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1 JICAインド事務所でのレクチャー 

 参加者：兵庫県代表団（井戸知事以下５名）神戸市代表団（岡口副市長以下７名） 

     兵庫県議会議員（高橋・小池）、神戸市会議員（安井・山下） 

 

 所長の坂本氏よりレクチャーを受けました。坂本氏は前回の訪印時に、アーメ

ダバードの高速鉄道調査の発表会ですれ違っていましたが、この度事務所にて

お話を伺うことができました。 

 「インドはバラエティーに富んでいる、数あるインド諸州の中においてグジ

ャラートを選ばれたことは先見の明がある。」と評価をいただきました。兵庫県

とは地震やみなとでつながっていたのだが、遡ると関東大震災の時に、インド

ソサエティが東京や横浜から移住してきて大阪・神戸に居を構えたことが現在

の在神インドコミュニティの始まりであったことを初めて知りました。 

また現在の在京大使（スジャン・R・チノイ氏）もグジャラート州出身で、大き

な縁を感じます。 
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坂本氏はお話の中で、JICA を使うメリットとしてインドにおいて民間連携スキ

ームを強調されていました。例えば関西からの方をインドに迎えたり、インド

からのお客様を関西に迎える際に JICA を活用してほしい、そうすれば人脈が簡

単に広がるとのことですが、民間連携を利用すると JICA が直接民間企業に支援

ができます。つまり在印の事務所から情報やマーケット調査や事業展開、パイ

ロット事業について、JICA のネットワークが使える（JICA 調査団として）と

いうことです。また日印関係についての歴史や最近の外交的な関係を示され、

そのスペシャリティにふれられました。（資料 3） 

 一方でインドが抱える開発ニーズとして、一人あたりの年間所得の低さや下

水道普及率を示され、困っている状況を説明されました。特に野外排泄率（48％）

によって５歳以下の感染症による死亡者は年間 54 万人にのぼり、世界最悪レベ

ルです。そういうわけで、これからのインドはインフラ整備が急務であり、そ

の特別なパートナーが日本であると断言されていました。そのため、JICA によ

る協力実績としての円借款は 2016 年で 3500 億円にのぼり、世界最大規模であ

るということです。坂本氏は「将来的に日本は国際社会で生き残っていくため

に、インドにすがっていく必要がある。それならば今のうちに協力しておいた

ほうがいい。」と説明されました。（資料 4・5） 

 インドは経済成長・人口ともに世界一であり、また生産年齢（15～59 歳）が
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６割強で、人口ピラミッドがきれいな三角形となっていることから、2022 年以

降労働供給力と購買層は最大になるとみられています。そういった成長するイ

ンド市場に対して、モディ政権後緊密に深まった日印関係は必ず良い結果をま

たらすことでしょう。またインド国の中でも最も親日なのがグジャラート州で

あることは、過日訪問したことで確認済みです。また民間企業がインドに進出

する傾向は、JBIC 海外直接投資アンケートによると 2014 年から３年連続で第

一位であり７割を超えていることから、投資や貿易等事業展開の競争は激化必

至です。一方インドにおける仕事のしやすさは、世界銀行の調査によると 190

か国中 130 位（BRICs のなかでは最下位）であり、ビジネスリスクのマネジメ

ントが課題と言われています。その原因は、インフラ不足（道路・電気）や法

制度の不安定・不透明さが上げられますが、そういった莫大な開発ニーズは

JICA にさせればいいとも仰っていました。具体的な事業としては「貨物専用鉄

道建設事業」や「高速鉄道建設事業」に取り組まれていますが、JICA にさせる

ことで新たなビジネスチャンスが生まれるかも知れないとのことです。 

そのコンセプトは“Safe,Timely and Comfortable Move for Better Life(with 

Japan’s Technology and Craftsmanship”つまり、日本の優れた技術・システ

ムの提供により、長期的視野からの途上国人材育成に注力した質の高い協力を

推進するということで、単なるインフラ整備ではなく人材育成や民間連携につ

なげるというものです。残念ながら訪印時点では兵庫からの企業進出はありま

せんでしたが、今後は JICA 関西を利用してインド進出企業の後方支援ができる

という力強い根拠を得ました。 
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（質疑応答） 

○安井議員 

「貝原知事がかつて、20 年後にはインドは世界第二位の経済大国になると言っ

ていたが、JICA としてはどうみているか。」 

○坂本氏「その通りだと思います。PPP（購買力評価）ベースではインドはす

でに世界３位、しかも世界最高のスピードで伸びている。」 

○安井議員 

「友好都市の成功例をみて、神戸市が役に立つには？」 

○坂本氏「インドは姉妹都市関係が少ない、とりわけこれからは本気度が試さ

れます。（つまり友好都市関係を結ぶか否かは、アーメダバードがキャスチング

を握っていると考えたほうがいいということ）なかでも神戸が現地にどのよう

な機能を持つかがカギである。他都市で事務所を設置したのは横浜市（ムンバ

イ）のみであり、香港やバンコクの事務所では値踏みされる。JETRO は企業と

の直接のやり取りがあり、アーメダバードに５つ目の事務所をおく。また現地

にはまだ商工会がなく、最近日本人会ができたところである。神戸も準備室な

どでよいのでそういった事務所を置くのも手である。 

○井戸知事 

「インドはまだ、州をまたぐごとに通行料がかかるのか。」 

○坂本氏「インドでは地方の分権が強いので、地方の税として徴収していたが、
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７月１日から GST(統一税)が導入されたので、良い方向に進むと思われる。」 

○岡口副市長 

「神戸港と航路を開いたピパバ港への港湾整備について、JICA としてどういっ

た支援ができ、どのような条件があるのか。」 

○坂本氏「ピパバ港は昔、船体かいてつという作業をするのに適地と思われ、

依頼があって円借款で協力をしたことがある。港のセクターはあまり要請がな

く、やっていない。というのはインドとしても港や空港は、商業性が高いため、

政府を介さず民間セクターでやるようにという大方針があるためである。例外

はチェンナイ港は専門家派遣（使い方がまずかったので渋滞がひどかったため）。

例えば運営に対して神戸港埠頭会社が指導することで関わる可能性がある。他

に JICA のトレーニングプログラムメニューから港湾のメニューを取り寄せれ

ばいい。」 
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2 平松駐インド大使表敬との昼食会 

 参加者：兵庫県代表団（井戸知事以下５名）神戸市代表団（岡口副市長以下７名） 

     兵庫県議会議員（高橋・小池）、神戸市会議員（安井・山下） 

 

 前回の訪印に続いて、平松大使を訪問しました。 

昼食会にお招きいただき、食事をしながらインド国内の政情や政策の動きをレ

クチャーしていただきました。 

 

 経済政策（資料 13）については、JICA でも話題にのぼった物品サービス税

（GST）の導入や紙幣の廃止等、大胆な改革を推進しており、国民に対しての

強力なメッセージを発信し続けています。 

 外交・安全保障（資料 15）についても積極的で、もともとインドは非同盟の

国だったが、日本やアメリカのような価値観を共有する西側諸国とは連携を強

めています。中国との関係は、国境問題や、かつて戦争をしたこともあり、注

意深く対応しています。 

日印関係は 2014 年以来、安倍首相との相互訪問を重ね、内外に友好状態をアピ

ールしています。それに伴って投資促進が進み、2000 年～対印 FDI 累計に占め

る日本の投資額は全体の 7.7％で、世界第三位となっています。 
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 インドへの輸出（資料 18）については、インドは自己完結型の経済なのであ

まり貿易を重視しないため、伸び悩んでおり、投資が貿易を上回っています。 

 日印の経済協力については（資料 19）、インドは最大の円借款受け取り国であ

り、１兆円を超えています。とりわけインフラの整備は順調に進んでおり、日

本からの進出企業へのビジネス機会は増大しています。 

 人・文化の交流については（資料 20）中国に比べるとまだまだ整備されてお

らず、日本のほうには向いていない。大使が赴任して以来、訪日インド人数を

10 倍にするという目標を立てられているとのことですが、ポテンシャルは高い

のでどこかで火がつけば達成できるのではと仰っていました。 

 グジャラート州については、インド有数の工業地帯であり、昨今拠点を構え

る企業が増えてきています。とりわけマルチ・スズキな新工場が 2017 年に生産

開始予定であり、今後は７５万台、場合によっては１００万台を目標にしてい

ます。 

また日本企業の誘致にも熱心で、州政府の幹部が日本に行って熱心に議論して

いたと聞きますし、グジャラートに目を向けている企業も増えているようです。 

マンダル工業団地はトヨタ通商が工場をすでに作っており、来てくれればす

ぐに操業できる状態を整えているようです。電気の停電も少なく、道路もよく

整備されているためインフラは良好です。 

スマートシティ構想を支援されており、NEC が都市交通システムに協力して

おり、また日本は地下鉄の支援をしています。 

グジャラート大学と追手門大学が提携しており、また交換留学や日印協会で

日本語を教えたりしており、非常に親日で、駐在の日本人もどんどん増えてい

ますし、今後は住むところの整備が必要になってくるともおっしゃっていまし

た。 
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（質疑応答） 

○井戸知事・安井議員 

「日本語学校を作れないか、留学生を増やせないか。」 

○平松大使「日本語を学ぶ人が増えないかと思っている。しかし先生がいない

ので教えられない。そこでこちらに日本語養成学校を作るよう提案し、５年間

で１０００人の先生を育てましょうとしている。アーメダバードには日印協会

があるのでやりやすいだろう。また受け皿となる学校の存在も大切です。」 

「留学生の交流が活発になればと思うので、そういったお話があればご連絡い

ただきたい、協力にバックアップします。」 

○安井議員 

「人材不足対策として、教育は可能か」 

○平松大使「問題のある技能実習研修制度をもっとちゃんとした制度にして、

インドでやるという文書を交換した。いい企業があって、インドで人材育成し

てくれるならうまくいく可能性はある。そういういい制度や、やり方はないか

相談したい。」 

○山下議員 

「インドのネガティブイメージを払拭するためにどうすればいいか。」 

「日本に来て学びたいというインド人は増えているのか。」 
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○平松大使「日印ともに、お互いの国のことを知らないことが原因ではないか。

インド側の学生も日本のことを知れば、行って学びたいという人も出てくるだ

ろう。機会があまり与えられてないので、今はそういった機会をできる限り与

えるような努力をしている。以前は留学先としてはアメリカだったが、最近は

ビザの関係で難しくなったため、冷めているようです。」 

○平松大使 

「兵庫県や神戸市は、中小ベンチャー企業に対する支援メニューは持っていま

すか？インドも IT ベンチャーの宝庫であり、日本で起業しようという機会が与

えられればもっと活躍できると思います。また神戸にある大学がインドに目を

向け、受け入れていただける環境があれば我々はどんどん宣伝します。」 

○井戸知事・岡口副市長 

「日本で経済や経営を学びたいという動きは活発になっている。その受け皿と

して日本の教育機関がもっとしっかりしないといけない。」 

○平松大使 

「神戸にはインドの人たちにものづくりを教えてあげるような組織はないです

か？他都市では技術系の大学と提携しているところもあるし、インド人は日本

のものづくりに大変関心がある。そのためには工業技術系の技術に特化したよ

うな教育を提供できるところが一番いい。」 

○岡口副市長 

「そういう学校はあるが、インドに目を向けていないということは痛切に感じ

た。あとでフィードバックしておきます。」 

○井戸知事 

「兵庫県では高等技術専門学校、昔の職安校のようなところが使いようがある

かもしれない。」  
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3 アーメダバード市長表敬訪問 

 参加者：神戸市代表団（岡口副市長以下７名）、ムケシュ・パテル氏 

     神戸市会議員（安井・山下） 

 

 

11 月 1 日に、アーメダバードのゴータム・シャー市長と、幹部の皆様との会

談が実現しました。 

本来は７月の視察時に面談する予定でしたが、大雨のため実現しませんでした。

また今回は副市長も帯同されていますので、正式な表敬訪問となります。以下、

そのやり取りをそのまま報告します。 

 

○岡口副市長 

「今日はお忙しいところを、お時間をいただきまして心から感謝申し上げます。

まずは、先ほどからもお話がありますが、７月にアーメダバード市がユネスコ

の世界遺産に、インドで初めて認定されたことを心からお祝い申し上げます。

先ほどプロモーションビデオも拝見しましたが、改めて美しい街であると同時

に、スマートシティのように、大変発展が見込まれている都市であることを、

強く感じました。 
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神戸は日本を代表する港町であります。開港から、ちょうど今年で 150 年を

迎えておりますが、インドからの方々がこれまでもたくさん来られまして、現

在では 1000 人の皆様がお住まいになられています。今回の訪問は、経済に大変

活気のあるアーメダバード市と、兵庫県と連携しながら、特に経済交流を中心

としながら関係を深めていきたいと考えています。 

 LOI(Letter of Intend)につきましては、今のアーメダバード市の政治状況は良

く理解しておりますので、今日は、その案を、私がサインしたものをお渡しで

きればと思っております。ぜひご検討いただきまして、一日も早く正式締結に

結びつくことを期待したいと思います。」 

※実はこの時期、グジャラートでは大きな選挙を控えており、市長の権限が制

限されています。そのためこの場においては、市長はサインができない状況で

した。 

「また、市長さんは、昨夜、来年に神戸を訪問していただけるとお聞きいたし

ました。神戸には、日本で唯一のジャイナ教の寺院もございます。ぜひ、神戸

にお越しいただきたいと思います。神戸をあげて心から歓迎いたします。」 

 

○安井議員 

「神戸に住むインドの方々は、ほとんどがグジャラートから来られています。

またそのみなさんが、戦争のあと、神戸をすごく助けてくださいました。」 

「またユネスコ世界遺産に関連して、神戸は世界で 7 つしか選ばれていない、

ユネスコデザイン都市に選ばれています。」 

 

○ゴータム・シャー市長 

「神戸市からの副市長さんと、みなさんを、アーメダバード副市長のムケシュ・

クマール以下みんなで、ここで歓迎します。 

インドでは、アーメダバードは非常に歴史的な街です。マハトマ・ガンジーさ

んやモディ首相が出身の街です。こういう聖なる場所で、みなさんを心から歓

迎します。最近ですが、ユネスコの世界遺産として選ばれて決まりました。ま

たスマートシティとしても、前向きに行動しており、発展する方向に進んでい

ます。こういう環境の中で、日本の神戸からみなさんが来られたことを再び歓

迎いたします。 

 神戸とアーメダバードの友好姉妹都市の話は、現在法的な制限があってサイ

ンはできませんが、口頭で非常に賛成いたします。こういった二つの都市が友

好関係になると、まずお互いの都市の文化交流がおこります。その次のステッ

プとしては、経済的な交流になります。アーメダバードはスマートシティーと

して向上していますが、それをサポートしていただければ、それは神戸にとっ
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ても良いことになります。今のところ、我々の街ではすでに二つの会社が仕事

をしております。NEC が IT のサポートで 50billion doller の仕事をやっていま

す。またゼロサムジャパンという会社も仕事をしています。これからも、お互

いにいろいろな条件はあるでしょうが、神戸とアーメダバードが経済的な仕事

をすることができるのではないかと思っています。 

 また日本では、新幹線の駅自体が商業施設を備えていますね。その経験をア

ーメダバードに教えていただくこともかなり意味のあることになります。ムン

バイとアーメダバードの間に新幹線が通る予定ですが、その間にあるサ－ラン

ドという場所が新幹線関連の企業の立地になり、アーメダバードに大きな恩恵

をもたらします。 

 昨日、知事や副市長とともに夕食をいただき、いろいろなお話をしたことを、

私も仲間も大変喜んでおります。これからもお互いの都市の関係が、前向きに

進歩できるようになることが我々の気持ちです。本当ならばこの場においてサ

インしたいところですが、法的な制限があり今はそれができません。日本では、

4 月に大きな祭りがあるとか。私の気持ちとしては、4 月に日本に行ってそこで

姉妹都市関係を締結したいと考えています。そのための必要な手続きは、私が

中央政府や州政府に対して行います。頑張ります。 

我々の首相であるモディも、日印関係を良好なものにするために頑張ってお

りますし、日本から来てくれたことに心から敬意を示します。国のためになる

ことをやっていることを誇りに思います。次回来られた時は、もっと歓迎しま

すよ。アーメダバードはおもてなしも有名なんです！ありがとうございました。」 

 

 

○安井議員 

「我々はここまで来るのに、いろいろ、長い勉強をしてきました。インドが 20

年後には世界ナンバーワンかナンバーツーになることは間違いないと思います。

その中でもアーメダバードが一番成長する街であることも、我々は勉強しまし

た。平松大使からもそのように評価いただき、更に心を強くしました。お話の

合ったカワサキや三菱といった新幹線の主たる工場も、神戸にあります。 

また、われわれのデザイン都市は、ユネスコが将来素晴らしい都市になるこ

とを保証してくれたものです。こういった日本を代表する神戸と、インドを代

表するアーメダバードがお互いに手を組んで、共に市民のために働くことをと

てもうれしく思います。議会の中でもそのことを理解している仲間がたくさん

いて、そういったみなさんとコミュニティを作っています。」 
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○山下議員 

「本日は、こういった会を設けていただきましてありがとうございます。今朝、

サバマティー川のリバーサイドパークを散歩してきました。素晴らしい公園で、

市民の皆さんが憩いながら、体操の教室をしたり、ジャギングをしたり、レン

タルサイクルで遊んでいる子供を拝見しました。おそらく、市長が思い描いた

姿がそこにあると思います。私たちは、現在の美しい姿を、もっと良いものに

する協力ができます。次回はもっとたくさんの仲間と訪問できるよう頑張りま

す。よろしくお願いします。」 
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