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広島県議会 

バングラデシュ・シンガポール⾏政視察団 

調査報告 

 

調査期間 ２０１４年７⽉７⽇〜７⽉１３⽇ 

調  査  者 広島県議会議員 

          ⽯橋良三（団⻑）、緒方直之、上田泰弘 
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【視察日程】 

日付 都市名など 現地時間 視察先 

７月７日（月） 

広島駅発 6:05 移動日 

博多駅着 7:37 福岡空港発 10:00 シンガポール着 15:25 シンガポール発 20:35 ダッカ着 22:40 ７月８日（火） 
ダッカ 

10:00 在バングラデシュ日本国大使館 

14:30 ＪＥＴＲＯダッカ事務所 ７月９日（水） 

ダッカ 
10:00 バングラデシュ環境森林省 

15:00 ショドルガット港 ダッカ発 23:55 移動 ７月１０日（木） 

シンガポール着 6:00 移動 シンガポール 

11:30 在シンガポール日本国大使館 

15:00 ＪＥＴＲＯシンガポール事務所 

16:15 ＪＮＴＯシンガポール事務所 ７月１１日（⾦） 
シンガポール 

9:00 ＪＭＳシンガポール工場 

13:30 
ﾊﾟｼｰﾙﾊﾟﾝｼﾞｬﾝ・ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ （五洋建設施工） ７月１２日（土） 

シンガポール 
9:00 ニューウオータービジターセンター 

13:30 マリーナバラージ ７月１３日（日） 

シンガポール発 1:20 移動日 
福岡空港発 8:35 博多駅発 10:29 広島駅着 12:13 
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１．    視察目的 

県内企業による海外事業展開の可能性及び観光施策の推進による地域
経済の活性化などを調査し、本県⾏政施策の⽴案等に反映させる。 

 

２．    訪問国及び視察内容 

（１） バングラデシュ⼈⺠共和国 

① 県内企業等の訪問国内での生産活動状況等調査 

② 環境保全の取り組みと観光面における活用法等調査 

 

（２） シンガポール共和国 

① 訪問国及び近隣諸国からの外国⼈観光客の来⽇促進活動の取り組み
等調査 

② ⽔道⽔源利⽤施設の観光⾯における活⽤法等調査 

 

初日 （７月７日（月）） 〈移動日〉 

 

 午前６時５分に広島駅を出発し、新幹線で福岡へ向かい、福岡空港１０時発
のシンガポール航空にてシンガポールへ、乗り継ぎを経てバングラデシュ到着が 午後 
１０時４０分となった。その後ホテルへと向かった。 

 

調査１日目 （７月８日（火）） 

○視察先 在バングラデシュ日本国大使館  

○応対者 佐々原一等書記官、進藤政務班⻑ 
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 調査初日は、午前１０時から約１時間にわたり、バングラデシュの経済概況等につ
いて説明を受け、意⾒交換を⾏った。                            
バングラデシュはインドとミャンマーの間に位置し人口約１億６千万人の国であり、今も
なお増加し続けている（日本人在住者約１０００人）。また、面積は約１４万 
７５００㎢であり北海道の約１．９倍と非常に⼩さな国である。日本政府も今後
４〜５年でインフラ整備に約６千億円の経済支援を表明している。同国経済も、 
１０年以上にわたって年率６％の成⻑を続けており、また、人件費も中国と比べて 
約５分の１と魅⼒的で、チャイナプラスワンとして進出する⽇本企業も直近３年で２
倍の約１８０社に急増している。代表的な会社としては、ユニクロ（８店舗）、ロー
ト製薬（リップクリーム）がある。                                     

  

ダッカ市内にて 

一方、飛躍する経済とは対照的に厳しい現実もある。 

１． ⾼い貧困率（１⽇の収⼊２ドル以下は全⼈⼝の約８０％） 

２． 脆弱な経済基盤 

＊縫製業への依存（総輸出の約８０％） 
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＊海外出稼ぎ労働者からの送⾦への依存 

３． 投資阻害要因の存在（汚職の蔓延、インフラの未整備、非効率な⾏政）               

バングラデシュ政府の取り組みとしては、①ＩＭＦによる拡大信用供与措置
（２０１２年４⽉から３年間で１０億ドル）の⽀援を受ける ②インフラ整
備・電⼒インフラ整備 ③熟練労働者育成 ④縫製業の労働環境改善  
⑤歳入強化 ⑥インフレ率上昇の抑制 

  両書記官の話を伺い、非常に⼤きな可能性を秘めた国であることは再認識できた
が、インフラ整備が大きな課題であり、国家発展の妨げとなっていると感じた。 

なお、⾸都ダッカにある公⽴のダッカ⼤学では、「ヒロシマの⽇」を設け、遠い地より 
平和を願い、訪れたこともない広島を想い、平和を願う劇も⾏われているとのことで、 
広島との繋がりを感じるものでもあった。 

また、地⽅⾏政の視察としては広島県議会が初めてとのことであり、今後、県内企
業の進出や⼤学⽣同⼠の交流など今回の訪問を契機として大きな成果に結び付け
たいものである。 

 

  ○視察先 ＪＥＴＲＯダッカ事務所 

  ○応対者 酒向（さこ） 副所⻑ 

午後２時３０分からは、場所を JETRO ダッカ事務所に移し、約１時間にわたって
バングラデシュ経済・ビジネス環境について説明を受け、意⾒交換を⾏った。      
大使館での説明と重なる部分があったが報告する。 

まず、政治体制について説明があり、バングラデシュはアワミ連盟（インド寄り）と  
バングラデシュ⺠族主義者党（パキスタン寄り）の構図であり、現在はアワミ連盟の 



6 

 

 シェイク・ハシナ政権（⼥性）２期目である。 

   

ＪＥＴＲＯダッカ事務所にて 

 人口動態も、日本においては人口減少が社会問題となる中、現在１億６千万人
の人口が２０４０年まで増え続け、１億９千万⼈をピークに２０５０年から減少
傾向へ変化する⾒込みである。町の中を歩いても、⼈⼝密度の⾼さには驚かされた。 

  

ダッカ市内 
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  国家収益の３本柱は 

① 米・さとうきび・とうもろこしに代表される農業で約５割を占める 

② 海外出稼ぎ労働者からの送⾦（７００万⼈が約１５０億円を送⾦） 

③ アパレル関連 

 となっている。この３本柱のひとつのアパレル関連（繊維産業）であるが、特徴的な
のが地場企業の繊維工場が約５６００工場あり、縫製労働者数も約４００万人
と桁外れに多く、しかも低賃⾦（月／約７０ドル）である。 

 消費市場を⾒ると、約１２００万⼈が密集する⾸都ダッカでは、富裕者層をターゲ
ットとしたビジネスが始まっている。経済成⻑により徐々にではあるが購買⼒が向上する
に伴い、人々の生活スタイルも着実に変化している。 

 例えば、ダッカ中⼼部に富⼠フィルムが⾼級化粧品「アスタリスク」を販売する店舗を
構えたり、来年３⽉には「シャンパンフェア」として約３０社のメーカーが出展し、富裕
者層をターゲットにキャンペーンを展開する。 

 国内の⾃動⾞の９割は中古⾞で⽇本⾞が９割を占めている。メーカー別にみると 
トヨタが圧倒的で、マツダは数パーセントと思われる。トヨタカローラクラスで新⾞価格は 
４００万円程度であり、関税が高く、インフラ整備、企業進出にも関連するが大きな
障壁となっている。 

 ひとつ余談であるが、バングラデシュ統計局が２００９年３⽉に１万４千世帯にと
ったアンケートによると、余暇の娯楽用品・設備は？の問いに、１位は「テレビ・ラジオ」
（62.1％）、２位は「ない」（13.4％）。余暇は何をしていますか？の問いに、1 位
は「噂話」（58.1％）、２位は「子供の世話」（48.1％）と何ともお国柄がでている。
商売は口コミが一番であり、ヒントとなりそうである。 
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バングラデシュ国会議事堂前にて 

 バングラデシュの経済をまとめると、メリット（利点）として、①安価で豊富な労働⼒
の確保 ②繊維産業の強固な基盤、縫製品の付加価値化が進展 ③内需拡大に
伴う市場としての潜在性 ④インフラ事業の旺盛な需要 ⑤親⽇的な国⺠性 

 リスク（課題）として、①マクロ経済の脆弱性 ②インフラの未整備 ③土地取得の
難しさ ④複雑かつ不透明な法規制 ⑤⾦融システムの未整備 ⑥マネージャークラ
スの⼈材不⾜があげられる。 

 

 

調査２日目 （７月９日（水）） 

○視察先 バングラデシュ環境森林省 

○対応者 ヌルル・カデール局⻑ （大使館員随⾏） 
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環境森林省 局⻑室にて 

（中央）ヌルル・カデール局⻑ 

午前 10 時より大使館員随⾏のもと、環境森林省の取り組みや課題等について 
意⾒交換を⾏った。                                       
バングラデシュでは 1 億 6 千万人の人口のうち 2 千万人以上と言われる人々が基準
値を超える濃度のヒ素を含む井⼾⽔を毎⽇飲み続けている。 

 ヒ素汚染対策は主に、ヒ素を除去する装置を井⼾に付けるか、あるいは他の水源を
確保する二通りがある。当初は簡易な除去装置などが次々と考案されたが、除去した
後に残る「ヒ素のゴミ」をどう処理するのかという問題がある。⼤きな再処理施設があれ
ばいいのかもしれないが、簡便な装置になればなるほど、⾝の回りに⾼濃度のヒ素が再
びバラまかれることになりかねず、生物濃縮によって被害がさらにひどくなってしまう可能
性も指摘されている。  

 他の水源を確保する方法は大きく分けて４種類ある。⾬⽔を直接利⽤するもの、池
の⽔を浄化して利⽤するもの、掘り抜き井⼾（つるべ井⼾）、そして深井⼾である。 
まず雨水であるが、これは⼤きなポリタンクなどを利⽤して⾃然の⾬⽔を貯めておいてそ
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のまま利⽤するもので、管理はもっとも簡単であるが、⾬の降らない乾季には利⽤でき
なくなるという欠点がある。また、深井⼾は場所によっては有効なものの、井⼾そのもの
がその後ヒ素に汚染される危険性をはらんでいる。残る池の⽔利⽤と掘り抜き井⼾は、
バクテリアなどを含めて水のろ過ができれば有効な対処策となり得るが、そのためには住
⺠による管理体制がしっかりとしている必要がある。 

 

環境森林省 局⻑室にて意⾒交換 

 また、ダッカ市内には４つの川が流れているが、どの川も汚染がひどく、ダッカ市内の企
業からの工業排水は多くが浄化処理されないまま放流されており、当局による⾏政指
導を繰り返しているのが現状である。 

 河川の護岸に⼤きな浄化槽を設置し、汚染⽔を浄化し流してもいるが限界がある。 
ごみ問題にしてもいたるところに廃棄してあり、また、河川に流されもする状況で非常に
マナーが悪い。今後は⾏政としての法規制の取り組み強化が急がれる。 

 上記意⾒交換を踏まえて、ダッカと国内各地を結ぶ港であるショドルガットの現地視
察を⾏ったが、説明にあったような汚染状態が⾒受けられた。 
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ショドルガット港① 

ショドルガット港② 

このような面を鑑みると、水質浄化でリードする広島県内の企業が進出する素地は
十分にあると思われる。 

最後に、広島県内のごみ処理関連と地熱利⽤関連企業の紹介を⾏い、検討事
案としていただいた。まだまだ情報（最新技術）が不⾜しているため、国をあげての
対応が急がれると感じられた。 
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２日間のバングラデシュ現地視察を終え、ダッカ発午後１１時５５分のシンガポー
ル航空にて翌朝午前６時にシンガポールに到着。 

 

 

調査３日目 （７月１０日（木）） 

○視察先 在シンガポール日本国大使館  

○応対者 ⼤⻄総務参事官 

柴田一等書記官、福嶌二等書記官 

午前１１時よりシンガポール共和国の概要を説明いただき、意⾒交換を⾏った。 
シンガポールは⼈⼝５３１万⼈、⾯積７１６㎢（現在は東京２３区と同程度で
あるが、開発が進む前は淡路島と同等であった。）                     

在シンガポール日本国大使館前にて 
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政治に目を向けると、⼈⺠⾏動党（PAP）の１党独裁状態であったが少しづつ
崩れている（８７議席中８１議席を獲得）。 政策課題としては、外国人労働
者の受⼊れ、住宅価格、教育・格差、少⼦⾼齢化が主なものであり、⽇本の状況
と類似している。 

 

  また、ハブ機能の強化を目指した国家戦略として、港湾・航空・⾦融・研究開発
（バイオ等）・⽔・医療等の地域ハブ化を推進しており、今回の視察先として後述す
るＪＭＳや五洋建設（コンテナターミナル）のように県内企業が進出できる土壌は 
十分あるものと感じた。 

 

このほか、２０１１年度に⾒る軍事予算が、約９８億米ドルと国家予算の約 
２０％を占め、軍事面への強化がうかがえる。 

 対⽇本との関係を⾒ると、要人往来も活発であり、最近では今年５⽉に安倍総理
大臣が訪問されており、今後はますます東南アジアにおける統括拠点として機能してい
くものと思われる。 

 

 

○視察先 ＪＥＴＲＯシンガポール事務所  

○応対者 ⻑⾕部所⻑、⽯原次⻑ 

（広島銀⾏シンガポール駐在員事務所⻑、⼤使館書記官随⾏） 
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 ＪＥＴＲＯシンガポール事務所にて（中央が⻑⾕部所⻑） 

 午後３時よりシンガポール経済の動向について説明をいただき、意⾒交換を⾏った。 

 シンガポール経済の強み・弱みをあげると 

       （強み）                      （弱み） 

＊法人税等の税制上のメリット        ＊⼈件費や不動産コストの⾼さ 

＊教育水準の高い人材が豊富         ＊国土の狭さ 

＊アジアの中⼼に位置する⽴地優位性   ＊エネルギーの対外依存 

＊物流等各種インフラ、⽣活環境の整備  ＊⽔、⾷料など基礎⾷料品の対外依存 

＊英語が公用語                 ＊国際経済情勢の影響の大きさ 

＊資⾦調達の容易さ 

＊外国⼈雇⽤の容易さ                                

である。 
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ＪＥＴＲＯシンガポール事務所にて 

 

  シンガポール経済の強みに、法人税等の税制上のメリットがあるが、段階的に引き
下げられて現在は１７％であり、アジア主要国と比較すると低い水準にある。これらの
要因が企業進出の⼤きな要因となっている。特に航空関連産業・医薬品、医療機器
メーカーの展開が積極的となっている。 

また今回の視察目的でもある訪問者の誘致政策を⾒ると、シンガポール政府は同
国への訪問者数増加を国家目標と掲げ、２００８年にはシンガポールでＦ１が開
催され、２０１０年にはマリーナ・ベイ・サンズとリゾート・ワールド・セントーサの⼤型カ
ジノ施設が相次いで開業し高収益をあげている。南端のセントーサ島でもリゾートホテ
ルやユニバーサル・スタジオなどがオープンしている。 

この政策により、２０１３年のシンガポールへの訪問者数は、１５４７万人へと
４年連続で増加し、ホテル稼働率も８６％と好調を維持している。 

このなかの１つである「マリーナ・ベイ・サンズ」は、ラスベガス・サンズ社の開発・運営の
もと、 
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総投資予定額：５０億Ｓドル 

２０１５年までのＧＤＰ貢献額⾒込み：２７億Ｓドル（ＧＤＰの約０．８％） 

２０１５年までの雇⽤創出⾒込み：３万⼈ 

である。 

現在２５００室ある部屋の稼働率は９８％であり、近々１０００室の増床予
定である。 

⽇本においてもカジノ議論が繰り広げられているが、法規制の問題、ギャンブル依存
の問題等課題も多く、⼗分な議論が必要である。 

 

 

○視察先 ＪＮＴＯシンガポール事務所  

○応対者 真鍋所⻑、加藤次⻑ 

  （広島銀⾏シンガポール駐在員事務所⻑、⼤使館書記官随⾏） 

午後４時１５分より、シンガポールの観光⾏政について説明を受け、意⾒交換を
⾏った。当事務所は２００６年５⽉に設⽴され、職員は８名である。設⽴目的は、
シンガポール、マレーシア・インド等における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光
案内、その他外国⼈観光旅客の来訪の促進に必要な業務を効率的に⾏うことにより、
国際観光の振興を図ることである。 
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ＪＮＴＯシンガポール事務所にて （右から３人目が真鍋所⻑）（左から３人目が加藤次⻑）  

業務範囲は、シンガポール、マレーシア、インド等において訪⽇旅⾏促進を図るため、
①訪⽇旅⾏の市場分析とマーケティング  

②⽇本向けツアーの現地旅⾏会社による企画・販売の促進  

③現地メディアを通じた広報活動等                         である。 

 今年７⽉１０⽇に、「地方空港と海外エアラインを活用した新たな誘客手法」とし
て、ＪＮＴＯシンガポール事務所において、主催：CHINA AIRLINE、広島県、愛媛
県、協⼒：旅⾏会社１６社が参加のもと、連携プロジェクト説明会が⾏われた。   
当該説明会では、次のような現状と課題が挙げられた。 

（現状）                                          
①シンガポール・マレーシアから、広島及び四国への直⾏便はない。         
②広島及び四国を含むパッケージツアーが少ない。 
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（課題）                                          
①知名度が⾼くないため、１社で販売しても申込が少なく、ツアーを催⾏できない
②地方空港の活性化は地元自治体にとって大きな課題である。  

  残念であるが、説明会には愛媛県職員は参加したものの、広島県は不参加と
お聞きした。愛媛県は、シンガポールの伊予銀⾏内に職員が常駐しているとのこと
であった。広島県は主催者側でもあり、観光客の誘客を図るのであれば、説明会
に参加してＰＲするべきではないか。是非とも前向きに検討していただきたい。 

 

                 
ＪＮＴＯシンガポール事務所にて意⾒交換 

 
 
調査４日目 （７月１１日（⾦）） 

○視察先 ＪＭＳシンガポール工場  
○応対者 近藤所⻑、中村ディレクター、木村マネージャー 
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ＪＭＳシンガポール工場にて 

 午前９時より、シンガポールの国家戦略の１つである医療関連で、広島に本社を置
くＪＭＳシンガポール⼯場について説明を受け、意⾒交換を⾏うとともに⾒学をさせて
いただいた。 

  

 シンガポール工場の従業員数は７５６名（うち日本人従業員８名）であり、主に
「輸液輸⾎」「⾎液透析・腹膜透析」「医療⽤⼀般⽤品」「循環器」の４つの分野に
おける製品の開発・製造・販売に取り組んでいる。 

 なぜ、シンガポールへの進出を決めたのかとの質問に、まずは安価な労働⼒、次に政
府の優遇税制・補助⾦制度の充実であるとのことであり、国の努⼒に企業ニーズがマッ
チした事例といえる。しかしながら、オペレーターの確保も死活問題とのことであった。 
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ＪＭＳシンガポール⼯場にて意⾒交換 

 

○視察先 パシールパンジャン・コンテナターミナル 

          〜五洋建設施⼯物件〜  

○応対者 ⼭下所⻑、神部次⻑、中川マネージャー、 

        北川マネージャー、⾼橋マネージャー 

  午後１時３０分よりパシールパンジャン・コンテナターミナルについて説明を受け、
現場視察を⾏った。 

   発注者はシンガポール港湾局で、施工は五洋建設、現代建設、Ｋｏｏｎ、  
ＶａｎＯOｒｄのＪＶ、五洋建設の請負⾦額は約６７８億円である。 

 パシールパンジャン埋⽴⼯事区域は、⻄側にコンテナターミナル、東側にシエル使⽤
の交通フェリー、クルーズ船等の船舶離発着施設となる。 
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        ⻄側コンテナターミナルにて 

 

また、現在の世界最大コンテナ船（喫水１６ｍ）が接岸可能となる。 

 

五洋建設事務所にて説明・意⾒交換 
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シンガポールの国⼟の１０％は埋め⽴て地であるとのことで、今もなお国土が拡大
している。この港湾事業も国家戦略の事業であり、スケールの大きさに圧倒された。 

五洋建設事務所前にて 

 

 

調査５日目 （７月１２日（土）） 

  ○視察先 ニューウオータービジターセンター 

午前９時よりニューウォータービジターセンターの説明を受け、意⾒交換を⾏った。  
シンガポールは、⽔資源の国内確保が国防上の課題であり、１９７０年代から下⽔
処理⽔の再利⽤の技術開発を⾏い、現在、国内⽔需要の約３０％を担っており、
２０６０年までに５０％を目指している。 

 

シンガポールでは、国内の水需要をマレーシアからの輸入に頼っていた。国防上の問
題から、国内で水を確保することが課題であり、いち早く下⽔処理⽔の再利⽤に注目
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した。２００３年ごろから下⽔再処理⽔の実⽤化が始まり、その⽔を「ニューウォータ
ー」と名付けた。現在、ニューウォーターの大部分は、工業用水として直接供給され、
冷房装置の冷却⽔などに利⽤されている。                                 

 

ニューウォータービジターセンター正面入り口にて 

 

 

ガイドの説明を受ける 
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ニューウォータービジネスセンターは、ニューウォーターを飲料⽔として利⽤することにつ
いて国⺠の理解を図るため、２００３年に開設された。今後も下⽔処理⽔をスムー
ズに国内に浸透を図るうえで重要な施設となるとのことであった。                      

また、水問題についてシンガポールでは、早い段階からウォータービジネスとして取り
組まれており、２０６０年には、ほぼ⾃給の形で賄えるという⻑期プランが作成されて
いる。 

 

○視察先 マリーナバラージ  

午後１時３０分よりマリーナバラージにて説明を受け、⾒学を⾏った。        
２００８年に完成したマリーナ・バラージ（Marina Barrage）は、街中にある巨大な
マリーナ貯水池で、シンガポール・ハーバーからマリーナ・ベイ・サンズとシンガポールフライ
ヤーの間を抜けて、マラッカ海峡へと繋がる玄関口にある。カラン川やシンガポール川な
どへ流れ込む淡⽔を集め、飲料⽔や⼯業⽤⽔として利⽤する。シンガポール川河口か
らお馴染みのマーライオンの目の前に広がるシンガポール・ハーバー一帯は、今や塩水
でなく淡水であることは、案外知られていないかもしれない。 

 

 マリーナバラージにて 
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市街地のこの巨大な貯水池は、１万ヘクタールの面積があり、シンガポールの国土
の約６分の１もの大きさがある。貯水池として、全体の需要量の 10%にあたる水を供
給することはもちろん、マリーナ・バラージは、チャイナタウンやシェントンウェイなどの土地
の高さが低い地域への洪水を防ぐためのダムとして水位をコントロールしている。 

現在、シンガポールでは、⽔の輸⼊、１７カ所の国内の貯⽔池、下廃⽔再利⽤の
プラントで再生される超純水「ニューウォーター」、海水から真水を生成する淡水化プラ
ントによる４つの水の供給源がある 

 ２０６０年までには「ニューウォーター」で国内需要量の５０％を、淡⽔化プラント
からの供給で３０％を賄うことを目指しているとのことであり、これに貯水池からの水の
供給が加われば、ほぼ自給に近い形が実現するということになる。 

 

マリーナバラージ概観 

最終日 （７月１３日（日）） 〈移動日〉 

 午前１時２０分にシンガポール発のシンガポール航空にて福岡空港へ向かい、  
午前８時３５分に到着。その後、博多駅へ向かい、新幹線で広島駅に午後１２時
１３分に到着解散した。 
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【視察を終えて】 

今回の⾏政視察において、バングラデシュではまず、人の多さ・交通マナーの悪さに
驚かされた。「人の多さ＝今後の発展の可能性を秘める」ことから、今後、 中国、イン
ドのように⼤きく発展する可能性を感じた。しかし、インフラ整備の遅れが目⽴ち、日本
企業も含め海外企業の進出も鈍化しているものと思われる。 

 また、環境問題も深刻であり、本県企業の紹介も⾏ったが、まだまだ情報（最新技
術など）が乏しく、国、県をあげての早期の積極的な取り組みが必要であると感じた。 

次にシンガポールにおいては、国家戦略としての取り組みを明確化し推進している。  
特に⽔問題は、早い段階でニューウオータービジネスに取り組み、２０６０年にはほ
ぼ自給の形で賄えるという⻑期プランを作成している。日本も同じ島国として、良きも
のは取り入れ、今後起こるであろう水問題に積極的に取り組むべきと感じた。 

 なお、外国人観光客の誘客に関しては、マリーナ・ベイ・サンズに代表されるようにカジ
ノ併設総合リゾートが成功をおさめ、訪問者数も４年連続で上昇し、ホテル稼働率も
８６％前後を保持している状況にある。日本においてもカジノ構想の動きが⾒られる
が、政策の一つとして捉え、しっかりと情報収集を⾏い検討して頂きたい。 

 また、ＪＮＴＯシンガポール事務所での本県主催のイベント（⾏事）へは、ぜひ積
極的な参加をしていただき、本県の発展に努めていただきたい。 

 終わりに、今回の視察で得ることのできた貴重な情報等を最大限活用し、今後さら
に詳細な分析を重ね、本県⾏政施策の⽴案等に反映させて参りたい。 

今回の⾏政視察にご協⼒をいただいた関係者の皆様に感謝を申し上げるとともに、
益々のご発展を祈念申し上げたい。今後の広島県発展へのご協⼒をお願いし報告と
させていただく。 

 


