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言
志　

 

録
私

「佐藤一斎 像」
渡辺崋山 筆

当ページの由来となった
「言志四録」は、江戸時代
後期、儒学の最高権威と
崇められた「佐藤一斎」が
40数年の歳月をかけ記し
た語録。小泉元総理が、審
議中に「言志四録」につい
てふれ、知名度があがる。
現代にも通じる指導者の
ためのバイブル的存在。

（参考：ウィキペディア） 

　情報化社会と言われて久しいですが、近年はクラウドやSNSサービスの発展も相
まって、世の中には情報がますます溢れ返っています。根も葉もない嘘がまことしやかに
広まったり、国家機密やプライベートのやり取りがいとも簡単に暴露されたり、これまで
以上に情報の扱いや管理が難しくなっているとともに、何が真実であり何がウソなのか
を見極める見識力もますます必要となっています。
　現在、弊社は「調剤薬局」と微生物を扱う「バイオ研究開発」という二つの事業を
行っていますが、「健やかな毎日の創造」という理念とともに、両事業を通じて大切にし
ているものが「本物の追求」という価値観です。
　特に医薬品にはエビデンスが必須です。科学的な裏付けがあって初めて「本物」とし
て上市することが許されます。しかし、その医薬品においても近年では、製薬会社と大
学教授がグルとなったデータ偽装事件や、高価な肝炎治療薬の偽装品が（個人輸入
等ではなく）正規ルートである薬局から患者さんに渡ってしまう等、本物らしからぬこと
が続いています。
　また、バイオ事業に関しても同様です。微生物というものが目に見えない以上、弊社
のエンドユーザーである農家や養殖業者はその効果を判定する為にどうしても感覚的
なものに頼りがちになります。もちろん収穫量や致死率といった数値化された指標で判
定するわけですが、実際には天候による影響のほか、収穫を左右する要因が数多くあ
り、その効果を適確に判定することは簡単なことではありません。ここにニセモノが入り
こむ隙が生じます。このことは健康食品にも言えることでしょう。
　それらの背景には、IT業界を中心に目まぐるしく変化する現代において、なるべくス
ピーディーに効率よく成果を掴まねばという社会の風潮があるように感じています。し
かしながら、本当に価値あるもの「本物」とは、試行錯誤の末になお、改善に改善を重ね
続けて漸くにして出来上がるものであり、そこには一念を持った経営者の粘り強い取組
みが欠かせません。
　弊社は今年で設立30年を迎えます。これまで薬局事業を主軸としながら、20年以上
に渡り親子2代でバイオ事業を育ててまいりました。そして漸く、この5年ほどで明確な
エビデンスをもった「本物」といえる商品が揃ってまいりました。特にデング熱、ジカ熱対
策として開発したボウフラ殺虫剤「MOSNON」、そして車エビの腸管から単離した海洋
性乳酸菌「PowerLac」は今後の弊社のバイオ事業を牽引する商品になるものと感じ
ています。
　これからも九州メディカルはバイオと医療を通して、商品・サービス・人、それぞれに
おける「本物」を目指し、堅実に、誠実に、
一歩一歩進めてまいります。

「本物」を目指して

波多野  稔丈

株式会社 九州メディカル
代表取締役
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「海外展開支援施策説明会in北九州」を開催しました！
九州経済産業局・福岡県・北九州市

地域企業が海外展開に取り組みやすい環境を整えるため、海外での市場調査・見本市出展に対し、その経費の一部を助成します。

事前相談会日程

■ 会  場：小倉北区浅野3-8-1  AIMビル8F
■ 時  間：いずれも10:30～12:00

① 4月  7日（金）    ② 4月11日（火）
③ 4月19日（水）    ④ 4月27日（木）

対象者 次の要件を全て満たす方が対象となります。

① 中小企業基本法上の中小企業者であること
       （大企業からの出資金が50％を超える企業を除きます。）

② 市内に事務所又は事業所を有すること
③ 市税を滞納していないこと
④ 事前相談会に参加すること

対象事業等 ※平成29年4月1日～平成30年1月31日に実施の事業が対象です。

申請書の受付期間は、平成29年5月8日（月）～平成29年6月16日（金）となっています。
予算の範囲内で内容を審査の上、決定します。

上記HPより参加申込書をダウンロードし、指定の宛先へFAXでお送り下さい。
KTIセンターホームページ   http://www.kti-center.jp/  

　地域の事業者様が海外展開に取り組みやすい環境を整え
るため、国、地方自治体等では様々な施策を講じ、サポートを
行っています。しかし、自社に適した支援メニューが何なのか
わからず、活用できていない方が少なくないのも現状です。
　そこで、多種多様な支援メニューの中から何を選び、どう活
用すればよいかという視点で、平成29年度に向けた海外展開
支援施策説明会を九州経済産業局、福岡県等と協同で実施し
ました。
　各支援機関から、調査→計画→進出→拡大といった、海外
展開のステップごとの支援策や、それらを実際に活用した企
業の事例が紹介され、北九州市からは、上記助成金の概要や、
事例を交えながら支援メニューを効果的に活用するヒントな
どについて説明がありました。
　説明会終了後の名刺交換会では、海外展開を検討している
参加者が意欲的に講師たちと意見交換を行っていました。

KTIセンター 検索

北九州市国際ビジネス政策課（担当：高本、中村）　TEL：093-551-3605お問い合わせ先

海外展開支援施策特集

日　時　平成29年2月23日（木）14：00～16：45
場　所　北九州市小倉北区浅野3丁目8番1号  AIMビル3階  315会議室
内　容　①「平成29年度中小企業海外展開支援施策の概要」、
　　　　　「世界に挑む九州企業」のご紹介（九州経済産業局国際部国際課）
　　　　②「福岡県の海外展開支援策」（福岡県商工部新事業支援課海外展開支援係）
　　　　③「福岡ABCの支援事例」（福岡アジアビジネスセンター）
　　　　④「海外展開支援メニュー効果的活用のヒント」
　　　　　（北九州市産業経済局国際ビジネス政策課、ジェトロ北九州）
　　　　⑤質疑応答・名刺交換会
主　催　北九州貿易・投資ワンストップサービスセンター
　　　　（北九州市国際ビジネス政策課、ジェトロ北九州、(公社)北九州貿易協会）、福岡県、
　　　　福岡県ベンチャービジネス支援協議会（福岡アジアビジネスセンター）、九州経済産業局
共　催　北九州地域中小企業支援協議会
後　援　北九州商工会議所
参加者　40名

開催概要

その他

事前相談会 参加申込方法

「平成29年度 北九州市中小企業海外展開支援助成金」
募集します。 まずは事前相談会にご参加ください！

国際ビジネスのきっかけづくりに市場調査を！

内 　 容 　

助 成 対 象
経 　 　 費 　

市場調査等助成事業

通訳経費、外国語版資料作成費、
現地での展示装飾費、旅費・宿泊費（1名）

新たな海外展開先として期待される地域における、
販売に関する市場調査及び生産財の調達等に関する企業調査。
いずれも助成対象者が現地で調査を行うことを必要とします。

助成率及び
助成限度額

助成対象経費の2分の1以内の額。
ただし、10万円を限度とします。

海外への販路拡大を目指して見本市出展を！

内 　 容 　

助 成 対 象
経 　 　 費 　

海外見本市等出展助成事業

出展（小間）料及び展示装飾費、通訳経費、
出展物輸送費、資料作成費、旅費・宿泊費（1名）

海外の見本市、展示会等への自社製品の出展。
出展する製品は、市内で自社が生産・製造又は
開発した産品・製品・技術及びソフトウエアとします。

助成率及び
助成限度額

助成対象経費の2分の1以内の額。
ただし、30万円を限度とします。
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貿易投資相談

　海外でビジネスを展開する際に、輸出入関連の手続きの流れ
や法規制、貿易投資に関したものなど、様々な場面で遭遇する
実務面の疑問点の各種ご質問、そして実務経験豊富なアドバイ
ザーとの個別相談の申し込みを受け付けています。

海外ブリーフィングサービス

　海外事務所にて、現地の一般経済事情から生活環境まで幅広
い情報を提供いたします。海外スタッフが対応し、ご相談も受け
付けておりますので、出張や商談などで現地を訪れた際はぜひ
ご活用ください。＊ご訪問前のお申し込みが必要です。

海外コーディネーターによる輸出支援相談サービス　　

　現地のニーズ、競合商品、展示会情報など、様々な質問や疑問
に対して現地在住の専門家がお答えします。専門的かつ旬な情
報も得ることができ、E-mailを通してご回答いたします。地域と
産業分野に制限がありますので、ホームページをご確認のうえ、
お申し込みください。

◎ホームページアドレス
https://www.jetro.go.jp/services/coordinator.html

JETROは、海外展開を考える中小企業に様々な支援策を提供しています。今回、その中からいくつかご紹介いたします。

日本貿易振興機構（ジェトロ）北九州貿易情報センター　TEL：093-541-6577お問い合わせ先

見本市・展示会

　JETROが主催する見本市や展示会への出展をサポートいた
します。コストや手間の削減にもつながり、より充実した出展を
実現することができます。また、「J-messe（無料）」では、世界中
の展示会情報を提供しています。「JETRO j-messe」と検索し、ご
活用ください。

貿易実務オンライン講座

　「貿易実務オンライン講座」は、長年、海外ビジネスに関する
相談に応じているJETROが、そのノウハウを活かし、海外取引に
欠かせない知識を体系的に、分かり易く学んで頂けるよう開発
した講座です。業務上必要な貿易の知識を体系的に身につけ
るために、あるいは国際的な人材を育成するための社員研修
メニューとしてぜひご活用ください。

新輸出大国コンソーシアム

　「新輸出大国コンソーシアム」とは、政府系機関、商工会議所、
地域の金融機関などの支援機関などの支援機関が連携し、海外
経験豊富な専門家の知見も活用しながら中堅・中小企業に寄り
添って海外展開を支援する体制です。

これまで各々の機関が行っていた支援
サービスを連携させ、海外展開について
のあらゆる不安や疑問の解決につなげ
ます。

海外展開をワンストップで！

海外展開フェーズに即した専門家、重点
産業を支援する専門家、個別課題に対応
する専門家が企業のニーズにあわせて、
海外展開をサポートします。
＊専門家の相談料、国内外出張費は
JETROが負担します。

各分野の優れた専門家を活用！

貴社にとって最適な支援メニューや人選
をサポートします。
どんな小さな不安や疑問にも丁寧にお答
えいたします。 

貴社担当のコンシェルジュがつく！

JETRO海外展開支援策

無料

無料
無料

有料

無料

無料
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海外展開支援施策特集

海外展開支援のワンストップサービス
新輸出大国コンソーシアム

1. コンソーシアム参加支援機関

経産局・
政府機関

商工会議所 商工会

地方銀行 信用金庫

中小機構 日本貿易保険

JICA JETRO

地方自治体・
地域支援機関

① 海外展開フェーズに即した
専門家

② 重点産業を支援する専門家

③ 個別課題に対応する専門家

新輸出大国コンシェルジュ
（企業様の担当窓口）

お問い合わせ・ご相談 最適な支援の紹介

海外展開に関心がある
中堅・中小企業様

2. 個別支援専門家



黒崎播磨㈱ 欧州統括販売会社と
オランダのご紹介
Krosaki Harima Europe B.V.  佐伯 雅史

★
 m
es
sa
ge 

from
 members ★

会員
だより

　黒崎播磨㈱は主に製鉄用の耐火物、
関連装置及びサービスを提供する会社
であり、欧州の鉄鋼メーカーには40年に
渡り、高品質の製品、サービスを提供し
ています。Krosaki Harima Europe B.V.
は2009年にグループの欧州統括販売会
社として、オランダのVelsen-Noord(アム
ステルダムから北に約30キロ)に設立さ
れ、オランダ唯一の高炉一貫製鉄所で
あるTata Steel IJmuidenのすぐ傍に拠
点を構えています。オランダ以外にも欧
州各国に従業員を擁しており、日本人、
オランダ人、スペイン人、ドイツ人、フラ
ンス人、オーストリア人、セルビア人、
フィンランド人と多国籍の従業員が一丸
となり、グループの事業目標である｢世
界一の顧客価値の実現｣に向けて日々
活動を行っています。

　オランダの国土は九州とほぼ同じ面積(41,864平方キ
ロメートル)、国土の約20%は干拓でつくられた土地で、
約30%は海抜ゼロメートル以下に位置します。オランダ
人は「世界は神が造りたもうたが、オランダはオランダ人
が造った」と自負しているそうです。オランダの代名詞の
一つである風車は、堤防でせき止めた海水をくみ出し干
上がらせる為に使われました。

　風車以外に、チューリップ、チーズ、運河等、オランダに
ついてご存知の点が多いかと思います。オランダは日
本、とりわけ九州、と歴史的に繋がりが深く、江戸時代の
鎖国下では、出島を通じて唯一外交関係がありました。
オランダからもたらされた学問・技術である蘭学は、そ
の後の日本に発展に大きく寄与しました。司馬遼太郎は
著作の中で｢鎖国時代の日本が暗箱であるとしたら、そ
の暗箱に開いたとてもとても小さな穴が、出島だった。
つまりそこから、西洋文明の光が射し込んだ(｢街道を行
く35 オランダ紀行｣より)」と記しています。

　オランダは絵画の巨匠を多く生み出しており、レンブ
ラント、フェルメール、ゴッホは日本でも有名な画家で
す。2012年にフェルメールの『真珠の耳飾りの少女』が東
京で展示された時は、大混雑でゆっくりと見る事が出来
なかったそうですが、当地デンハーグにあるマウリッツ
ハウス美術館では人込みは殆ど無く、じっくりと鑑賞する
事ができます。日本からオランダに観光に来られる方は、
他の欧州諸国に比
べると少ないのです
が、フランスやイタリ
ア、スペインに負け
ない素敵な国です
ので、欧州旅行を検
討される際はオラン
ダも候補に入れて頂
ければと思います。
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アムステルダムの街並みと運河

「真珠の耳飾りの少女」が
皆様をお待ちしています。



Member’s Profile会員紹介

株式会社  しんこう

〒800-0215  福岡県北九州市小倉南区上曽根新町13-3
TEL：093-473-8123   FAX：093-473-8130   http://www.petit-shinko.co.jp

　弊社は1954年設立のお菓子メーカーです。北九州市戸
畑区で「かりんとう」の製造卸として創業し、現在は小倉南
区で「かりんとう」を始めとして、「揚げせんべい」、「ドーナ
ツ」、「焼菓子」、「ポリジュース」を製造しております。
　中でも、小麦の揚げせん「どんど揚げ」は1974年の発売
以来長きに亘って、弊社の代名詞的な商品としてお年寄り
からお子様まで、男女を問わず幅広い年齢層の皆さまに
お召し上がりいただいている九州地区の駄菓子です。
また、「ドーナツ」に関しましては、3種類の味のひとくちサ
イズが代表的な商品で、大手製粉会社とのタイアップに

よるオリジナルミックス粉を使用して『おいしさ』を追求し
ております。他にも、『デパ地下の味をデイリーユースに』
をコンセプトに開発したスイーツ（焼菓子）は、ひとくちサ
イズのマドレーヌ・フィナンシェ等、他に類を見ない弊社
のオリジナリティあふれる商品です。
　弊社の経営理念は、『おいしさで笑顔を創る』です。これ
からもお菓子を介して人と人のつながり、そこで生まれる
笑顔＝「スイートコミュニケーション」を大切にしながら、
地元九州の素材・食文化をお菓子づくりに活かしてまいり
ます。
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K T I センター  貿易・投資相談
国際ビジネスで何かとお困りのことはありませんか？

AIMビル8階、KTIセンター（北九州貿易・投資ワンストップサービスセンター）では、国際ビジネスに精通した
専門アドバイザーが、皆様の海外市場への進出や貿易拡大を強力にサポートいたします。

■ご相談時間　土日祝日を除く  9:00～17:00
■事前にご来場の日時をご相談ください。

　TEL：093-541-6577

　（公社）北九州貿易協会ではご相談に迅速に
お答えできるよう、関係者の協力を得て貿易ア
ドバイザー･ネットワークを構築しています。貿
易取引を行う際に必要な契約の締結･通関･船
積･保険等のご相談やお問い合わせに各分野
のスペシャリストが専門的な視点でお答えします。
　相談に行きたいけど時間がない、電話では相談内容が伝えにくい
…そんな時は、ぜひオンライン貿易相談をご活用ください。E-mail 
かお電話でご回答させていただきます。
※なお、ご相談内容によっては、回答できない場合もございますので、あらかじめ
ご了承ください。

オンライン貿易相談 

■アクセスは  www.kfta.or.jp
当協会ホームページトップ ＞ 事業紹介 ＞ 貿易相談 ＞ オンライン貿易相談

ドーナツ

どんど揚げ



　「食加工品の海外販路開拓を支援します」　　。北九州市国
際ビジネス政策課と北九州貿易協会は、食加工品の海外販路
開拓を目指し3ヵ年に渡って取り組んできました。
　市内企業のヒアリングをもとに、対象4地域（香港、台湾、シン

ガポール、タイ）を選定し、参加企業とともにテストマーケティン
グ、商談会・展示会への出展などを行ってきました。そのなかで、
平成28年度に行ったシンガポールとタイの海外販路開拓に向
けた取組みをご紹介します。

タイの菓子・飲料製造工場 Ｗorld Foods International Co., Ltd.を訪問。
出来たての飲料を試飲

北九州企業によるプレゼンテーション

〈事業報告〉平成２８年度「北九州ブランド海外展開支援事業」

北九州市産業経済局国際ビジネス政策課　TEL：093-551-3605

北九州の食を海外へ！

　福岡県、タイ王国工業省と北九州市の共催により「アジアビジ
ネス訪問団」を結成し、タイ・バンコクを訪問（平成29年1月22日
～26日、ジャスミンシティホテル）。本市から2企業が参加しまし
た。また、北九州市と北九州貿易協会主催で「タイ一般消費者グ

ループインタビュー」を行い、日本食の先行ターゲットとなりそ
うな顧客層に試食してもらい、価格や味などの嗜好を調査しま
した。
　現地でのプレゼ
ンテーション、個別
商談会、現地企業訪
問、工場視察、そし
てグループインタ
ビューの結果を通
して、最新かつ生の
現地情報を得るこ
とができ、海外事業
における今後の展
開方針を再構築す
るきっかけにもなり
ました。

タイ･バンコク／アジアビジネス訪問団によるタイ企業との交流・商談会

　シンガポールから食品関係を取り扱っているバイヤー 2社4
名を招聘し、2日間（平成29年2月21日・22日、北九州国際会議
場）で市内企業8社と個別商談を行いました。
　富裕層が多いイメージのあるシンガポールですが、現地の商
品に対する価格とのバランス感覚はシビアで「美味しいもの」

「こだわりのもの」がすぐに成果に結びつくものではないこと
が、バイヤーとの商談を通して分かりました。また、参加企業の
なかには商談が継続しているところもあり、輸出に向けた今後
の取り組みが期待されます。

シンガポール／現地バイヤーを招聘した個別商談

　海外販路開拓では、「どこの国の」「誰に」「どう売るか」を設定
して取り組むことが基本です。「良いものは海外でも売れる」の
ではなく、現地にあった商品やサービスの提供が求められてい
ます。例えば「商品価格を合わせる」のか「商品価値を高めてい

く」のか等は、各企業の事業戦略に関わってくるものですが、今
年度の取り組みを終え、「顧客目線」での商品開発・提供を行う
ことの重要性を再認識しました。

北九州市国際ビジネス政策課では、海外展開に関心のある企業を様々な方法でサポートしています。当課が行う各事業は、
KTIホームページ（http://www.kti-center.jp/）でも随時ご紹介していますので、海外展開にご関心のある企業はお気軽に
お問い合わせください。

課題・展望

お問い合わせ先

Information & Report 事業紹介
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日本貿易振興機構（ジェトロ）北九州貿易情報センター　TEL：093-541-6577お問い合わせ先

世界に飛び出す集中講座！
　JETRO北九州では本年3月に、「世界に飛び出す集中講
座！」と銘打ち、海外ビジネスに必要な技能を修得するセ
ミナーを北九州と福岡の二ヶ所で行いました。外国人留
学生の活用、製品の英語でのPR、越境EC、マーケティング
という4つのテーマでそれぞれ実施。10名ほどの少人数
の参加者がその場で課題に取り組むワークショップ形式
で和気藹々と他の参加者とも交流を深めながら、知識の
習得に努めました。参加者からは「普段体系的に学びにく
いこと、なかなか実務で経験できないことを参加形式で
学べ、大変楽しく有意義であった。」という声が聞かれ、参
加者の満足度が大変高いセミナーとなりました。JETRO
北九州としては今後とも海外ビジネスに取り組む皆様に有益なセミナーを実施していきたいと考えております。

セミナーの様子

報告会の様子

環境テクノス鶴田直社長による調査報告

JETRO省エネ・環境技術普及のための専門家派遣事業  大連調査報告

　JETROと北九州市環境局は2016年2月24日（金）、大連
で遼寧省大連市の農村における鶏糞による環境問題と、
その対策に関する調査報告会を開催しました。現在、
JETRO、北九州市、大連市の3者が協力し、大連市北部に位
置する城西村の鶏糞処理問題に取り組んでいます。同村
は養鶏が盛んな地域ですが、鶏糞による悪臭や地下水汚
染などの環境問題を抱えていました。この問題に対し、
JETROは昨年8月から日本企業へ委託する形で現地調査
を行い、今回の説明会ではその結果に基づく対策案を示
しました。
　専門家として調査を実施したのは、環境総合コンサルタ
ントの環境テクノス株式会社（北九州市）と、環境機器メー

カーの菱興産業（長崎市）。日本側はバイオマス発電をは
じめ様々な技術を検討した上で、堆肥化処理施設の建設
を提案しました。
　環境テクノスの鶴田直社長は「城西村をベースにした
農村型環境モデルを構築できる」と述べ、今回のプロジェ
クトを通じて周辺地域を含む大連全体の環境問題に貢献
できるとの認識を示しました。また、菱興産業の太田東洋
彦社長は、堆肥生産に関わって40年の経験に裏打ちされ
た自社の堆肥化プラントの技術について紹介しました。
　JETROは今後も環境問題等で課題を抱える諸外国と技
術を持つ日系企業の橋渡しをするべく、同様の事業を実
施いたします。ご関心をお持ちの方は、お気軽にお問い合
わせください。
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　輸入貨物に係る税額の確定の方式に
は、申告納税方式と賦課課税方式の二
つがあり、帳簿の備え付け、関係書類の

保存義務があるのは、申告納税方式により税額が確
定する貨物を業として輸入する場合です。賦課課税
方式により税額が確定する貨物を輸入する場合につ
いては、関係書類の保存義務等はありません（関税法
第94条）。
　ご照会の国際郵便を利用して商品を輸入する場合
につきましては、課税価格が20万円を超えない場合
は、関税法第67条に規定する輸入申告及び関税等の
納付に係る同法第7条の申告納税方式手続きを必要
としない簡易な手続による輸入通関が認められてお
り（関税法第76条第1項）、輸入しようとする貨物の税
額は、賦課課税方式により税関が決定します（関税法
第6条の2第1項第2号ロ）。
　また、簡易手続により国内に引き取られる郵便物

は、日本郵便㈱から輸入者に交付された時点で輸入
を許可された貨物とみなすこととなっているため（関
税法第74条）、輸入許可書は交付されません。

　今後、御社におかれまして輸入許可書を必要とす
る場合は、関税法第67条に規定する輸入申告を行う
旨を税関に申し出ることにより、申告納税方式による
輸入手続きを行うことが出来ますので、この場合は
課税価格が20万円を超えなくても輸入許可書が交付
されることになります（関税法施行令第66条の3）。
　従いまして、課税価格が5万円程度の商品を国際
郵便を利用して輸入しているのであれば、御社が特
に申告納税方式による輸入申告を行う旨税関に申し
出る場合以外は、税額は賦課課税方式により決定さ
れますので、関税法第94条で規定する関係書類の保
存義務等はありません。

　当社は、国際郵便を利用して輸入した商品を国内で販売している会社です。1回当たりの
輸入額は5万円程度であり、これまで輸入許可書を受け取ったことがありません。業として貨
物を輸入する者は帳簿の作成、輸入許可書、輸入した貨物に関係する書類等の保存義務が
あると聞いていますが、国際郵便で輸入した場合も帳簿の備え付けや関係書類等の保存義
務はあるのでしょうか。

A

Q

国際郵便を利用して商品を輸入した場合の
輸入関係書類の保存義務等について

「神戸税関 税関相談官室 貿易と関税 2016年10月号」より転載

News ニュース

77％が転職準備  春節後のホワイトカラー層中国 2017.03.01

　オンライン人材サービス会社である智聯招聘の調査による
と、中国のホワイトカラー層の77％が春節（旧正月）明けのこ
の時期に転職を準備していることが分かった。年代別では
1990年代生まれの「90後」世代で転職の意向が強い。業種で
は不動産や流通で転職を考えている人が目立つ。
　中国新聞網が伝えた。春節前にボーナスを支給する企業が
多い中国では、賞与を受け取り休暇が明けたこの時期が転職
の一大シーズンとなっている。
　智聯招聘はホワイトカラー層を対象に2017年の春節時期
における転職意識を調査、2万557件の有効回答を得た。
　転職の意向について聞いたところ、「離職、新たな職場への
入社手続きを進めている最中」と回答した人は全体の11.7％
となった。「新たな仕事を探している最中」は65.3％で、合計
77％の人が転職を決定または計画していることになる。「転職
の意向はある」との回答は18.6％。「転職はしない・いまは考え
ていない」はわずか4.4％だった。
　世代別に見ると、90年代生まれの世代は「離職、新たな職場
への入社手続きを進めている最中」と「新たな仕事を探してい
る最中」の合計が77.8％となり、世代別で最も多かった。70年
代生まれの世代は76.8％、80年代生まれは76.2％と全体平均
をわずかに下回る水準。一方で60年代生まれは61.6％と、転
職の意向が相対的に弱くなっていることが分かる。

◆不動産引き締めで転職希望者が増加
　業種別では、不動産・建設の在職者で転職を決定、計画して
いる人の合計が78.6％と最も高かった。不動産市況は昨年秋
意向、各地政府の引き締め策導入を機に冷却傾向に転じてお
り、このため他業種に職を求めるホワイトカラー層が増えてい
るものとみられる。
　次いで転職意向の人が多かったのは貿易・卸売り・小売り・
リースレンタル・消費品で全体の78.4％だった。交通・運輸・物
流・倉庫が77.9％でこれに続いている。
　ほか金融やサービス業、文化・メディア・娯楽・スポーツ、IT・
通信・電子といった業種でも転職を考えているホワイトカラー
層が多いという。これら業種はいずれも一定の規模があり、高
い職能の人材を求める企業も多いため、自然と求職、求人双
方の動きが活発になっているようだ。
　職種別に見ると、購買や販売、設計、経営で転職を考えるホ
ワイトカラー層が目立つ。これについて智聯招聘は、中小企業
の増加により営業系や技術系の人材需要が高まっていること
を反映していると分析している。一方で法務は転職意識が低
く、転職を決定、計画している人は66.7％だった。
　また転職理由について調べたところ、「給与」と答えた人が
49.0％で最も多かった。次いで「企業の将来性」が42.6％と
なった。ほか「昇進が制限されている」「福利厚生」などを理由
に挙げる人も多いという。

1＄＝50.310ペソに  ペソ安どこまで続くフィリピン 2017.03.03

　フィリピンペソの対米ドル相場が下落している。政府公式
レートの終値は、先月17日に2006年11月以来となる1米ドル＝
50.000ペソをつけてから、50ペソ台が続く。2日は1米ドル＝
50.310ペソとなり、年初から1.07％の下落となった。年初来の
下落幅は、アジア各国・地域の主要通貨の中で最も大きい。エ
コノミストは、米国の利上げやトランプ大統領の保護主義政
策、ドゥテルテ大統領の政権運営への懸念から、ペソが買われ
るイメージは持ちづらいと指摘。当面はペソ安基調が続く見通
しだ。
　相場下落の背景には、米連邦準備制度理事会（FRB）のイエ
レン議長による2月14日発言で、3月にも利上げに踏み切ると
の観測が高まり、為替市場で米ドル高が進んだことがある。
　みずほ総合研究所調査本部アジア調査部の菊池しのぶ主
任研究員は、「輸出の伸び悩みや対米関係不安がペソ安の背
景にある」と指摘。「トランプ大統領の保護主義が、米国のフィ
リピン人出稼ぎ労働者（OFW）からの送金や米系ビジネス・プ

ロセス・アウトソーシング（BPO）企業の投資を減速させるとの
懸念もあり、今年に入ってペソの下落ペースが速まっている」
と話した。
　ペソ安が輸出拡大に資するとの見方については、「一般的に
通貨安になると、輸出競争力が高まるメリットがあるが、フィリ
ピンは製造業が弱く、輸出企業の多くが原材料を輸入してい
る。ペソ安は調達コストの上昇を招くため、恩恵は小さい」と分
析。ただ、物価上昇で内需が抑制され、貿易赤字が縮小する可
能性はあるとの見方を示した。

◆金融政策次第も、年末までペソ安継続か
　菊池氏は今後の見通しについて、「フィリピン中央銀行が利
上げを実施した場合の効果や政治情勢に影響されるため予
想は難しいが、今後も内需が堅調で経常黒字が縮小するトレ
ンドが大きく変わらないだろうということを踏まえれば、年後
半にかけてもペソ安基調は続くだろう」との見方を示した。

アジア経済情報 ～「北九州貿易協会ウィークリーニュース」より～
「北九州貿易協会ウィークリーニュース」は、㈱エヌ・エヌ・エー（http://www.nna.jp/）の提供するアジアのビジネス情報、北九州市の海外事務所（大
連・上海）からの現地情報、国内外の経済情報、各種展示会情報などを満載して、毎週月曜日に北九州貿易協会会員の皆様にメール配信しています。

■北九州貿易協会ウィークリーニュースとは

　2日付地元各紙によると、中銀のテタンコ総裁は、「米国の金
融政策、特に利上げの期待によりアジア新興国通貨安に動い
ている。しかし、トランプ氏の1日の演説は具体性に乏しく、米
国の政策が明らかになるまでは、『狭い値動き』にとどまる」と
の見通しを示した。
　テタンコ総裁は先に、「為替相場の過剰な値動きに対しては

目をつむるつもりはない」と発言。ペソ安を容認しながらも、過
度な変動にはドル売りペソ買い介入を行う方針を示している。
　地場アナリストからは、週内に1米ドル＝50.40ペソ程度まで
ペソ安が進むとの声も出ている。3月13～14日に開かれる米連
邦公開市場委員会（FOMC）の結果を受け、ペソ安がさらに加
速するのか注目される。
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