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２０１９年度日本メコン地域経済委員会事業活動報告 

１．総 会 

（１）総会兼勉強会および交流会 

開催日 場 所 内 容 

2019年６月７日 東京商工会議所 

5階 Hall & 

Conference Room 

会議室 

「Room A1」 

（総会・勉強会

36名） 

「Room A2」 

（交流会34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 

２．2019年度総会 

（１）2018年度事業報告（案）および収支決算（案）について

（２）委員異動一覧、委員名簿について 

（３）委員長の選任について 

（４）2019年度事業計画（案）および収支予算（案）について

（５）規約の改定案について 

（６）その他 

３．勉強会 

「ミャンマーの現在の政策と経済状況」について 

 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・ズン氏  

４．交流会 

 

２．経済ミッション、合同会議、協議会等 
（１）「訪ミャンマー経済ミッション」結団式 

開催日 場 所 内 容 

2019年10月28日 東京商工会議所 

5階 Hall & 

Conference Room 

会議室 

「Room B2」 

（25名） 

１．開会挨拶 日本メコン地域経済委員会 委員長 吉田 朋史 

２．ミャンマーの政治・経済情勢に関するブリーフィング 

（１）「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 

課長 山田 欣幸 氏  

（２）「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 清水 正雄 氏  

３．訪ミャンマー経済ミッションについて 

（１）団長、副団長、事務総長について 

（２）日程等について 

（３）団費について 

（４）その他 

４．閉会 

 

（２）第1５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 

2019年11月14日 ヤンゴン 

（ミャンマー連

邦共和国商工会

１．開会式 

（１）基調演説 

   商業省 次官 アウン・ソー 氏 

  （２）歓迎挨拶 
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議所連合会ビル 

２階 

メイン会議場） 

 

（100名） 

ミャンマー連邦共和国商工会議所連合会 会頭 

     ゾー・ミン・ウィン 氏 

     日本メコン地域経済委員会 委員長 小林 洋一 

（３）祝辞 

日本国首相メッセージ、ミャンマー大統領メッセージ 

     国家最高顧問府副大臣 キン・マウン・ティン 氏 

     駐ミャンマー連邦共和国日本国大使 丸山 市郎 氏 

２．記念品交換及びフォト・セッション 

３．セッション１：ミャンマー観光産業における事業機会 

（１）JTB Polestar Co., Ltd. 会長 

チョー・ミン・ティン 氏 

  （２）ANAホールディングス株式会社 上席執行役員 

     芝田 浩二 氏 

  （３）質疑応答・意見交換 

４．セッション２：日本におけるミャンマー人材の拡大と人材育成  

（１）三井物産株式会社 顧問 田中 聡 氏 

（２）UMFCCI 共同書記長 カイン・カイン・ヌエ 氏 

（３）質疑応答・意見交換 

４．共同声明 

５．閉会式  

（１）日本メコン地域経済委員会 共同委員長 塩田 誠 

ミャンマー連邦共和国商工会議所連合 副会頭 

   タウン・ティン 氏 

 

（３）「訪ミャンマー経済ミッション」 

○開催日程： 2019年11月13日～16日 

○訪 問 地： ミャンマー連邦共和国 ヤンゴン、カックー、インレー湖 

○参加者数： 31名 

○概  要：  

１） 丸山市郎駐ミャンマー日本大使によるブリーフィング兼夕食懇談会(１１月１３日) 

２） 第1５回日本・ミャンマー商工会議所ビジネス協議会合同会議 (１１月１４日) 

３） ミャンマー日本商工会議所との懇談会兼昼食会(１１月１４日) 

４） ティラワ経済特区進出企業視察(１１月１４日) 

５） UMFCCI主催歓迎夕食会(１１月１４日) 

６） カックー遺跡視察(１１月１５日) 

７） インレー湖視察(１１月１６日) 

 

３．懇談会・セミナー 

（１）カンボジア商工会議所正副会頭等との懇談会 

開催日 場 所 内 容 

2019年５月29日 東京商工会議所 

４階 

１．歓迎挨拶 日本メコン地域経済委員会 共同委員長 塩田 誠 

２．挨  拶 カンボジア商工会議所 会頭 キット・メン 氏 
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日商会議室A・B 

（55名） 

３．参加者紹介 

４．質疑応答・意見交換 

５．名刺交換 

６．閉会 

 

（２）ベトナム・フーイエン省投資促進セミナー 

開催日 場 所 内 容 

2019年６月３日 東京商工会議所 

５階 Hall & 

Conference Room 

会議室 

「Room A1」 

（91名） 

 

１．Part Ⅰ：フーイエン省、および日越の経済協力について 

  ・開会挨拶 フーイエン省人民委員会 委員長 

ファム・ダイ・ヅオン 氏 

  ・ビデオプレゼンテーション 

「フーイエン省～投資・開発・協力の機会～」 

  ・講演 駐日ベトナム大使 ヴー・ホン・ナム 氏 

  ・講演 ジェトロ お客様サポート部 主査 奥本 量夫 氏 

２．Part Ⅱ：フーイエン省における投資環境について 

  ・投資促進プロジェクトの紹介 

 フーイエン省企画投資部 副所長 グエン・スアン・フン 氏 

・進出企業紹介 

 Indochina Capital 取締役社長 ピーター・ライダー 氏 

 Harry& co,.ltd 代表取締役社長 小野 勝幸 氏 

３．フォト・セッション 

４．ティーブレイク 

５．Part Ⅲ：各投資分野に関するディスカッション 

  ・フーイエン省における投資促進について 

   地方党委員会 副長官 ルオン・ミン・ソン 氏 

   フーイエン省人民委員会 委員長 ファム・ダイ・ヅオン 氏 

  ・農林水産、インフラ分野について 

   建設局長 フィン・ル・タン 氏 

   ソンホア地区会長 ト・フオン・バック 氏 

  ・観光、物流分野について 

   文化、スポーツ、観光局長 ファム・ヴァン・ベイ 氏 

   投資促進センター 副所長 グエン・アン・トゥ 氏 

  ・テクノロジー分野について 

   人民委員会 事務所長 ゴ・ゴック・ティエン 氏 

   企画投資局 副局長 グエン・スアン・フン 氏 

６．PartⅣ：閉会挨拶 

  フーイエン省人民委員会 委員長 ファム・ダイ・ヅオン 氏 

７．ネットワーキング 

 

（３）「メコン産業開発ビジョン２．０」説明会 

開催日 場 所 内 容 

2019年６月28日 東京商工会議所 １．開会 

２．「メコン産業開発ビジョン２．０」について 
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５階 Hall & 

Conference Room 

会議室 

「Room A2」 

（15名） 

経済産業省 通商政策局 アジア大洋州課 参事官 清水 正雄 氏  

３．質疑応答・意見交換 

４．閉会 

 

（４）ベトナム社会主義共和国 ズン官房長官との夕食懇談会 

開催日 場 所 内 容 

2019年８月６日 東京會舘 

７階 

「クインス」 

（24名） 

１．開会・歓迎挨拶 

  日本メコン地域経済委員会 共同委員長 山埜 英樹 

２．挨拶  

ベトナム政府官房長官（大臣） マイ・ティエン・ズン 氏  

３．乾杯 

  日本メコン地域経済委員会 共同委員長 山埜 英樹 

４．食事・懇談 

５．記念品交換 

６．写真撮影 

７．閉会 

 

（５）タイEECシーハサック顧問（元駐日大使）一行との懇談会 

開催日 場 所 内 容 

2019年９月30日 東京商工会議所 

６階 

会議室 

（９名） 

１．歓迎挨拶 

  日本メコン地域経済委員会 事務総長 佐々木 和人 

２．挨拶・タイEEC事務局訪日団メンバー紹介 

タイEEC顧問 シーハサック 氏  

３．日本側参加企業紹介 

４．質疑応答  

５．名刺交換 

６．閉会 

 

（６）ラオス人民民主共和国 キーケオ・チャンタブリー計画投資省副大臣等との懇談会 

開催日 場 所 内 容 

2019年10月29日 東京商工会議所 

４階 

日商会議室A・B 

（９名） 

１．歓迎挨拶 

  日本メコン地域経済委員会 事務総長 佐々木 和人 

２．挨拶 

ラオス人民民主共和国 計画投資省 副大臣 

キーケオ・チャンタブリー 氏  

３．参加者紹介 

４．質疑応答・意見交換 

５．名刺交換 

６．閉会 
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（７）ベトナム地方自治体代表・企業代表等との懇談会 

開催日 場 所 内 容 

2019年11月８日 東京商工会議所 

４階 

日商会議室A・B 

（49名） 

１．歓迎挨拶 

  日本メコン地域経済委員会 事務総長 佐々木 和人 

２．挨拶 

ベトナム社会主義共和国 外務省 地方外務省 事務局長 

グエン・ホアン・ロン 氏  

３．参加者紹介 

４．質疑応答・意見交換 

５．名刺交換 

６．閉会 

 

（８）ベトナム戦略的幹部研修プロジェクト訪日メンバーとの意見交換会 

開催日 場 所 内 容 

2019年12月17日 JICA本部内 

会議室 

（31名） 

１．開会 

２．ベトナム研修団からのご説明 

「ベトナムの対外経済対策」 

首相府副官房長官 グエン・ズイ・フン 氏 

「日本企業への期待」 

クアンナム省党委員会委員・省人民委員会副委員長 

チャン・ヴァン・タン 氏 

３．企業からの自己紹介、発言 

４．懇談  

５．記念品贈呈・記念写真撮影・閉会（個々での名刺交換等） 

 

４．表敬訪問等  

開催日 内 容 

2019年８月22日 駐ラオス特命全権大使 竹若敬三氏の吉田委員長表敬訪問 

2019年８月26日 駐カンボジア特命全権大使 三上正裕氏の三村会頭表敬訪問 

2019年８月26日 駐ラオス特命全権大使 竹若敬三氏の三村会頭表敬訪問 

2019年９月13日 ベトナム計画投資省ヴ・ダイ・タン副大臣の山埜共同委員長表敬訪問 

 

５．各機関への協力等 

（１）第１２回日メコン産業政府対話への協力 

○開 催 日： 2019年８月15日 

○開催場所： タイ・バンコク アテネホテル 

○概 要： 田中建治 執行役員 アジア・大洋州総支配人代行 （兼）伊藤忠タイ会社社長が

日本側民間代表として参加。 

 

（２）第１１回日メコン経済大臣会合への協力 
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○開 催 日： 2019年９月10日 

○開催場所： タイ・バンコク シャングリラ・バンコク 

○概 要： 塩田誠 共同委員長が日本側民間代表として参加。 

      参加者： 

（政府側） 田中繁広 経済産業審議官（共同議長）、 

サクサヤム・チドチョブ タイ運輸大臣（〃）及びメコン各国経済閣 

僚、アラディン・リロ ＡＳＥＡＮ事務総長 

（産業界側）塩田誠 日本メコン地域経済委員会 共同委員長（川崎重工業 執行役員）、 

パイラット タイ商業会議所 副会頭 

 

経済界から「日メコン産業政府対話」の内容について報告。 

  塩田共同委員長は、日本側経済界を代表して、ＭＩＤＶ２．０に関する日本の提案

に感謝し、さらなる連結性の強化により、メコン地域がＡＳＥＡＮ各国と世界を結ぶ

重要なハブになることへの期待を表明。 

民間からの具体的な要望として、①国境手続きにける電子署名と電子認可の早期 

導入、およびメコン地域での国境を越えた取引を促進するためのCBTAの実施②ASEAN 

地域でのデジタル技術の早期採用のための企業の積極的な関与を伴うデータガバナ 

ンスを求めた。 

 

（３）日越大学に関する事業 

開催日 内 容 

2019年４月18日 第４回日越大学理事会 

2020年２月18日 第５回日越大学理事会 

 

６．組織の現状 

（１）会員数（2020年３月３１日現在） 

   合計83名、81社 

会長 1 名、委員長 1 名、共同委員長２名、顧問 1 名、委員 69 名、特別委員 8 名、事務総長 1 名 

 

（２）役員等 

  ・会   長   小林 栄三（伊藤忠商事(株) 取締役会長）（2015年５月22日～） 

  ・委 員 長    吉田 朋史（伊藤忠商事(株) 代表取締役副社長執行役員） 

（2019年６月７日～） 

  ・共同委員長   塩田 誠（川崎重工業(株) 執行役員）（2018年６月 20日～） 

  ・共同委員長   山埜 英樹（住友商事(株) 代表取締役常務執行役員） 

（2018年６月20日～） 

  ・顧   問   三村 明夫（日本・東京商工会議所会頭） 

  ・事務総長   佐々木 和人（日本・東京商工会議所国際部担当部長） 

 

以 上 


