
 

 

広島県・四川省友好提携３０周年記念訪問について 

 

１ 全体概要 

本県と四川省との友好提携３０周年を記念して，知事が１０月２１日(火)から 

２４日(金)まで同省を訪問し，交流行事，「中国西部国際博覧会」及び「広島県留

学フェア」等に参加し，販路拡大や広島の魅力のＰＲなど，交流促進を図った。 

  ※知事団のほか，県議会訪問団，東広島市訪問団，広島県日中親善協会訪問団，

大学等訪問団が派遣された。 

 

（１）交流行事への参加 

  ○四川省人民政府省長との会談 

○広島県・四川省友好提携３０周年記念式典・レセプションへの参加 

（２）広島県留学フェアへの参加 

   約７００名の参加（全体会：午前，午後２回開催） 

（３）中国西部国際博覧会における広島県ブース開幕式への参加 

（４）政府関係機関訪問（３機関） 

   ・四川省人民代表大会副主任（副議長に相当） 

   ・中国共産党徳陽市委員会書記及び徳陽市長(※徳陽市は東広島市と友好提携関係) 

   ・四川省婦人連合会副主席（副会長に相当） 

（５）関係機関訪問（６機関） 

   四川米老頭食品工業有限公司，漢旺鎮震災遺跡・新市街（震災復興都市），彭

州市近代化農業基地，新広島・四川中日友好会館建設現場，成都市都市計画展示

館，成都石室中学 

 

２ ３０周年記念行事を通じた交流 

（１）四川省人民政府省長との会談【10月 21日(火)】 
   

・ 魏 宏（ぎ こう）省長から，８月の豪雨災害により亡くなられた方への哀

悼と被災者へのお見舞いが述べられ，湯﨑知事からは，速やかなお見舞状の送

付・お見舞い金の送金に，深い感謝の言葉を述べた。 

・ 魏宏省長からは，３０周年を契機に，広島県と四川省の交流が，地方政府間

及び市民交流の模範となるべく，あらゆる分野での交流を，プラットフォーム

をつくり，より具体的かつ計画的に進めたいとの意向が表明された。 

・ 湯﨑知事からは，経済交流・人的交流の強化により，両県省の信頼関係をさ

らに強固なものにし，様々な主体による，あらゆる世代の交流が活発になるよ

う取り組むことを表明した。 
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（２）広島県・四川省友好提携３０周年記念式典・レセプションへの参加 

【10月 21日(火)】 
 

・ 総勢約３００名（県内関係者７６名）が出席し，記念式典及びレセプション

が開催され，人的交流を深めた。 

・ また，四川省政府からの要請を踏まえ，四川省における環境保全対策に必要

な技術協力や環境関連産業の振興を目的に，両県・省の環境保護合作事業に係

る協定書（更新）の交換が行われた。 

・ さらに，四川省人民政府からの推薦により，中国人民対外友好協会から，広

島県日中親善協会に，2014年「人民友誼（ゆうぎ）貢献賞」が贈られた。 

 

３ 経済交流の強化 

中国西部国際博覧会への出展による販路拡大【10月 23日(木)～26日(日)】 
 

   成都市内で開催された中国西部国際博覧会に県内企業9社が出展するとともに，

四川省人民政府関係者の列席のもと， 10月 23日(木)に広島県ブース開幕式を開

催し，広島県ブースのＰＲを行った。 

 

４ 人的交流の強化等 

（１）広島県留学フェアの開催による広島の魅力の発信【10月 23日(木)】 
 

・ 四川省ではじめての広島県留学フェアを開催。知事の講演の際（午前の部）

には，会場（４００名収容）が満員となり，広島留学への関心の高さが感じら

れた。 

・ また，中村広島県立大学学長及び岡広島文化学園大学学長の留学案内をはじ

め，県内４大学，２日本語学校の個別ブースでのＰＲ，留学相談やけん玉名人

によるパフォーマンスなど，広島県の魅力を発信した。 

 

（２）グローバル教育校との意見交換【10月 24日(金)】 
 

・ 中国で最も長い歴史を持ち，自国の文化・歴史への知識と国際的な視野を併

せ持った人材の育成を目指す成都石室（せきしつ）中学を訪問した。  

・ 特に，２００８年設置の特別コースでは，卒業生全員が，英米のトップレベ

ルの大学へ入学するなどの実績を挙げており，グローバル教育の整備手法につ

いて，意見交換を行った。 

・ また，ロボットコンクールや日本文化サークルの活動もさかんで，広島県の

高校生とのロボット競技や文化面での交流の提案が表明された。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５ 視察等 

（１）四川省婦人連合会との意見交換【10月 23日(木)】 
   

・ 婦人連合会は，政府と婦人・子供等との橋渡し役として，国レベルの施策の

達成状況をチェックし，助言等を行う組織。 

・ 張 懐青（ちょう かいせい）副主席と日本と中国の職場や家庭における男

女の役割・意識の違いなどについて意見交換を行った。 

・   女性の社会進出が進む中国では，家族ぐるみで子供を育てようとする意識が

高いことや，国際婦人デー(3/8)が半日休日になることなどの情報が提供され

た。 

 

（２）新広島・四川中日友好会館建設現場の訪問【10月 23日(木)】 
 

・ 国家レベルの開発区である「天府新区」内に建設中の５階建てビルの外観は

ほぼ完成しており，今後，内装工事に着手することになっている。 

・ 館内には，企業オフィス，会議室，レストラン等，多様な施設が設置される

予定であり，友好会館館長から，広島の企業や飲食店の出店ＰＲや利活用等に

係る提案の要請があった。 
 

６ 現地マスコミを通じた情報発信により，両県省の友好等をアピール 
 

各訪問先で，四川省から熱烈歓迎され，現地マスコミからの取材も数多く受け，

報道された。これにより，３０年にわたる交流による両県省の友情の深さと広島

県の魅力を広く省民にアピールすることができた。 
 

・四川省人民政府省長との会談 ⇒ 四川日報，四川広播電視台，華西都市報            

の３社が取材 

・広島県・四川省友好提携 30周年記念式典・レセプション ⇒ 四川日報，四

川広播電視台，華西都市報の３社が取材 

  ◆四川日報は 10月 22日付朝刊に掲載。四川広播電視台は同じく 22日夕

方のニュースで放送 

・四川省人民代表大会表敬訪問 ⇒ 四川日報が取材 

   ◆10月 23日付朝刊に掲載 

・中国共産党徳陽市委員会書記及び徳陽市長との会談 ⇒ 徳陽日報 

   ◆10月 23日付朝刊に掲載 

・中国西部国際博覧会広島県ブース開幕式 ⇒ 四川日報が取材 

   ◆10月 23日付朝刊に掲載 

   ・四川省との交流についての単独取材 ⇒ 四川日報が取材 

  

 

 

 



 

 

Ｈ26.10.28 国際課 

１ 四川省人民政府省長との会談 

（実施日） 10月 21日（火） 

（場 所） 錦江賓館 

（相手方） 魏 宏（ぎ こう）省長ほか関係部署の幹部（15名） 

（当 方） 知事訪問団，県議会訪問団，東広島市訪問団ほか（25名） 
 
２ 広島県・四川省友好提携３０周年記念式典・レセプションへの参加 

（実施日） 10月 21日（火） 

（場 所） 錦江賓館 

（参加者） 約 300名 

【相手方】約 220名 

 魏 宏（ぎ こう）省長ほか四川省人民政府関係部署の幹部，友好提 

携都市政府関係者，四川省対外友好協会関係者，広島留学・研修経験 

者，大学関係者，日系企業関係者ほか 

【当 方】76名 

 知事訪問団，県議会訪問団，東広島市訪問団，広島県日中親善協会訪 

問団，西部国際博覧会出展県内企業等関係者，広島県留学フェア参加 

大学関係者ほか 
 
３ 四川省人民代表大会副主任への表敬訪問 

（実施日） 10月 22日（水） 

（場 所） 四川省人民代表大会 

（相手方） 張 東昇（ちょう とうしょう）副主任ほか関係部署の幹部（9名） 

（当 方） 知事訪問団，県議会訪問団，東広島市訪問団（21名） 
 
４ 四川米老頭食品工業有限公司への訪問 

（実施日） 10月 22日（水） 

（場 所） 広漢市内 

（当 方） 知事訪問団，東広島市訪問団（12名） 

 （内 容） 衛生管理の行き届いた菓子製造ラインの視察 
 
５ 中国共産党徳陽市委員会書記及び徳陽市長との会談 

（実施日） 10月 22日（水） 

（場 所） 徳陽市内 

（相手方） 李 向志（り こうし）書記，陳 新有（ちん しんゆう）市長ほか 

（当 方） 知事訪問団，東広島市訪問団（12名） 
 
６ 漢旺鎮震災遺跡・新市街（震災復興都市）への訪問 

（実施日） 10月 22日（水） 

（場 所） 綿竹市内 

（当 方） 知事訪問団（5名） 

 （内 容） 平成 20年 5月の四川大地震の震災遺跡及び復興都市の視察 
 
７ 彭州市近代化農業基地への訪問 

（実施日） 10月 22日（水） 

（場 所） 彭州市市内 

（当 方） 知事訪問団（5名） 

 （内 容） 種都野菜エリア（野菜の育苗・栽培）の視察 

四川省訪問における主な行事について 



８ 広島県留学フェアへの参加 

（実施日） 10月 23日（木） 

（場 所） 四川大学江安キャンパス 

（内 容） ○知事挨拶 

      ○四川大学副学長挨拶 

○広島からのメッセージ 

中村 健一 県立広島大学学長，岡 隆光 広島文化学園大学学長 

       ○留学生ＯＧ体験談 

       ○広島県の留学環境に係る紹介（ＤＶＤ上映） 

       〇けん玉名人等によるパフォーマンス 

       ○個別ブース説明 

        参加４大学（広島大学，県立広島大学，広島文化学園大学，エリザ    

        ベト音楽大学），２日本語学校（ＩＧＬ学園，広島国際ビジネスカ

レッジ）及び広島県 

 （参加者） 約 700名 
 
９ 四川省婦人連合会との意見交換 

（実施日） 10月 23日（木） 

（場 所） 成都市内 
（相手方） 張 懐青（ちょう かいせい）副主席，陳 文菊（ちん ぶんぎく） 

組織部長 

（当 方） 知事訪問団（5名） 

 （内 容） 日本と中国の職場や家庭における男女の役割・意識の違いなどについ

て意見交換 
 
10 中国西部国際博覧会における広島県ブース開幕式の開催 

（実施日） 10月 23日（木） 

（場 所） 成都世紀城新国際コンベンションセンター 
（参加者） 知事訪問団，県議会訪問団，出展県内企業等関係者，四川省人民政府 

関係者等 

（内 容） ○知事挨拶 

○慕 新海（ぼ しんかい）四川省人民政府外事僑務弁公室主任挨拶 

       ○鏡開き 
 
11 新広島・四川中日友好会館建設現場への訪問 

（実施日） 10月 23日（木） 

（場 所） 成都市内 
（相手方） 趙 亮（ちょう りょう）広島・四川中日友好会館館長 

（当 方） 知事訪問団，県議会訪問団（14名） 
 
12 成都市都市計画展示館への訪問 

（実施日） 10月 23日（木） 

（場 所） 成都市内 

（当 方） 知事訪問団，県議会訪問団（14名） 
 
13 グローバル教育現場の訪問 

（実施日） 10月 24日（金） 

（場 所） 成都石室（せきしつ）中学 

（相手方） 楊 斌（よう ひん）党委員会書記，方 青（ほう せい）校長補佐

倪 蓉（げい よう）国際部主任 

（当 方） 知事訪問団，中村 健一 県立広島大学学長ほか（8名） 


