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平成27年３月31日現在 

平成 26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26年５月28日 東京會舘11階 

「シルバールーム」 

（79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）「メコン地域の現状と課題および日本の外交政策について」 

外務省 アジア大洋州局 審議官 金杉 憲治 氏 

（２）「日メコン今後の経済協力について」 

  経済産業省 通商政策局 アジア大洋州課長 春日原 大樹 氏  

３．議  事 

（１）委員長の選任について 

（２）委員異動一覧について 

（３）委員・顧問名簿について 

（４）平成 25年度事業活動報告（案）ならびに平成 25年度収支決算（案）について  

（５）平成 26年度事業活動計画（案）ならびに平成 26年度収支予算（案）について  

（６）その他 

（２）第２回勉強会 

開催日 場 所 内 容 

平成26年７月15日 東京商工会議所ビル４階

「401-403会議室」 

（63名） 

１．開会挨拶    日本メコン地域経済委員会委員長 小林 洋一 

２．講演「メコン地域の経済発展と域内の工程間分業について」 

  株式会社日本総合研究所 調査部 上席主任研究員 大泉 啓一郎 氏  

３．その他 

２．協議会・合同会議 
（１）第２回ベトナム計画投資省との協議会 

開催日 場 所 内 容 

平成26年10月28日 ベトナム計画投資省

（120名） 

１．開会挨拶 ベトナム計画投資省副大臣 グエン・バン・チュン 氏 

 日本メコン地域経済委員会 委員長  小林 洋一 

２．基調講演「ベトナムの 2020 年工業化戦略：アクションプランについて」  

   ベトナム計画投資省外国投資庁副長官 グエン・ノイ 氏 

３．セッション１「ベトナム進出日系企業が抱える投資環境の課題」  

（１）投資法草案の紹介 

   計画投資省法制局副局長 クアック・ノック・トゥアン 氏 

   （科学技術省：中古機械輸入、商工省：自動車・自動車部品政策担当も出席）  

（２）投資法・企業法の改正案に対するベトナム日本商工会(JBAV)の意見書について  

西村あさひ法律事務所ハノイ事務所 弁護士 武藤 司郎 氏 

（３）質疑応答 

４．セッション２「ベトナム工業化戦略 行動計画『電子・電気』」 
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（１）通信省 情報通信局局長 グエン・チョン・ズォン 氏 

（２）日本電気株式会社 交通・物流ソリューション事業部  

シニアエキスパート 鈴木 聡子 氏 

（３）質疑応答 

５．セッション３「ベトナム工業化戦略 行動計画『農業・食品加工』」 

（１）農業農村開発省 農村水産加工流通・塩業局 副局長 ヴォ・タイン・ド 氏  

（２）北大阪商工会議所 会頭／幸福米穀株式会社 会長 北本 明氏  

   株式会社サガミチェーン 海外事業部次長 吉本 靖之 氏 

（３）質疑応答 

６．閉会  ベトナム計画投資省副大臣 グエン・バン・チュン 氏 

日本メコン地域経済委員会共同委員長 衣斐 正宏 

（２）第11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27年２月25日 ミャンマー連邦

共和国商工会議

所連合会 

「Function Hall」 

（96名） 

１．開会挨拶  

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  

日本・ミャンマー商工会議所ビジネス協議会会長 小林 洋一 

２．ミャンマー連邦共和国大統領、日本国首相メッセージ 

３．セッション 

（１）「農業、食品産業におけるビジネス協力の機会」 

  ミャンマー連邦共和国商工会議所連合会事務局長モエ・ミン・チョー 氏  

国分株式会社 国際事業部リーダー 岡 拓哉 氏 

（２）「日本・ミャンマー両国中小企業間の協力・連携」 

  ミャンマー連邦共和国商工会議所連合会中央執行委員会メンバー  

ティン・ティン・セッ 氏 

三五九グループ国際ジャパン株式会社 代表取締役社長  

マウン・バニャーゾー 氏  

（３）「中小企業の人材育成」 

  ミャンマー連邦共和国商工会議所連合会共同事務局長カイン・カイン・ヌエ 氏  

   特定非営利活動法人アジア環境技術推進機構 専務理事 川上 彰夫氏   

４．共同声明 

５．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 

  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  

＊会議終了後、ミャンマー連邦共和国商工会議所連合会主催歓迎夕食

会を開催  

 

３．経済ミッション 

（１）「メコンデルタ投資環境視察ミッション」 

○開催日程： 平成26年４月20日～24日 

○訪 問 地： ベトナム（カントー市、ハウザン省、ドンタップ省） 

○参加者数： 27名 

○概  要： メコンデルタ地域は、コメ、エビ、ナマズ、果物といった農水産物の一大産地

であり、同地域の13省市を管轄する共産党組織ベトナム・メコンデルタ委員会の副委員長

をはじめカントー市、ハウザン省、ドンタップ省の各人民委員長から現地の投資環境や優遇
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措置について説明を受け、懇談するとともに、各地のエビやナマズなどの水産加工場、精米

工場、食肉加工場などを訪れ、生産加工の現場を視察した。また初日にフン駐日ベトナム大

使、ド・ニャット・ホアン計画投資省外国投資庁長官ご臨席のもとで開催したメコンデルタ

投資セミナーの際に、メコンデルタ委員会と当委員会との間で、今後、農業分野や地域開発

で協力を進めていく旨の覚書を締結した。 

懇談を通じて、各地人民委員長からは、メコンデルタ地域における農水産物の収穫量・生

産高は極めて多いものの付加価値が低いという問題点が提起され、生産加工技術のみならず

収穫後の保管・輸送、販売、物流など様々な分野のノウハウや技術をもつ日本企業による投

資拡大への強い期待が表明された。 

（２）「訪ベトナム経済ミッション」 

○開催日程： 平成26年 10月27日～11月１日 

○訪 問 地： ベトナム（ハノイ市、ハイフォン市、クアンニン省） 

○参加者数： 42名 

○概  要： チュオン・タン・サン国家主席、グェン・カム・トゥ商工省副大臣への表敬訪

問、ベトナム計画投資省との第２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。さらに計画投資省と在京ベトナム大使館の全面的な支援の

もと各地の人民委員長・副委員長との懇談、各地工業団地や進出日系企業さらには道路・港

湾・空港施設等の視察を行った。 

このような活動を通して、ベトナム進出企業が問題視している中古機械の輸入制限措置や

投資法・企業法の改正草案についてベトナム政府に改善提案を行うとともに、ベトナム北部

の経済の中心地であり、高速道路や空港・港湾施設の整備が進行中のハノイ市、ハイフォン

市、クアンニン省の3地域を結ぶ北部工業地域の実情を把握し、地方政府との関係強化を図

った。なおベトナム商工会議所とのビジネス交流会は東京商工会議所のベトナム事情視察団

も合流し、両国中小企業による大規模な商談会となった。 

（３）「訪ミャンマー経済ミッション」 

○開催日程： 平成27年２月24日～28日 

○訪 問 地： ミャンマー（ヤンゴン、マンダレー） 

○参加者数： 40名 

○概  要： ヤンゴンにおいてミャンマー連邦共和国商工会議所連合会（UMFCCI）との第11

回合同会議を開催し、農業・食品分野、中小企業、人材育成の分野について議論を行った。 

 本合同会議の開催に先立ち、２月24日には、樋口建史駐ミャンマー連邦共和国日本国大使を

招き夕食会を開催したほか、同25日午前中には、日ミャンマー官民共同プロジェクトであ

るティラワ経済特区を視察した。会議後の同 25日夜には、ウイン・アウンミャンマー連邦

共和国商工会議所連合会会頭主催による歓迎夕食会が催された。 

また、同26日～27日にかけて、同委員会の衣斐正宏共同委員長を団長にマンダレーを訪

問。マンダレー商工会議所のアウン・タン会頭への表敬訪問や、マンダレー工業団地での地

元企業視察を行った。 

 

４．結団式 

（１）「メコンデルタ投資環境視察ミッション」結団式 

  ○開 催 日： 平成26年４月17日 

  ○場 所： 東京商工会議所ビル８階「東商スカイルーム」 

  ○参加者数： 24名 
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  ○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ブリーフィング 

「ベトナムおよびメコンデルタの農水産業について」 

国際協力機構（JICA）東南アジア・大洋州部 東南アジア第三課 

主任調査役 高嶋 清史 氏 

③メコンデルタ投資環境視察ミッションについて 

団長、事務総長について 

日程等について 

団費について 

その他 

（２）「訪ベトナム経済ミッション」結団式 

  ○開 催 日： 平成26年 10月23日 

  ○場 所： 東京會舘 11階「シルバールーム」 

  ○参加者数： 34名 

  ○内 容： 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 南部アジア部 南東アジア第一課  

首席事務官 安藤 重実 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 

（３）「訪ミャンマー経済ミッション」結団式 

  ○開 催 日： 平成27年２月16日 

○場 所： 丸の内二丁目ビル３階 東京商工会議所「会議室３・４」 

○参加者数： 29名 

  ○内 容： ①開会挨拶 日本メコン地域経済委員会 委員長 小林 洋一 

②ミャンマーの政治・経済情勢に関するブリーフィング 

「最近のミャンマー情勢及び日緬関係について」 

           外務省 アジア大洋州局 南部アジア部 南東アジア第一課長  

岩本 桂一 氏 

「日本とミャンマーと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 参事官 永井 春信 氏 

③訪ミャンマー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 



-5- 

団費について 

その他 

 

５．懇談会・セミナー 

（１）ミャンマー国家計画・経済開発省投資企業管理局（DICA）との意見交換会 

開催日 場 所 内 容 

平成26年８月４日 ザ・プリンスパー

クタワー東京 

「きんもくせい」 

（53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．説明「ミャンマーの最新の投資環境について」 

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 氏 

３．質疑応答・意見交換  

４．名刺交換 

５．閉会 

（２）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26年８月20日 東京商工会議所 

「国際会議場」 

（135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 

ベトナム計画投資省副大臣グエン・バン・チュン 氏 

２．講演「ベトナムの投資環境の最新情報について」 

ベトナム計画投資省外国投資庁長官 ドー・ニャト・ホアン 氏 

３．質疑応答・意見交換 

４．閉会挨拶  

   東京商工会議所中小企業国際展開推進委員会委員長 大久保 秀夫   

（３）ベトナム・ハナム省人民委員会との懇談会 

開催日 場 所 内 容 

平成26年10月23日 東京商工会議所 

「特別会議室Ａ

Ｂ」 

（23名） 

１．開会挨拶 

２．挨拶・基調講演（ハナム省側より） 

３．意見交換・質疑応答 

４．閉会挨拶 

（４）ベトナム・ドンナイ省投資セミナー 

開催日 場 所 内 容 

平成26年11月17日 イイノホール 

「Room A」 

（170名） 

１．挨拶  ドンナイ省人民委員会副委員長 チャン・バン・ビン氏 

２．ドンナイ省紹介ビデオ 

３．講演 

（１）ドンナイ省進出経験について 

ホーチミン日本商工会ドンナイ地区第5工業部会代表  

（マブチモーターベトナム社社長）今村知文氏 

（２）ニョンチャック工業団地の紹介 

ティン・ギア社副社長 グエン・タイ・ビン氏 

（３）ソナデジグループの紹介 

ソナデジグループ副社長 グェン・ロン・ボン氏 

（４）アマタ工業団地の紹介      アマタベトナム社 代表者 

（５）ロンドウック工業団地の紹介 

ロンドウック工業団地社社長 上原 敦氏 
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４．投資ライセンス授与式 

５．質疑応答 

６．閉会 

７．名刺交換会 

（５）ベトナム・メコンデルタ投資セミナー 

開催日 場 所 内 容 

平成26年12月１日 東京商工会議所 

国際会議場 

（247名） 

１．開会挨拶        日本商工会議所 常務理事 久貝 卓 

駐日ベトナム社会主義共和国特命全権大使 ドァン・スァン・フン 氏  

２．講演「ベトナムの投資環境について」 

ベトナム計画投資省外国投資庁副長官 グエン・ノイ 氏 

３．講演「メコンデルタ地域の農業と投資機会について」 

ベトナムメコンデルタ委員会副委員長 ズォン・クォック・スァン 氏  

４．講演「メコンデルタへの農業分野での日本企業進出のポイント」 

  ジェトロ鹿児島貿易情報センター所長（ホーチミン事務所前次長）永盛 明洋 氏  

５．講演「ベトナムの農業の発展可能性とビジネス機会について」 

ベトナム農業農村開発省 計画局副局長 ダオ・クォック・ルアン 氏  

６．事例発表「ベトナム即席麺市場におけるエースコックグループの事業展開」  

エースコック株式会社 海外事業部長 正野 孝治 氏 

７．質疑応答・意見交換 

８．名刺交換 

（６）日越ビジネス交流会 

開催日 場 所 内 容 

平成26年12月16日 ベトナム大使館 

（114名） 

１．開会挨拶 ベトナム商工会議所副会頭 ホアン・バン・ズン 氏 

日本メコン地域経済委員会 委員長 小林 洋一 氏 

 在日ベトナム社会主義共和国大使館 参事官 投資促進部長 グエン・バン・バー 氏  

２．在日ベトナム経営者協会（VJBA）の紹介 

  株式会社メトラン代表取締役社長チャン・ゴック・フック（新田一福）氏 

３．ベトナム進出支援企業の事例紹介 

株式会社 能代資源 代表取締役 佐藤 肇治 氏 

株式会社 荻原鉄工所 代表取締役 荻原 強 氏 

４．日本メコン地域経済委員会と在日ベトナム経営者協会の覚書署名式  

５．交流会 

６．閉会  

（７）ラオス商工会議所正副会頭との意見交換会 

開催日 場 所 内 容 

平成27年３月５日 ホテルニューオータニ  

edo Room 

（10名） 

１．歓迎挨拶    日本メコン地域経済委員会委員長 小林 洋一 

２．挨拶  ラオス商工会議所会頭 シーサヴァート・ティラヴォン 氏 

３．質疑応答・意見交換  

４．閉会 

（８）ミャンマー産業人材育成シンポジウム 

開催日 場 所 内 容 

平成27年３月17日 衆議院第一議員会館 

多目的ホール 

１．開会挨拶  日緬友好国会議員連盟会長 衆議院議員 逢沢 一郎 氏  

２．基調講演  ミャンマー連邦共和国科学技術大臣 コー・コー・ウー 氏  
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（138名） 外務省 国際協力局審議官 岡庭 健 氏 

３．事例紹介 

４．パネルディスカッション 

５．総括     在日ミャンマー大使  キン・マウン・ティン 氏 

日本メコン地域経済委員会委員長 小林 洋一 氏  

日緬友好国会議員連盟幹事長 衆議院議員 山本 幸三 氏 

 

７．表敬訪問  

開催日 内 容 

平成26年４月１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共和国大使表敬訪問 

平成26年４月16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26年５月28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26年６月23日 小林洋一委員長、渡邉康平前委員長のドァン・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26年６月26日 グエン・ヴァン・ヒウ・ベトナム計画投資省副大臣の小林洋一委員長表敬訪問 

平成26年７月14日 小林洋一委員長、渡邉康平前委員長のホー・モニロット駐日カンボジア王国大使表敬訪問 

平成26年７月14日 小林洋一委員長、渡邉康平前委員長のケントン・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９月17日 チャン・タイン・マン・カントー市共産党書記長の衣斐正宏共同委員長表敬訪問 

平成26年11月17日 ベトナム・ドンナイ省チャン・バン・ビン人民委員会副委員長の小林洋一委員長表敬訪問 

平成26年11月26日 小林洋一委員長のドァン・スァン・フン駐日ベトナム社会主義共和国大使表敬訪問 

 

８．訪問団受け入れ  

開催日 内 容 

平成26年４月８日 ベトナムサイゴン新港公社一行の受け入れ 

平成26年４月18日 グエン・バン・ドアーホーチミン市人民委員会副委員長一行の受け入れ 

平成26年５月29日 タイ商務省企業開発局次長一行の受け入れ 

平成26年７月２日 ベトナムホーチミン市工業大学理事長一行の受け入れ 

平成26年９月27日 ヌエン・ホアン・ベトナムハノイ裾野産業開発協会会長一行の受け入れ 

平成26年11月５日 カンボジア中小企業政策施策担当者研修の受け入れ 

平成26年11月12日 ベトナム商工会議所ミッションの受け入れ 

平成26年11月19日 ベトナム共産党企業局一行の受け入れ 

 

９．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５回日メコン全体会合への協力 

開催日： 平成27年２月 19日 

場  所： 三田共用会議所 
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10．情報提供事業 

メールマガジンによる情報提供（月１回） 

 

11．組織の現状 

（１）会員数（平成27年３月31日現在） 

  ・委  員  116社 

  ・特別委員   ７社 

（２）役員等 

  ・委 員 長   小林 洋一（伊藤忠商事㈱代表取締役副社長）（平成26年６月 12日～） 

  ・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 


