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本次祝贺会。在祝贺会上，安徽省人民对外友好协会向高知

县三个民间组织“NPO法人高知县日中友好协会、高知县日

中友好书法协会、安徽省日中友好植树造林联合会” 颁发了

友好交流特别贡献奖，表彰他们为两省县的友好交流作出的

贡献。高知县日中友好协会会长铃木康夫先生在对此次获奖

表示感谢的同时，也表示今后要进一步为双方友好关系的发

展作而努力。为了让安徽来访者体验高知的文化，祝贺会过

程中还安排了高知县传统舞蹈---夜来节舞蹈，晚上8点30

分左右“高知县安徽省友好交流祝贺会”在热烈的掌声中圆

满结束。

    20日上午安徽省访问团的一部分成员先离开高知，留下

的其他成员将继续进行剩余的访问安排，该日上午李斌省长

与高知县议会议长武石利彦先生进行了会谈，会谈结束后又

参观考察了高知城、桂滨，最后从龙马机场离开高知。

    也许在此次安徽政府友好访问团的接待过程中有很多不

足的地方，但我想能够有机会请大家接触一下高知的自然、

文化及高知县的县民，这有着非常重要的意义，能从安徽访

问团成员的口中听到“高知人很热情、高知县厅的工作人员

很认真”这样赞扬的话就是对我们每一个人最大的鼓励。

    按照4月份签署的备忘录内容，现在两省县在积极推进双

方各领域的合作事宜。比如在旅游方面，去年7月份高知县

观光振兴部部长访问了安徽省旅游局局长，就旅游交流合作

事宜进行了会谈，并且在安徽省旅游局的协调与帮助下，安

徽省多家媒体、旅行社超过50人参加了高知县旅游宣传活

动。此外，室户世界地质公园与天柱山世界地质公园已结为

友好合作关系，在此次

访问安徽过程中，高知

县观光课也有机会与

天柱山世界地质公园

的相关人员就国际世

界地质公园合作关系

构建进行了协商。

    此外，去年9月份在

合肥举行的“安徽省农

业产业化贸易交流会”

上，安徽省无偿向高知县提供展区，进行产品展示、试吃、旅

游宣传的活动。教育和林业方面的交流也在继续，比如5月

份高知县接待了淮南教育访问团、9月份向安徽派遣了林业

技术人员、13年2月份接待了安徽省林业机关的工作人员。

    2014年是安徽省与高知县友好缔结20周年，我想两省县

应借此机会，进一步加深各领域的交流合作，促进双方友好

关系的发展。

安徽省友好交流访问团来高、
友好缔结 20 周年

安徽省友好交流訪問団の来高と
友好提携 20周年に向けて
　高知県が友好提携している中国・安徽省から、李斌
安徽省長を団長とする政府代表団ら、友好交流訪問団
総勢49人が、平成24年4月19日から20日まで、1泊2
日の日程で来高されました。
　昨年2月に就任された李斌省長が、日中国交正常化
40周年を記念し開催される「日中知事省長フォーラム」出
席のために来日する機会を活かし、両県省のこれまでの交
流経過を踏まえ、高知の地で友情と信頼の絆を確認する
とともに、両県省の相互発展に向けた戦略的関係を構築
するため来県されたものです。そのため、両県省のトップ会
談をはじめ、覚書締結、視察・交流、記念祝賀会等、大変

内容の濃い訪問日程となりました。準備期間は限られてい
ましたが、高知県国際交流協会、高知県日中友好協会様
などの協力も得ながら、県庁内関係部局が一丸となり準
備を進めました。
　18日に農業、林業、教育等の訪問団、19日午後には
省長をはじめとする一行が到着しました。
　夕方、高知市内の会場で、両県省の幹部一同が見守
る中、尾﨑正直知事と李斌省長が懇談し、両県省が果た
すべき役割や協力強化の重要性等について認識を等しく
しました。これに引き続き、「高知県と安徽省の交流と協力
を深めるための覚書」の署名式が行われ、両県省の覚書
締結と併せて、教育、観光、農業、林業及びジオパークの
各分野において交流・連携を推進する覚書を交わし、協
力を深めていくこととしました。
　式典終了後、訪問団一行と100人を超える県内関係
者による、「高知県・安徽省友好交流祝賀会」が盛大に
催されました。祝賀会では、親善活動や文化振興等を通じ
て両県省の相互理解と友好関係に寄与された民間3団
体（ＮＰＯ法人高知県日中友好協会、高知県日中友好書
道協会、安徽省日中友好の森づくりネットワーク）に、安徽
省人民対外友好協会から、友好交流特別貢献賞が授与
されました。受賞団体を代表して、高知県日中友好協会鈴

安徽省友好交流訪問団の来高と
友好提携 20周年に向けて

高知県文化・国際課　與名 良

安徽省友好交流访问团来高、
友好缔结 20 周年

高知县文化 · 国际课  與名 良

    安徽省与高知县于1994年缔结为友好城市以来，双方不

断加深各方面的交流合作，2012年4月19日至20日安徽省

省长李斌女士一行49人的政府友好访问代表团，来访高知。

    2012年4月，为纪念中日邦交正常化40周年，在东京举行

了“中日省长知事论坛会”，于去年2月就任安徽省省长的

李斌女士参加了该论坛会，同时为进一步加深安徽省与高知

县的交流，增进两省县的相互了解、相互信任，稳固双方今后

的 战 略 互 惠 关

系，对高知进行

了 为 期 两 天 的

友好访问。在本

次访问日程中，

两 省 县 的 省 长

知 事 进 行 了 热

情会谈，此外也

安 排 了 签 署 备

忘录、高知县实

地参观考察、欢

迎晚宴等活动。

此外，本次安徽

政 府 访 问 团 的

接 待 准 备 工 作

也 得 到 高 知 县

国际交流协会及

高知县日中友好协会的大力支持。

    安徽省农业、林业、教育访问团18日先到达高知，李斌省

长一行于19日下午抵达高知。

    19号下午5点30分左右，两省县的省长知事及相关人员

汇聚一堂，进行了热情的会谈，在会谈中双方对今后的交流

合作的重要性达成了共识，并在会谈结束后签署并交换了

《安徽省高知县为加深交流与合作的备忘录》及教育、旅游、

农业、林业、世界地质公园相关的交流合作备忘录。

    在备忘录签署仪式结束后，高知县举行了“高知县安徽省

友好交流祝贺会”，高知县内有超过百人的相关人员参加了

友好交流祝賀会で（友好交流特別貢献賞授与式）
友好交流祝贺会上友好交流特别奖颁发仪式
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木康夫会長から、受賞の喜びや感謝とともに、今後も両
県省を繋ぐ架け橋として邁進する決意が述べられました。
親睦を深めるとともに、宴の終盤には、おもてなしの演出と
して、よさこい踊り等が披露され、祝賀会は盛況のうちに幕
を閉じました。
　20日午前には、一部訪問団が離高し、残った方々は分
野別に精力的に交流日程をこなされました。省長をはじめ
とする一行は、武石利彦高知県議会議長表敬をされた
後、高知城周辺や桂浜を散策し、高知龍馬空港から離高
されました。
　来高された皆様に十分なおもてなしができたかは分かり
ませんが、高知の自然、文化、そして人柄に接していただく
機会を得たことは大変意義深いものと思います。ある訪問
団の方からは、高知県民の真心と仕事への姿勢について
称賛をいただきましたが、これは、携わる一人一人の胸の
内に、大きな励みとなりました。
　今回、覚書の締結により、両県省が戦略的に協力を進
めていくための具体的な協議が各分野において進められ

つつあります。例
えば、観光分野で
は観光振興部長
が昨年7月に安
徽省旅遊局長を
訪問し、相互観
光交流に関する
会談を行いまし

た。また、現地では、旅遊局
のご協力により、県内観光
関係者とともに、安徽省内
のメディア・旅行会社を対
象とした高知県プロモー
ションを行い、50名を超える
方々の参加を得ることがで
きました。更には、室戸世界
ジオパークと友好交流提携を予定しています天柱山世界
ジオパークの関係者の方 と々面談し、将来的に国際的な
ジオパークネットワーク構築に向けての意見交換を行いま
した。
　その他にも、9月に合肥市で開催された安徽省農業産
業化交易会では、安徽省に無償提供いただいた高知県
ブースで、県産品の展示、試食、観光PR等を行うことがで
きました。また、教育、林業等の分野では、これまでの友好
交流の流れを継承し、淮南市訪問団受入れ（5月）や県林
業技術職員の派遣（9月）また省林業機関職員の受入（2
月）を行うとともに、新たな交流の協議も始まりました。
　平成26年には、高知県と安徽省との友好提携20周
年を迎えます。この節目に向けて、官民協働で共に分野の
枠を超えた情報交換・共有も図りながら、実り多い交流
へと結びつけていきたいと考えています。

友好交流祝賀会で
（十人十彩によるよさこい踊り）
友好交流祝贺会上

“ 十人十彩 ”组合表演夜来节舞蹈

友好交流祝賀会で（踊る参加者）
友好交流祝贺会上安徽来宾参加跳夜来节舞蹈

県議会議長表敬訪問
访问县议会议长

安徽省政府代表団（高知城を背にして）
安徽省政府代表团（高知城合影）

知事・省長会談
知事·省长会谈
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知 事 进 行 了 热

情会谈，此外也

安 排 了 签 署 备

忘录、高知县实

地参观考察、欢

迎晚宴等活动。

此外，本次安徽

政 府 访 问 团 的

接 待 准 备 工 作

也 得 到 高 知 县

国际交流协会及

高知县日中友好协会的大力支持。

    安徽省农业、林业、教育访问团18日先到达高知，李斌省

长一行于19日下午抵达高知。

    19号下午5点30分左右，两省县的省长知事及相关人员

汇聚一堂，进行了热情的会谈，在会谈中双方对今后的交流

合作的重要性达成了共识，并在会谈结束后签署并交换了

《安徽省高知县为加深交流与合作的备忘录》及教育、旅游、

农业、林业、世界地质公园相关的交流合作备忘录。

    在备忘录签署仪式结束后，高知县举行了“高知县安徽省

友好交流祝贺会”，高知县内有超过百人的相关人员参加了

友好交流祝賀会で（友好交流特別貢献賞授与式）
友好交流祝贺会上友好交流特别奖颁发仪式
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木康夫会長から、受賞の喜びや感謝とともに、今後も両
県省を繋ぐ架け橋として邁進する決意が述べられました。
親睦を深めるとともに、宴の終盤には、おもてなしの演出と
して、よさこい踊り等が披露され、祝賀会は盛況のうちに幕
を閉じました。
　20日午前には、一部訪問団が離高し、残った方々は分
野別に精力的に交流日程をこなされました。省長をはじめ
とする一行は、武石利彦高知県議会議長表敬をされた
後、高知城周辺や桂浜を散策し、高知龍馬空港から離高
されました。
　来高された皆様に十分なおもてなしができたかは分かり
ませんが、高知の自然、文化、そして人柄に接していただく
機会を得たことは大変意義深いものと思います。ある訪問
団の方からは、高知県民の真心と仕事への姿勢について
称賛をいただきましたが、これは、携わる一人一人の胸の
内に、大きな励みとなりました。
　今回、覚書の締結により、両県省が戦略的に協力を進
めていくための具体的な協議が各分野において進められ

つつあります。例
えば、観光分野で
は観光振興部長
が昨年7月に安
徽省旅遊局長を
訪問し、相互観
光交流に関する
会談を行いまし

た。また、現地では、旅遊局
のご協力により、県内観光
関係者とともに、安徽省内
のメディア・旅行会社を対
象とした高知県プロモー
ションを行い、50名を超える
方々の参加を得ることがで
きました。更には、室戸世界
ジオパークと友好交流提携を予定しています天柱山世界
ジオパークの関係者の方 と々面談し、将来的に国際的な
ジオパークネットワーク構築に向けての意見交換を行いま
した。
　その他にも、9月に合肥市で開催された安徽省農業産
業化交易会では、安徽省に無償提供いただいた高知県
ブースで、県産品の展示、試食、観光PR等を行うことがで
きました。また、教育、林業等の分野では、これまでの友好
交流の流れを継承し、淮南市訪問団受入れ（5月）や県林
業技術職員の派遣（9月）また省林業機関職員の受入（2
月）を行うとともに、新たな交流の協議も始まりました。
　平成26年には、高知県と安徽省との友好提携20周
年を迎えます。この節目に向けて、官民協働で共に分野の
枠を超えた情報交換・共有も図りながら、実り多い交流
へと結びつけていきたいと考えています。

友好交流祝賀会で
（十人十彩によるよさこい踊り）
友好交流祝贺会上

“ 十人十彩 ”组合表演夜来节舞蹈

友好交流祝賀会で（踊る参加者）
友好交流祝贺会上安徽来宾参加跳夜来节舞蹈

県議会議長表敬訪問
访问县议会议长

安徽省政府代表団（高知城を背にして）
安徽省政府代表团（高知城合影）

知事・省長会談
知事·省长会谈
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　日中国交正常化40周年記念としての、高知県日中
友好協会「文化・歴史を訪ねる旅」（平成24年9月
10日～17日）に、高知県安徽省友好交流委員会の一
員として参加した。安徽省は歴史が古く、省都合肥市は
人口約700万人、うち市街地人口は約200万人で
あるが、建築中の高層住宅ビルが数多く目に付いた。
その分不動産価格の上昇も著しいが、都市整備を始め
として、中国内陸部の発展は急激に進んでいる。ただ、
近代化が進み、高学歴者や富裕層の多い上海とは多
少雰囲気も異なり、都市と地方の格差を感じる。
　滞在中の9月11日に、日本政府の尖閣諸島国有化
が発表されたが、特に大きな問題となるようなことは
なかった。ただ、包公祠では出口で「釣
魚島は中国国有の領土である」旨の文
字が目に付いた。入場するときには無
かったが、私たちが日本人とわかったこ
とへのすばやい対応に驚いた。
　ところで、反日デモは、一部ではある
が、日本企業に大きな被害をもたらし
た。トヨタなど操業を停止。日中両国の
観光客も激減。また、中国政府は日中
国交正常化40周年記念式典を中止し
た。
　13億人超の人口の中国は多種多
様な階層を抱えている。日本に対する
感情は、都市によっても違うし、年齢や

所得等によりいろいろ様々であろう。こうした状況が続
けば、カントリーリスクや人件費などコストの上昇等も
あり、中国からの撤退が始まることが懸念される。中国
国内に展開されている流通、物流、飲食などのサービ
ス産業は日本企業名をはずしたりすることが起こりう
る。だが、日中は貿易を始めとして、いまや切っても切
れない相互依存関係にあり、GDP世界第2位と3位
の国であり、国際的な経済へ与える影響も大きい。
　歴史的にもわが国と関係が深い中国との関係改善
には、あらゆるチャネルを通じ、これからもこのような
地道な民間交流を続けることが極めて重要である。

　为纪念中日邦交正常化40周年，作为高知县安徽省友好交

流委员会的一员，我参加了由高知县日中友好协会组织的

“徽州文化·历史之旅”（2012.9.10～17）访华活动。安徽省

历史悠久，省会合肥人口约700多万，其中市内人口约200多

万，市区内高楼林立，高层住宅随处可见，相应房价也在迅速

攀升，作为中国的内陆城市之一在迅速发展。然而从城市发

达程度来看和上海这样的大城市相比较还是有一定的差距。

    在9月11日我们参观了合肥的历史名胜---包公祠，也正

是这天日本政府宣布将钓鱼岛国有化，在我们参观完“包公

祠”出来时，发现在门口有这样的宣传标语---“钓鱼岛是中

国的固有领土”，我们非常吃惊，因为在我们进去的时候还没

有，大概是在知道我们是日本人后迅速做出的宣传标语。

    因为此次钓鱼岛国有化引起的中国反日游行给在华日企

带来了巨大损失，丰田等多家日企的工厂生产暂停，中日两

国的旅游人数锐减，而且中国政府也暂停了中日邦交正常化

40周年庆典活动。

    拥有13亿人口的中国同时也拥有着复杂的社会阶层。国

民的对日情感也会因为城市、年龄等差异而不同。而如果这

种反日情绪没有转变的话，在华投资日企的政治风险、人事

费等各项成本将会上升，也就有可能从中国撤资、退出中国

市场。这样的话，在中国的商务、物流、饮食等服务行业将不

会出现日本企业的名字。然而如今的中日贸易关系已经是无

法分割的相互依存关系，而且作为GDP分别位居世界第2位

和第3位的中日两国对世界经济也有着举足轻重的影响。

    中国和日本有着很深的历史渊源，我们应该通过各种渠

道努力去改善中日关系，加强民间交流显得尤为重要。

徽州文化·历史之旅

高知県安徽省友好交流委員会
会長　青木 章泰

高知县安徽省友好交流委员会
会长　青木 章泰
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　昨年5月18日（金）～ 24日（木）の日程で、私たち連合高知と友
好交流協定を結んでいる安徽省総工会を6名のメンバーで訪
れた。
　早いもので交流会も今回で13回目を数える。交流を重ねる度
に友好の絆の重要性、また、自分たちが新たな歴史を加えている
といったことを身を持って感じるとともに今回も団員一人ひとりが
隣国をより身近に感じることができた。

　また、私自身も
日程が具体化す
るなかで、隣国の
朋友との再会を
まるで恋人と会
えるように心待ち
にしていたし、実
際、再会した時の
感動もひとしおで
あった。
　今回は、貧困

援助センターや日立建機を訪問するなかで、貴重な体験をすると
ともに刻一刻と変化をする素晴らしい黄山、歴史を感じる老街や
古村、風光明媚な伝説の湖・西湖を観光する等、心身ともに満
喫をする交流であった。
　外交の状況等、少し心配をする部分もあるが、今日まで年輪を
重ねてきた総工会や朋友との絆は、今後とも大切にしていきた
い。
【貧困援助センター】
　働くことや生活をしていくうえで困難な問題の相談や解決に
向けて助力を行なう部署であり、具体的には、週3回の法律相談
や以下の課題について窓口を設け対応している。

① 就職困難
② 文芸･体育（生活を豊かに）
③ 離職･求職者に対する生活サービス提供
④ 技術協会
⑤ 増加している農民出稼ぎ労働者及び家族に対する支援
⑥ 再就職及び大卒者に対する就職支援
⑦ 組織（工会）を立ち上げるための相談窓口
⑧ 法律相談

⑨ 労働問題解決へ向けての調停
【日立建機（中国）有限公司】
　ショベルカー等の製造を行っている。1995年設立。設立当初
従業員300人、現在、3,500人。収益は、120億元から1600億
元になっている。
（会社代表）
　中国における日本企業160企業のなかでも利益が一番大き
く代表的存在。世界における日立企業のなかでも利益の良いと
ころ。ここまで発展できたのは、政府のバックアップ、労働組合と
の連携、社員の努力。
（組合代表）
　3,500人のうち派遣1,000人を除き100％組合員。企業と組
合は、車の両輪で企業の方針･政策を組合員に対してどう理解
をして戴くかが組合の仕事。企業には、14の分科会があり、毎月1
回会議。会議の目的は、① 社員からの要求･相談、② 方針･政
策の検討等で、組合として、① 社員の利益を守る、② 企業の発
展に向け努力。
（日本人部長2名）

① 情報の共有化のために週1回部長会議を開催（メン
バーは、日本人部長と中国人メンバー、労組委員長）内
容は、会社が直面している課題や方向性を共有。

② 中国人の方にも力を発揮して戴きたいとの考え方で、日
本と中国双方の技術･人事交流の実施。

③ お互いの利益確保が重要であり、企業内でのコミュニ
ケーションの充実に力を入れている。

（代表と二人の部長）
　市場や業界の変動要素があるなか、バブル崩壊や金融危機
を乗り越えてきた。
　リストラの指示があったものの本社の理解を得るなか、実施せ
ず再教育で乗りきってきた。

＊安徽省総工会
　1953年設立。組合員は現在
700万人を超える。
　1999年に連合高知と相互
友好交流協定を締結

連
合
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　間
嶋 
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一

　去年 5 月 18 日至 24 日，包括我在内的六名连合高知的成员访问了
安徽省总工会。安徽省总工会与连合高知于1999年结为友好合作关系。
　本次安徽之行已是双方进行的第 13 次交流访问活动。每次互访活动
都会让我觉得双方友好交流的重要性。此次访问让每一位参访成员对
现在的中国有了新的认识，同时也更让大家对这个一衣带水的邻国多
了一份亲切感。
　在此次访问中，我个人也在空闲时间见了一下邻国的友人，那种急
切想要见到老朋友的感觉就像是恋人之间相逢的期待，尤其是真正见
到老朋友后内心格外的激动。
　这次访问中，我们参观了贫困援助中心、日立建机，也攀登了如入
仙境的黄山，感受了带有浓厚历史气息的古镇、老街，欣赏了风景美
丽的西湖，可以说本次的访问是一次让人身心愉悦的旅行。
　对于现在两国的外交形势我有些担心，这也让我更加珍惜与安徽总
工会及老朋友之间那份深厚的友情。

“ 贫困援助中心 ”
　主要向在工作、生活上出现困难或问题的人提供咨询、帮助。一周
3 次的法律咨询、设立以下服务窗口。
①就业

②文艺 · 体育等生活方面
③对于离职、求职者提供咨询
④技术咨询
⑤为外出务工者及家属提供帮助
⑥对再就业者、大学毕业生提供帮助

⑦组织建设咨询窗口
⑧法律咨询
⑨劳务纠纷调解

“ 日立建机（中国）有限公司 ”
主要是挖掘机的生产，1995 年建立，建立初期职员为 300 人，现在为
3500 人。年营业额由最初的 120 亿元到现在的 1600 亿元。

（公司代表）
　日立建机是中国 160 家日资企业中销售利润最大，即便在世界日资
企业中也是效益最好的企业之一。在中国当地政府、工会的支持下，
公司职员的努力下，日立建机取得了飞跃的发展。

（工会代表）
　现有的 3500 人的职员中除去 1000 人的外派职员以外，其他职员均
为工会成员。工会的主要职责是协调、解决工会成员与公司之间产生
的分歧与问题。企业内部分为 14 个科会，每个月一次会议。会议的目
的在于以下几个方面﹕①公司职员的意愿、请求 ②工会的规章制度的
制定 ③公司职员的权利、利益维护 ④公司发展

（日籍部长）

①每周举行一次部长会议（成员为日籍部长、中国职员、工会主席），
会议能容﹕公司所面临的问题及今后的发展。
②发挥公司内中国职员的能力，以这样的想法来达到中日双方的技术、
人事的交流、沟通。
③保障相互的利益，加强企业内部的沟通。

（代表和两个部长）
　应对市场、业界变化产生的泡沫经济、经济危机。
　在得到职员解雇通知后，在获取公司同意的的情况下并不立刻解雇
员工，而是采取对员工再教育。
* 安徽省总工会
1953 年建立，目前工会成员已超过 700 万人。
1999 年安徽总工会与连合高知缔结友好合作关系。
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「文化・歴史を訪ねる旅」に参加して

楚王陵にて（江蘇省徐州市）※筆者右から二人目
楚王陵（江苏省徐州市）※笔者为右起第二人

日立建機（中国）有限公司
日立建机（中国）有限公司

安徽省 総工会 王主席との会談
安徽省 总工会 与王主席会谈

貧困援助センター
贫困援助中心
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観光客も激減。また、中国政府は日中
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た。
　13億人超の人口の中国は多種多
様な階層を抱えている。日本に対する
感情は、都市によっても違うし、年齢や

所得等によりいろいろ様々であろう。こうした状況が続
けば、カントリーリスクや人件費などコストの上昇等も
あり、中国からの撤退が始まることが懸念される。中国
国内に展開されている流通、物流、飲食などのサービ
ス産業は日本企業名をはずしたりすることが起こりう
る。だが、日中は貿易を始めとして、いまや切っても切
れない相互依存関係にあり、GDP世界第2位と3位
の国であり、国際的な経済へ与える影響も大きい。
　歴史的にもわが国と関係が深い中国との関係改善
には、あらゆるチャネルを通じ、これからもこのような
地道な民間交流を続けることが極めて重要である。

　为纪念中日邦交正常化40周年，作为高知县安徽省友好交

流委员会的一员，我参加了由高知县日中友好协会组织的

“徽州文化·历史之旅”（2012.9.10～17）访华活动。安徽省

历史悠久，省会合肥人口约700多万，其中市内人口约200多

万，市区内高楼林立，高层住宅随处可见，相应房价也在迅速

攀升，作为中国的内陆城市之一在迅速发展。然而从城市发

达程度来看和上海这样的大城市相比较还是有一定的差距。

    在9月11日我们参观了合肥的历史名胜---包公祠，也正

是这天日本政府宣布将钓鱼岛国有化，在我们参观完“包公

祠”出来时，发现在门口有这样的宣传标语---“钓鱼岛是中

国的固有领土”，我们非常吃惊，因为在我们进去的时候还没

有，大概是在知道我们是日本人后迅速做出的宣传标语。

    因为此次钓鱼岛国有化引起的中国反日游行给在华日企

带来了巨大损失，丰田等多家日企的工厂生产暂停，中日两

国的旅游人数锐减，而且中国政府也暂停了中日邦交正常化

40周年庆典活动。

    拥有13亿人口的中国同时也拥有着复杂的社会阶层。国

民的对日情感也会因为城市、年龄等差异而不同。而如果这

种反日情绪没有转变的话，在华投资日企的政治风险、人事

费等各项成本将会上升，也就有可能从中国撤资、退出中国

市场。这样的话，在中国的商务、物流、饮食等服务行业将不

会出现日本企业的名字。然而如今的中日贸易关系已经是无

法分割的相互依存关系，而且作为GDP分别位居世界第2位

和第3位的中日两国对世界经济也有着举足轻重的影响。

    中国和日本有着很深的历史渊源，我们应该通过各种渠

道努力去改善中日关系，加强民间交流显得尤为重要。

徽州文化·历史之旅

高知県安徽省友好交流委員会
会長　青木 章泰

高知县安徽省友好交流委员会
会长　青木 章泰
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　昨年5月18日（金）～ 24日（木）の日程で、私たち連合高知と友
好交流協定を結んでいる安徽省総工会を6名のメンバーで訪
れた。
　早いもので交流会も今回で13回目を数える。交流を重ねる度
に友好の絆の重要性、また、自分たちが新たな歴史を加えている
といったことを身を持って感じるとともに今回も団員一人ひとりが
隣国をより身近に感じることができた。

　また、私自身も
日程が具体化す
るなかで、隣国の
朋友との再会を
まるで恋人と会
えるように心待ち
にしていたし、実
際、再会した時の
感動もひとしおで
あった。
　今回は、貧困

援助センターや日立建機を訪問するなかで、貴重な体験をすると
ともに刻一刻と変化をする素晴らしい黄山、歴史を感じる老街や
古村、風光明媚な伝説の湖・西湖を観光する等、心身ともに満
喫をする交流であった。
　外交の状況等、少し心配をする部分もあるが、今日まで年輪を
重ねてきた総工会や朋友との絆は、今後とも大切にしていきた
い。
【貧困援助センター】
　働くことや生活をしていくうえで困難な問題の相談や解決に
向けて助力を行なう部署であり、具体的には、週3回の法律相談
や以下の課題について窓口を設け対応している。

① 就職困難
② 文芸･体育（生活を豊かに）
③ 離職･求職者に対する生活サービス提供
④ 技術協会
⑤ 増加している農民出稼ぎ労働者及び家族に対する支援
⑥ 再就職及び大卒者に対する就職支援
⑦ 組織（工会）を立ち上げるための相談窓口
⑧ 法律相談

⑨ 労働問題解決へ向けての調停
【日立建機（中国）有限公司】
　ショベルカー等の製造を行っている。1995年設立。設立当初
従業員300人、現在、3,500人。収益は、120億元から1600億
元になっている。
（会社代表）
　中国における日本企業160企業のなかでも利益が一番大き
く代表的存在。世界における日立企業のなかでも利益の良いと
ころ。ここまで発展できたのは、政府のバックアップ、労働組合と
の連携、社員の努力。
（組合代表）
　3,500人のうち派遣1,000人を除き100％組合員。企業と組
合は、車の両輪で企業の方針･政策を組合員に対してどう理解
をして戴くかが組合の仕事。企業には、14の分科会があり、毎月1
回会議。会議の目的は、① 社員からの要求･相談、② 方針･政
策の検討等で、組合として、① 社員の利益を守る、② 企業の発
展に向け努力。
（日本人部長2名）

① 情報の共有化のために週1回部長会議を開催（メン
バーは、日本人部長と中国人メンバー、労組委員長）内
容は、会社が直面している課題や方向性を共有。

② 中国人の方にも力を発揮して戴きたいとの考え方で、日
本と中国双方の技術･人事交流の実施。

③ お互いの利益確保が重要であり、企業内でのコミュニ
ケーションの充実に力を入れている。

（代表と二人の部長）
　市場や業界の変動要素があるなか、バブル崩壊や金融危機
を乗り越えてきた。
　リストラの指示があったものの本社の理解を得るなか、実施せ
ず再教育で乗りきってきた。

＊安徽省総工会
　1953年設立。組合員は現在
700万人を超える。
　1999年に連合高知と相互
友好交流協定を締結
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　去年 5 月 18 日至 24 日，包括我在内的六名连合高知的成员访问了
安徽省总工会。安徽省总工会与连合高知于1999年结为友好合作关系。
　本次安徽之行已是双方进行的第 13 次交流访问活动。每次互访活动
都会让我觉得双方友好交流的重要性。此次访问让每一位参访成员对
现在的中国有了新的认识，同时也更让大家对这个一衣带水的邻国多
了一份亲切感。
　在此次访问中，我个人也在空闲时间见了一下邻国的友人，那种急
切想要见到老朋友的感觉就像是恋人之间相逢的期待，尤其是真正见
到老朋友后内心格外的激动。
　这次访问中，我们参观了贫困援助中心、日立建机，也攀登了如入
仙境的黄山，感受了带有浓厚历史气息的古镇、老街，欣赏了风景美
丽的西湖，可以说本次的访问是一次让人身心愉悦的旅行。
　对于现在两国的外交形势我有些担心，这也让我更加珍惜与安徽总
工会及老朋友之间那份深厚的友情。

“ 贫困援助中心 ”
　主要向在工作、生活上出现困难或问题的人提供咨询、帮助。一周
3 次的法律咨询、设立以下服务窗口。
①就业

②文艺 · 体育等生活方面
③对于离职、求职者提供咨询
④技术咨询
⑤为外出务工者及家属提供帮助
⑥对再就业者、大学毕业生提供帮助

⑦组织建设咨询窗口
⑧法律咨询
⑨劳务纠纷调解

“ 日立建机（中国）有限公司 ”
主要是挖掘机的生产，1995 年建立，建立初期职员为 300 人，现在为
3500 人。年营业额由最初的 120 亿元到现在的 1600 亿元。

（公司代表）
　日立建机是中国 160 家日资企业中销售利润最大，即便在世界日资
企业中也是效益最好的企业之一。在中国当地政府、工会的支持下，
公司职员的努力下，日立建机取得了飞跃的发展。

（工会代表）
　现有的 3500 人的职员中除去 1000 人的外派职员以外，其他职员均
为工会成员。工会的主要职责是协调、解决工会成员与公司之间产生
的分歧与问题。企业内部分为 14 个科会，每个月一次会议。会议的目
的在于以下几个方面﹕①公司职员的意愿、请求 ②工会的规章制度的
制定 ③公司职员的权利、利益维护 ④公司发展

（日籍部长）

①每周举行一次部长会议（成员为日籍部长、中国职员、工会主席），
会议能容﹕公司所面临的问题及今后的发展。
②发挥公司内中国职员的能力，以这样的想法来达到中日双方的技术、
人事的交流、沟通。
③保障相互的利益，加强企业内部的沟通。

（代表和两个部长）
　应对市场、业界变化产生的泡沫经济、经济危机。
　在得到职员解雇通知后，在获取公司同意的的情况下并不立刻解雇
员工，而是采取对员工再教育。
* 安徽省总工会
1953 年建立，目前工会成员已超过 700 万人。
1999 年安徽总工会与连合高知缔结友好合作关系。
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「文化・歴史を訪ねる旅」に参加して

楚王陵にて（江蘇省徐州市）※筆者右から二人目
楚王陵（江苏省徐州市）※笔者为右起第二人

日立建機（中国）有限公司
日立建机（中国）有限公司

安徽省 総工会 王主席との会談
安徽省 总工会 与王主席会谈

貧困援助センター
贫困援助中心



高知大学中国语言中心客座讲师　王 永东高知大学中国语言中心简介

　高知大学中国語センターは各界の皆様の多大なご協
力のおかげで2012年5月に開所式が行われました。それ
は高知県と安徽省、高知大学と安徽大学の合作の結晶
です。それでは、両校の連携および中国語センターの設立
について簡単にご紹介させていただきます。
　高知大学は10年前から安徽大学と大学間交流協定
を結んでいます。安徽大学の陸勤毅書記が6年前
（2006年に）高知大学を訪問されました。高知大学の受
田副学長も翌年に（2007年に）安徽大学を訪問されまし
た。安徽大学にて「高知大学と安徽大学との間の学術交
流協定書」の更新がされました。そして、日本語教育セン

ター設立に関する意見
交 換もされました。
2010年に安徽大学
の王副学長が高知大
学を訪問され、中国語
教育センター設置につ
いての意見交換が行
われました。2011年7
月に「高知大学と安徽
大学との間の中国語
センター開設に関する
覚書」が調印されました。
最近では2012年の5
月に安徽大学の黄徳
宽書記が高知大学を
表敬訪問されました。そ
のときに合わせて、中
国語センターの開所式

が行われました。
　中国語センターは国際・地域連携センターに所属して
います。中国語センター における業務は大きく三つに分
けられます。１、中国語能力の向上を目指しています。国際
人材特別教育プログラムへの協力をしたり、在学生の語
学養成及び実地指導をしたり、中国語講座の開講などを
します。２、学生・教員の受入れ及び派遣の業務をします。
学生の相互派遣、教員の受入れ・派遣に関する各種手
続き等業務を担当しています。短期留学・短期研修体
験の受入れもやっています。３、安徽大学の日本における
海外拠点で、大学間交流及び広報活動の窓口として活

高知大学中国語センター客員講師　王 永東

   高知大学中国语言中心在社会各界的大力关心和支持下，

于2012年5月举办了挂牌仪式。它是高知县和安徽省、高知

大学和安徽大学的合作结晶，下面简单介绍一下中国语言中

心。

　高知大学10年前和安徽大学签订了校际合作协议。安徽

大学的陆勤毅书记于6年前（2006年）访问了高知大学。高知

大学受田副校长于翌年（2007年）访问了安徽大学，并签署

了高知大学和安徽大学学术交流议定书。同时就日本语教育

中心的设立交换了意见。2010年安徽大学的王副校长访问

高知大学，双方就在高知大学设立中国语言中心交换了意见。

2011年7月，正式签署了高知大学和安徽大学关于开设中国

语言中心的备忘录。最近的2012年5月，安徽大学的黄德宽

书记访问了高知大学，借此机会举行了中国语言中心揭牌仪

式。

　中国语言中心属高知大学国际·地域连携中心下属机构，

其业务大致可分为三类。1、中文教育。比如承担国际人才培

养专业的教学、开设大学中文选修课程、提供学习指导、开设

中文讲座等。2、协助办理两校间的人员往来的手续。比如学

生互派、工作人员互派等各种手续的咨询、办理等，同时也为

办理短期留学、短期研修等手续提供协助。3、作为安徽大学

高知大学中国语言中心简介

高知大学中国語センター
について
高知大学中国語センター
について
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躍しています。
　実は中国語センターが設立されるまで、両校の人事交
流は皆様のおかげで着実に発展してきました。2009年
以来、高知大学から日本語の先生を毎年一名安徽大学
へ派遣することになり、安徽大学の日本語教育と学術交
流に多大な貢献をされています。一方、高知大学は2008
年に初めて安徽大学外語学院日本語学科の3年生を交
換留学生（女子学生3名）を受入れました。安徽大学から
2012年度より毎年10名の学部学生を短期留学生とし
て高知大学に派遣することになりました。
　私は2012年4月に中国語センターのスタッフとして高
知大学に派遣されました。高知大学の客員講師として今
まで以下の業務をやっています。

　学内活動
１、 中国語のコースを担当しています。週に5コマで、
中国語だけでなく、中国文化も学生に紹介し、学
生と交流ができてうれしく思っています。

２、 留学説明会を行いました。
３、 公開講座10回分を受け持っています。5回は実
践中国語で既に終了しましたが、残りの5回は
中国文化について行う予定です。

４、 中国の協定校との人事交流などのお手伝いもさ
せていただいています。

　学外活動
１、 SGG協会のボランティアとして月に一回勉強会
に参加しています。　

 今までの活動では足りないところがまだまだたくさ
んあると思いますが、ご指摘と指導をお願いいた
します。

的海外据点和窗口，促进校际合作的发展。

  实际上中国语言中心设立之前，两校间的人员交流已经在

扎实推进。2009年以来，高知大学每年向安徽大学派遣一名

教师，为安徽大学的日语教育和学术交流做出了卓越的贡献。

另一方面，高知大学自2008年开始接收3名安徽大学日语专

业的交换留学生起，短期交换留学生现在已经增加到每年

10人次。

  本人于2012年4月份作为中国语言中心的工作人员被派

遣到高知大学，作为客座讲师从事以下业务。

　校内活动

1、中文教学。每周5节课，不仅介绍中国语言，还有中国

文化，很高兴能够有这个机会能和学生们进行交流。

2、举办留学说明会。

3、开设10次公开讲座，5次中国语言讲座已经结束，正

在筹备5次文化讲座。

4、协助高知大学 办理和中国合作院校的人员交流等

相关手续。

　校外活动

1、参加每月一次的SGG协会的志愿者组织学习活动。

感谢大家的帮助和支持，工作中很有很多不足的地方，

欢迎大家指导和批评。
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高知大学脇口学長（右）と、安徽大学黄書記の看板上掲
高知大学脇口校长（右） 安徽大学黄书记 为中心揭牌

中国文化講座
中国文化讲座

中国語センター開所式
中国语中心揭牌仪式
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高知大学中国語センター客員講師　王 永東

   高知大学中国语言中心在社会各界的大力关心和支持下，

于2012年5月举办了挂牌仪式。它是高知县和安徽省、高知

大学和安徽大学的合作结晶，下面简单介绍一下中国语言中

心。

　高知大学10年前和安徽大学签订了校际合作协议。安徽

大学的陆勤毅书记于6年前（2006年）访问了高知大学。高知

大学受田副校长于翌年（2007年）访问了安徽大学，并签署

了高知大学和安徽大学学术交流议定书。同时就日本语教育

中心的设立交换了意见。2010年安徽大学的王副校长访问

高知大学，双方就在高知大学设立中国语言中心交换了意见。

2011年7月，正式签署了高知大学和安徽大学关于开设中国

语言中心的备忘录。最近的2012年5月，安徽大学的黄德宽

书记访问了高知大学，借此机会举行了中国语言中心揭牌仪

式。

　中国语言中心属高知大学国际·地域连携中心下属机构，

其业务大致可分为三类。1、中文教育。比如承担国际人才培

养专业的教学、开设大学中文选修课程、提供学习指导、开设

中文讲座等。2、协助办理两校间的人员往来的手续。比如学

生互派、工作人员互派等各种手续的咨询、办理等，同时也为

办理短期留学、短期研修等手续提供协助。3、作为安徽大学

高知大学中国语言中心简介

高知大学中国語センター
について
高知大学中国語センター
について
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躍しています。
　実は中国語センターが設立されるまで、両校の人事交
流は皆様のおかげで着実に発展してきました。2009年
以来、高知大学から日本語の先生を毎年一名安徽大学
へ派遣することになり、安徽大学の日本語教育と学術交
流に多大な貢献をされています。一方、高知大学は2008
年に初めて安徽大学外語学院日本語学科の3年生を交
換留学生（女子学生3名）を受入れました。安徽大学から
2012年度より毎年10名の学部学生を短期留学生とし
て高知大学に派遣することになりました。
　私は2012年4月に中国語センターのスタッフとして高
知大学に派遣されました。高知大学の客員講師として今
まで以下の業務をやっています。

　学内活動
１、 中国語のコースを担当しています。週に5コマで、
中国語だけでなく、中国文化も学生に紹介し、学
生と交流ができてうれしく思っています。

２、 留学説明会を行いました。
３、 公開講座10回分を受け持っています。5回は実
践中国語で既に終了しましたが、残りの5回は
中国文化について行う予定です。

４、 中国の協定校との人事交流などのお手伝いもさ
せていただいています。

　学外活動
１、 SGG協会のボランティアとして月に一回勉強会
に参加しています。　

 今までの活動では足りないところがまだまだたくさ
んあると思いますが、ご指摘と指導をお願いいた
します。

的海外据点和窗口，促进校际合作的发展。

  实际上中国语言中心设立之前，两校间的人员交流已经在

扎实推进。2009年以来，高知大学每年向安徽大学派遣一名

教师，为安徽大学的日语教育和学术交流做出了卓越的贡献。

另一方面，高知大学自2008年开始接收3名安徽大学日语专

业的交换留学生起，短期交换留学生现在已经增加到每年

10人次。

  本人于2012年4月份作为中国语言中心的工作人员被派

遣到高知大学，作为客座讲师从事以下业务。

　校内活动

1、中文教学。每周5节课，不仅介绍中国语言，还有中国

文化，很高兴能够有这个机会能和学生们进行交流。

2、举办留学说明会。

3、开设10次公开讲座，5次中国语言讲座已经结束，正

在筹备5次文化讲座。

4、协助高知大学 办理和中国合作院校的人员交流等

相关手续。

　校外活动

1、参加每月一次的SGG协会的志愿者组织学习活动。

感谢大家的帮助和支持，工作中很有很多不足的地方，

欢迎大家指导和批评。
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高知大学脇口学長（右）と、安徽大学黄書記の看板上掲
高知大学脇口校长（右） 安徽大学黄书记 为中心揭牌

中国文化講座
中国文化讲座

中国語センター開所式
中国语中心揭牌仪式



- 7 -

発行：

Tel／088-875-0022  Fax／088-875-4929
E-mail／info_kia@kochi-kia.or.jp
Homepage／http://www.kochi-kia.or.jp／

事務局
中国語翻訳 ： 劉 淼
〒780-0870　高知市本町4-1-37
（公財）高知県国際交流協会内
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2,000円
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詳しくは
事務局まで

　「光陰矢の如し」といいますが、私が国際交流員として高知に来て
もうすぐ一年になります。この一年間、仕事だけでなく日常生活でも
いろいろな人との出会いがあり、いろいろな体験や見聞を広めること
ができ、貴重な勉強の機会を頂きました。そして、高知の魅力や高知
県人の温かさを感じることができました。

　高知県は果てしなく広がる太平
洋に面し、緑豊かな山々に取り囲
まれています。中国内陸部の河南
省に生まれ、ほとんど海と山を見
たことがない私にとってこの景色
は非常に新鮮で、高知の自然に
強く惹かれました。昨年７月、県庁
観光政策課が主催した観光モニ
ターツアーに参加し、高知の有名
な観光スポットである桂浜に連れ

て行ってもらいました。雄大な太平洋の美しさや高知ならではの海岸
沿いの街の美しさを感じることができました。勤務先である高知県庁
のすぐ後ろには、高知のもう一つの名所である高知城があります。仕
事の休憩時間に、県庁の屋上へ高知城をよく見に行きます。高知
城は、季節や天候によって、それぞれ違う美しい眺めを見せてくれる
のが、私にとっての魅力です。
　また、高知には美味しい食べ物がたくさんあります。なかでも皿鉢
料理は、大ぶりの皿に刺身などの海の幸や山の幸、美味しい食べ
物を盛り合わせるという高知県独特の郷土料理です。初めて、この
皿鉢料理を見た時には本当に驚き、そして感動しました。たぶん、こ
の皿鉢料理こそ高知県人のお客好き、豪快さなどの県民性を表す
料理だと思います。
   これからも、もっといろいろなことを体験し、たくさんの友達を作りた
いと思います。そして、中国と日本、そして安徽省と高知の友好の掛
け橋として頑張っていきたいと思います。

魅力的な土佐、熱意あふれる高知 高知県国際交流員　劉　淼

　高知に来てよかったと思います。
　自然豊かな高知県を満喫し、日本の文化や習俗への理解も深められました。
何より地元の方 と々深い友情の絆が結ばれたからです。
　日本最後の清流といわれる四万十川、四国山脈の雄大な山々、漁業資源
が豊富な土佐湾、それに特に感動したのが風光明媚な観光名所の柏島です。
このように川も、山も、海も、島も何でもある自然に恵まれた高知県で一年間
暮らすことができたことは大変うれしく思っております。
　一方、日本独特の精緻な家屋や人々の礼儀正しさ、また高知文化の盛大
なよさこい祭り、四万十川ウルトラマラソンなど深く理解できました。高知出身
の偉大な先駆者である坂本龍馬·幸徳秋水らの活躍が、日本近代文明の歩
みを速めたお陰かもしれないと思います。封建社会から現代民主制度に変わ
り、世論の自由さにより、政府の役割を充分に果たすのを促したからこそ、国民
がのんびりとした幸せな生活を送ることができているということをしみじみと実

感致しました。
　また、日中関係が緊迫している現状にもか
かわらず、地元の方々はとても温かみのある町
だと感じました。各地への観光やカヌー体験、
海釣りにもわざわざ連れていっていただいたり、
また朝早くおいしい新鮮な果物を届けてくだ
さったこともあります。こんな温かい方々のため
にも、私が日中友好の架け橋として、「はりまや
橋」のように、両県省の友好交流のためにより
一層努力していこうと思います。
　一年という短い間でしたが、高知での生活はいつまでも忘れられないほどよ
い思い出がいっぱいできました。『遅咲きのヒマワリ』のように、私の人生もより
良くリニューアルできました。 本当に高知に来てよかったです。

高知での感想 四万十市国際交流員　劉 長生

高知县国际交流员　刘 淼魅力土佐、热情高知
　时光飞逝，转眼间来到高知已经快一年了，在这一年中，不管是在工作上
还是在日常生活中，期间的体验与见闻对于我来说都是难得的学习机会，
也让我深深地感受到高知的魅力与热情。
　面朝一望无际的太平洋，周围被连绵起伏的青山所拥簇，这就是高知市。
对于出生在中国内陆河南省，很难看到大海和高山的我来说，一来到高知
就被眼前的景色所深深吸引。今年7月份我参加了县厅观光政策课举行的
体验旅行团，去了高知有名的观光景点----桂滨，第一次感受到大海的美，
更让我觉得高知是一座非常美丽的海滨城市。就连我所工作的高知县厅的

后面就是高知另一处名胜----高知城，我在工作休息时间经常到县厅的楼
顶看高知城，它会随着季节、天气的变化而展现出不同的美丽。
　高知县有一种叫“sawachi料理”的美食，是用一个很大的盘子装上各种
高知美味的一道菜，第一次看到这么大一盘菜时，我非常吃惊，而随后心中
也涌现出一份感动，我想这恰恰展现了高知人的热情好客。
　我希望今后在高知的生活中有更多的体验，结交更多的朋友，也希望自
己的工作能为安徽省与高知县、中国与日本友好的发展尽一份绵薄之力。

四万十市国际交流员　刘 长生日本高知随感
　来到高知，实为幸运。
　既欣赏到高知美丽的自然风光，又深入了解了日本文化和习俗。当然，最
重要的是与当地人民结下了深厚的友谊之情。
　高知县是一个自然资源极其丰富的风水宝地。有日本最后的清流之称的
四万十川、有绵延不断的四国山脉、有渔业资源丰富的土佐湾，尤其令我流
连忘返的是风光明媚的旅游胜地---柏岛。在这样一个拥有山川、海洋、岛
屿等自然资源丰富的高知县生活一年，实在是一件令人高兴的事情。
　另一方面，对日本文化有了进一步的了解。日本有独特而精致的建筑，彬
彬有礼的待人态度，以及每年例行的盛大夜来节活动、四万十川超级马拉
松比赛等等。我想这些或多或少与出身于高知的坂本龙马、幸得秋水等伟
大先驱们的功绩有关，正是他们的努力才加速了日本近代文明的步伐。我

深切体会到日本由封建社会发展到现代民主制度后的社会舆论自由，这些
促使政府部门充分发挥其功能，人民才得以过上悠闲而幸福的生活。
　此外，尽管目前中日关系紧张，但仍能深切体会到当地人民质朴好客的
一面。因为他们会热情地领着你去各地观光，去体验皮划艇，去海边钓鱼等
等。甚至有人一大早就特意给你送来新鲜美味的各种水果让你品尝。为了
不辜负这些热情而又好客的人们，我作为中日友好的桥梁，努力做到像高
知县的象征---播磨屋桥一样，为安徽省和高知县的友好交流更加努力工
作。
　一年虽短，但我将永远不会忘记在高知生活的各种美好回忆。正如电视
剧《迟开的向日葵花》所描述的那样，我的人生亦将换然一新。
　高知，不虚来此一行。

四万十市 四ケ村溝の水車の故郷
四万十市 四村灌溉沟的水车故乡

四万十市 酒米収穫の様子
四万十市 酒米收获的情景
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