２０１８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
2018 年６月 20 日

場 所

内 容

東京商工会議所

１．開会挨拶 日本メコン地域経済委員会 委員長 小林 洋一

「会議室 7,6」

２．2018 年度総会

（総会・勉強会
55 名）
「会議室 5」
（交流会 49 名）

（１）2017 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）共同委員長の選任について
（４）2018 年度事業計画（案）および収支予算（案）について
（５）規約の改定について
（６）その他
３．講演
「ミャンマー近年の政治・経済情勢」
前・駐ミャンマー日本国特命全権大使 樋口 建史 氏
４．交流会

２．経済ミッション、合同会議、協議会等
（１）
「第１４回日本・ミャンマー商工会議所ビジネス協議会」結団式
開催日
2018 年 10 月 2 日

場 所
東京商工会議所
「会議室Ａ」
（26 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
（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第一課 課長 斉田 幸雄 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．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）スケジュール・議題、参加者について
（２）経費見積もり（案）について
（３）その他
４．閉会

（２）第 1４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
2018 年 10 月 10 日

場 所
ｻﾞ･ﾌﾟﾘﾝｽ・ﾊﾟｰｸﾀ
ﾜｰ東京 B2F

内 容
１．開会式
（１）開会挨拶

｢Ballroom E｣

日本メコン地域経済委員会 委員長 小林 洋一
ミャンマー連邦共和国商工会議所連合会 会頭

（90 名）

ゾー・ミン・ウィン 氏
（２）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
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（３）基調演説
ミャンマー連邦政府大臣（兼国家安全保障顧問、投資委
員会委員長）タウン・トゥン 氏
２．セッション１：ミャンマー経済の現状と展望について
（１）ミャンマー連邦共和国商工会議所連合会 副会頭、
ミャンマー・日本商工会議所ビジネス協議会 副会長
マウン・マウン・レイ 氏
（２）質疑応答・意見交換
３．セッション２：新・会社法についての現状と課題
（１）計画財務省・投資企業管理局（DICA） 長官 ミョー・
ミン 氏
（２）西村あさひ法律事務所 ヤンゴン事務所代表
湯川 雄介 氏
（３）質疑応答・意見交換
４．セッション３：農産品バリューチェーンの高度化
（１）基調講演
全国農業組合 元常務理事 原田 康 氏
（２）パネルディスカッション
【日本側パネラー】
1.全国農業組合 元常務理事 原田 康 氏
2.農林水産省国際部海外投資・協力グループ 国際交渉官
坂 治己 氏
3.国分グループ株式会社本社海外統括部アセアン事業部
ミャンマーKOSPA 社駐在 岡 拓哉 氏
【ミャンマー側パネラー】
1.ミャンマー連邦共和国商工会議所連合会 顧問
ティン・トゥッ・ウー 氏
2.ミャンマー連邦共和国商工会議所連合会 副会頭
ウェッ・ピョー 氏
【モデレーター】
日本メコン地域経済委員会 事務総長 大下 英和
５．ミャンマー投資サミット２０１９プロモーション
（１）ミャンマー連邦共和国商工会議所連合会 副会頭
ウェッ・ピョー 氏
６．共同声明
７．閉会式
（１）ミャンマー連邦共和国商工会議所連合 副会頭
テェイン・ハン 氏
日本メコン地域経済委員会 共同委員長 山埜 英樹
８．歓迎夕食会
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（３）
「訪ベトナム経済ミッション」結団式
開催日
2019 年 2 月１9 日

場 所
コンファレンス
スクエアＭ+
「ミドル 1,2」

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．ベトナムの政治・経済情勢に関するブリーフィング
（１）
「最近のベトナム・ラオスの政治・外交と日本との関係に

（28 名）

ついて」
外務省南部アジア部南東アジア第一課 課長 斉田 幸雄 氏
（２）
「日本とベトナム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 課長 田村 英康 氏
３．訪ベトナム経済ミッションについて
（１）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）要望書について
（５）現地事情のご案内
（６）その他
４．閉会

（４）
「訪ベトナム・ラオス経済ミッション」
○開催日程： 2019 年２月 24 日～３月２日
○訪 問 地： ベトナム社会主義共和国 ハノイ
ラオス人民民主主義共和国 ビエンチャン、ルアンパバーン
○参加者数： 38 名
○概
要：
１） 梅田邦夫駐ベトナム日本大使によるブリーフィング兼夕食懇談会(２月２４日)
２） 第 1 回日本商工会議所－ベトナム商工会議所合同会議 (２月２５日)
３） 日越大学視察(２月２５日)
４） ベトナム日本商工会議所との夕食会(２月２５日)
５） 第６回計画投資省（ＭＰＩ）との協議会(２月２６日)
６） ハナム省人民委員会(２月２６日)
７） グエン・スアン・フック首相への表敬訪問(２月２６日)
８） ラオス・トーンルン首相への表敬訪問(２月２７日)
９） ビエンチャン日通によるブリーフィング(２月２７日)
10） ラオス商工会議所との懇談会(２月２７日)
11) 引原毅駐ラオス日本大使によるブリーフィング兼夕食懇談会(２月２７日)
12） ＴＳＢビエンチャン社訪問(２月２８日)
13） エポックトイズラオ社訪問(２月２８日)
14） ビエンチャン日本人商工会議所との昼食懇談会(２月２８日)
15） タイ国境（第一タイラオス友好橋）視察(２月２８日)
16） ルアンパバーン世界遺産視察(３月１日）
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（５）第１回ベトナム商工会議所（ＶＣＣＩ）との合同会議
開催日
2019 年２月 25 日

場 所
ベトナム
商工会議所

内 容
１．開会挨拶
ベトナム商工会議所 会頭 ヴー・ティエン・ロック 氏
日本メコン地域経済委員会 委員長 小林 洋一

（174 名）

２．セッション１：ベトナムサービス産業における事業機会
（１）日本側スピーカー
「ベトナムの重要性とベトナムの観光・交通産業への提言」
日本航空株式会社 秘書室取締役執行役員 清水 信一郎 氏
（２）ベトナム側スピーカー
「ベトナムの外食産業における可能性とビジネス機会」
レッドサン－ＩＴＩコーポレーション 取締役
レ・ティ・ヴィエット・ガー 氏
（３）質疑応答・意見交換
３．セッション２：日本でのベトナム人材拡大に向けての対応策
（１）日本側スピーカー
「高度外国人材育成と日本企業への就職支援について」
一般社団法人 外国人材支援機構 顧問 グエン・バン・ハオ 氏
（２）ベトナム側スピーカー
「日本への人材供給を強化するための提案」
クイン・カンパニー ＣＥＯ グエン・ティエン・ズン 氏
４．セッション３：協業を望む両国企業からの自社紹介・協業提案
（１）日本側企業
1. 株式会社エヌ・エル・シー（掘削装置メーカー）
社長室 室長 横田 芳之氏
2. 日本科学機器協会 財務理事、技術委員会 委員長、
国際委員会 副委員長
入江株式会社（計測機器商社）
社長 入江 一光 氏
（２）ベトナム側企業
1. VSIP バクニン・VSIP ハイズオン工業団地
マーケティング部長 トゥロン・ミン・ハン 氏
2. TMS グループ（不動産開発）
海外営業部長 トラン・フォン・トゥイ 氏
3. N&G グループ（HANSSIP ハノイ南部裾野産業工業団地）
事業部長 トラン・フオン・ラム 氏
５．閉会挨拶
ベトナム商工会議所副会頭 ホアン・クアン・フォン 氏
日本メコン地域経済委員会 事務総長 大下 英和
６．写真撮影
７．ネットワーキング兼立食昼食会
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（６）第６回ベトナム計画投資省（ＭＰＩ）との協議会
開催日
2019 年２月 26 日

場 所
ベトナム計画投資省

内 容
１．開会挨拶
計画投資省 副大臣 ヴー・ダイ・タン 氏

（93 名）

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：中国プラスワン（タイプラスワン）としての
ベトナムの魅力と課題
（１）日本側企業
1. エー・アンド・デイ・ベトナム社 社長 大山 孝治 氏
2. 日本メコン地域経済委員会 事務総長 大下 英和
（２）ベトナム側コメント
３．セッション２：計画投資省が推奨するベトナム企業、および
その製品についてのプレゼンテーション
（１） ベトナム側スピーカー
1. アン・ファット・ホールディングス 副社長
グエン・レ・ハン氏
2. ヴィエッティン・バンク 取締役副社長 山口 博 氏
3. ギザ・エンジニアリング＆コンストラクション
マーケッティング課長 グエン・トゥロン・タム 氏
（２）日本側コメント
４．閉会挨拶
計画投資省 副大臣 ヴー・ダイ・タン 氏
日本メコン地域経済委員会 事務総長 大下 英和
５．写真撮影

３．懇談会・セミナー
（１）ヴー・ティエン・ロック ベトナム商工会議所会頭との懇談会
開催日
2018 年５月 30 日

場 所
ホテル・ニューオ
ータニ

内 容
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 ベトナム商工会議所 会頭
ヴー・ティエン・ロック 氏

16 階「AKEBONO」

（18 名）

３．意見交換
４．閉会

（２）ベトナム商工会議所ビジネス協議会との「専門的・技術的分野の外国人材受入れ」に関す意
見交換会
開催日
2018 年９月 19 日

場 所
東京商工会議所
「会議室４」
（24 名）

内 容
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 ベトナム商工会議所ビジネス協議会 会長

ファム・ディン・ヴー氏
３．質疑応答・意見交換
４．閉会
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（３）ベトナムおよび東西回廊の中のラオス
開催日

場 所

平成 29 年１月 12 日

日本アセアンセンター
（120 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．講

演

「ベトナムおよび東西回廊の中のラオス」
専修大学商学部 准教授 池部 亮 氏
３．質疑応答
４．閉会

４．表敬訪問等
開催日

内 容

2018 年８月 23 日

アジア議員フォーラム・ベトナム代表団の小林委員長表敬訪問

2018 年 10 月 25 日

ミャンマー労働省 大臣 ティン・スエ 氏の石田専務理事表敬訪問

2018 年 10 月 26 日

ミャンマー商工会議所連合会 前会頭 ウィン・アウン 氏と三村会頭、石田専務理事
との昼食会

2018 年 12 月７日

カンボジア若手政治関係者一行の大下事務総長表敬訪問

５．各機関への協力等
（１）第 11 回日メコン産業政府対話への協力
○開 催 日： 2019 年８月２日
○開催場所： タイ・バンコク アテネホテル
○概
要： 小林洋一委員長が日本側民間代表として参加。
（２）第１０回日メコン経済大臣会合への協力
○開 催 日： 2019 年８月 30 日
○開催場所： シンガポール シャングリラ・シンガポール
○概
要： 小林洋一委員長が日本側民間代表として参加。
参加者：
（政府側） 世耕弘成 日本国経済産業大臣（共同議長）
、
ソー・ウィン ミャンマー計画・財務大臣（〃）及びメコン各国経済閣
僚、リム・ジョック・ホイ ＡＳＥＡＮ事務総長
（産業界側）小林洋一 日本メコン地域経済委員会 委員長（伊藤忠商事 副会長）
、
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。
小林委員長は、日本側経済界を代表して、ＭＩＤＶによる各国政府の取り組みに感
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東西経済回廊、南部経済回廊の「ミッシングリ
ンク」の早期連結、②ＣＢＴＡ（Cross-Border Transport Agreement）の実行と交通
運輸インフラの改善による越境貿易のさらなる拡大、③産業高度化に向けた中小・ス
タートアップ企業の支援、④日メコン産業界によるビジネスマッチングの拡大を挙げ、
出来る限り速やかなビジネス環境の整備と、ビジネス環境の変化を踏まえた「ＭＩＤ
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Ｖ２．０」の策定を求めた。
（３）ミャンマー投資サミット２０１９（ミャンマー連邦共和国商工会議所連合会（UMFCCI）

ミャンマー投資委員会（MIC）、投資企業管理局（DICA）共催
○開 催 日： 2019 年１月 28 日～29 日
○開催場所： MICC2、MICC1（ミャンマー・ネピドー）
○出 席 者： 日本メコン地域経済委員会 事務局 松岡 鉄也
○概
要：
全体で２日にわたる会議。ミャンマーの官民が一丸となって初めて開催した
投資サミット。１人５００ドル。目標８００名のところ１２５０名が登録。主
催者・出展者あわせて１６００名が参加。
アウンサン・スーチー国家顧問が初日に基調講演し、経済政策について約３
０分話した。ほかに、タン･トゥン投資・対外経済関係大臣やヤンゴン管区を
はじめ約１０の州や管区首相が講演。財閥を含む企業や省庁、各州のブースが
約１２０出展した。
（２）日越大学に関する事業
開催日

内 容

2018 年４月 10 日

第８回日越大学構想推進に関する次期フェーズ分科会

2018 年７月 20 日

第３回日越大学理事会

2018 年 11 月 12 日

日越大学第２期インターンシップ生来日記念交流会

2019 年３月４日

第９回日越大学構想推進に関する次期フェーズ分科会

６．組織の現状
（１）会員数（2019 年３月３１日現在）
合計 85 名、83 社
会長 1 名、委員長 1 名、共同委員長２名、顧問 1 名、委員 7４名、特別委員 8 名、事務総長 1 名
（２）役員等
・会
長
・委 員 長
・共同委員長
・共同委員長
・顧
問
・事 務 総 長

小林 栄三（伊藤忠商事(株) 取締役会長）
（2015 年５月 22 日～）
小林 洋一（伊藤忠商事(株) 副会長）
（2014 年６月 12 日～）
川崎重工業(株) 執行役員 塩田 誠 氏（2018 年６月 20 日～）
住友商事（株）代表取締役常務執行役員 山埜 英樹 氏
（2018 年６月 20 日～）
三村 明夫（日本・東京商工会議所会頭）
大下 英和（日本・東京商工会議所国際部担当部長）
以 上
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