
アオザイ復刊 23 号               平成 28 年 8 月 10 日  

 

 

6 月 9 日「ホテル日航大阪」において平成 28 年度のセミナー・通常総会並びに「和田貞夫さん

に感謝する集い」を開催しました。 

 毎年好評のセミナーは、第１部を ビン総領事にご講演をお願いしました。テーマは「ベトナムの

最新情勢について」でベトナムの近況と今後発展の指針についてお話し頂きました。第２部は、「ベ

トナム進出を振り返って」をテーマに企業のベトナム進出・ニーズと今後の課題について大阪富士

工業（株）本社管理本部 寺井淳氏にご講演をしていただきました。 

 通常総会では、平成 2７年度事業報告・決算報告をはじめ役員任期満了にともなう改選などの議

案について、また平成 28年度事業計画・予算の報告事項についても原案通り満場一致で決定・承

認されました。なお総会において新理事長(予定)として、国際協力機構(ＪＩＣＡ)関西国際センター

元所長で、築野開発(株)取締役副社長 築野元則氏にご就任いただくことになりました。 

（7月 5日開催された理事会において正式に理事長に選出されました） 

 

  

     セミナー第１部講演中のビン総領事             セミナー第 2部大阪富士工業㈱ 大島相談役 
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平成 28年度 セミナー・通常総会 並びに 

「和田貞夫さんに感謝する集い」 を開催 



 

       セミナー 講演風景                        総会議長に選任された築野新理事長 

 

「和田貞夫さんに感謝する集い」開式                協会を代表して西村会長の挨拶 

 
     笠原氏より和田さんのエピソードを披露              西村会長から和田さんへ感謝状贈呈 

 

協会を代表して高島副会長から肖像画を贈呈      ビン総領事から和田さんにベトナム特製絵画の贈呈 

 

2 



 また総会終了後には、長年にわたり本協会の運営にご尽力いただき体調不良のため協会設立

20年を契機に退任された前理事長「和田貞夫さんに感謝する集い」を同会場において盛大に開催

いたしました。はじめに協会を代表して西村貞一会長より「ベトナム総領事館誘致をはじめベトナム

との友好関係の樹立と協会の組織確立にご尽力いただいた 20 年間のご苦労に感謝する」旨の挨

拶があり感謝状を贈呈しました。次に理事を代表して笠原優氏から和田さんのバイタリティー溢れ

る活動歴が披露されました。また堺市議会開会中の多忙な日程のなか竹山修身堺市長が駆けつ

け顧問を代表して和田さんとの交友歴や堺市への貢献についての感謝の挨拶があり、高島成光副

会長から記念品として河内英男画伯による肖像画を、ビン総領事からはベトナム特製の絵画（貝と

砂による装飾画）が贈呈されました。その後、和田前理事長から協会設立時の経緯などを含め御

礼のご挨拶をいただき、築野元則新理事長（予定）の乾杯の音頭で和やかな雰囲気のなか和気あ

いあいとたいへん盛り上がった懇親会になりました。 

 

 
  

「和田貞夫さんに感謝する集い」参加者の皆さま 

 

ベトナム政治概況・外交政策 

～在大阪ベトナム社会主義共和国総領事 チャン・ドゥック・ビン氏講演会資料より～ 
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【 政治概況 】 

 

 

 

〈 共産党 12回全国代表大会 〉 

a. ベトナム共産党の全国代表大会は経済・社会の発展の政策、人事および具体的な目標を提案する目的であ

る 5年に 1回開催される会議になる。 

b. 12回全国代表大会は 2016年 1月 20日～28日開催され、450万人の共産党員の中から代表の 1510人が大

会の参加に選ばれた。 

c. 大会は 2016年～2020年の経済・社会の発展のおよび具体的な目標を提案している。 

* 経済成長速度は 5年間平均 6.5～7％/年に達する。 

* 2020年に GDPは 3200～3500USDになる。 

d. 実現提案 

 ・新たな成長モデルに適合するための経済の機構を強化。 

 ・インフラのシステムと都市の建設。 

 ・人材の質を向上すること、技術科学の潜在力を高める。  

 ・気候変動、環境保護に主導的に対応。 

 ・過度な金銭的欲望(賄賂)の防止。 

 ・国家的管理の効果を向上。 

 

〈 政府の六つの優先施策について 〉 

(1) マクロ的経済の安定、経済成長の促進。 

(2) 国民および企業の行政手続を簡便にするため、行政改革・起業の奨励・創造的自由の発揮・才能あ

る人材の重用・発展させるためすべての原動力の動員すること。 

(3) 国家の行政体系と全社会における規律の強化。 

(4) 浪費、賄賂の防止。 

(5) 主権、独立を強固に保護するために堅持に闘争すること。 

(6) 国民の生活(物質、精神を含む)の安心・安全を図り、安定・安全を確保すること。 

  まず河川の海水化・天災・旱魃に遭った地域の民衆の生活を安定させること、 

  伝染病の予防・食品の安全・衛生を確保することを主にする。 
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【 対外政策 】 
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【 日越関係 】 

  

1.概況 

＊1973年に外交関係設立  

＊2009年 12月 戦略的なパートナーシップに昇格  

＊2014年 3月 アジアの平和と繁栄のため広範な戦略的なパートナーシップに昇格  

＊最大 ODA提供国になった（1992年から 2014年度まで 270億 USDの借款を確約した。  

＊2.914件で 390億 USDの登録資本、FDI ランキング 2位 (12/2015).  

＊2015年の貿易総額 285億米ドル (輸入 144億 USD、輸出 141億 USD). 

＊2015年 在日ベトナム研修実習生は 16.932人、中国に次いで２位  

＊看護、介護福祉士の受け入れ（第 1陣 138人、第 2陣 151人）  

＊看護、介護福祉士の受け入れ拡大 

2.グエン・スアン・フック首相の訪日 (2016年 5月 26日～28日) 

＊政治的信頼をより強化し、投資、貿易、ODA を通じて経済連携をより促進する  

＊1.100億 USDの「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」メコン日本連結イニシアチブ及び大規模投資プロジェクトを実現る。  

＊5件の書簡を交換し、その内総額 1.160億円の円借款 3件の書簡を交換した。対象案件：  

＊ホーチミン市都市鉄道建設計画（ベンタイン－スオイティエン間（1号線））  

＊タイビン火力発電所と送電システム (5億 USD); 

＊ホーチミン市水環境改善（1.91億 USD。第 2 フェース）  

＊ベトナム航空と全日空が業務・資本 提携に関する最終契約書締結  

＊安倍総理はベトナムにおける干ばつ・塩水遡上被害に対する 3億円の緊急無償資金協力を実施することを決定した。  

＊地域・国際の場でお互いに関心を持っている問題について緊密に連携し、南シナ海問題に関する国際社会の懸念を分ち合い、

G7及び G7アウトリーチ会合が発表したように平和的に問題解決に合意した。 

＊2016 年 5 月 26 日にベトナム・日本経済政策ダイアログでグエン・スアン・フック首相は清潔な政府、発展、行政改革、ビジネス環

境改善等を強調した。   

3. 今後の優先 

＊両国の経済の接続  ＊ハイレベル人材育成  ＊経営環境改善 

＊2030 年ビジョン、2020 年までの工業化戦略に協力する（6 分野：電子、農業機械、農産物加工、造船、環境及び省エネ、自動車

及びその部品）  

＊ 2015年-2019年５ヵ年中長期農業協力 
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認定ＮＰＯ法人日越関西友好協会 役員名簿 

                  2016年 7月 1日 現在 

                      （敬称略、アイウエオ順記載） 

 

役  職   氏   名     所      属 

 

会 長   西村 貞一    （株）サクラクレパス 取締役会長 

副 会 長    高島 成光    共英製鋼（株）相談役 名誉会長 

理 事 長   築野 元則    国際協力機構（JICA）関西国際センター元所長 

                築野開発㈱取締役・副社長  

常務理事   福田 康生    富士エンジニアリングベトナム（有）代表 

理 事    浅井 猛雅     ㈱アカナスホールディングス 代表取締役 

大池 晧二     協同組合 大阪コム 理事長 

       大林 剛郎    （株）大林組 代表取締役会長 

       笠原  優    泉南生活協同組合 理事長 

        金子 武嗣     元大阪弁護士会会長   

田中 経久    （株）LIHIT LAB. 代表取締役会長 

田中 宏和    連合大阪 事務局長 

辻  卓史    鴻池運輸（株）代表取締役会長 

鳥井 信吾    サントリーホールディングス㈱ 

         代表取締役副会長 

能村 光太郎   太陽工業（株）代表取締役会長兼社長 

       橋本 雅至    丸紅（株） 執行役員･大阪支社長 

牧野丹奈子    桃山学院大学 学長 

松下 正幸    パナソニック（株）代表取締役副会長 

       山村 知子    （社）中小企業組合総合研究所 事務局長 

吉川 秀隆     タカラベルモント（株）代表取締役会長 

            兼 社長 

 

監  事   澤田 一美     ㈱グリーンアソシエーション代表取締役 

中村 哲之助   大阪府議会日越友好親善議員連盟 会長 
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常任顧問   土肥 孝治    弁護士 

       中川 和雄    元大阪府知事 

       和田 貞夫    前理事長 

大阪中小企業経営センター 理事長 

                

 

顧  問   池内 啓三    学校法人関西大学 理事長 

石原 慎太郎   元東京都知事  

大川 真郎    弁護士 

       尾崎  裕    大阪商工会議所 会頭 

尾立 源幸    前参議院議員  

久禮 哲郎    学校法人常翔学園 理事長 

       左藤  章    衆議院議員 

佐藤 茂樹    衆議院議員   

篠原 祥哲    公認会計士 

       竹本 直一    衆議院議員  

竹山 修身    堺市長 

田中 誠太    八尾市長 

堤   實    阪南大学 名誉教授 評議員 

板東 英二    タレント 元プロ野球選手  

福島 伸一    新関西国際空港（株）代表取締役会長 

 前田 寬司    堺商工会議所 会頭  

松井 一郎    大阪府知事 

森  詳介    公益社団法人関西経済連合会 会長 

森山 浩行    元衆議院議員 

安原  治    安原記念福祉財団 

山本 信孝    元三和銀行副頭取 

山本 梁介    ㈱スーパーホテル 会長 

 

 

 

 

 

 

8 


