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平成 28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28年５月24日 ベルサール 

八重洲 

「Room ４・５」

（57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）共同委員長の交代について 

（２）委員異動一覧、委員・顧問名簿について 

（３）平成 27年度事業報告（案）および平成 27 年度収支決算見込（案）について  

（４）平成 28年度事業計画（案）および平成 28年度収支予算（案）について  

（５）その他 

３．講  演 「ミャンマー新政権の特徴と問題点」 

大阪産業大学アジア共同体研究センター 名誉センター長 

アジア経済研究所 名誉研究員 

一般社団法人日本ミャンマー協会 理事 

同協会ミャンマー総合研究所 所長 桐生 稔 氏 

 

２．協議会・経済ミッション・合同会議等 
（１）「訪ベトナム・カンボジア経済ミッション」結団式 

開催日 場 所 内 容 

平成28年10月５日 三菱ビル 

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 委員長 小林 洋一 

２．ブリーフィング 

「ベトナム・カンボジア情勢と日越関係」 

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・カンボジア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 岩田 泰 氏 

３．訪ベトナム・カンボジア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・カンボジア経済ミッション」 

○開催日程： 平成28年10月16日～10月22日 

○訪 問 地： ベトナム社会主義共和国（ハノイ） 

カンボジア王国（シェムリアップ、プノンペン） 

○参加者数： 23名 

○概  要： ハノイでは、グエン・スアン・フック首相、ヴ・ティエン・ロック ベトナム

商工会議所会頭への表敬訪問に加え、４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名も参加し、他国と比較したベ
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トナムのビジネス環境や進出日系企業が直面する課題に関する要望事項、ならびに人材育

成について意見交換を行った。また、ベトナムトップクラスの大学であるハノイ貿易大学

を訪問し、日本企業への就職に関心を持つ日本語学部の教員・学生と懇談した。 

カンボジアではパン・ソラサック商業大臣を表敬訪問。シェムリアップでは観光をテーマ

に現地日系企業ならびにアンコール遺跡群、プノンペンでは経済特区やつばさ橋など南部経

済回廊の現状とショッピングモールをそれぞれ視察するとともに、現地日系企業から物流・

消費事情についてそれぞれブリーフィングを受けた。 

 

（３）第４回ベトナム計画投資省との協議会 

開催日 場 所 内 容 

平成28年10月18日 ベトナム計画投資省

（約80名） 

１．開会挨拶 ベトナム計画投資省 外国投資庁長官 ドー・ニャット・ホアン 氏  

   日本メコン地域経済委員会 委員長 小林 洋一 

２．セッション１「ベトナムにおけるビジネス環境整備上の課題について（日本企業の主要投資先国との比較から）」  

（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 柳井 泰司 氏 

（３）ベトナム側コメント 

（４）質疑応答・意見交換 

３．セッション２「人材育成」について 

（１）ベトナム日本商工会人材育成委員会 委員長 小林 裕一 氏 

（２）イトーソリューション＆コンサルティング株式会社 

代表取締役 伊藤 正 氏 

（３）ベトナム側コメント 

（４）質疑応答・意見交換 

４．閉会   ベトナム計画投資省 副大臣 ダン・フイ・ドン 氏 

日本メコン地域経済委員会共同委員長 猫島 明夫  

 

（４）第12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 場 所 内 容 

平成28年９月15日 三菱ビル 

コンファレンス

スクエア エム

プラス 

「サクセス」

（29名） 

１．開会挨拶 

２．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 南部アジア部 南東アジア第一課長 宮本 哲二 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 アジア大洋州課長 岩田 泰 氏 

３．各社事業説明と政府への意見要望 

４．第 12 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  

（１）両国出席予定者 

（２）日程・議題（案） 

（３）夕食懇談会 

（４）団費見積（案） 

５．閉会 
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（５）第12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28年９月28日 明治記念館 

「曙の間」 

（82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 小林 洋一 

  ミャンマー・日本商工会議所ビジネス協議会 副会長 テイン・ハン 氏   

２．祝辞 日本国内閣総理大臣祝辞 安倍 晋三 氏 

     (代読)外務省 アジア大洋州局 南部アジア部 審議官 滝崎 成樹 氏  

３．祝賀スピーチ 駐日ミャンマー連邦共和国特命全権大使 トゥレイン・タン・ズィン 氏  

４．セッション 

（１）「ミャンマー経済の現状と展望について」 

   ミャンマー連邦共和国商工会議所連合会共同事務総長 カイン・カイン・ヌウェ 氏  

（２）「日ミャンマー両国間の人的交流の促進について」 

国立大学法人 岡山大学 副理事 穴沢 一夫 氏 

海外産業人材育成協会 理事 下大澤 祐二 氏 

ミャンマー連邦共和国商工会議所連合会共同事務総長 カイン・カイン・ヌウェ 氏  

（３）「ミャンマーにおける製造業、貿易、サービス業の可能性」 

㈱大和総研 アジア事業開発グループ長 柏崎 重人 氏 

鴻池運輸㈱ 国際貨物部 担当課長 田中 康典 氏 

王子ホールディングス㈱ 取締常務グループ経営委員 磯野 裕之 氏 

５．共同声明 

６．閉会挨拶 

ミャンマー連邦共和国商工会議所連合会 事務総長 モー・ミン・チョウ 氏  

日本メコン地域経済委員会 共同委員長 猫島 明夫 

＊会議終了後、歓迎夕食会を開催  

 

３．懇談会・セミナー 

（１）ベトナム ドンナイ省投資セミナー 

開催日 場 所 内 容 

平成28年４月14日 イイノホール 

「Room Ａ」 

（200名） 

１．開会挨拶 ドンナイ省人民委員会 副委員長 ボー・バン・チャアン 氏  

２．挨拶 駐日ベトナム社会主義共和国特命全権大使 グエン・クオック・クオン 氏  

３．挨拶   日本メコン地域経済委員会 共同委員長 衣斐 正宏 

４．講演  

「ドンナイ省の魅力とベトナムの内需について」 

ホーチミン日本商工会ドンナイ部会代表 味の素ベトナム社 社長 本橋 弘治 氏  

「ドンナイ食品産業総合会社の紹介」  

 ドンナイ食品産業総合会社  ボー・タン・チュック 氏 

「ティンギア社およびフォーバル社の紹介」 

ティンギア社  ハー・タイ・ビン 氏 

㈱フォーバル 海外ディビジョン リサーチ＆コンサルティング部長 広幡 勝典 氏  

「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 鎌田 雅彦 氏 
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５．投資登録証明書授与式 

湖池屋ベトナム社 社長 渋谷 一郎 氏 

ジャパン・ベスト・フーズ社 社長 芹澤 道夫 氏 

６．質疑応答・意見交換  

７．閉会 

８．名刺交換会 

 

（２）ベトナム・イエンバイ省とのビジネス交流会 

開催日 場 所 内 容 

平成28年４月22日 東京商工会議所 

「会議室５・６」 

（39名） 

１．開会挨拶      日本商工会議所 国際部 部長 赤木 剛 

２．イエンバイ省・訪問団の紹介  

３．ビジネスマッチング 

４．フォト・セッション 

５．閉会 

 

（３）ミャンマー国会議員団一行との懇談会 

開催日 場 所 内 容 

平成28年５月12日 ＴＫＰ東京駅大

手町カンファレ

ンスセンター 

「ホール16Ｂ」 

（56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・議員団メンバー紹介 

交通・通信・建設委員会委員長 ウー・ティン・マウン・ウィン 氏 

教育推進委員会委員長 ティン・アウン 氏 

国際関係委員会幹事長 ウー・ボー・ボー・ウー 氏 

３．日本側参加者企業自己紹介 

４．質疑応答・意見交換 

５．閉会 

 

（４）ベトナム南部 投資環境・進出セミナー 

開催日 場 所 内 容 

平成28年６月７日 朝日生命大手町ビル 

大手町サンスカイルーム 

（154名） 

１． 開会  ベトナム・ビンズン省人民委員会 副委員長 マイ フン ユン氏 

日本メコン地域経済委員会 委員長 小林 洋一 

２． 講演  

「ベトナムの投資環境及び日系企業の動向」 

三菱東京UFJ銀行㈱ 国際業務部 上席調査役 松井 嘉彦 氏 

「ベトナム進出体験談」 

㈱南信精機製作所 代表取締役社長 片桐 良晃 氏 

「ビンズン省の投資環境」 

ベカメックスIDC 部長 植松 完二氏 

３．質疑応答・意見交換 

 

（５）【徹底解説セミナー】ミャンマーの現状と今後のビジネスチャンスについて 

開催日 場 所 内 容 

平成28年７月20日 ベルサール 

八重洲 

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．来賓挨拶 駐日ミャンマー連邦共和国特命全権大使 トゥレイン・タン・ズィン 氏  
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「Room ４・５」

（204名） 

３．講演 

「NLD政権誕生後のミャンマーの現状」について 

政策研究大学院大学 教授 工藤 年博 氏 

「東京商工会議所の海外展開支援」について 

東京商工会議所 中小企業部 海外展開支援担当 調査役 須藤 憲一 氏  

「日本メコン地域経済委員会」について 

「現地進出企業から見るミャンマービジネスの今について」 

Mitsuiwa-ACE Engineering Ltd. Director 森田 茂 氏 

「政権交代後の投資環境の変更に伴う法律の現状について」 

アーライツ法律事務所 弁護士 菅野 典浩 氏 

４．パネルディスカッション 

５．閉会挨拶 ミャンマー祭り実行委員会 名誉会長 安倍 昭恵 氏 

６．懇親交流会 

 

（６）ベトナム商工会議所視察団とのビジネス・ミーティング 

開催日 場 所 内 容 

平成28年９月９日 東京商工会議所

「会議室５」 

（27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．使節団紹介 ベトナム商工会議所 

３．企業紹介 産業情報技術研究所 プロジェクト部課長 グエン・チー・ザン・フエン氏  

  ベトナム側 HACHACO、VINASUGAR1 

日本側 ㈱マスダック、㈱オオヤマフーズマシナリー、岩井機械工業㈱、  

マサミ産業㈱、日本製パン製菓機械工業会、日本食品機械工業会 

４．質疑応答・意見交換 

５．閉会 

６．名刺交換 

 

（７）メコン地域における官民協力・連携促進フォーラム特別会合 

開催日 場 所 内 容 

平成28年11月４日 帝国ホテル孔雀

（西） 

（103名） 

１．開会挨拶 

外務省 南部アジア部 審議官 滝崎 成樹 氏 

日本メコン地域経済委員会 共同委員長 猫島 明夫 

２．政府関係者プレゼンテーション 

経済産業省 通商政策局アジア大洋州課長 岩田 泰 氏 

総務省 情報通信国際戦略局 国際協力課長 木村 公彦 氏 

総務省 情報流通行政局 郵政行政部 国際企画室企画官 小林 知也 氏  

福岡県福岡市 副市長 貞刈 厚仁 氏 

３．メコン各国によるプレゼンテーション  

カンボジア開発評議会 副事務局長 チア・ブッティ 氏 

ラオス計画投資省 投資促進局 国際投資協力課 

副課長 スパポン・サイニャルート 氏 

タマサート大学 商学部 国際ビジネス・ロジスティクス・運輸学科 

准教授 サタポーン オパサノン 氏 

ベトナム外務省 経済局メコン担当専門官 グエン・ホアン・ロン氏 
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ミャンマー計画財務大臣 チョウ・ウィン 氏 

４．民間によるプレゼンテーション 

日本通運（株） 常務執行役員 井出 憲文 氏 

輸出入・港湾関連情報処理センター（株）常務取締役 田島 晴弥 

氏 

５．質疑応答 

６．閉会 

 

（８）ミャンマー共和国アウン・サン・スーチー国家顧問歓迎昼食会 

開催日 場 所 内 容 

平成28年11月４日 帝国ホテル孔雀

（西） 

（62名） 

１．開会挨拶  （一社）日本経済団体連合会 会長 榊原 定征 氏 

２．ご挨拶            外務省 副大臣 岸 信夫 氏 

３．乾杯挨拶       日本商工会議所 会頭 三村 明夫 氏 

４．発言 

（一社）日本経済団体連合会 副会長/日本ミャンマー経済委員会 

委員長 小林 健 氏 

日本・ASEAN経済協議会日本委員会 副会長 大森 一夫 

５．懇談 

６．閉会 

 

（９）メコンビジネス最新事情セミナー（全３回） 

開催日 場 所 内 容 

平成29年３月７日 

 

 

 

三菱ビル 

コンファレンス

スクエア エム

プラス 

「サクセス」 

（83名） 

第１回 「海外投資アンケートからみたメコン地域の現状と今後の見通し」   

㈱国際協力銀行（JBIC） 

産業ファイナンス部門 中堅・中小企業ファイナンス室 

参事役  阿由葉 真司 氏 

 

平成29年３月10日 同 

（76名） 

第２回 「ミャンマーのビジネス環境及び投資進出におけるリスク管理」  

法務法人地平 ミャンマー法人長 チャン・ソン 氏 

ミャンマー首席弁護士 コ・セフン 氏 

平成29年３月17日 同 

（94名） 

第３回 「メコン５か国の会社法及び投資法徹底比較―近年の改正状況を踏まえて」  

大江橋法律事務所 パートナー 内藤 加代子 氏  

アソシエイト 定金 史朗 氏 

 

４．表敬訪問等  

開催日 内 容 

平成28年７月19日 グエン・バン・チュン ベトナム計画投資副大臣の小林洋一委員長表敬訪問 

平成28年９月１日 小林洋一委員長のグエン・クオック・クオン駐日ベトナム大使表敬訪問 

平成28年９月27日 小林洋一委員長のチア・キムター駐日カンボジア大使表敬訪問 

平成28年10月６日 堀之内秀久 カンボジア国駐箚 特命全権大使の小林洋一委員長表敬訪問 
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平成28年10月28日 梅田邦夫 ベトナム国駐箚 特命全権大使の小林洋一委員長表敬訪問 

平成28年11月４日 ゾー・ミン・ウィンミャンマー商工会議所連合会会頭の三村会頭表敬訪問 

平成28年12月９日 小林洋一委員長のチョウ・ウィン ミャンマー計画・財務大臣表敬訪問 

平成29年２月13日 タン・ミン ミャンマー商業大臣の小林洋一委員長・日本商工会議所石田専務理事表敬訪問  

平成29年２月23日 トゥ・アウン・ミン ミャンマー商業省次官、ゾー・ミン・ウィン ミャンマー商工会議所連合会会頭の三村会頭表敬訪問  

 

５．各機関への協力等 

（１）日越大学構想推進に関する事業 

開催日 内 容 

平成28年５月11日 第２回日越大学構想推進に関する次期フェーズ分科会 

小林洋一委員長、衣斐正宏共同委員長出席（39名） 

平成28年６月17日 第３回日越大学構想推進に関する次期フェーズ分科会 

事務局出席（39名） 

平成28年８月２日 

 

第４回日越大学構想推進に関する次期フェーズ分科会 

小林洋一委員長、衣斐正宏共同委員長出席（36名） 

平成28年８月24日 第２回総会、日越大学構想推進に関する有識者会議 

小林洋一委員長、衣斐正宏共同委員長出席（48名） 

平成29年３月10日 

 

第５回日越大学構想推進に関する次期フェーズ分科会 

事務局出席（38名） 

 

６．組織の現状 

（１）会員数（平成29年５月31日現在） 

  ・委  員      82社 

  ・特別委員      ８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   猫島 明夫（川崎重工業(株) 執行役員 マーケティング本部長）（平成 28 年５月 24 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 


