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＆コンサルティング

九州経済産業局がまとめている「アジア度」は
「海外進出企業件数」「輸入額」「輸出額」「姉妹
提携自治体数」「国際航空路線数」「外国人入国者
数」の６項目で比較している。 年までは全６項目
で九州の「アジア度」が全国を上回っていた。だが
年に輸入額の項目で九州
％に対し、全国
％となり逆転。以来、同項目のみ全国が上回る状況
が続いている。
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