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平成 28年３月31日現在 

平成 27年度日本メコン地域経済委員会事業活動報告 

 

 

１．総 会 

（１）総会兼第１回勉強会 

開催日 場 所 内 容 

平成27年５月22日 大手町ファース

トスクエア カン

ファレンス 

「Room B」 

（54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．議  事 

（１）委員会規約の変更について 

（２）会長、事務総長の選任について 

（３）委員異動一覧、委員・顧問名簿について 

（４）平成 26年度事業報告（案）および平成 26 年度収支決算見込（案）について  

（５）平成 27年度事業計画（案）および平成 27年度収支予算（案）について  

（６）その他 

３．講  演 

（１）「ミャンマーのビジネス環境最新事情～現地で見聞したビジネ 

スの環境、日系企業の動向～」について 

   共同通信グループ 株式会社 エヌ・エヌ・エー 経営企画室  

室長代理 兼 編集局 編集部 担当部長 藤野 英憲 氏 

（前 一般社団法人 共同通信社 外信部 ヤンゴン支局 出向） 

 

２．協議会・経済ミッション等 
（１）「訪ベトナム経済ミッション」結団式 

開催日 場 所 内 容 

平成27年10月22日 三菱ビル１階 

コンファレンス

スクエア エム

プラス 

「サクセス」

（23名） 

１．開会挨拶 日本メコン地域経済委員会 事務総長 大下 英和 

２．ブリーフィング 

「ベトナム情勢と日越関係」 

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  

宮本 哲二 氏 

「ベトナムの経済概況」 

経済産業省 通商政策局 アジア大洋州課長    岩田 泰 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 

要望書について 

 

（２）「訪ベトナム経済ミッション」 

○開催日程： 平成27年10月26日～10月29日 

○訪 問 地： ベトナム（ハノイ市、ハナム省、ビンフック省、ホーチミン市） 
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○参加者数： 27名 

○概  要： ハノイ市では、ホアン・チュン・ハイ副首相、レー・フー・フック商工省国際

局長、ベトナム商工会議所ヴ・ティエン・ロック会頭への表敬訪問に加え、３回目を迎え

る「ベトナム計画投資省との協議会」を実施した。 

協議会には、現地に進出する日本企業関係者約40人も参加し、裾野産業を担う中小企業

と産業人材の育成、中古機械の輸入規制や査証（ビザ）なし入国要件の緩和など、ベトナム

における貿易・投資・ビジネス環境の整備について意見交換を行った。 

ホーチミン市、ハナム省、ビンフック省では各人民委員会との懇談を通じ、地方政府との

関係強化を図るとともに、３つの工業団地（サイゴンハイテクパーク、ドン・バンⅡ工業団

地、バー・ティエンⅡ工業団地）を視察し、日系進出企業の実情を把握した。 

 

（３）第３回ベトナム計画投資省との協議会 

開催日 場 所 内 容 

平成27年10月27日 ベトナム計画投資省

（125名） 

１．開会挨拶 ベトナム計画投資省 大臣 ブイ・クアン・ビン 氏 

 日本メコン地域経済委員会 委員長  小林 洋一 

２．説明「ベトナムの投資法・企業法の改正」について 

３．セッション１「ベトナム政府への要望（進出日系企業が抱える課題を中心に）」  

（１）日本メコン地域経済委員会 委員長 小林 洋一 

（２）ベトナム日本商工会 会長 徳山 司文 氏 

（３）質疑応答・意見交換 

４．セッション２「未来志向の今後の日越産業協力」について 

（１）東京精電株式会社 製造部 課長 山﨑 福一 氏 

（２）株式会社ユニバーサルコムピューターシステム  

代表取締役社長 荒川 義夫 氏 

（３）質疑応答・意見交換 

５．閉会    日本メコン地域経済委員会共同委員長 衣斐 正宏 

 

３．懇談会・セミナー 

（１）テイン・アウン エヤワディ―管区首相ならびにミャンマー連邦共和国商工会議所連合会との

懇談会 

開催日 場 所 内 容 

平成27年４月22日 三菱ビル１階 

コンファレンス

スクエア エム

プラス 

「サクセス」 

（17名） 

１．開会挨拶    小林 洋一 日本メコン地域経済委員会委員長  

２．挨拶         テイン・アウン エヤワディー管区首相 

３．挨拶 

ゾー・ミン・ウィン ミャンマー連邦共和国商工会議所連合会副会頭  

４．質疑応答・意見交換  

５．閉会 

（２）アーコム・タイ運輸副大臣兼国家経済社会開発庁長官との懇談会 

開催日 場 所 内 容 

平成27年４月23日 アーバンネット

大手町ビル21階 

LEVEL XXI（レベ

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「AEC2015に向けたタイ政府の取組～メコン地域の連結性強 

化とタイの国内インフラ開発を中心に～」について 
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ル21） 

「スタールー

ム」 

（30名） 

         アーコム・トゥームピッタヤーパイシット・運輸副大臣兼 

国家経済社会開発庁（NESDB）長官 

３．質疑応答・意見交換 

４．フォト・セッション 

５．閉会 

（３）メコン５カ国首脳歓迎昼食会 

開催日 場 所 内 容 

平成27年７月４日 帝国ホテル本館

２階 

「孔雀東の間」 

（119名） 

１．歓迎挨拶     三村 明夫 日本商工会議所会頭 

２．挨拶            フン・セン カンボジア王国首相 

 トンシン･タンマヴォン ラオス人民民主共和国首相 

   テイン・セイン ミャンマー連邦共和国大統領 

   プラユット・ジャンオーチャー タイ王国首相 

  グエン･タン･ズン ベトナム社会主義共和国首相 

３．乾 杯       古賀 信行 日本経済団体連合会副会長 

４．食事 

５．閉会 

（４）ミャンマー連邦共和国投資委員会・エネルギー省・投資企業管理局との意見交換会 

開催日 場 所 内 容 

平成27年７月29日 国連大学本部 

５階 

「エリザベス・

ローズ国際会議

場」 

（37名） 

１．開会挨拶  衣斐 正宏 日本メコン地域経済委員会共同委員長 

ウ・ゼヤー・アウン ミャンマー投資委員会委員長  兼 エネルギー大臣 

ウ・アウン・ナイン・ウ 国家計画・経済開発省投資企業管理局局長  

２．質疑応答・意見交換 

３．名刺交換 

４．閉会 

（５）ベトナム計画投資省副大臣一行との懇談会 

開催日 場 所 内 容 

平成27年11月19日 ベルサール八重洲 

２階 

「Room B-C」 

（26名） 

１．開会挨拶    小林 洋一 日本メコン地域経済委員会委員長 

グエン・バン・チュン ベトナム計画投資省副大臣 

２．講演「ベトナムにおける投資」について 

グエン・ノイ ベトナム計画投資省外国投資庁副長官 

３．講演「ベトナムでの成功に向けて：機会と挑戦」について 

矢代 博昭 MPI派遣JICA投資誘致専門家 

４．質疑応答・意見交換 

５．閉会 

６．名刺交換 

（６）ミャンマー・国民民主連盟（ＮＬＤ）経済委員会一行との朝食懇談会 

開催日 場 所 内 容 

平成28年１月25日 ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ  

ｻﾞ･ﾒｲﾝ宴会場階 

「AZALEA 

（ｱｯｻﾞﾚｰｱ）」 

（31名） 

１．歓迎挨拶   小林 洋一 日本メコン地域経済委員会 委員長 

２．朝食・懇談 

（１）挨拶「国民民主連盟（ＮＬＤ）の経済政策」について 

  ミョウ・ミン 国民民主連盟経済委員会メンバー 

（２）質疑応答 

３．閉会  
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４．表敬訪問等  

開催日 内 容 

平成27年４月27日 ベトナムカオバン省一行訪問の大下英和事務総長表敬訪問 

平成27年５月 26日 ドァン・スァン・フン 駐日ベトナム社会主義共和国大使の三村会頭表敬訪問 

平成27年５月27日 チョン・ザー・ビン ベトナムＦＰＴグループ会長の小林洋一委員長表敬訪問 

平成27年７月４日 キット・メン カンボジア商業会議所会頭の小林洋一委員長、衣斐正宏共同委員長表敬訪問  

平成27年７月６日 メコン５カ国記者団一行の受け入れ 

平成27年７月13日 シハサック・プアンゲッゲオ 新任駐日タイ王国大使の三村会頭表敬訪問 

平成27年７月14日 ブー・ティエン・ロック ベトナム商工会議所 会頭の三村会頭表敬訪問 

平成27年９月７日 グエン・クオック・クオン 駐日ベトナム大使の三村会頭表敬訪問 

平成27年９月16日 安倍首相主催 グエン・フー・チョン ベトナム共産党中央執行委員会書記長歓迎晩さん会への三村会頭出席 

平成27年９月17日 大島衆議院議長主催 ｸ゙ ｴﾝ・ﾌー・ﾁｮﾝ ﾍ゙ ﾄﾅﾑ共産党中央執行委員会書記長歓迎ﾚｾﾌ゚ ｼｮﾝへの小林委員長出席 

平成27年11月7～12日 ベトナム日本商工会現地職員研修の受け入れ 

平成27年11月12日 サム・レンシー 救国党（カンボジア野党）党首の衣斐正宏共同委員長表敬訪問 

平成27年11月25日 引原毅駐ラオス日本国大使の三村会頭表敬訪問 

平成27年12月９日 ＣＬＭＶ若手行政官研修の受け入れ 

平成28年２月22日 バントゥーン・ラムサム カシコン銀行（タイ）会長一行の三村会頭表敬訪問 

 

５．政府事業活動への協力 

（１）第８回 日メコン産業政府対話 

開催日 場 所 内 容 

平成27年７月23日 ﾌﾟﾗｻﾞｱﾃﾈﾊﾞﾝｺｸ 

(ﾀｲ・ﾊﾞﾝｺｸ） 

・小林委員長（日本側議長）、大下事務総長出席 

（２）日メコン経済大臣会合 

開催日 場 所 内 容 

平成27年8月24日 KLCC 

(ﾏﾚー ｼｱ･ｸｱﾗﾙﾝﾌ゚ ﾙー） 

・小林委員長、大下事務総長出席 

・小林委員長より「第8回日メコン産業政府対話」内容について報告 

 

６．組織の現状 

（１）会員数（平成28年３月31日現在） 

  ・委  員   100社 

  ・特別委員   ７社 

（２）役員等 

  ・会  長   小林 栄三（伊藤忠商事(株) 取締役会長）（平成27年５月22日～） 

  ・委 員 長   小林 洋一（伊藤忠商事(株) 副会長）（平成26年６月12日～） 

  ・共同委員長   衣斐 正宏（川崎重工業(株) 顧問）（平成25年８月２日～） 

  ・顧  問   三村 明夫（日本・東京商工会議所会頭） 

  ・事務総長   大下 英和（日本・東京商工会議所国際部担当部長） 

 

以 上 


