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インド視察報告書 

アーメダバードと神戸の協力可能性について 

 2017年 7 月 25日から 29日までの日程で、インド・デリー準州デリー市と同グジ

ャラート州アーメダバード市を訪問・視察いたしましたので、報告をさせていただ

きます。 

 

1 訪問の経緯と目的について 
 

2016年 11月に、兵庫県とインド・グジャラート州との間で締結された相互協力の覚書は、

安倍晋三首相とモディ・インド国首相の立会いの上で締結された。これは、地方行政におけ

る新たな時代の国際化を示すものであり、同時に外交の役割分担を考えるうえで重要な意味

を持つと考える。 

 その内容は、学術、経済、文化、防災、環境、食の 6分野にまたがっている。しかしその

具体的な内容については今だ議論が成熟しておらず、今後の意見交換や相互訪問において組

み立てていくことになるようである。一方で兵庫県の玄関口である我が神戸市としては、上

記 6事業すべてにおいて自主的な方針と計画を持っており、同時に協力体制の一翼を担う必

要性があることは言うまでもない。 

 そこで議会が主導する形で、神戸市としてもグジャラート州に属する都市との協力体制を

構築する可能性を探る必要があると考え、この度の視察を企画した。 

参加メンバーは、神戸市会からは安井俊彦議員、大井としひろ議員、山下てんせい議員。 

神戸市からは、山村市長室国際部長、安岡経済観光局観光 MICE部長。 

なおアドバイザーとしてサンディップ・シャー氏にも随行していただいた。自費での参加と

なりましたが快く引き受けてくださったことを、この場にて感謝したい。 
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2 日程と訪問先 
 

7/25 14：10 関西国際空港発 AI315便 空路、デリーへ（所要時間 10時間 40分） 

   21：20 デリー着（時差-3時間 30分） 

   その日はホテルにて打ち合わせののち宿泊。 

7/26 09：30 在インド日本大使館訪問 ① 

   11：00 JETROニューデリー事務所訪問 ② 

   14：15 昼食後、空港着  

16：30 AI010便 空路、アーメダバードへ（所要時間 1時間 45分） 

その後ホテルにて夕食後打ち合わせ、宿泊 

7/27 （当日豪雨のため市内警戒態勢となり、市庁舎訪問・州庁舎訪問が中止に） 

   13：00 JICA鉄道プロジェクト（新幹線）について、調査の説明と意見交換 ③ 

   13：30 スマートシティ計画 CEOより市のプロジェクトの説明と意見交換 ③ 

       ここで市長からの親書を託す 

   16：30 AMA訪問 アーメダバード経営者協会との交流 ④ 

   18：00 アーメダバード市街視察（バザール）  

   その後ホテルにて夕食後打ち合わせ、宿泊 

7/28 09：00 バスにてアーメダバード市内視察（カンケリア湖・リバーサイドなど） 

   12：00 アーメダバード日本人会副会長とミーティング ⑤ 

   16：50 空港着 

   18：50 AI011便 空路、デリーへ（所要時間 1時間 40分） 

   23：05 AI314便 空路、関西国際空港へ（所要時間 10時間 05分） 

7/29 12：40 関西国際空港着 
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3 報告 
 

①在インド日本大使館 
 

 平松賢司・特命全権大使、曽根健孝・経済公使と面談した。 

・神戸市とインド人コミュニティについて 

 平松大使は「神戸は比較的早い時期からインド人コミュニティを受け入れ、繊維や宝石の

貿易が盛んであった。しかし日本国とインド国の関係がそれほど成熟していなかったため、

民間レベルの交流が主であった。これまでの在日インド国大使の努力、また近年の安倍首相

とモディ首相の友好関係を背景に、国と国は驚くほど良好な関係となっている。一方で、人

と人との動きには、まだ繋がっておらず、今後は地方レベルでの交流がもっと盛んになるべ

きである。」と述べられたうえで、兵庫県とグジャラート州の MOUを高く評価されていた。

また官邸からも、インドの諸都市と日本の都道府県政令市との交流関係が少ないことを指摘

され、もっと増やすように発破をかけられているとも仰られた。 

 そこで大使は、現地における日本語の普及にも力を入れているとのことであった。日本語

教師の需要があるということである。 

・グジャラート州について 

 グジャラート州は、ムンバイ領事館の管轄であるが、平松大使も将来性を相当に感じてお

られるのか非常に詳しく、「特別な州である」と評価されていた。その根拠は、国家プロジ

ェクトの最先端であることにある。 

ここでキーワードとして出てくるのが「スマートシティ構想」であるが、この点についての

詳細はのちの③で述べるとして、モディ政権の掲げる“make India”というスローガンの最

大構想が「都市環境問題」であり、そのパイロットエリアとしてチェンナイ・バラナシとな

らんで重要視されているのがアーメダバードである。また、グジャラート州はモディ首相が

かつて知事を務めた地域であることから、そのプロジェクトが先行しているという点でも特

別という評価をなされているのである。 

 具体的には、アーメダバード地下鉄は日本の ODAで建設が進められており、また NECがバ

スロケーションシステムなどの技術支援を行っている。こういった公共交通インフラの整備

によって、車の交通量を低減しようという取り組みは、神戸における環境モデル都市構想に

も類似している。 

・日本からの投資や進出企業について 

 大使は、日本からの投資について、マルチスズキ（車）やダイキン（空調設備）の成功例

を上げられ、かなり進んでいると評価された。またマンダルにある工業団地を視察する企業

グループは年々増加しているという。一方で、製品を「インドで作ってほしい」というイン
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ド側の要望も斟酌しなければならない、すなわち研究者や中小企業のものづくりにおける技

術力が、今後必要になってくるだろうという点を強調された。また大使は、そういったイン

ドで仕事を志す企業や研究者を紹介してほしい、大使館に連れてきていただければしっかり

サポートするとまで仰られていた。もっとも難しいと思われる交渉事も政府が指南するとま

で言い切るあたり、今がその時期なのであろうということが伺える。 

・メディカルツーリズムについて 

 安井・山下の 2名は、4年前にデリーを視察しており、その際に二つの病院を訪問し、メ

ディカルツーリズムについて意見交換を行っており、その際積み残した宿題があった。その

点を曽根公使に質問したところ以下のような助言をいただいた。 

「インドにおけるメディカルツーリズムは、ケララやチェンナイが有名である。その多くは

臓器移植であり、非常に安価で施術ができる。また立地的な優位性から中東や UAEからの患

者を多く取り込んでおり、避暑やアユールヴェーダなどのオプションにも力を注いでいる。

一方日本が優れていると思われる分野は、がんを発見する力であり、この点は世界最先端で

あるという評価がなされている。こういった連携ができれば活路はあるのではないか。」 
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②JETRO ニューデリー事務所 
 

 土屋貴司 次長と、山本直毅氏と面談した。 

・グジャラート州における日本企業進出状況 

 インド全体での日系進出企業は 1305社で、うち中小企業は 15％と、タイ等では 60％が中

小企業であることと比較してもまだまだハードルは高い。 うちグジャラート州は 30 社と、

まだまだ少ない現状である。しかし進出企業は日立・TOTO・三菱重工・ホンダ等で、自動車

産業の集積や石油化学産業の活動が活発になっている。 

また特に将来性がある分野として、土屋氏は「食糧」と「医薬品」を挙げられた。特に医薬

品は、インド特有の文化からかジェネリック薬品の研究が進んでおり、カーディラ製薬等世

界的に名の売れた企業も出現している。またエーザイがアンドラプラデシュ州に進出してい

るほか、東大や立命館大がインド人学生の誘致を行っている点を示し、この点で神戸の医療

産業都市とつながるのではないかという助言をいただいた。JETROとしてもインド企業と神

戸の中小企業との交流の御手伝いはしていきたいと意気込んでおられ、インド企業を神戸に

送り込む等の協力はできると仰っていた。 

・アーメダバードについて 

 土屋氏は、グジャラート州の都市で日本人が住めるところはアーメダバードしかないと仰

っていた。したがって神戸市の相手方は自動的にアーメダバード市となってくると思われる。

周辺には多くの工業団地が造成され、またインド国唯一の売電州として無停電で電力を供給

できる環境から、操業に優位な環境として認知されている。またグジャラート州は DMIC(デ

リー・ムンバイ間産業大動脈構想)の計画地域にあり、戦略的に有利な立地性も見逃がせな

い。そういった点も踏まえて、一度来て見て、投資環境等を判断してもらうとよいだろうと

いう見解であった。 

 インフラ整備に関しては、原則としては州首相の力が強いものの、市域内においては市自

身の意志で計画できる程度の予算は組めるという。例としてラジャスタン州のジャイプール

市の権限が強いことを挙げられていた。そういった点で、下水や防災は相対的に弱いという

評価であり、その点で協力できる可能性があるのではないかという意見をいただいた。 

・インドにおける市民意識と SNS 

 一般的に考えられている、インドは衛生的に問題がある、日本人訪問者はたいていおなか

を壊すというイメージについて問うてみたところ、土屋氏は「だいぶ変化してきている」と

答えた。というのも、この点も“make India”

の一環として、国をあげて改善しようとしてお

り、清潔・抗菌という考え方は、現地の人々も

潜在的に留意している点であるということから、

意識改革のまっ最中であるということである。 

その手法として昨今、What’sappに代表され

る SNSの影響力を紹介され、計り知れないもの

があるということをご教示いただいた。今後そ

ういった産業が受け入れられれば大きなビジネ

スチャンスとなるだろう。 
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③DMIC 鉄道計画・スマートシティ産業計画について 
  

㈱オリエンタルコンサルタンツグローバル 泉泰雄氏、日本コンサルタンツ㈱ 中野涼子氏、

㈱日建設計 小池直己氏、波佐場浩一氏と会談した。 

DMIC鉄道計画は、JICAの主導で日印共同開発の新幹線敷設を目指すものである。そのフォ

ローアップとして、アーメダバード駅予定地およびスーラト駅の駅周辺開発をシュミレート

する調査が行われており、ちょうどその報告が行われる時期であったので、オリエンタルコ

ンサルタンツグローバルの泉泰雄氏に説明をお願いした。 

当該調査は 2015年 7月より行われ、日本では一般的な都市計画である「土地区画整理事業

方式」がインドにおいても定着しているということが分かった。また産業都市としての将来

性と、スマートシティ構想の実現により、十分採算が取れる見込みであるという。 

 

 

Rakesh Shankar  アーメダバード市副監理官および Smart City Ahmedabad Development 

CEO、Mukesh M Patel  IJFAマネージングディレクターと会談した。 

 当日はアーメダバード市役所を訪問するスケジュールだったが、大雨のため自粛する旨を

伝えたところ、市から副管理官で、スマートシティの CEOである Rakesh Shankar氏を派遣

していただき、お話を伺うことができた。 

折しもアーメダバード市全域が世界遺産に認定されたということで、冒頭は市のプロモーシ

ョンビデオと、スマートシティ計画のイメージを映像で拝聴した。今回の視察で幾度となく

キーワードとしてでてくる「スマートシティ」のコンセプトは、バスロケーションシステム

と ICカードやアプリを利用した利便性向上により、公共交通の利用促進をねらうという内

容である。また、アーメダバード市街を縦断するサバーマティ川の河川敷を活用した再開発

もご説明いただいた。 
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アーメダバード市が目指すスマートシティは、主に大気汚染対策としての側面があるが、

それ以外の視点としてはまだまだ模索している。シェンカー氏も助言を求めていた。また神

戸市からの交流については双方向性が重要であり、そのための協議はステップを踏んでいけ

ばいいという考えであった。また MOUを締結する場合等、双方で検討する時間も必要とおっ

しゃっていた。その手段として What’sappを挙げられた点について、意外な一面を見た。 

またサバーマティ川のフラワーパークの一部（約 100㎡）に日本庭園を設置する予定があ

るが、神戸の名称を付ければ交流が進むと思うとも仰っていた。 

(参考)スマートシティ構想 

モディ首相が掲げる重要政策。ITを駆使したスマートシティをインドに 100箇所建設す

る壮大な計画。アーメダバードは第 1期に選定された(20都市が選定)。5年間で 1都市あた

り約 460億が投資される予定。 

アーメダバードでは、 

  ・共通カード決済システムによる統合交通管理プラットフォーム 

  ・監視カメラによるセキュリティシステム、交通システム 

  ・電力効率管理、水資源管理 

  ・各システムをコントロールする指令センター 

を計画している。（NECが交通管理システムを受注している） 
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④AMA(Ahmedabad Manegement Association)訪問 
  

今年 4 月 5 日に訪神された Indo-Japan friendship association の皆様と再会し、会談した。 

代表の Mukesh M.Patel 氏は、大学生の時に交換留学生として大手門大学に通われており、

それ以降 40年以上にわたり印日友好の窓口として活躍されてきた。その集大成として

Japan Information & Study Centerを、Mitsubishi Corporation India と Metal One 

Corporation Indiaの支援を受けて、開設された実績を持つ方である。 
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⑤アーメダバード日本人会副会長とミーティング 
 

 アーメダバード日本人会の今家副会長とお話しをさせていただいた。日立 Hi-Rel電機の

社員をされており、駐在歴は 1年ほどということである。 

アーメダバードにおける日立は 2011年に現地法人を 70％買収、2015年 10月から 100％子

会社となり、日本の企業文化を教育するために責任者を置いているというかたちである。 

・インドのものづくり 

 インド人の中で、ものづくりは中国には負けるという先入観がある。よって外部からの部

品を組み立てる仕事に終始しており、結果的に技術力に乏しい状況である。一方モディ政権

は日立と近しい考え方を持っており、ここでものづくりの技術力を上げ、全ての開発を現地

でできるようになれば大きなアドバンテージになると考えておられるようである。 

・現地の雇用環境 

インドの労働者の質としては、まじめで教育にも忠実、タスクに対しては応えてくれる、

また上司には絶対服従という傾向がある。反面サラリーに対してはシビアであり、常に横を

見ながら従業しており、条件が良いと見るやすぐに転職する。また企業としても、金利が高

い関係上ベアも大きく、同じ労働者を長く使い続けると賃金が高騰してしまうため、コント

ロールせざるを得ないという事情もあるようだ。 

平均サラリーは、最低レベルで 7000rps/月、監督級で 14000rps/月 時給換算では 100rps/

時という目安ということだった。 

・印日関係 

 次は文化・教育であるといわれており、日立も利益の 1～3％は社会奉仕として還元して

いる。旅行はインドのみなさんも好んでいるが、富裕層は別にして、中流階級の第一選択は

欧州であり、日本のほうはまだ向いていない。また日本の情報も少なく、現地で見ることの

できる放送局は NHKEテレ 1チャンネルのみである。そのため兵庫県とグジャラート州が提

携していることは、今家さんを含めて誰も知らないのではないかとおっしゃっていた。 

・日本人会の運営 

 メンバーは 70人程度で、月に一回程度集まりをもっている。構成メンバーはほとんどが

独身もしくは単身であるため、子供の教育環境などはあまり考えられていないようである。

またおおむね 3～5年でメンバーが入れ替わるため、メンバー総数としてはあまり増えない

傾向にある。 
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4 所感 
 

・安井俊彦  （自由民主党神戸市会議員団） 

 

今回のインド、アメダバード市の訪問は短期間でありましたが多くの事を学ぶ事ができまし

た。 

さらに大変な事は将来への大切な基礎作りを始める事ができた事です。 

兵庫県がグジャラート州と友好提携をする方向にあり、その州の首都ともいえるアメダバ

ード市と神戸市も友好提携を結ぶ事が適切なのかどうかの調査でもありました。 

神戸がインドとの交流の中心都市となるべく、モディ―・インド首相の出身地であるグジャ

ラート州とアメダバード市と、単なる仲良し親善という社交辞令でなく実質的に、例えば学

術とか農業とか医学とかより具体的に相互交流を進めねばなりません。 

インド日本大使であります平松賢司大使からも、大賛成でありアメダバードはインドでもス

マートシティーを目指し急成長する都市であり、日本企業が今後進出するであろう一番の都

市である。その都市と神戸市が友好都市となる事によって、日本語学校の創立を含め日本企

業がインドに進出する為の足がかりとなる。そのための都市が神戸となるよう願っています

と激励下さった。 

幸いにして安倍晋三首相もモディ首相との会談の中で 1900億円の円借款を行なうと共に

ムンバイ―アメダバード間の 500ｋｍの高速鉄道に 1000 億円を拠出すると発表されました。 

私達議連の立場でそのような大きな事とは関係できませんが、将来性のあるアメダバード市

と市民レベルの友好が進められればアジアの平和と安定の一石になると信じて今後とも調査

研究を進め、久元市長の言う実質的な友好関係が構築できるよう考えています。今回の調査

はその価値あるものであったと思っています。 
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・大井としひろ （民進こうべ神戸市会議員団） 

 

今回、神戸市会議員団の三人で、インド国・グジャラート州、アーメダバード市を訪れ、神

戸市民と経済・産業・防災・環境・福祉・医療・観光・文化などの分野でどのような交流が

可能かを調査した。 

関西空港からエアーインディア AI315便にて香港を経由して、デリーに 10時間半かけて

午後 10時前に到着。神戸から少し遠いかと感じたが、気候は思ったほど暑くはなく、むし

ろ日本の方が暑いほどであった。 

翌日ニューデリーの在インド日本大使館を訪問し、平松賢司特命全権大使、曽根健孝公使

（経済）、佐藤仁美総務参事官と大使直々に私たち訪問団に一時間余り接見いただき貴重な

意見交換ができた。 

平松大使からは、グジャラート州アーメダバード市は、モディ首相が首相になる前は同州

知事もされモディ首相のお膝元で、産業、経済の進展がこれから見込まれる地域で、日本企

業の進出も他都市に比べ少なく、これから大きく発展する都市であり、「神戸市、兵庫県か

ら経済・産業界の皆さんをお連れして欲しい。」と、要望されました。日本国大使館も後押

しをするとまで申され、神戸市、兵庫県との経済・産業交流について、大きな期待を示され

た。私たち議連としても心強く感じ、是非このミッションを成功させたいと思いを新たにし

た。 

昨年の 11月にモディ・インド首相が来日し、安倍首相、チノイ・インド大使と共に来神

され、兵庫県とグジャラート州で学術やビジネス、文化、防災、環境、食等幅広い分野で交

流促進を目指す覚書を、兵庫県庁で井戸知事と締結した。また、川崎重工の新幹線車両組み

立て工場等も視察され、モディ首相は、先進的な取り組みや先端企業の集積している神戸市、

兵庫県に興味を示されている。これには、神戸インドコミュニティの皆さんの大きな力があ

って、このような取り組みが進んでいるものだと感じている。 

今年神戸市は、神戸港開港 150年の記念の年であるが、この神戸港発展を支えた日印貿易

をはじめとしたインド商会の皆さんの努力も忘れてはならない。このような神戸市であるか

らこそ、発展途上にあるインドと多方面に渡って交流を深めることは、大変意義深いものが

ある。 

今インドでは、DMIC（デリー・ムンバイ産業大動脈、国家産業大動脈）国家プロジェクト

が動き出し、ムンバイとアーメダバード間を新幹線で結ぶ計画等、製造業を主要な経済のけ

ん引力とする計画、また深刻な環境問題対策として、スマートシティの創造を目指している。

国家製造業政策をモディ首相自ら推進するインドに、神戸市内の重厚長大産業で培われた市

内の町工場の技術やノウハウは必ずや活かされるものだと思われる。 

また、今年 4月に訪神されたアーメダバード印日友好協会・経営者協会の皆様と再会し、

和やかに懇談した。アーメダバード市内に同協会の皆さんが建設された「ジャパンセンター」

にお邪魔し、友好を深めた。インドでこのような日本の文化を展示、交流を図っておられる
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活動を目の当たりにして感激したと共にアーメダバード市と文化交流を図ることにして良か

ったと感じた。 

最大のミッションであったアーメダバード市長表敬、グジャラート州政府訪問が、大雨の

影響で災害対策に市長・知事が陣頭指揮をとられているため、急遽中止になったのは大変残

念であったが、その代わりとして急遽、アーメダバード市副管理官のラケッシュ・シャンカ

ー氏が宿泊先を訪問してくださり、スマートシティ構想などについて、映像を絡めてお話を

伺う事が出来た。本来であれば訪問中止で終わりとなってしまうところを、市の要職にある

職員が訪問してくださったことは、神戸市との連携に対する期待と表敬と捉え、改めて両市

の交流を促進すべきとの思いを強くした。 

今回の調査を今後の活動に活かしていくことは基より、11月に計画されています兵庫

県・神戸市友好親善使節団の派遣が成功するよう取り組みを進めて参りたい。 

今回、インドの皆さんと有意義な時間が持てたことは、今後の神戸市とアーメダバード市、

グジャラート州との友好親善に大きく寄与するものと確信している。 

今後も神戸市会議員団が潤滑油となって民間外交を推し進め、日印友好親善が図られるよ

う取り組みを進めて参りたい。 

最後に神戸市市長室山村国際部長、経済観光局安岡観光 MICE部長、神戸インドコミュニ

ティの神戸インドクラブ元会長のサンディップ・シャー氏、JTB奥田氏に随行を頂き、的確

なアドバイスを賜り心より感謝申し上げ、私のインド視察報告の所感といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



安井俊彦・大井としひろ・山下てんせい 

14   

   

・山下てんせい  （自由民主党神戸市会議員団） 

 

日印友好に携わり、はや 1年半が経過しました。その間多くのインドコミュニティのみなさ

んに助言をいただき、神戸とインド国という大きなおつきあいを深めてきました。 

 その大きな成果が、神戸とアーメダバードとの架け橋をすることになれば、議員としてこ

れ以上の喜びはないと信じ、頑張らせていただいております。そういった意味でこの度の視

察において結ぶことができた縁を、大切に次につなげていきたいと思っております。 

 きっかけは、兵庫県とグジャラート州の MOUであり、その延長線上にアーメダバードがあ

った。全くの偶然であり、そこに深い意味はありませんでした。しかし調査を進めていくう

ちに、在日インド人の多くがグジャラート州出身であること、グジャラート州が工業都市と

して発展しつつあること、日本とゆかり深く、大型のプロジェクトが進行中であることなど、

様々な条件が積み重なっていきます。どんどん、神戸市のパートナーとして、願ってもない

条件が積みあがっていきました。 

 そして一つの目標が立ち上がります。 

「平成 29年のうちに、神戸市の要人とアーメダバード市長を面会させよう。」そして日印

の都市間交流を始めさせよう、という目標です。しかし我々はインドのことを何も知りませ

ん。あるのはインドコミュニティの皆様からの助言のみでした。これは実際に現地に赴いて

見聞きし、情報を得、縁をつなぐ必要がある！ 

 そんな折、4月にアーメダバードから友好視察団が来神されるという情報が入り、そこに

我々神戸市会議員団も参加できるようにお願いしました。またありがたくも表敬をしていた

だき、ムケシュ・パテル会長はじめ、現地のみなさんとの縁を深めることができました。こ

の時、視察についての相談もさせていただいたのですが、一回の訪問ですべてをまとめるこ

とは難しい、先ずは先行してアーメダバードに来てください、歓迎します。というありがた

い回答をいただきました。 

そういうわけで、7月の視察を企画するに至りました。詳しい視察内容については本文にす

べて書きましたので割愛しますが、全ての視察先について助言を与えていただいたサンディ

ップ・シャー氏には特別の感謝を申し上げたい。また現地とのコネクションを担当していた

だいた山村部長にもまた格別の感謝を申し上げます。そして現地において随行としてお世話

いただいた JTBの奥田さんはじめ、職員のみなさんありがとうございました。そして現地に

て歓待していただいただけではなく、大雨というトラブルに際し、アーメダバード市と交渉

し、シャンカー氏を招へいしていただいたムケシュ・パテル会長にも心から感謝いたします。 

 この実績を基に、次が本番です。神戸とアーメダバードの友好が実現し、深まりますよう

に。 
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