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1.中国（大連・瀋陽）経済視察研修報告

2019 年中国（大連・瀋陽）経済視察団 団長 本間 良二 

（コンチネンタル貿易株式会社）

2004 年に北海道中小企業家同友会「中国ビジネス研究会（現国際ビジネス研究会）」が発

足してから 15 年という節目を迎えた今年度初頭、幹事会の席に於いて、秋の経済視察先は、

当会創設のきっかけとなり、第 1回目の視察先となった瀋陽市、そして翌年第 2回目の視察先

である大連市の 2 都市に決定した。 

会員の中では中国との輸出入貿易という仕事上関りが最も多いという理由から、昨年の北

京・天津視察に続き、今回も不肖私が団長を仰せつかった次第である。  

大連、瀋陽それぞれの視察訪問先の選定と折衝については、現地の事情に精通している

北洋銀行大連事務所と北海道銀行瀋陽事務所にお願いした。 

その結果、両市政府の対外経済交流部門や日本からの進出企業、現地の先端技術企業

など官民織り交ぜバランスの取れた視察内容となったと思う。さすが北海道の金融機関を代表

する 2 行である。 

今回の視察団は、多くの視察常連会員の都合がつかなかったこともあり、少人数の 8 名の

参加となったが、コンパクトな視察団ゆえに視察先とは密度の濃いミーテイングができたと同時

に、集合や移動が極めてスムースに行われたと思う。 

また、大連に到着した翌日から札幌市北京事務所の小室所長（注）が合流し視察団の一員

となった。この経緯は、9 月 25 日に行われた当研究会の創設 15 周年記念例会に出席してい

ただいた町田副市長に今回の中国視察についてお話ししたところ、「ぜひ北京の小室所長を

同行させてほしい」と言われ、翌日には小室氏ご本人から参加申し込みがあった。まさに「鶴の

一声」である。町田副市長は当会の設立総会の際、札幌市の担当課長として出席され、その

後 2007 年の第 4 回中国視察（北京・青島）では札幌市北京事務所長として北京市内視察先

のアテンドなどでお世話になったほか、当研究会主催のシンポジウムや例会での講演など、

当会の活動に多大なご理解とご協力をいただいてきた。 

一方、大連では北洋銀行大連事務所の明田所長と所員の徐さん 2 名が視察先に同行、同

様に瀋陽では北海道銀行瀋陽事務所の正司所長と所員の張さん 2 名が視察先に同行してい

ただいた。したがって両市の視察は常に 11 名で行動することとなり、かなり見栄えのする視察

団となったのである。 

さて、個人的な話となるが、中国には 38 年前から年 3～4 回仕事で訪れ、訪中回数は優に

100 回を超えているが、大連は 6 年ぶり 10 回目、瀋陽は 10 年ぶり 6 回目の訪問であった。こ

の間、両市の変化はある程度予想はしていたものの、都市全体の変貌はやはり驚きであった。
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特に市域郊外には長期的都市計画に基づき開発・造成されていった工業開発区や住宅団地、

新行政地区などが目覚ましい勢いで広がっていた。その一方で、街の中心部には以前と変わ

らぬ街並みが残っており、また古き中国を感じさせる建物が大切に保存され、私にとって「幾

度か見てきた風景をまた見ることができたか」と懐かしさを感じさせてくれる今回の訪問であっ

た。なお、個々の視察先詳細については、視察先ごとに担当・執筆していただいた参加者から

のレポートを読んでいただきたい。 

最後に、我々視察団の訪問を快く受け入れ，丁重なおもてなしと懇切丁寧な説明をしてい

ただいた視察先の皆様、お忙しい中本当に有難うございました。 

副市長の命令で急遽の参加ながら、最初から最後まで視察同行していただいた札幌市北

京事務所の小室所長、お疲れ様でした。おかげさまで当視察団が、札幌市の強力なバックア

ップを受けているというメッセージを視察先に伝えることができたと思います。 

視察先の選定から同行案内までしていただいた、北洋大連事務所明田所長はじめスタッフ

の皆さん、道銀瀋陽事務所の正司所長はじめスタッフの皆さん、大変お世話になり有難うござ

いました。おかげさまで大変有意義な視察となりました。 

参加された会員の皆様、会員企業の皆様、本当にお疲れ様でした。事故や体調不良など

のアクシデントもなく、全員無事元気に帰国できたことは、参加者の皆様の協力と協調のたまも

のと感謝する次第です。有難うございました。 

 

（注）札幌市北京事務所の正式名称は「日中経済協会北京事務所札幌経済交流室」であり、小室氏は

室長となりますが、本文では解りやすく「札幌市北京事務所小室所長」とさせていただきました。 

  

3



 2.視察日程                             
  

 日付 現地時間 都市名 スケジュール 

１
日
目 

10/8 

（火） 

11：30 

13：30 

16：20 

新千歳空港 

 

大連空港 

大連 

集合・出発式 

空路、大連へ 

到着 

（大連泊） 

２
日
目 

10/9 

（水） 

AM 

PM 

大連 

 

樫山大連有限公司 視察 

中国国際貿易促進委員会大連市分会 

訪問 

大連市都市計画展示センター 訪問 

大連国際商貿大厦 視察 

（大連泊） 

３
日
目 

10/10

（木） 

AM 

 

PM 

大連 

瀋陽 

中国新幹線にて瀋陽へ 

北海道銀行瀋陽駐在員事務所 訪問 

瀋陽市政府外事弁公室 表敬訪問 

新松ロボット 視察 

（瀋陽泊） 

４
日
目 

10/11

（金） 

AM 

 

PM 

瀋陽 在瀋陽日本総領事館 表敬訪問 

瀋陽康福食品有限公司 視察 

瀋陽故宮 見学 

（瀋陽泊） 

５
日
目 

10/12

（土） 

8：00 

9：46 

13：00 

17：00 

瀋陽 

大連 

大連空港 

新千歳空港 

中国新幹線にて大連へ 

大連空港へ 

空路、新千歳空港へ 

到着・解散式 
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 3.視察団名簿                       

                             

 （順不動・敬称略） 

  企業名 役職 氏名 

1 団 長 コンチネンタル貿易（株） 代表取締役 本間 良二 

2  協栄建物管理（株） 代表取締役 風間 満 

3  コンチネンタル貿易（株） 常務取締役 松川 史郎 

4  （株）ティーピーパック 代表取締役 池川 和人 

5  （株）ノマド 顧問 大谷 聖二 

6  （株）北海道建設新聞社 代表取締役会長 松木 剛 

7  （株）北海道建設新聞社 記者 富樫 茜 

8  北海道労務管理センター 代表 渋田 勲 

9 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 
日中経済協会北京事務所 

札幌経済交流室 
室長 小室 匡 

10 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 北洋銀行 大連駐在員事務所 所長 明田 康宣 

11 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 北洋銀行 大連駐在員事務所  除 陽 

12 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 北海道銀行 瀋陽駐在員事務所 所長 正司 毅 

13 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 北海道銀行 瀋陽駐在員事務所  張 璐 
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 4.中国概要                             

中華人民共和国 

People's Republic of China 

 

 

 

 

＜基礎データ＞  

面積 約 960 万平方キロメートル （日本の約 26 倍） 

人口 約 13.90 億人 

首都 北京 

民族 漢民族 （総人口の約 91.5％）及び 55 の少数民族 

言語 漢語 （中国語） 

宗教 仏教・イスラム教・キリスト教など 

政体 人民民主共和制 

国家主席 習近平 

議会 全国人民代表大会 

政府 
（1）首相 李克強 （国務院総理） 

（2）外相 王毅 （国務委員兼外交部長） 

共産党 習近平（総書記） 

軍事力 

（1）国防予算  1 兆 1,899 億 7,600 万元 

 （2019 年公表予算・約 20 兆 2,279 億円：1 元＝17 円換算） 

（2）兵力   総兵力推定約 203.5 万人 

陸軍約 97.5 万人、海軍約 25 万人、空軍約 39.5 万人、ロケット軍(戦略ミ 

サイル部隊)約 12 万人、戦略支援部隊約 14.5 万人、その他 15 万人 

（英国際戦略研究所『ミリタリーバランス 2019』等より） 

 

＜経済＞  

主要産業 
第一次産業 （名目 GDP の 7.2％） 

第二次産業 （同 40.7％） 

6



第三次産業 （同 52.2％） 

※2012 年に第三次産業の比率が第二次産業の比率を逆転。 

名目 GDP 
約 90 兆 310 億元 （2018 年、中国国家統計局） 

約 13 兆 4,074 億ドル （2018 年、IMF） 

一人当たり

の 

名目 GDP 

約 64,644 元 （2018 年、中国国家統計局） 

約 9,608 ドル （2018 年、IMF） 

経済成長率 6.6％ （2018 年、中国国家統計局） 

物価上昇率 2.1％（消費者物価） （2018 年、中国国家統計局） 

失業率 3.8％（都市部登録失業率） （2018 年末、中国国家統計局） 

貿易額 
（1）輸出 2 兆 4,874 億ドル （2018 年、中国海関総署） 

（2）輸入 2 兆 1,356 億ドル （ 同上 ） 

主要貿易品

目 

 

（1）輸出 機械類及び輸送用機器類、軽工業生産品、化学工業生産品 等 

（2）輸入 機械類及び輸送用機器類、鉱物性燃料品、非食料原料 等 

主要貿易 

相手国 

（1）輸出 米国、香港、日本、韓国、ベトナム 

（2）輸入 韓国、日本、台湾、米国、ドイツ 

通貨 
人民元 VND  

※1 ドル＝約 7.16 元 （2019 年 8 月末、中国国家外国為替管理局） 

 

＜二国間関係＞ 

政治関係 日中関係は最も重要な二国間関係の一つであり、地域及び国際社会の課題への対応

に共に貢献する中で、共通利益を拡大し、両国関係を発展させていくことが重要であ

るとの「戦略的互恵関係」の考えの下、大局的観点からあらゆる分野の交流・協力を推

し進め、日中関係を新たな発展の段階に押し上げていくこととしている。 

経済関係 （1）日中貿易 （2018 年、財務省統計に基づく日本貿易振興機構（JETRO）換算） 

ア 貿易額 

対中輸出 1,439 億ドル 

対中輸入 1,735 億ドル 計 3,174 億ドル 

イ 主要品目 

対中輸出 電気部品、自動車部品、プラスチック 

対中輸入 通信機、衣類、電算機類 

（2）日本からの直接投資総額 （2018 年、中国商務部統計）  約 38.1 億ドル 

在留邦人数 124,162 名 （2017 年、外務省海外在留邦人数調査統計） 

在日中国人数 741,656 名 （2018 年 6 月末、法務省統計・在日華僑を含む） 

出典：外務省（https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/index.html） 
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 5.視察先レポート               
  

訪問先（1） 樫山(大連)有限公司(オンワード樫山 KASHIYAMA) 

訪問日  2019 年 10 月 9 日（水） 

応対者  樫山(大連)有限公司 統括技術部 部長 池畠 良治 氏、他 

報告者  協栄建物管理株式会社 代表取締役 風間 満 

 

本年 4 月、大連に第二工場を建てオーダービジネスに乗り出す。従来までの百貨店ビジネ

スから世界をまたにかけたオーダービジネスとし、7 日間でお客様に届くモデルを展開中。第

一、第二工場合わせて 540名が稼働しており、工場内を見学。パーツごとに作業者を配しての

責任施工。検品でダメなものはその部署に差し戻し完成品とする。日産 400着とし年間 10,000

着を当面の目標としている。価格帯も 30,000 円から 80,000 円とリーズナブルの価格となって

いる。ブランド名は『カシヤマ・ザ・スマートテーラー』という。 
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訪問先（2） 中国国際貿易促進委員会大連市分会 

訪問日  2019 年 10 月 9 日（水） 

応対者  中国国際貿易促進委員会大連市委員会 会長 崔 鐵 氏、他 

報告者  協栄建物管理株式会社 代表取締役 風間 満 

 

崔会長をはじめ 5 名の出席を得て懇談が始まる。中国

側の大連市の経済をはじめとする諸説明をされ自己紹介

から始まり意見を述べるも、中国側は経済交流を積極的に

行おうとの趣旨の発言がみられ、そのためには締結書を

交換しようとの意見が出される。当会としては、以前に韓国

との経済交流がとん挫したことを踏まえ慎重な意見となる。

今後の検討課題として考えていかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問先（3） 大連市都市計画展示センター 

訪問日  2019 年 10 月 9 日（水） 

報告者  コンチネンタル貿易株式会社 常務取締役 松川 史郎 

 

1.概要 

「大連市都市計画展示センター」は、公的施設で大連市西崗区中山路にあり、中国国内外

に向けて大連をアピールするための施設である。大連都市建設の歴史や現状および将来の

発展計画を展示しているところである。 
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  大連市による都市計画の成果を展示するとともに、市民が都市計画に参加する際のプラッ

トホームとしており、将来計画の公開や計画作成時の作業の交流を行う機能も保有している。 

 

※大連市は 

① 概要 

・人口 600 万人、緯度は日本の仙台と同

じ、西に渤海、南に青島市のある山東半

島、東に黄海がある。面積は 12,574 平方

キロ（旧市街地 2,415） 

② 歴史 

・明清時代「三山海口」と称され、1880 年

清朝が大連湾に砲台を築き都市が形成

され始めた。 

・日清戦争後 1898 年三国干渉によりロシアが関東州（大連と旅順）を租借し管理、その後

1904 年日露戦争時日本軍が無血占領、1906 年にポーツマス条約で日本に租借権が譲渡さ

れ、その際日本が都市名を「大連」とした。 

・日本は大連を貿易都市として発展させるため、関東都督府および満州南鉄道にインフラを整

備させ、道路のアスファルト舗装や火災防止のためレンガの建物が行われた。 

・1945 年第二次大戦末期ソ連が大連を占領後、1951 年中華人民共和国に返還され、その際

旅順市を合併し名称を「旅大」としたが、1981 年に名称を「大連」に戻している。 

③ 工業 

・1904 年の日本の統治時代造船（大連汽船）、鉄道車両製造（南満州鉄道の工場）を行い、

戦後は重・軽工業・化学工業が盛んになった。 

・大連は中国第 3 の港湾都市で、中国東北地方の代表的な港で、中国最大の石油輸入港で

ある。（2003 年輸出総額 953 億米ドル、輸入 77.7 億米ドル） 

・1978 年中国で始まった「改革開放政策」の一環として、1989 年大連市の金州区の東半分が

「大連経済技術開発区」に指定され、三菱電機、東芝、三洋電機等 53 社その他多数の日本

企業が進出し、次いで韓国企業、欧米企業が進出している。 

 

2.感想 

大連市が、開発の歴史や今後の市の計画（施策）

等を市民や子供たちに説明するため、また市の計画

に関し市民との交流を図るためこの施設を設けてい

た。日本においては、このような施設はなく、気軽に市

の計画の説明を受けたりすることができない現状か

ら、大連市のこの施設を「意義ある」施設だと感じた。 
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訪問先（4） 大連国際商貿大厦(大連マイカル) 

訪問日  2019 年 10 月 9 日（水） 

応対者  大連国際商貿大厦有限公司 大商百貨副総経理 初川 晃 氏 

報告者  コンチネンタル貿易株式会社 常務取締役 松川 史郎 

 

1.経緯（PC 調べ） 

①1963 年大阪・京都の衣料品店 4 店が併合で「㈱ニチイ」を開

業、1988 年「マイカル」に会社名変更。 

②1978 年から 2000 年にかけて国内各地域に十数店の百貨店

を開設、同時に中国の大連においても、現地の大型小売業者

「大商集団」と合弁により「大連マイカル」を開設。 

③2001 年マイカル経営破綻により民事再生の適用、最終的に

はイオンモール㈱に吸収される。この際「大連マイカル」は大商

集団に売却される。大商集団名称を変更せず「大連マイカル」

を運営。 

※「大商集団」 

小売が中心の大きな会社で、スイッシュホテルおよび「大連マイカル（麦凱楽）」所有のほか、

同地域の 

・スーパー「新瑪特」 

・デパート「大連新瑪特購物休閑中心」 

・大商家広場 

・大商秋林女店 

・大商男士店               等を保有している。 

大商集団は大連において 150 店舗、中国国内において 11 省 50 都市に店舗を保持してお

り従業員 17 万人、2008 年の売上額は 625 億人民元である。 

 

2.「大連マイカル（麦凱楽）」（初川副総経理による説明） 

「大連マイカル」の地域では、最近新たな別の商業地域にお客が奪われ始めたことから、

「マイカル」地域への取り戻しを図るため、三越・伊勢丹にいた初川氏が「大連マイカル」の副

総経理としてスカウトされ、マイカルの改装や商品の配置変え等を実施されていた。 

①地下 1 階～6 階で営業面積 5 万平方メートル、品数は 15 万種類、デパートへの消費者の

取り戻しを狙いに、女性を主対象に 1 階で化粧品と宝石類、2 階で婦人服、3 階で紳士服、4

階で収納品、5 階で電気製品を販売している。中でも 1 階の化粧品の売り上げは大きい。 

②最近大連の消費者の収入が 10 年前の上海レベル（10 年前は、中国内では上海、北京、天

津の年収が最も高く、大連等は上海の年収の 6 割から 7 割程度であった。）まで向上してきた
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ことから、高級商品でも売れると考え、高級化粧品や高級婦人靴などを販売するようにしてい

る。 

③商品の配置に関して、以前は各店の奥に入らないと商品が見られなかったことに改善を図り、

通路を歩く途中でいろんな商品が見られるように商品の配置換えを指導するなどしたほか、地

下の食品売り場では、床を白色に変換し照明も明るくして販売促進を図っている。 

ちなみに、改装の計画は日本の設計会社に依頼し、工事は中国の会社に頼んでいるそう

である。    

※日本の清水建設が中国で商業施設の建設に携わった際、施工後残金支払いがなかっ

たことから控訴したところ（2008 年）敗訴となった（逆に 20 億円の支払いを命ぜられた。）こ

とから、マイカルにおける改装は上記のようにしている。 

 

3.初川副総経理の要望 

今まで（5 年間で）中国を 8 回ほど訪問しているが、大連と瀋陽は北京や天津に比べ日本車

の割合が多く、また旧日本の建物が結構あることから、本地域は日本との関係が深いことを感

じた。 

今回大連マイカルを訪問した際、以前に比べ来客数が少なくなっていることを感じていた中、

貿易会社である弊社へ初川副総経理から協力を求められ、今後検討していきたいと考えてい

る。 
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訪問先（5） 北海道銀行瀋陽駐在員事務所 

訪問日  2019 年 10 月 10 日（木） 

応対者  北海道銀行瀋陽駐在員事務所 所長 正司 毅 氏、張 璐 氏 

報告者  株式会社ノマド 顧問 大谷 聖二 

 

大連北駅を 9:00 に出発した高速鉄道

は、定刻の 10:54 に瀋陽駅へ到着。北海道

銀行正司所長と張さんの出迎えを受け専

用バスで事務所へ向かう。前回の訪問時と

は違い、新築の高層ビルの一室に事務所

があり高層階はコンラッドホテルになってい

る。午後の視察の関係で早々にビル内のレ

ストランで、昼食を取りながら正司所長のお

話を伺う。瀋陽駐在員事務所は、2006 年 8

月に開設し、今年で 14 年目とのこと、正司

所長は今回が 2 度目の駐在で、計 8 年間瀋陽で過ごしている大ベテランである。以前は日本

企業を呼び商品展示会や物産展等を行っていたが効果が少なく、最近では瀋陽市政府等の

協力を得て、現地企業を積極的に訪問し関係を築いているとのこと。その上で、現地企業の

要望を聞き取り個別に北海道企業への橋渡しを行っているとのこと。正司所長には瀋陽滞在

中の視察で大変お世話になり現地政府や地元企業との信頼関係が築けている様子を感じる

ことができ、今後の北海道企業とのマッチングに期待が膨らむ思いがした。 

 

訪問先（6） 瀋陽市外事弁公室 

訪問日  2019 年 10 月 10 日 

応対者  東北亜処 処長 初 褀 氏 

報告者  株式会社ノマド 顧問 大谷 聖二 

 

初処長より瀋陽の歴史・経済等概要の説明

があり、瀋陽は遼寧省の省都であり面積 12,900

㎢、人口 830 万人、工業中心の都市であり、

BMW やルノーなどの工場はじめ日本の家電メ

ーカー工場もある。また来年には札幌市との友

好都市提携 40周年を迎える。現在まで、芸術・

文化・経済・スポーツなど幅広い分野で交流が
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行われており、近年には中央政府より、東北3省に対

し日本との交流を重点施策とする旨の指示があった

とのこと、今後北海道や札幌市との交流が活発化す

るものと思われる。以前は日本企業に投資等資金面

での要望が多くあったが、最近の中国側企業は資金

面には余裕があり、技術やノウハウへの要望に変わ

っているとのことで、道内中小企業にも競争力のある

技術を持つ企業にチャンスがあると思われる。初処

長は北海道の様々なスイーツに興味があり瀋陽でもお土産としてのスイーツの開発を期待さ

れていたことが印象に残った。 

 

訪問先（7） 新松ロボット 

訪問日  2019 年 10 月 10 日 

応対者  新松机器人自动化股份有限公司 副総経理 宁 涛 氏、行業経理 程 月 氏 

報告者  株式会社北海道建設新聞社 代表取締役会長 松木 剛 

 

瀋陽新松(Ｓiasun)机器人自动化股份有限公司は、中国国産ロボットの最先端業者。新松は、

中国科学研究所の中国ロボットの父と言われる薄新松氏に由来する。2000 年設立し、2009 年

に上場。本部は瀋陽。2018 年の売上高は 61 億人民元。従業員数は 5000 名この内技術者は

3000 名で 60％、パテント数 800 件。現場は撮影禁止だったが、最先端の超自動化組立ロボッ

トには日本製の部品が多く使っており、自動車の自動レーザー溶接技術などがある。 
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訪問先（8） 在瀋陽日本総領事館 

訪問日  2019 年 10 月 11 日 

応対者  日本国駐瀋陽総領事館 首席領事 杉田 雅彦 氏、他 

報告者  北海道労務管理センター 代表 渋田 勲 

 

今回の私の報告の訪問先は、在瀋

陽日本領事館及び瀋陽康福食品有限

公司（日本でいう株式会社）の 2 か所で

ある。在瀋陽日本総領事館は 2002 年

5 月に発生した北朝鮮亡命者駆け込み

事件の際不適切な対応を行い内外から

厳しい批判を受けた教訓から出入り口

は 2 重の鉄枠で保護され常時警備員

2、3 名で警護に当たる等厳重な警備で

ある。当会への応対は主席領事の杉田

雅彦氏及び副領事の浦田治彦氏ほか

1 名の合計 3 名であった。会議は杉田首席領事が中国東北三省の概要についてレジメを配

布して約 40 分にわたり要点を丁寧に説明してくれた。三省とは遼寧省、吉林省、黒竜江州で

ある。 

2018 年末データであるレジメの主な内容を概説する。 

1.各省の面積、人口、GDP 名目総額 

遼寧省は 2 兆 5300 元(5.7％増)、世界 33 位の南アフリカと同規模。吉林省は 1 兆 7075 億

元(4.5％増)、世界 52 位のギリシャと同規模。黒竜江省は 1 兆 6362 元(4.7％増)、世界 49 位

のポルトガルと同規模。貿易総額、主な産業、主な現地企業、日系企業数であるが遼寧省

1,747 社（1.5％減）、吉林省 89 社（1.1％減）、黒竜江省 28 社（12.5％減）。在留邦人数は遼

寧省 5,587 人(14.2％減）、吉林省 463 人(0.2％減)、黒竜江省 192 人(6.0％増）と日本の関与

が減少傾向である。 

2.主要経済統計について 

GDP が 3 省とも気持ち減少している。 

3．東北三省の情勢 

計画経済から脱却できず高度成長に乗り遅れ感があるとして、経済の停滞の数字上の状

況、計画経済からの脱却、腐敗摘発について説明があった。 

4.中央主導による「東北振興（東北版改革開放政策）」の強化について 

政策は習近平主席の直接指示により実施されている。また、経済の実務経験がある指導者

を配置して行っている。これらの効果が表れ経済状況は回復の兆しが見える。 
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5.東北３省指導者の紹介 

6.最近の情勢―民間投資の拡大について 

7.最近の中国情勢と日中関係について 

日中首脳の往来等により、日中関係が大幅に改善し、完全に正常な発展に軌道に乗った。

今後の見通しとしては、来年春習近平主席の国賓としての訪日に向けて日中関係を「競争か

ら協調」の段階へ押し上げる。海洋をめぐる状況等は、引き続き存在する懸案にこれまでどお

りしっかり対応する。澁田の私見として協調するということは双方の路線は別物であるということ

だ。 

以上広範囲にわたる内容であったが説明があった。 

 

訪問先（9） 瀋陽康福食品有限公司 

訪問日  2019 年 10 月 11 日 

応対者  瀋陽康福食品有限公司 董事長 丁 伟 氏 

  瀋陽上林环保科技有限公司 董事長 王 圣刚 氏 

報告者  北海道労務管理センター 代表 渋田 勲 

 

次に瀋陽康福食品有限公司を訪問し、自社の代表的商品である月餅のほか製品の１０数

種類のお菓子を試食しながら自社の製品のコンセプトの説明を受けた。 
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訪問先（10） 瀋陽故宮 

訪問日  2019 年 10 月 11 日 

応対者  大連富士国際旅行社有限公司 李 威 氏 

報告者  株式会社北海道建設新聞社 記者 富樫 茜 

 

1625 年に創建し、1636 年に落成した。敷地面積は約 6 万平方メートルと広い。入り口を入

ってすぐの崇政殿を前に、北京にある故宮とは異なり、屋根部に緑色の瓦が多く使われている

のが特徴であると説明を受けた。緑色は草原の色を表すという。 

八角形が特徴の大政殿は、皇帝が式典を執り行う場所として活用された。形はテント型住居

のゲルに似ている。左右の柱に金色の龍が巻きついたようなデザインとなっているなど、意匠

性が高い。このほか、書画や美しい服飾なども鑑賞した。 
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 6.参加者感想文                           

 協栄建物管理株式会社 代表取締役 風間 満 

 中国への経済視察団は9回行われ、私は6回目の参加となりました。当会ができて最初の訪

問地が瀋陽であり、二回目が大連でした。まさに当会が 15 周年を迎えた原点回帰の場所でも

あります。大連の飛行場に上空から見ても随分と高層の建物の多さに目を奪われました。実際

に飛行機を降り立ち、バスの中から車窓に見えたのは高層マンション群です。その様は目を見

張るものでした。計画的な市内づくりが行われ、日本では用地買収から入居開始までに多大

な時間が費やされますが、中国では一瞬のことのように思われます。 

大連－瀋陽間の移動は新幹線です。2 時間弱の移動でしたが、車内にあるスピード表記は

常に 300Km/h 超で、音も静かで快適な空間だったと思われます。 

瀋陽市政府外事弁公室を表敬訪問するにあたり、市役所の位置が再開発された地区へ移

動したと言われて行ってみると、それはそれは素晴らしい都市計画がなされた場所であったこ

とは驚きでした。在瀋陽日本総領事館への表敬訪問も総領事は不在でしたが、杉田首席領

事をはじめ今までの経済視察にはない取り組みも見られました。 

瀋陽故宮も再び見られ意義深い大連瀋陽経済視察だったと思われます。 

 

 コンチネンタル貿易株式会社 常務取締役 松川 史郎 

今回の視察で特に感じたことは、大連と瀋陽ともに日本製の自動車が多いことと、旧日本の

建築物が多いことでした。 

北京においては、自動車はベンツやアウディなど欧米の車が多く、日本製の車は 2 割程度

でしたが、大連と瀋陽では 8 割近く使用されており驚きました。 

旧日本の建築物についても、北京では故宮の近くの北京飯店しか見ることがなかった中、

大連市内では日本製の建物がいくつもあり、それらの建物が現在も利用されているのに驚きま

した。それらの建物はほとんどが南満州鉄道関連の建物だったのですが、当時の大連と瀋陽

における南満州鉄道の意義と会社の大きさを感じました。 

大連と瀋陽は日本との関係が深いのですね。 

中国は天安門事件の後世界の中で孤立し、経済状況でも最悪の状況だった時、政策とし

て「改革開放」路線をとりその際協力を願ったのは日本ですが、当時日本が経済大国だったこ

ともありますが、上記のように中国東北地区における歴史もその要因としてあったのではない

かと思っています。 

頼まれた日本は、投資と技術の提供のために多くの日本のメーカーの中国進出を促進しま

したが、人件費が安いのと大国である中国が日本にとっても有効な取引先になると考えたので

はないでしょうか。 
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その後中国の経済は発展し、2000 年を過ぎるころには日本を追い越し世界第 2 位の経済

大国となっていますが、たぶん日本の進出が効果的だったのではないでしょうか。 

大連と瀋陽で日本車が多いのは、日本の自動車メーカーの工場が大連と瀋陽に進出して

いるからだと思います。 

今回の視察では、現地の企業や市政府を訪問しましたが、その中で「中国国際貿易促進委

員会大連市分会」および「瀋陽市政府外事弁公室」を訪問した際、先方から言われたことは経

済発展のための日本への協力依頼がありました。 

現在中国は、米国との貿易摩擦により経済が落ち込んで来ているようですが、その対策とし

て再度日本への依頼を考えているのかなと思いました。 

過去の経緯からも「中国は、困ったときは日本を頼りにする。」のではと思いましたが、そう思

うのは私だけでしょうか。 

最後に、これまでに中国関係の書物が好きでよく読みました。小さい頃は「論語」、中学・高

校時代には「三国志」、その後宮城谷昌光氏の中国の歴史をもとに作った沢山の歴史小説を

好んで読みました。その際日本の文化のもとは中国の文化だと感じました。それ以来「日本と

中国の関係は深い！」と思っています。 

だからこれからも中国との関係は大事にしていかないといけないと思っています。  

ちなみに、中国において「国（政府）」と「国民」の日本に対する感覚は全く違うような感じがしま

す。 

 

 株式会社ティーピーパック 代表取締役 池川 和人 

昨年 10 月の北京・上海に続き、国際ビジネス研究会の原点の地、大連・瀋陽を訪問した。

日中関係は昨年 5 月の李克強総理来日・来道そして今年 10 月の王岐山副主席来日・来道と

友好交流がさらに深まり、数年前の冷え切った関係から脱却しつつ、その背景に米中貿易戦

争に伴う外交・貿易政策の転換があるにせよ喜ばしいことです。今回の訪問では「過去の中国

と現在の中国はまったく別の国である」ことを再認識しました。私はちょうど30年前の1989年に

初めて中国を訪問し、その時の興味は悠久の歴史と政治体制でしたが、その 10 年後は労働

集約型産業への魅力と活用、そして今は世界を凌駕し成長する最先端技術と未来に関心が

あり、その一端を今回の視察でも確認することができました。日本人にとって中国東北部は戦

前の満州・満鉄などなじみ深く、大連市内中心部の中山広場に現存する当時の日本資本と日

本建築家による建物群がいまでも中国政府の機関や金融機関として大切に保存活用されて

いることは感慨深かったです。 

最後に本間団長はじめ、ご支援ご協力いただいた北洋銀行さん北海道銀行さん札幌市さ

んおよび関係各位の皆さまに心より感謝申し上げます。 
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 株式会社ノマド 顧問 大谷 聖二 

国際ビジネス研究会設立 15 年記念事業である今回のミッションは、第 1 回と第 2 回に訪問

した瀋陽と大連を再び訪問することとなった。個人的には第 1 回目が不参加のため初参加時

の第 2 回目を逆コースで巡ることとなった。当時は札幌・瀋陽間に直行便がありそれを利用し、

瀋陽・大連間は高速道路を約 5時間かけて移動したことが思い出される。その間に大連と瀋陽

には各 1回ずつ訪問をしているので今回がそれぞれ 3回目の訪問となった。この 15年間の中

国の経済発展を見聞きすることと、私的には当時札幌キャリアサポートに勤めていた瀋陽出身

の元留学生鄭君に会うことが目的であった。 

まず、中国の経済発展であるが、数字的なことは様々なデータがあるので、私の体感を伝え

ることにする。 

当時もスモークを貼った真新しいベンツが走っていたが、同時にロバが引く白菜を山積みに

した荷車を頻繁に見かけた記憶がある。車の数が増えたこと、しかもきれいに洗車したであろう

車が増えたことを感じる。また大連で宿泊したホテルでは、1 階に無人のコンビニがあり、スマ

ートフォンでキャッシュレス決済でのみ買い物ができる最先端の小売業も見ることもできた。市

街地や周辺部には当時建設中だったものも含め高層ビルが林立しており、当時はなかった高

速鉄道も北はハルピン、南は上海を経て広州、西は北京を経て成都や昆明まで路線網を広

げている。町を行き交う人々のファッションも洗練されており、経済発展のスピードを見た気が

する。 

鄭君とも 2 日間夕食を共にし、旧交を温めることができ十分に満足のできる研修となった。 

 

 株式会社北海道建設新聞社 代表取締役会長 松木 剛 

10 月 8 日から 12 日までの 4 泊 5 日で、国際ビジネス研究会(本間良二団長・8 名)が主催す

る遼寧省の大連・瀋陽を経済視察した。昨年の北京・天津に続いての中国の研修となった。 

大連は、大変街並みもすっきりした、人口が 595 万人の美しい街だ。中山広場から放射線

状に道路が敷かれ、一角に旧ヤマトホテルの大連賓館があった。施設見学では、(オンワード

樫山)が世界へのイージオーダー登録による生産拠点としての樫山(大連)有限公司があり、自

動縫製システムが大稼働中だった。大連市都市計画展示センターでは、過去から現在までと、

将来計画も大型模型で一望でき、パワーポイントで説明があった。瀋陽への移動は、310 キロ

走行の新幹線が快適だった。 

瀋陽市は、東北地方最大の都市で人口 825 万人都市。最先端中国ロボット企業の瀋陽新

松の工場は、世界へ向けた産業用ロボットには多くの日本部品が使用されていた。 

在瀋陽日本領事館で首席領事 杉田雅彦氏からは、東北三省(遼寧省、吉林省、黒竜江

省)の大きは 78.8 ㎢で 1 億 834 万人の人口。日系企業は、遼寧省が最も多く 1745 社 5587 人

(大連が 1522 社 4810 人、瀋陽が 184 社 635 人)、吉林省が 89 社 463 人(長春が 78 社 328
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人)、黒竜江省 28 社 192 人(ハルピンが 23 社 134 人)。また、日中国交回復 40 周年、中国建

国 70周年を 10月 1日に終え、日本へは習近平首相が来年日本を訪問するとの説明だった。 

瀋陽駅は以前は奉天駅とも呼ばれ、満鉄時代の最大の駅で、現在の沈阳駅の東口側に現

存していた。設計は辰野金吾で東京駅の 1914 年完成する前の 1910 年に竣工している。東京

駅に比べやや小さいが赤レンガと白の花こう岩作りは同じで偉容を誇っている。 

瀋陽故宮博物院は、中国 2大故宮の北京と並んで由緒ある施設だった。今回の収穫は、瀋

陽康福食品有限公司では五星ホテル納入の月餅を入手できたことと、中国国際貿易促進委

員会の王聖青部長が旭川の業者とセメント原料で交流があるとの情報はありがたかった。台風

19 号の襲来の中、札幌便は定刻で到着した。 

 

 株式会社北海道建設新聞社 記者 富樫 茜 

今回の視察研修では、中国企業 2 社を見学した。新松ロボットは、国内外の教育機関と連

携し、次世代を担うロボット技術者の育成に務めている。瀋陽康福食品有限公司は食品の研

究開発に力を入れ、おいしさを追い求めて日々努力を重ねている。着実に力をつけ、販路と

事業の拡大を目指す中国企業が存在することが分かった。 

 中国国内で新たな挑戦を始めた企業もある。大連マイカルは、市場分析結果を基に、顧客

に寄り添った百貨店へと生まれ変わることを目指している。日本式の「顧客を第一に考える」と

いう考えが浸透すれば、これまで以上の集客や顧客満足度向上につながる可能性があるだろ

う。 

 中国側は、日本企業のまじめさや、先進的な技術に興味を持っているようだ。ただ、ノウハウ

を直接学ぶ機会や、詳細な情報が少ないことに悩んでいる。互いに情報発信をすること、積極

的な情報収集に努めること、日中間でさらに交流を深めることの重要性を感じた。 

食や観光、農・漁業などが北海道の印象として強いという。大企業の陰に隠れがちだが、世

界に誇れるすばらしい製品技術を保有する道内中小企業もある。さまざまな分野で日中の企

業が交流連携を図り、互いに刺激し合い、成長することを期待する。 

 

  北海道労務管理センター 代表 渋田 勲 

大連のホテルで日本語放送は NHK テレビしか映らないテレビのニュースを見ていたら、香

港のデモのニュースが始まった途端テレビの画面が真っ黒になった。スイッチを入れなおし、

あちこちリモコンのボタンを押してみても何をやってみても回復しない。私はテレビが壊れたと

思い込みフロントに行こうかと思い外出用の服装に着替えたとき、アッとにわかに思い出した。

これが外国の放送で中国当局に都合の悪いニュースが流れると放送が遮断されてしまうという

噂は本当だったことを確認した。次の日も香港デモのニュース流れる否や画面は真っ黒にな

った。言論統制がまた始まったかの思いであった。 
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 私が見聞した限りにおいては、大連、瀋陽とも街はきれいに整備され、人々の生活は困って

いるふうには見えなかった。新幹線も多くの人々で賑わい、地下鉄もさらに建設予定のようで、

さらなる経済発展の構えを見せていた。 
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