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訪問
地域

主な取組

ホーチミン市
3.11-13

• パーソナルケア＆ビューティ商材商談会
• 介護分野に係る企業視察
• 現地機関との交流

ダナン市
3.13-14

• ダナン市の投資環境等にかかる意見交換
• 越大手IT企業との交流及び現地医療機関の視察
• 現地機関との交流

ハノイ市
3.14-15

• 越政府機関への表敬・意見交換
• 介護分野に係る現地人材教育現場視察
• 現地ヘルスケア施設の現状把握

九州ベトナム経済交流ミッション2018概要

＜ミッションの３つの柱＞

2017年度ミッション方針
◆オール九州の国際化を支援する立場として、越との交流を深化させるため、将来的な成長が期待される分野・地域の開拓と九州全体のプレセンス向
上とネットワーク構築支援を図る。
①人材：外国人材の活用支援と人材育成協力事業者の創出、将来的には外国人材を活用した九州企業の海外展開を目指す。
②市場獲得等：ベトナム消費市場のさらなる獲得のため、成長が期待される健康（食品・予防医療等）や美容分野における商談会を実施。
③ＰＲ：越政府機関表敬の場を活用した、九州のプレゼンス向上を図るほか、ネットワーク構築等の支援を行う。

背景
◆2009年越MPIとのMOU締結以降、越への投資促進及び食品輸出支援を重点的に実施。2018年度はMOU締結10周年を迎え、越との経済交流の節目

（日時）2018年3月11日（日）～16日（金）
(主催）

• 九州経済国際化推進機構
• 九州ベトナム友好協会
• （一財）九州地域産業活性化センター
（テーマ）
• ヘルスケア＆ビューティ
• 外国人材活用
（訪問団）
• 団 長：九経連会長
• 副団長：九州越友好協会会長
• 顧 問：九州経済産業局長
• 構成員：自治体、支援機関、企業
など３９名
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九州ベトナム経済交流ミッション2018概要（3月11日~13日：ホーチミン）

【1日目】
3月11日（日）

8:30 結団式

10:30 福岡空港 発 (VN351)

14:00 ホーチミン タンソンニャット国際空港 着

16:00 17:45 イオンモール ビンタン店 視察

18:30 20:00 ミッション団 懇親会

【2日目】
3月12日（月）

8:45 10:00 JETROホーチミンでのブリーフィング

10:30 12:00 フリー（ホーチミン高島屋） 10:30 11:15
在ﾎｰﾁﾐﾝ日本国総
領事館 表敬 10:30

17:10

ヘルスケア＆ビューティー商談会

会場：ニッコーサイゴン 4F バン
ケットルーム

12:00 13:00 昼食

14:30 16:00 プラッツベトナム 視察

18:30 現地機関との夕食懇親会

【3日目】
3月13日（火） 10:00 （国内線移動） タンソンニャット空港（国内線）発 （VN120）

ホーチミン：
（１）ベトナム・ホーチミン経済概況（ＪＥＴＲＯホーチミン）
（２）市場調査（イオンモールビンタン店及び高島屋）
（３）商談会（ヘルスケア＆ビューティ）

参加企業・・・九州５社、ベトナム８社、商談２５件
（成約４件、継続１４件）

（４）現地企業視察（プラッツベトナム（（株）プラッツ（大野城市）と台湾企
業との合弁企業：介護用ベッド等の製造・販売））

（５）表敬訪問（在ホーチミン日本国総領事館）

（６）現地機関との交流

JETROホーチミン

在ホーチミン日本総領事館

イオンモール ビンタン店

ヘルスケア＆ビューティー商談会

プラッツベトナム Co.,.Ltd

高島屋

現地機関との交流
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九州ベトナム経済交流ミッション2018概要（3月13日~14日：ダナン）

【3日目】
3月13日
（火）

11:20 ダナン空港（国内線） 着

12:00 13:00 昼食

14:00 15:30 FPTシティ訪問

17:30 18:15 ダナン日本商工会との意見交換

18:30 (20:00) 現地機関との夕食懇親会

【4日目】
3月14日
（水）

10:00 11:30 ダナン人民委員会表敬及びダナン市政府（IPA）ブリーフィング

12:00 13:00 昼食

13:30 15:00 VINMEC国際病院視察

17:15 （国内線移動） ダナン空港（国内線）発 （VN184）

ダナン：
（１）ダナン市概況（ダナン市政府（ＩＰＡ））
（２）市場調査（ダナン日本商工会）
（３）現地企業視察（ＦＰＴシティ及びＶＩＮＭＥＣ国際病院）
（４）九州ＰＲ（ダナン人民委員会及びダナン市政府）

FPTシティ

ダナン日本商工会との意見交換

ダナン現地機関との交流ダナン人民委員会表敬及びダナン市政府（IPA）ブリーフィングVINMEC国際病院視察 5



九州ベトナム経済交流ミッション2018概要（3月14日~15日：ハノイ）

ハノイ：
（１）ベトナム・ハノイ概況（JETROハノイ）
（２）人材育成（送り出し機関）視察・調査

（LOD人材開発及びAN DUONGグループ人材育成機関）
（３）現地介護施設視察（トゥット タイ 老人ホーム）
（４）九州ＰＲ（ベトナム副首相、計画投資省副大臣、農業農村開発省

副大臣、フエ省人民委員会）

【4日目】
3月14日
（水）

18:35 ハノイ ノイバイ国内空港 着

20:00 (21:30) 夕食

【5日目】
3月15日
（木）

8:30 9:30 JETROハノイでのブリーフィング 8:20 9:00 ベトナム副首相 表敬

10:20 11:45 LOD（人材育成機関）視察
11:30 13:00

在 ﾍﾞﾄﾅﾑ日本国大使表敬及びブリー
フィング

12:10 13:00 昼食

14:10 15:10 トゥット タイ 老人ホーム視察 14:00 14:30 計画投資省副大臣 表敬

16:10 17:30
AN DUONG会社グループ（人材育成機関）視
察

15:00 15:45 農業農村開発省副大臣 表敬

16:15 17:00 フエ省との意見交換

18:30 自由行動

【6日目】
3月16日
（金）

1:40 ハノイ ノイバイ国内空港 発 （VN356）

7:20 福岡空港 着

解散

JETROハノイ

LOD（人材育成機関）

在ベトナム日本大使館表敬

ADG（人材育成機関）
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九州側参加者（１１名）

①九州経済連合会 会長 麻生 泰（KEI会長）

②九州経済産業局 局長 髙橋 直人（KEI顧問）
③在ベトナム日本国大使館 次席公使 永井克郎（※）

④九州ベトナム友好協会 会長 矢頭 美世子
⑤九州経済連合会 専務理事 長尾 成美

⑥北九州市海外水ビジネス推進協議会 会長 富増 健次
⑦九州ベトナム友好協会 副会長 佐々木 有三
⑧九州経済連合会 国際部長 安藤 博昭
⑨九州経済産業局 国際事業課長 野尻 純一郎
⑩九州ベトナム友好協会 事務局長 西 正貴
⑪通訳士 秋葉 亜子

首相府表敬 計画投資省（MPI)表敬 農業農村開発省（MARD)表敬 フエ省人民委員会意見交換

対
応
代
表
者

チン・ディン・ズン副首相 グエン・バン・チュン副大臣 レー・コック・ゾアイン副大臣 グェン・バン・カオ委員長

担
当
・
役
割
等

〇工業・貿易・建設・交通運輸・資源環境、
海外直接投資(FDI)、エネルギー源確保・
省エネ対策、経済区・工業団地・輸出加
工区、投資法・公共投資法に基づいた国
家重点事業等を担当。
〇商工省、建設省、交通運輸省、資源環
境省を直接指導。

〇計画投資省は、対越投資促進及び投資に
係る許認可を所管。
〇ビジネス環境整備や投資環境整備を図る
とともに、Public Private Partnership事業な
どの投資に対し、投資証明書を発行する権
限を有している。
○チュン副大臣は、外国投資庁（FIA）を担当。
〇MPI・FIA庁にジャパンデスクがあり、JICA
矢代専門官が在席。

〇農業農村開発省は、ベトナム国内の農
業振興を所管。
〇国際協力局において、日本企業の農業
投資振興にも取り組んでいる。なお、投資
に関しての許認可権は計画・投資省（MPI）
が有している。
〇ゾアイン副大臣は、国際協力局を担当。
〇国際協力局に日本企業相談窓口が設
置され、JICA安部専門官が在席。

〇フエ省は、ベトナム中央部の重点経済
区に指定されている省の一つ。ラオス・タ
イ・ミャンマーをつなぐ東西経済回廊の中
に位置する。
〇フーバイ工業団地等６つの工業団地を
有し、投資優遇政策等により企業誘致を
進めている。
〇地方人民委員会は、地方行政を担い
、投資に係る権限も有する。

概
要

表敬概要
（九州側）
・経済交流、人材交流の促進を期待。
・農業分野における九州からベトナ
ムへの展開に係る環境整備が課題。

（ベトナム側）
・九州企業のベトナムへの投資拡大
を期待。

・農業分野における付加価値向上、
技術高度化等を期待。

表敬概要
（九州側）
・農業分野：副首相表敬時同様。
・九州の強み産業の紹介（環境、エネル
ギー）及び投資環境整備を期待。

・完成車輸入係るMPIのサポート。
（ベトナム側）
・外国からの投資誘致を促進するための
新たな法案整備中。

・九州企業のベトナムへの投資・事業拡
大を期待。

表敬概要
（九州側）
・農業分野における九州からベトナム
へ展開する場合の課題。道路・水等
インフラ整備を期待。

・進出を考えている九州の若手農業経営
者への支援を期待。

（ベトナム側）
・九州からの農業分野への展開に係る
適地の検討等

意見交換概要
（ベトナム側）
・フエ省の紹介
・工業団地等、フエ省への投資促進を

PR

（九州側）
・フエ省の知名度向上を図ること等を
アドバイス

（※）フエ省人民委員会除く

（フエ省との意見交換は先方依頼より開催）

九州ベトナム経済交流ミッション2018 政府機関表敬（3月15日：ハノイ）
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１．チン・ディン・ズン副首相表敬
日時：３月１５日(木) 8:20～9:00
場所：首相府 So 1, Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, Hanoi

ベトナム側出席者：チン・ディン・ズン副首相、副首相秘書、首相府国際関係局、外務省東北アジア局ラン・ティ・タィン・フォン副局長

２．計画投資省グエン・バン・チュン副大臣表敬
日時：３月１５日(木) 14:00～14:35
場所：計画投資省
ベトナム側出席者：グエン・バン・チュン副大臣、投資庁長官、矢代JICA専門官他
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３．農業農村開発省レー・コック・ゾアイン副大臣表敬
日時:３月１５日(木) 15:00～15:40
場所:農業農村開発省
ベトナム側出席者 レー・コック・ゾアイン副大臣、国際協力局ミン副局長、トラン・テ・コン国際協力専門官、安部JICA専門官

４．フエ省グェン・バン・カオ人民委員会委員長との意見交換
日時:３月１５日(木) 16:15～17:00
場所：政府迎賓館 So 2 Le Thach, Hoan Kiem
ベトナム側出席者：[フエ省]グェン・バン・カオ人民委員会委員長、フック観光局副局長、ディン計画局局長、リー国際協力課長、フー国際協力専門官

[外務省]レ・ホァイ・チゥン副大臣、フォン東北アジア局副局長ほか

12


	九州ベトナム経済交流ミッション2018概要
	九州ベトナム経済交流ミッション2018概要
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8

