の見学、

民間団体との意見交換、また企業訪問など、民間レベルでの交流に向けて視察

団を派遣いたしました。今回の視察を通して、実際の義烏市を見て、感じて、

現状を知っていただいた上で、今後の交流の在り方を検討いただくとともに、

市内の様々な分野の企業の方々に、義烏市を紹介いただくことにより、この友

好都市提携が実のある交流につながるものと考えます。

博覧会会場
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　今回訪問した企業の方々からは、「経済成長に向け国家主導でまちづくりが進

められている」、「規模の違いを感じる」、「ものすごいスピードで発展している」、

「たくさんの商品で溢れていた」、「街や市場に活気があった」、「日本は既に抜

かれている」、「今後の取引には言葉の壁を感じる」、「ロットによるが10分の

1の価格は魅力的」、「商品の品質を確認する必要はある」など、貴重なご意見

を伺いました。また義烏市からは、「博覧会での展示ブースの無料提供や小商品

だけでなく各国の輸入商品の充実を図りたい」、「民間レベルでの積極的なビジ

ネス交流を望む」、「経済交流については積極的に協力する」などご提案をいた

だきました。

（義烏市にある様々な市場の外観と市場の様子）
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　また最近では、日本を訪問する外国人旅行者数が1，341万人（兵庫県で

は83万人）と過去最高で推移しております。義烏市からの訪問者や、本市に

招待した民間旅行業者の感想では、淡路市の環境（空気、水、自然風景など）

や食べ物（農水産物など）に非常に興味を示しておられ、義烏市を通じて、淡

路市の魅力を全世界に発信し、インバウンド（外客誘致）による交流人口の増

加を図る取組も必要と考えます。

　今後も、民間企業を対象にした義烏市の視察を継続し、企業だけでなく市民

の方々にも義烏市との交流を知っていただき、両市で相互に理解を深め、更に

友好関係を築き、この友好都市提携を通して、日中関係が良くなることを願い

ます。
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友好関係を活かそう

淡路市企画政策部秘書広報課

　　　　国際交流員　李　楓

　国際交流を担当させて頂き、5年目に入りました。義烏市への訪問回

数も、偶然ながら今年で5回になりました。私にとって、義烏市はまだ

まだ未知の地ではありますが、両市のこれまでの歩みをある程度見守ら

せて頂き、親近感が年々増してきました。

　今年度の派遣事業は2回に分かれ、1回目は「第17回日中韓地方政

府交流会議」、2回目は「第21回義烏国際小商品博覧会」となってい

ます。

　日中韓地方政府交流会議は3か国の持ち回りで開催されており、今回

の主催機関が中国人民対外友好協会、協力機関が日本自治体国際化協会

と韓国全国市道知事協議会、実施担当が義烏市人民政府となっていまし

た。中国側24団体、日本側30団体、韓国側26団体で計329名の

出席者がありました。会議では、地方政府間の各種交流、それぞれの自

治体の取組などが紹介され、義烏市盛市長の主旨講演では、義烏市の現

状報告、様々な取組、今後の展望などの説明がありました。講演の中で、

海外との友好交流において、日本の淡路市と友好都市であることが紹介

されました。

“　噛辱「‘　”．’°”°’°富弓，●。璽

会議冊子、出席者名簿
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　会議に出席し、たくさん良い勉強になっただけでなく、義鳥市と友好

都市であることで少しずつ輪が広がっていることをより実感しました。

2011年に初めて義烏市を訪問した時の王副市長のお言葉を思い出しま

した。「両市の友好交流を通して貴市の役に立ちたい。しかし、義烏市

というステージ、また両市の交流をどのように活用するかは貴市次第。」

4年が経った今日でも、このお言葉は通用するものだと考えています。

「世界的観光立島」を目指す淡路市にとって、このような規模の会議で

名を知られることはとても良い宣伝になったと言っても過言ではない

でしよう。

　また、大学生のボランティアスタッフがたくさんいたことも印象的で

した。会議期間中は、各団体に1人の学生スタッフが随行し、各種サボ

〒トする役割でした。私たち3人を担当するボランティアは、日本語を

専攻している大学3年生の華さんという女子大学生でした。杭州の空港

に到着した時から、全行程でサポートをしてくれました。華さんに聞い

たところ、ほかの学生ボランティアも日本語・韓国語を専攻している杭

州市内の大学生だそうです。ボランティアではあるが、とても良い勉強

と経験になると、華さんは明るい声で話していました。大学で日本の着

物や浴衣を着たり、日本をテーマとしたイベントに参加したりするなど、

日本文化にとても興味を持つ華さんは、大学卒業後に日本留学を希望し

ているようです。そんな華さんを心から応援したくなりました。そして、

とても良好と言い難い日中関係の中で、華さんのような「日本が大好き、

日中友好を願う」若者がたくさんいることを決して忘れてはいけないと

改めて思いました。両国の将来を支える貴重な力になることに間違いな

いと信じています。

　会議が終わってから、義烏市の行政や民間企業の方々とも少し交流を

しました。2013年から観光客誘致（インバウンド）関係で交流を継続し

ている、義烏市青年旅行社に今回も訪問し、毛社長と王社長がいつもの

ように温かく出迎えていただき、応接室に案内してくださいました。席

に着いたとたん、「報告したいことがあるの！」と毛社長がとても嬉し

そうに言いました。話を聞くと、今まで国内観光の許可しかなかった青

年旅行社が、先月に国際観光手配の許可を取得できたということでした。

「これから海外旅行を希望するお客さんを、他の旅行社に委託するので
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なく、当社が直接ビザ申請から海外観光までの手配ができるようになっ

たので、どんどん義烏市民を日本や海外に連れていきたい」と毛社長は

意気込んだ様子で、「10月の国慶節という大型連休の問、たった1週

間から10日の間なのに290万人の中国人観光客が訪日しましたよ。

そして、中国の税関の統計によると、1人平均数10万円の消費額まで

のぼる。」と説明が続きました。

　そのほかに、①政治関係において様々な問題があるが、民間の友好交

流は真の交流であり、継続していくべき。中日友好を望む中国人がたく

さんいることを日本政府、淡路市の皆さんに伝えてほしい。両国の発展

のため、明るい将来のため、両国民同士が仲良くすべき。②沖縄と東北

三県（岩手、宮城、福島）方面の観光に関して、数次査証が発行される

優遇施策のように、淡路市への観光が今後行きやすくなるように日本政

府に要請してほしい。現時点のメインルートはゴールデンルートで東京

や大阪が中心だが、将来的に友好都市である淡路市に多くの人を連れて

いきたいなどの提案と要望を受けました。新しく発行した分厚い観光カ

タログを手に、新たなスタートを切った青年旅行社の活気を身にしみる

ほど感じました。恐らく、その願いは一民間企業だけの思いでなく、も

っと多くの人たちの声でもあると感じました。

青年旅行社の新しいカタロク及び毛社長メソセーシ

また、今回の滞在中に多くの方々に温かく受け入れていただき、特に
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感じたのは淡路市を訪問したことのある皆さんの熱意です。多忙なのに

もかかわらず交流会を設けてくださった陳　小忠副市長の「歓迎の気持

ちだけではなく、私たちが訪問させていただい時の淡路市の皆さんの温

かいおもてなしへの恩返しでもある。」という言葉に感動を覚えました。

　2回目の訪問は国際小商品博覧会の視察で、官民一体となった視察団

を構成し、企業の皆さんと一緒に見学することができました。

　「小商品」という名称ですが、実際には生活雑貨から家電製品、会議

やイベント用大型電子製品までありました。企業の訪問団の皆さんは、

関連する業界の製品の品質や機能性、また、価格やビジネスの可能性な

どの視点で、熱心に見られていたのは印象的でした。数点の商品に関し

て、ビジネスチャンスがあるのではないかとの声もありました。博覧会

場だけでなく、卸売市場も見学させていただきました。博覧会期間中の

ためかバイヤーの姿は、さほど多くなかったですが、どの店にもパソコ

ンが置いてあって、ほとんどのオーナーがパソコンに向かって作業して

おり、インターネット販売の普及率の高さを改めて実感できました。「2

014年、義烏市は各電子ビジネスプラットフォームでの口座数は、2

4万を超え、電子ビジネスの取引額は1，153億元（約2兆3千億円）

に達した。」と義烏市の資料にもはっきりと数字が示されていました。

　また、最近の義烏市は、2014年に運行が開始されたユーラシア大

陸の8力国を跨る「義新欧」という義烏からマドリードまでの中欧貨物

列車が注目を集め、「世界最大の日用品卸売市場」に「輸入商品市場」、

「義烏国際空港」、「保税区物流センター」など、更にパワーアップして

いくと言われています。

　　　　　　　　　　　　　■臨醤■7δ5　　　　一

義新欧鉄道開通 新シルクロート（義烏一一マトリート）
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　義烏市は、著しい速度と規模で成長しているのは言うまでもないです

が、友好都市としてどのように友好関係を活用していくかが一つの課題

だと考えます。人口も都市の規模も発展状況も明らかに異なる両市の間

で、補い合う分野を見付け、身の丈に合った協力及び交流を行えば、き

っと共に成長していくと信じています。また、「百聞は一見に如かず」

のとおり、「行って（来て）みなければ分からない」、「行って（来て）

良かった」の声は、今までどれだけ耳にしたか分かりません。双方の良

いところも改善すべきところも、先入観ではなく、自分の目で確かめる

のが一番良いでしょう。そのためにも、今後より多くの官民一体となっ

た相互訪問が望ましいと思われます。両市がこの友好関係を活用して新

たな未来に向けて、一歩一歩前進することを心より期待しています。
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【参考資料】

平成27年10月6日

（一財）自治体国際化協会
〔※総務省記者クラブ、全国知事会都　道府県記者クラブ〕

第17回日中韓3か国地方政府交流会議を開催します

　平成27年10月12日（月・祝）から15日（木）にかけて、中国・漸江省義烏市にお

いて、「第17回日中韓3か国地方政府交流会議」を下記のとおり開催いたします㌔

　この会議は、日本、中国、韓国の3か国の地方政府間の国際交流・協力をより一層促進す

ることなどを目的に、3か国持ち回りで毎年開催しているものです。

　今回は、「持続可能な都市間交流及び都市の国際化による発展」をメインテーマに、3か

国の地方政府関係者が一堂に会し、基調講演や事例発表などを行います．

記

1　期間

　平成27年玉0月12日（月・祝）～15日休）

2　会場
　中国・義亀幸福湖国際会議センター南｝証省義烏市後宅街道幸福湖路）ほか

3　参加者数（予定）

　約380名（日本二約60名、中国：約250名、韓国：約70名の地方政府関係者）

4　各国代表参加者

　　日本：一般財団法人自治体国際化協会理事長岡本保
　中国：人民対外友好協会　会長　李小林（リー・シャオリン／lIxiaolin）

　韓国：金国市道知事協議会　事務総長　朴成換（バク・ソンファン）

5　テーマ

　メインテーマ：持続可能な都市間交流及び都市の国際化による発展

　サブテーマ：①地方政府の役割強化による地元中小企業競争力向ヒへの取り組み

　　　　　　　②人的往来拡大による中日韓観光と文化交流の促進

6　主催

　中国人民対外友好協会（後援：漸江省人民対外友好協会、実施：義烏市人民政府）

7　協カ

　ー般財団法人自治体国際化協会、韓国全国市道知事協議会

【間合せ先】

一般財団法人自治体国劇ヒ協会

　交流支援部交流親善課　鎌形課長、横地主査

　電言舌：03－5213一コ723　（直1通）

　ファクシミリ；03－5213－1742
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【参考1】会護日程

期日 關 内容

10月13日 09：0σ一〇9：40 開会挨拶

㈹ 09：40－10：20 基調講演（中国・学識者1名）

10：30－11；45 主旨講演（各国1名）

メインテーマ「持続可能な都市間交流及び都市の国際化による発展ゴ

日本側発表者：静岡県副知事大須賀淑郎氏
12：00－13：30 中国人民対外友好協会主催昼食会

14：00－15：30 パネルディスカッション（各国2名）

サブテーマ①「地方政府の役割強化による地元中小企業競争力向上への取り組み」

日本側発表者：大分市副市長　右田芳明　氏

佐賀県国際・観光部副部長村山仁志氏
正5：40－17；10 パネルディスカッション（各国2名）

サブテーマ②「人的往来拡大による中目韓観光と文化交流の促進」

日本側発表者：舞鶴市市長　多々見良三　氏

香川県交流推進部理事兼次長山本泰氏
17：1（ト18：00 義烏市貿易プロモーション（物産、広報PR）

18：30－20：00 閉会式及び閉会レセプション、

次期開催地紹介：岡山市副市長繁定昭男氏

【参考2】日中韓3か　　　　　　　　　：ついて

　本会議は、韓国地方自治団体国際化財団（2010年L目に韓国全国市道知事協議会へ移管）の提案

により、平成11（1999）年度から、歴史的・地理的に密接な関係にある日本、中国及び韓国の3か

国の国際交流団体間の協力関係の強化を図るとともに、3か国の地方自治体間の国際交流・協力を

更に一層促進することを目的に、自治体国際化協会、中国人民対外友好協会、韓国全国市道知事協

議会の共同事業として3か国輸番制で開催している。

全羅北道

【参考3】義鳥市について

　中国漸江省金華市に位置する県級市』上海市から南西へ300㎞、杭州市から南へ100㎞ほど内陸に

　　　　　　　　　　　　　　　　りんく入ったところにあり、山に囲まれた金衙盆地の東縁に位置する。面積が1105虚、人口は約90万人。

　古くから農業が発達し、水稲、サトウキビなどが栽培されている。世掬大ハムの1つの金華ハム

の産地でもある。

　近年は2002年に開業した義烏国際商貿城（福田市場）、中国小商品城、賓王市場の三つの大規模

な旧用品窪院市場が立地し、中国東部最大の物流基地となった。世界中のバイヤーも多く訪れ、日

本の100円ショップ等の商品のうち、中国産のものは多くがここを通して流通している。現在は世

界的な日用品取引の中心地である。
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