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広島県議会 

アメリカ・メキシコ行政視察調査報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査期間：2013年 11月 8日～11月 15日 

調査者：広島県議会 民主県政会 

芝清団長、東保幸、西村克典 

メキシコ合衆国グアナファト州シラオインランドポートオフィス

にて 
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広島県議会アメリカ・メキシコ行政視察日程表 

 

日付 都市 現地時間時間 視察先等 備考 

  広島 7時 55分     

  成田 11時 移動   

11月 8日 シカゴ 7時 30分     

    10時 シカゴ農業学校   

    13時 シカゴ教育事務所   

11月 9日 デトロイト 12時 デトロイト市内   

    19時 デトロイト日本国領事   

11月 10日 デトロイト 11時     

  ヒューストン 16時 移動日   

  メキシコシティ 18時     

    9時 30分 JETRO メキシコ事務所   

11月 11日 メキシコシティ 11時 30分 メキシコ日本商工会議所   

    15時 メキシコ日本大使館   

  サラマンカ 11時 30分 ダイキョウ・ニシカワメキシコ   

11月 12日   12時 30分 マツダ・メキシコ工場   

  シラオ 16時 ヒロテックメキシコ   

11月 13日 グアナファト 9時 グアナファト州政府   

    13時 世界遺産グアナファト   

11月 14日 レオン 7時     

  ロサンゼルス 12時 移動日   

11月 15日 成田 16時     

  広島 19時 30分     
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主要な調査目的 

1 アメリカ合衆国 

① 広島県立西条農業高校と姉妹校の締結を行っているミシガン州シカゴ農

業高校との交流状況等調査 

② ２０１３年７月に財政破綻したデトロイト市の破綻に至る経緯等の調査 

２ メキシコ合衆国 

① 自動車関連企業を始めとする広島県内企業がメキシコへ事業展開する際

の行政の支援等に関する調査 

 

調査１日目（11月 8日）【シカゴ農業高校】HOOK（フック）校長 

 午前７時５５分に広島空港を出発し、成田を経由し機内泊して現地時間の午

前７時半にシカゴ・オヘア国際空港に到着。現地の天候は晴れ。外気温は平年

並みではあるが氷点下１℃。空港からシカゴ農業高校に直行し、午前１０時に

HOOK校長を訪ねた。 

シカゴ農業高校訪問

に先立ち、事前にシカゴ

農業高校の情報を入手

するために姉妹提携校

である県立西条農業高

校を２回訪問調査した。

１回目の訪問は１０月

２日であった。まず、立

上校長から、シカゴ農業

高校との提携の経緯等

の説明を受けた。 
シカゴ農業高校会議室で HOOK校長から教育方針

等の説明を受ける。 
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両校は畜産や食品科学、

園芸・造園など履修コー

スに共通点が多く、加え

て、大学と連携して高度

な農業にかかわる研究が

可能ということで、西条

農業高校側からシカゴ農

業高校に申し入れ、２０

１２年１２月２０日に姉

妹校協定を結んだ。 

その後、２０１３年３月に西条農業高校から生徒３名と教員１名がシカゴ農

業高校を初訪問し、ウメノキゴケの発育に関する研究等の発表を行った。２回

目の渡米は１０月末に行い、帰国時にシカゴ農業高校からの留学生と一緒に帰

国するとのことであった。 

２回目の訪問は、シカゴ農業高校の生徒さんが西条農業高校を訪問している

11月 7日に行った。相互交流で訪日した

シカゴ農業高校の生徒７名、先生２名と情

報交換を行った後、記念撮影を行い、写真

を携えて 11月 8日にアメリカに出発した。 

シカゴ農業高校は１９８５年設立で、日

本でいえば中学３年から高校３年までの

４年制。出迎えていただいた HOOK校長

は 38歳で校長に就任、現在 45歳という

若さで行動力を感じさせるものがあった。

広島銘菓とヒロシマ原爆被害写真集を贈

呈した。写真集は「歴史教室に展示する」

ということであった。校長の説明の中で一

番驚いたのは 定員１８０名に対して、３

０００名の応募があること。そして、入学者の選抜は抽選のみということであ

った。 

11月 7日にシカゴ農業高校から相互交流で訪れた学

生さんとの意見交換＠西条農業高校会議室 

シカゴ農業高校正門にて 
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面接は行っているのか？と念のため HOOK校長に質問してみたが、面接も筆

記試験も行っていないということであった。シカゴ在住の条件は付くが授業料

が無料、また、近隣には農業高校が無いため農業に関心のある優秀な生徒が応

募するとのことであった。参考までであるが、卒業生の９０％は進学し、その

うち４５％は農業関係ということであった。 

また、西条農業高校への訪問に際しては４０名の応募があり、申請書を参考

に７名を選抜した。そして、費用は全額学校側負担とのことであったが、西条

農業高校は一部保護者負担となっており、費用負担のあり方に課題がある。シ

カゴ農業高校は校内で育てた野菜類で校内バザーを行い、その収入等を留学費

用に充当している。そのような仕組みを西条農業高校でも講じて、保護者の負

担軽減を図っていただければと思った。 

校内視察の折に出会った１年生に目標を尋ねると、「将来は土質の研究をし

たい」と明るい表情で答えてくれた。西条農業高校とシカゴ農業高校両校の今

後の継続した交流が期待される。 

昼食は学校内で本場シカゴの

ピザを食べ、午後１時にシカゴ

農業高校とネットワークを組む

３６校を束ねるシカゴ教育事務

所及び州議会議員を HOOK校

長の案内で訪ねた。 

 

 

 

 

 

 

HOOK校長と親しい州議会議

員 2名（左側の 2名）と地元警

察署長さん（右から 3番目）と 

シカゴの教育事務所にて 
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調査２日目（１１月９日）【デトロイト市内視察】 

午前１１時にシカゴ国際空港を出発し、１時間２０分でデトロイト国際空港

へ到着。ガイドさんの案内でデトロイト市街を視察調査した。 

ミシガン州デトロイト市は２０１３年７月１８日に連邦破産法に基づき、破

産申し立てを行った。デトロイト市は GMの本社がある自動車の町として栄え、

ピーク時の１９５０年代には１８５万人の人口規模を有していたが、アメリカ

車が品質の高い日本車

に押されて売れなくな

り、１９７０年代には

１５０万人、１９９０

年代には１００万人、

そして２０１０年には

約７０万人へと減り続

けた。７０万人のうち、

８割は黒人と言われ、

白人は治安の良い郊外

へ引っ越してしまって

いる。 

 

デトロイトの破綻の理由としては、基幹産業の衰退に加えて労働争議に伴う

民生の不安定化が雇用・消費に影響して企業が撤退し、過去 40年で人口が半減

し、税収が落ち込み巨大なインフラを支えきれなくなったためである。その対

応策として増税を実施したが、そのことにより工場などの産業基盤が郊外に出

て行き、人口減、税収減に拍車をかけるかたちとなった。 

負債は日本円で１兆８千億円に上り、広島県の負債に匹敵する額となってい

る。 

市内の街灯は４割が故障し、犯罪は増えているが警察官を減らしたので、通

報してから警察が到着するまでに約１時間かかるというありさまである。 

1988年に廃止になり今は廃墟のミシガン中央駅にて 
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私どもは治安の悪い地区には近づかなかったので、最悪の治安状況は推し量

るしかない状況であるが、まだ治安の良いと言われているデトロイトの中心街

から数ｋｍに位置するミシガン中央駅の廃墟の前に立つと背筋が寒くなる思い

であった。改めて治安の安定

こそが経済活動はじめ、民生

の安定に繋がるものである

ことを痛感した。しかし、

GMの本社があるまさに中

心街は治安も良く感じられ、

破産の申し立てが認められ

れば、徐々にデトロイトも良

くなっていくものと感じた。

再起を祈るばかりである。 

 

 

【デトロイト等に関する意見交歓会】 在デトロイト総領事の片山和之氏 

夜７時から、在デトロイト総領事の片山和之氏、領事の高瀬竜児氏と夕食意

見交換を行った。 

その他、主な質疑を記すと、 

Q１:TPP（環太平洋パートナーシップ協定）のアメリカでの認知度は？ 

A１:ワシントン政府や貿易にかかわる人には関心がある案件ではあるが、アメ

リカ国民全体としては、新聞等のメディアの報道も少なく、認知度は低い。 

Q２：日本を売り込むのも総領事の仕事の一環である。広島県のユニークな売り

は何か？ 

A２：今年の夏に制定された東広島市の乾杯条例を紹介し、公邸等でのレセプシ

ョン時に日本酒で乾杯をやってみてはどうかと提案した。 

デトロイト郊外にある T型フォードの組み立て工場跡地にて 
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総領事の今後の活躍と赴任地デトロイト市の再生を祈念し、有意義な会を終

えた。 

調査３日目（１１月１０日） 【メキシコ合衆国へ移動】 

メキシコへの移動日：１１時半にデトロイト国

際空港を立ち、ヒューストン経由で１８時に首都

メキシコシティ国際空港到着。 飛行機は１列３

名で５７名定員のブラジル製の小型機であった。 

 

 

 

調査４日目（１１月１１日） 【メキシコシティでの視察調査】 

【JETRO メキシコ事務所】 高橋英行所長  

９時半から約１時間、自動車輸出製造拠点としてのメキシコの強み、弱みに

ついて説明を受けた。 

強みは、①単純労働者の安い労賃（月収約４００ドル）である。但し、中間

技術層やマネージャークラスの給与は安価とは言えない。②自動車関連企業を

含め労働組合は強くなく、賃上げ圧力は弱い。但し、教職員や鉱山の組合は強

く、政府が教育改革の一環として教員の世襲制を廃止しようとしているが難航

しているのも教員組合が強い為と言われている。教員の世襲制には、我々も驚

いた。③メキシコは４４か国と１２の FTAネット（自由貿易協定）を組んでお

り、メイドイン・メキシコは関税免除の特典が大きい。④ロジスティクスが便

利：鉄道でアメリカ合衆国とつながり、太平洋、大西洋の両洋に港を配置し地

理的に恵まれている。マツダ、ホンダ、日産等日本メーカーの進出が盛んなの

はこの４点にアドバンテージがあるものと思われた。 

デトロイト国際空港にて 



9 

 

弱みとしては ①（競争原理

が働いていないためと言われて

いるが、）電力がアメリカ比で

１．５倍高い点である。②日本

人が増えている中での治安の悪

化があげられる。ガイドさんか

らは、メキシコの警察官は日本

の警察官とは違い、銃を見たら

職場放棄をして逃げてしまうの

で頼りにならないと説明をうけ

た。 

 

【メキシコ日本商工会議所事務所】遠藤茂男事務局長 

１１時半から１２時過ぎまで 遠藤事務局長と意見交換。 

日本企業のメキシコ進出に伴い、商工会議所入会数が 昨年１２月に２７４社

であったが、今年の１１月時点では２７社増えて３０１社となった。事務局の

機能を高めるために昨年ま

ではス タッフ３名であっ

たが、６名に増員して対応

中であり、特に加入企業が

増えているグアナファト州

にはグアナファト支部を設

置して強化を図っていくと

のことであった。 

また、メキシコにある日

系の団体は、商工会議所、

日墨協会、日本人学校、日
日本商工会議所にて 

JETROにて 



10 

 

本大使館の４団体がある。そして、お互い協力連携をしながら、メキシコ在住

の日本人の活動の支援を行っており、今後ともメキシコにおける日本人交流の

支えになっていただけるものと確信した。 

 

【メキシコ日本大使館 】 中谷大塚好江参事官 

１５時から１６時でメキシコ日本大使館訪問。中谷参事官は本年８月１４日

に赴任。子ども時代を広島市南区で過ごし、後日訪問するマツダ・メキシコ工

場の江川社長と同窓とのことで、デトロイトに続き、海外で活躍する広島県人

に出会い、改めて同県人であることに誇りを感じた。  

まず、説明があったのはメキシコと日本の歴史的交流の話題であった。 

メキシコとは歴史的な友好国であり、１６０９年に千葉県沖で遭難したメキ

シコ人のフィリピン総督代理一行を救助したことが日墨（墨：メキシコ）交流

の起点。支倉常長の慶長遣欧使節団が１６１４年１月にメキシコ・アカプルコ

に到着。支倉常長使節団のメキシコ訪問４００周年にちなみ、２０１３年４月

～２０１４年１２月を日墨交流年と位置づけ、観光経済等各分野で交流を活性

化させるべく商工会議所等とタイアップして活動中であり、親日の国である。

次に治安についての説明があっ

た。中南米からアメリカへの麻

薬密輸のルート上にメキシコが

あり、麻薬を含めた犯罪は少な

からず発生しているとのことで

あった。治安向上のため、警察

官の給与を上げる政策もとり始

めたところであるが、治安確保

に関しては、まだまだ道半ばと

いう状況である。 

世界一治安の良い日本と同じ気

持ちでいたらメキシコでは犯罪 日本大使館にて 
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に遭遇する可能性が高いことを忘れないでほしいという要望が中谷参事官から

もあった。 

その他として、アメリカ合衆国には大使館が１箇所、領事館が１６箇所ある

が、メキシコには大使館１箇所、領事部１箇所という状況。日本人が急増して

いるグアナファト州等に設置したいという意向はあるとのことであった。 

 

調査５日目（１１月１２日） 

【広島県からメキシコに進出した企業の視察調査】 

メキシコシティを朝７時２０分に出発して、自動車で３２０ｋｍの距離を４

時間かけて、グアナファト州サラマンカ市にあるマツダメキシコを訪れた。隣

接するサプライヤーパーク内には、広島県から現地に進出した DNMex(ダイキ

ョウニシカワのメキシコ工場)、YKM(ワイテックとキーレックスのメキシコ工

場)、AKIseat(東洋シートとデルタ工業のメキシコ工場)が本格稼働に向けて準備

中であった。その中で、今回はダイキョウ・ニシカワメキシコ工場を訪問した。 

【ダイキョウ・ニシカワメキシコ工場】 錦村元治社長 

１１時半から１２時半ま

でダイキョウ・ニシカワ

メキシコ工場を訪問した。

会社設立は２０１２年２

月で、現在日本人の駐在

１６名、出張者１８名の

３４名が工場内で働いて

いるが、２０１５年には

駐在４名で２００名規模

の工場を運営していきた

ダイキョウ・ニシカワメキシコ工場にて 
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いとのことであった。 

治安対応としては、自動車では２名乗りで行動する等の自衛策を講じておら

れ、治安にかかわる案件は発生していないとのことであった。また、現地の警

察はあまり頼りにならないことも周知されているようで、自分の身は自分で守

るという方針で臨まれているとのこと。また、会社や通勤・生活上の問題が発

生した際は、マツダ・メキシコ工場や関連工場で実施する TOPミーティングに

上程し、共有化し対応策を検討しているとのことであった。 

 

 

【マツダ・メキシコ工場】  江川恵司社長 

マツダ・モトール・マニィファクチャリング・メキシコと言い、通称４M。

２０１１年６月に計画を発表し、２５６haの敷地。従業員は現在２０００人で

あるが、目標は４６００人。サプライヤーパークも１０００名規模へ拡大予定。 

現時点では、日本人の駐在２００名、出張者５０名で２０１４年初めの量産

に向けて準備中とのことであった。車両の生産規模は、マツダ車１８万台、ト

ヨタ車５万台の計２３万台の年産規模。 

ホンダもエンジンミッ

ション４０万台規模の工

場を計画中で、グアナフ

ァト州が自動車生産の中

心地になりつつある。 

なお、メキシコで製造

した自動車がメキシコ製

と認められるためには、

５年以内に現地調達比率

を６２．５％にすること

が必要である。現在は 
マツダメキシコ工場にて 
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５０％とのことであり、これから現地化の促進も課題の一つである。 

高速道から工場に通じる進入路には「ヒロシマアベニュー」という名称がつ

けられており、企業進出への期待が伺える。 

 

 

【メキシコ進出の先駆け：ヒロテックメキシコ工場】 

午後４時から５時。マツダ・メキシコ工場から車で３０分ほど移動したシラ

オ市に立地するヒロテックメキシコ工場を訪問。ヒロテックグループとしては、

９か国２７拠点３６００名、売り上げは１４億ドル（１４００億円）。ヒロテ

ックメキシコは、従業員８１４名、売り上げ１．５億 US$（１５０億円）で９

６％が GMメキシコとの取引。今後は、GM４５％、マツダ４５％の売り上げ

構成。当初、日本人は２０名であったが、現在は７名。１９９８年に広島県企

業の先駆けとして、メキシコに進出。北米でヒロテック USAと GMが設備関連

の納入で契約（提携）し

ていたのが縁でGMメキ

シコから自動車部品のボ

ンネット等のふた物を受

注。１５年間のメキシコ

での生産実績があり、新

規の進出予定企業の視察

が多い。昨年までは、ボ

ンネット等のふた物を主

に９６％をGMメキシコ

へ納入していたが、２０

１３年からふた物にプラ

スして、排気管事業、ツ

ーリング事業に新たに取り組んでいる。メキシコ進出後、苦労された点は現地

労働者の採用とその維持であったと副社長からコメントがあった。 

ヒロテックメキシコ工場にて 
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人材に関しては、単純労働者の供給は充分にあるが、財務、技術、通訳等の

専門職は不足気味であり、業界比で際立った賃金アップも出来ないので、福利

厚生に力を入れており、フルサイズのサッカーコートを保有しているとのこと

であった。メキシコは組合が穏健であり、手を携えながら会社の経営を行って

いる。キャリアアップに対する支援や働きやすい環境づくりを通じて愛社精神

を醸成している等がヒロテックのメキシコでの会社運営方針とのことであった。

治安に関しては、車上荒らしや住居侵入が主に日本人が受ける被害であり、グ

アナファト州の日本人は、昨年４００名、今年は１０００名規模に急増してお

り、分母が増えているので結果として被害件数が増えている。 

 

 

 

調査６日目（１１月１３日） 

【グアナファト州政府】エクトル・ロペス・サンティジナ経済開発局長官   

ホテルを８時に出発し、シラオ市にあるグアナファト州政府シラオインラン

ドポートオフィスを訪問。 

芝団長から、１１月１６日にグアナファト州のマルケス知事やロペス経済開発

局長官が広島県を訪問し、経済交流に関する覚書に調印の運びとなることに対

し、お礼を述べた後、一緒に朝

食を取りながら意見交換を行っ

た。 

１１月１９日、広島県の湯﨑知

事とグアナファト州のミゲルマ

ルケス知事が縮景園で覚書に署

名し、経済交流協定を締結、自

動車関連企業などの進出促進や

円滑な操業、定期的な協議や訪
ロペス長官との朝食会議 
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問、投資拡大に向けた情報提供ということであり、今後さらに交流が深まって

いくことが期待される。そんな中、今後、メキシコの治安改善に向けて、広島

県警とグアナファト州との相互交流が実現すればよいなとも感じた。 

 

 

 

【カワダ・メキシコ工場】 

グアナファト州政府シラオインランドポートオフィスの傍で、広島県から新

規にメキシコに進出したカワダのメキシコ工場の前を通りかかったので記念撮

影。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カワダ・メキシコ工場前にて 
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【世界遺産グアナファト市内視察】 

すり鉢状になった場所にできた人口規模１７万人の小さな街であるが、ぎっ

しりと並んだ街並みの美し

さが売りであり、町全体が

世界遺産。そのため、大学

等のグラウンドは町はずれ

に設けてあるとのことであ

った。実際、山頂から眺め

る街並みは「美しい」の一

言であった。広島にも、原

爆ドーム、厳島神社といっ

た世界遺産があるが、景観

を大事にしなければならな

いと改めて感じた。 

 

 

 

調査 7日目，８日目（１１月 14日～１５日） 【日本へ帰国】 

帰国は、グアナファト州のレオン国際空港⇒（所要３時間半）⇒ロサンゼル

ス国際空港⇒（所要１２時間）⇒成田国際空港⇒（所要：１時間半）⇒広島空

港のルートであった。待ち時間を除きフライトだけで１７時間を要する。 

その他、成田からメキシコシティへの直行便もあるが、週 3便。成田⇒メキ

シコシティ間は直行で１２．５時間であるが、メキシコシティ⇒成田は偏西風

のためティファナで一回給油するという不便があり、改善が望まれる。 

 

 

カラフルな塗装が各戸の壁や屋根に施さ

れている。 
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【終わりに】 

 海外の高校との姉妹提携は、県の方針であるグローバルな人材を育成するの

に役立つ事業である。県内各高校とも順次提携を進めているところであり、県

立西条農業高校においてもシカゴ農業高校との提携後、すでに、訪日１回、渡

米２回の交流がされている。重要なことは、この事業の継続と定着である。議

会としては、定着へ向けての活動を随時チェックしていきたい。 

 

 デトロイト市の視察に関しては、市全体が廃墟というイメージで捉えていた

が、デトロイトは陰（廃墟）と陽（復興の兆し）が混在する街であった。現場

に立ち、民生の安定の大切さを改めて感じた。 

 デトロイト市の財政破綻の原因としては、基幹産業であった自動車関連産業

の衰退による人口減少が挙げられるが、本県も同市と同じく自動車関連産業が

基幹産業となっていることから、これを他山の石として、着実に産業振興施策

を講じていく必要性を強く感じた。 

デトロイト市と同じ轍を踏まないためには、本県としても、基幹産業に対し

ては、ＴＰＰをはじめ国際的な事業環境の変化を的確に捉え、環境性能の向上

など先進的な技術開発を持続的に行うなど、変化に対応できる官民一体となっ

た振興策に取り組むことが重要である。また、これまでの基幹産業に替わりう

る新たな産業を育成するため、新規創業や新事業展開など新たなビジネスの創

出支援や、今後成長が期待される産業分野への県内企業の参入促進や県外企業

の誘致などにも積極的に取り組むことも必要と考える。 

 

 メキシコは、本文でも述べたように労働力、関税、物流面などを背景に、製

造業の拠点としての優位性を持っている。そのため、近年、日本からの進出企

業が急増し、特にグアナファト州では、マツダを始めとする県内の自動車関連

企業の集積が進んでおり、近い将来、北中米の有数な自動車製造・輸出基地と

なることを実感した。 

 ただ、このたびメキシコに進出した県内の自動車関連企業の中には、今回が

初の海外進出となる企業が多いことから、新興国などの成長市場への参入に向

けたグローバルな事業展開に踏み出す中小企業に対しては、本県においても、

関係機関や現地の日系の団体とタイアップしながら、積極的に育成支援する必

要があると感じた。 

 

 結びに、調査に協力いただいた広島県出身者に対し、グローバルな活躍に深

甚なる敬意を表するとともに、今後の広島県勢発展に向けた助力をお願いし、

さらなる活躍を祈念するものである。 


