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平成 26年３月31日現在 

平成 25年度日本メコン地域経済委員会事業活動報告 

 

 

１．会 議 

（１）総会兼第１回勉強会 

開催日 場 所 内 容 

平成25年５月17日 東京商工会議所

「国際会議場」 

（107名） 

１．開  会 

２．議  事 

（１）日本メコン地域経済委員会規約（案）ならびに会費規定（案）について  

（２）委員長の選任について 

（３）顧問ならびに事務総長について 

（４）平成 25年度事業計画書（案）ならびに平成 25年度収支予算書（案）について  

（５）その他 

３．講  演 

（１）「メコン地域の経済情勢と日メコンの経済関係について」 

   経済産業省通商政策局アジア大洋州課長 春日原 大樹 氏 

（２）「日メコン関係と同地域における日本の外交政策について」 

外務省アジア大洋州局審議官 柳  秀直 氏 

（２）総会兼第２回勉強会 

開催日 場 所 内 容 

平成25年８月２日 東京商工会議所 

国際会議場 

（107名） 

１．開会挨拶 

 日本メコン地域経済委員会委員長 渡邉 康平 

２．講演 

（１）「東アジアにおけるメコンの位置付けとそのポテンシャル」 

   慶応義塾大学経済学部教授 木村 福成 氏 

（２）「ミャンマー経済情勢と日ミャンマー経済協力関係」 

経済産業省貿易経済協力局資金協力課長 佐藤 朋哉 氏 

３．議事 

（１）共同委員長の選任について（議件） 

（２）今年度下半期の事業活動について（報告） 

（３）その他 

（３）第３回勉強会 

開催日 場 所 内 容 

平成25年10月１日 東京會舘 

「シルバールーム」 

（63名） 

１．開会挨拶  

日本メコン地域経済委員会委員長 渡邉 康平 

２．講演「ベトナム2020年工業化戦略について」 

政策研究大学院大学 教授 大野 健一 氏 

３．議事 

「訪ベトナム経済ミッション」派遣に向けた準備状況（中間報告） 

 



-2- 

２．協議会・合同会議 
（１）第１回ベトナム計画投資省との協議会 

開催日 場 所 内 容 

平成25年10月29日 ベトナム計画投資省

（124名） 

１．開会挨拶  

 ベトナム計画投資省外国投資庁 長官 ド・ニャト・ホアン氏 

日本メコン地域経済委員会 委員長 渡邉 康平 

２．基調講演「ベトナムの 2020 年工業化戦略：重点産業と裾野産業育成策について」  

  Ms. Nguyen Tin Tue Anh, Deputy Director General 

Central Institute for Economic Management (CIEM） 

３．セッション１「ベトナム工業化戦略の重点分野と裾野産業の現状：自動車・自動車部品」  

    Ms. Nguyen Thi Xuan Thuy, Head of Strategy and Integration 

Policy Division, Institute of Industrial Policy Strategies, 

Minister of Industry and Trade 

豊田通商㈱（豊田通商ベトナム社長） 西川 憲一郎 氏 

 東洋ドライルーブ㈱取締役社長 飯野 光彦 氏   

４．セッション２「ベトナム工業化戦略の重点分野と裾野産業の現状：電子・電気」  

   Mr. Bui Bai Cuong, Department of Information Technology,  

Ministry of Information and Communications 

パナソニックベトナム 取締役 杉浦 直樹 氏 

三和電気工業㈱ 常務取締役 石井 保雄 氏 

５．セッション３「ベトナム工業化戦略の重点分野と裾野産業の現状：環境・省エネ」  

  Ms. Nguyen Tin Tue Anh, Deputy Director General, CIEM 

  川崎重工業㈱ 常務執行役員・マーケティング本部長 衣斐 正宏 氏  

  三菱レイヨン㈱アクア技術統括室 担当部長 下野 達観 氏 

６．質疑応答・日本側の要望に対するベトナム側からのコメント 

７．閉会挨拶 

日本メコン地域経済委員会 共同委員長 衣斐 正宏  

ベトナム計画投資省外国投資庁 長官 ド・ニャト・ホアン 氏 

（２）第10回日本・ミャンマー商工会議所ビジネス協議会合同会議 

開催日 場 所 内 容 

平成26年１月31日 東京會舘 

（105名） 

１．開会挨拶  

日本・ミャンマー商工会議所ビジネス協議会会長 渡邉 康平  

ミャンマー・日本商工会議所ビジネス協議会会長 ウイン・アウン 氏  

２．歓迎挨拶 

日本商工会議所 会頭 三村 明夫    

３．ミャンマー連邦共和国大統領、日本国首相メッセージ 

４．記念品贈呈 

５．セッション 

（１）「工業の育成に向けた日本・ミャンマーの協力・連携」 

   （一社）日本ミャンマー協会ミャンマー総合研究所理事・所長 

  桐生  稔 氏 

ミャンマー・日本商工会議所ビジネス協議会副会長   

ゾウ・ミン・ウィン 氏 
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（２）「農業の育成に向けた日本・ミャンマーの協力・連携」 

（独）国際協力機構農村開発部農村開発第一グループ次長 

  永友 紀章 氏 

ミャンマー・マクロ・インダストリー 社長   

モエ・ミン・チョー 氏 

（３）「日本・ミャンマー両国中小企業間の協力・連携」 

    三生技研㈱代表取締役 井口 久生 氏 

ベスト・インダストリー副社長 カイン・カイン・ウー 氏 

（４）「サービス産業の育成に向けた日本・ミャンマーの協力・連携」 

㈱ファミリーマート海外事業部長 山下 純一 氏 

Ａ＆Ｔ社長  アウン・キン・ミン 氏 

６．共同声明 

７．閉会挨拶           

ミャンマー・日本商工会議所ビジネス協議会副会長 ゾウ・ミン・ウィン 氏  

日本・ミャンマー商工会議所ビジネス協議会会長 渡邉 康平 

＊会議終了後、ミャンマー側参加企業との商談会（ビジネスマッチ

ング）ならびに歓迎夕食会を開催  

 

３．経済ミッション 

（１）「訪ベトナム経済ミッション」 

○開催日程： 平成25年10月28日～11月２日 

○訪 問 地： ベトナム（ハノイ、ホーチミン） 

○参加者数： 78名 

○概  要： グエン・タン・ズン首相、ブイ・クアン・ビン計画投資大臣、ブー・フイ・ホ

アン商工大臣への表敬、ベトナム計画投資省との第１回協議会を通じた政策対話のほか、ベ

トナム商工会議所とのビジネス交流会などを行った。 

さらに、日越友好 40周年の重点事業という側面から、ベトナム計画投資省、在京大使館

に本ミッションを全面的にサポートいただき、ハノイ市やホーチミン市周辺の地方政府や工

業団地、進出日本企業の視察なども行ったほか、メコンデルタにある 13の地方政府等との

懇談会を行い、ベトナムの地方政府との関係強化に努めた。 

（２）「訪カンボジア・ラオス経済ミッション」 

○開催日程： 平成26年３月２日～８日 

○訪 問 地： カンボジア（プノンペン）、ラオス（ビエンチャン、サワナケット） 

○参加者数： 64名 

○概  要： カンボジアではフン・セン首相への表敬、スン・チャントール商業大臣、カン

ボジア商業会議所やカンボジア日本人商工会との懇談会、プノンペン経済特区や現地進出日

系企業の視察を行った。 

一方、ラオスではトンシン・タンマヴォン首相、ナム・ヴィニャケート商工大臣、スパン・

ケオミーサイ・サワナケット県知事を表敬したほか、ソムサワート・レンサワット副首相と

ソムディ・デゥアンディ計画投資大臣の出席のもと、「ラオス経済・投資フォーラム」（ラ

オス計画投資省、日本商工会議所、国際機関日本アセアンセンターによる共催）を開催した。

さらに、ラオスナショナル商工会議所との懇談を行うとともに、ビエンチャン、サワナケッ

トの各都市にある経済特区や現地進出日系企業の視察を行った。 
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４．結団式 

（１）「訪ベトナム経済ミッション」結団式 

  ○開 催 日： 平成25年10月24日 

  ○場 所： 東京會舘「ロイヤルルーム」 

  ○参加者数： 78名 

  ○内 容： ①開会挨拶 日本メコン地域経済委員会 委員長 渡邉 康平 

②ベトナムの政治・経済情勢に関するブリーフィング 

「ベトナムの政治情勢と日本の外交戦略について」 

外務省 アジア大洋州局 審議官 柳  秀直 氏 

「ベトナムの経済概況について」 

経済産業省 通商政策局 アジア大洋州課 課長 春日原 大樹 氏 

③訪ベトナム経済ミッションについて 

団長、副団長、事務総長について 

日程等について 

団費について 

要望書（案）について 

（２）「第10回日本・ミャンマー商工会議所ビジネス協議会合同会議」結団式 

  ○開 催 日： 平成26年１月28日 

○場 所： 東京商工会議所「国際会議場」 

○参加者数： 62名 

  ○内 容： ①開会挨拶 日本メコン地域経済委員会 委員長 渡邉 康平 

②ミャンマーの政治・経済情勢に関するブリーフィング 

「ミャンマーの政治・外交と日ミャンマー関係について」 

           外務省 アジア大洋州局 審議官 柳  秀直 氏 

「ミャンマーの経済概況について」 

経済産業省 通商政策局 通商交渉官 坂本 敏幸 氏 

③第10回日本・ミャンマー商工会議所ビジネス協議会合同会議について 

両国出席予定者 

日程・議題（案） 

共同声明（案） 

ビジネス交流会、歓迎夕食会 

日本代表団団費見積（案） 

（３）「訪カンボジア・ラオス経済ミッション」結団式 

  ○開 催 日： 平成26年２月21日 

  ○場 所： 東京商工会議所「特別会議室A･B」 

○参加者数： 46名 

  ○内 容： ①開会挨拶 日本メコン地域経済委員会 委員長 渡邉 康平 

②カンボジア・ラオスの政治・経済情勢に関するブリーフィング 

「カンボジア・ラオスの政治情勢と日本の外交戦略について」 

外務省 アジア大洋州局 南部アジア部長 石川 和秀 氏 
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「カンボジア王国・ラオス人民民主共和国の概況」 

経済産業省 通商政策局 通商交渉官 坂本 敏幸 氏 

③訪カンボジア・ラオス経済ミッションについて 

団長、副団長、事務総長について 

日程等について 

団費について 

 

５．ワーキンググループ 

（１）「訪ベトナム経済ミッション」ワーキンググループ 

  ○第１回会合 

開催日： 平成25年８月30日 

場 所： 東京商工会議所「401会議室」 

内 容： ①「訪ベトナム経済ミッション」ワーキンググループの設置について 

②「訪ベトナム経済ミッション」プログラム（案）について 

③「ベトナム計画投資省（MPI）との協議会」における協議内容・ベトナム政府

への要望事項について 

○第２回会合 

開催日： 平成25年９月25日 

場  所： 東京商工会議所「402会議室」 

内 容： ①「訪ベトナム経済ミッション」の日程（案）について 

②「ベトナム計画投資省（MPI）との協議会」の議題・発言者について 

③ベトナム政府への要望事項等について 

○第３回会合 

開催日： 平成25年10月15日 

場 所： 東京商工会議所「301会議室」 

内 容： ①「ベトナム計画投資省（MPI）との協議会」の議題・発言者について 

②「訪ベトナム経済ミッション」の日程（案）について 

③ベトナム政府への要望事項等について 

 

６．懇談会・セミナー 

（１）ベトナム計画投資省副大臣との懇談会 

開催日 場 所 内 容 

平成25年５月28日 ホテルニューオータニ東京 

「おり鶴 舞の間」 

（61名） 

１．開会挨拶   日本メコン地域経済委員会 委員長 渡邉 康平 

２．基調講演「ベトナムの投資政策と産業政策について」 

    ベトナム計画投資省 副大臣 ダオ・クワン・トゥ 氏 

３．質疑応答・意見交換  

（２）ミャンマー連邦共和国国家計画・経済開発省副大臣との懇談会 

開催日 場 所 内 容 

平成25年６月24日 帝国ホテル東京

 「鶴の間」 

１．開  会 

２．挨  拶 
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（71名） ミャンマー国家計画・経済開発省副大臣 キン・サン・イー 氏 

３．質疑応答・意見交換 

（３）ベトナム経済懇談会 

開催日 場 所 内 容 

平成25年７月19日 東京商工会議所 

国際会議場 

（74名） 

１．開  会 

２．講演「2013年上半期のベトナム経済情勢について」  

  在日ベトナム社会主義共和国大使館 投資部長 

グエン・ヴァン・バー 氏 

３．プレゼンテーション 

「ベトナム工業団地の投資・ビジネス環境について」 

①Mr. Vu Cong Loc, Director General, 

Vinh Phuc Industrial Parks Management Committee 

  ②Mr. Nguyen Khang Chien, Chairman of the Board, 

An Truong Thinh Construction & Investment Corporation  

  ③Mr. Nguyen Hoang, CEO,  

N&G Development and Investment Corporation  

   ④Mr. Hoang Anh Dzung, CEO, Ninhvanbay Corporation 

４．質疑応答・意見交換  

５．名刺交換会  

（４）メンバー交流セミナー「メコン地域におけるリスクマネジメント」 

開催日 場 所 内 容 

平成25年９月13日 東京商工会議所

「特別会議室Ｓ」 

（49名） 

１．講  演 

（１）「メコン地域におけるリスクマネジメント」 

   アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー  

十市  崇 氏          

（２）「海外進出企業の主なリスク概要とソリューション事例 

～メコン地域リスクの特徴を交えて～」 

   JEIBジャパン㈱シニアアドバイザー 森島 知文 氏 

（５）ベトナム商工会議所との懇談会 

開催日 場 所 内 容 

平成25年９月20日 東京商工会議所

「国際会議場」 

（122名） 

１．開会挨拶        東京商工会議所 常務理事 高野 秀夫  

２．ブリーフィング「ベトナムの経済情勢、産業政策について」 

ベトナム商工会議所国際部副本部長 パム・クアン・ティン 氏 

３．ベトナム側参加企業によるプレゼンテーション 

４．ビジネスマッチング（個別商談） 

（６）ミャンマー投資セミナー 

開催日 場 所 内 容 

平成25年９月30日 東京商工会議所 

国際会議場 

（155名） 

１．講  演 

（１）「ミャンマーの投資環境の現状と各国の動き」 

   日本貿易振興機構海外調査部アジア大洋州課課長代理  

小島 英太郎 氏 

（２）「ミャンマー経済情勢と日ミャンマー経済協力関係」 

経済産業省貿易経済協力局資金協力課課長補佐  
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伊藤  建 氏 

（７）ラオス経済・投資セミナー 

開催日 場 所 内 容 

平成25年10月７日 東京商工会議所 

国際会議場 

（325名） 

１．基調講演「日本からの投資への期待」 

  ラオス人民民主共和国副首相 ソムサワート・レンサワット 氏 

２．説明「ラオスの特別経済区（SEZ）計画について」 

  ラオス特別経済区国家委員会部長代行 

ファンチンダ・レンサワット 氏 

３．説明「サワンパークのアピールポイントと企業進出状況」 

  サワンパシフィカデベロップメント（サワンパーク） 

  エグゼクティブダイレクター オン・チン・チャイ 氏 

４．説明「ラオスの経済・投資環境」 

  ラオス首相府・国家経済特区委員会 特別顧問 鈴木 基義 氏 

（８）ラオス人民民主共和国副首相との懇談会 

開催日 場 所 内 容 

平成25年10月８日 東京商工会議所 

国際会議場 

（90名） 

１．開会挨拶    日本メコン地域経済委員会委員長 渡邉 康平 

２．基調講演「ラオスの投資政策と日本企業への期待」 

  ラオス人民民主共和国副首相 ソムサワート・レンサワット 氏 

３．質疑応答・意見交換  

４．閉会挨拶  日本メコン地域経済委員会共同委員長 衣斐 正宏 

（９）ベトナム・ハナム省人民委員長らとの懇談 

開催日 場 所 内 容 

平成25年11月12日 東京商工会議所 

特別会議室A 

（11名） 

１．開会挨拶  日本メコン地域経済委員会共同委員長 衣斐 正宏 

２．意見交換 

（10）カンボジア開発評議会事務局長兼首相付大臣との懇談会 

開催日 場 所 内 容 

平成25年12月３日 東京商工会議所 

国際会議場 

（37名） 

１．開会挨拶    日本メコン地域経済委員会委員長 渡邉 康平 

２．基調講演「カンボジアの投資政策と日本企業への期待」 

カンボジア開発評議会事務局長兼首相付大臣 

ソク・チェンダ・ソピア 氏 

３．質疑応答・意見交換 

（11）カンボジア投資セミナー 

開催日 場 所 内 容 

平成25年12月３日 東京商工会議所 

東商ホール 

（258名） 

１．講  演 

（１）「カンボジアの投資環境と投資機会」 

   カンボジア開発評議会事務局長兼首相付大臣 

ソク・チェンダ・ソピア 氏 

（２）「カンボジア進出体験談」 

DENSO INTERNATIONAL ASIA CO., LTD.  

上級副社長 & 最高執行責任者 末松 正夫 氏 

（３）「カンボジア進出体験談」 

春うららかな書房 代表取締役社長 道下 昌亮 氏 



-8- 

（12）ミャンマー連邦共和国国家計画・経済開発省投資企業管理局との懇談会 

開催日 場 所 内 容 

平成26年１月21日 東京商工会議所

「特別会議室AB」 

（50名） 

１．開会挨拶    日本メコン地域経済委員会委員長 渡邉 康平 

２．挨  拶 

  （独）国際協力機構産業開発・公共政策部長 植嶋  卓巳 氏 

３．説明「投資環境の改善に向けたミャンマーの挑戦」 

ミャンマー国家計画・経済開発省投資企業管理局局長 

   アウン・ナイン・ウー 氏  

４．説明「長期的な外国投資促進計画について」 

  ミャンマー国家計画・経済開発省投資企業管理局投資促進課課長 

   ティン・エイ・ハン 氏 

５．質疑応答・意見交換   

６．名刺交換  

（13）メコン各国商工会議所役員との懇談会 

開催日 場 所 内 容 

平成26年２月19日 東京商工会議所

「東商スカイルーム」 

（28名） 

１．開会挨拶    日本メコン地域経済委員会委員長 渡邉 康平 

２．ブリ―リング「メコン地域内商工会議所の連携・協力について」 

３．質疑応答・意見交換  

４．名刺交換  

 

７．表敬訪問  

開催日 内 容 

平成25年６月６日 渡邉康平委員長のキン・マウン・ティン駐日ミャンマー連邦共和国大使表敬訪問 

平成25年６月10日 渡邉康平委員長のホー・モニロット駐日カンボジア王国大使表敬訪問 

平成25年６月14日 渡邉康平委員長のタナティップ・ウパティシン駐日タイ王国大使表敬訪問 

平成25年６月14日 渡邉康平委員長のケントン・ヌアンタシン駐日ラオス人民民主共和国大使表敬訪問 

平成25年６月18日 渡邉康平委員長のドァン・スァン・フン駐日ベトナム社会主義共和国大使表敬訪問 

平成25年11月22日 渡邉康平委員長のドァン・スァン・フン駐日ベトナム社会主義共和国大使表敬訪問 

平成25年12月13日 渡邉康平委員長のグエン・タン・ズン・ベトナム社会主義共和国首相表敬訪問 

平成25年12月19日 渡邉康平委員長のキン・マウン・ティン駐日ミャンマー連邦共和国大使表敬訪問 

平成26年１月14日 渡邉康平委員長のケントン・ヌアンタシン駐日ラオス人民民主共和国大使表敬訪問 

平成26年２月17日 渡邉康平委員長のホー・モニロット駐日カンボジア王国大使表敬訪問 

平成26年２月24日 岸野博之駐ラオス日本国特命全権大使の渡邉康平委員長表敬訪問 

平成26年３月27日 渡邉康平委員長のホー・モニロット駐日カンボジア王国大使表敬訪問 

 

８．政府事業活動への協力 

（１）メコン地域における官民協力・連携促進フォーラム第４回日メコン全体会合への協力 

開催日： 平成26年２月18日 

場  所： 三田共用会議所 
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９．情報提供事業 

メールマガジンによる情報提供（月１回） 

 

10．組織の現状 

（１）会員数（平成26年３月31日現在） 

  ・委  員  116社 

  ・特別委員   ７社 

（２）役員等 

  ・委 員 長   渡邉 康平（伊藤忠商事㈱相談役） 

  ・共同委員長   衣斐 正宏（川崎重工業㈱常務執行役員 マーケティング本部長） 

  ・顧  問   三村 明夫（日本・東京商工会議所会頭） 

  ・事務総長   小林 英文（日本・東京商工会議所国際部担当部長） 

 

 

以 上 


