
日本人会商工部会 

2018 年度総会資料 

 
日時 2019 年 3 月 5 日（火） 18:30～ 
場所 ホテル風ダルバール ホール 
 
【式次第】 

１．開会の辞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・高田副部会長 

２．会長挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・猪狩部会長 

３．来賓挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・西 郷 大 使 

４．出席者数確認および総会の成立に関する確認（会則第六条の１）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・高田副部会長 

５．年度事業報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・猪狩部会長 

６．年度会計報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・シュレスタ会計担当理事 

７．質疑応答、採決－001 

 

８．来年度事業計画（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・猪狩部会長 

９．来年度予算（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・シュレスタ会計担当理事 

１０．会則改定決議案（会則第八条 活動（分科会への所属）・）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 猪狩部会長 

１１．質疑応答、採決－002 

 

１２．来年度役員立候補者紹介、選出 

 

１３．各分科会活動内容の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各分科会長 

１４．進行中プロジェクトの報告（ポケットプランナー、Chalo、観光マップ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各担当者 

１５．質疑応答 

 

１６．閉会の辞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・猪狩部会長 

 

2019 年度 在ネパール日本人会商工部会 立候補者（順不同） 

・理事（部会長１、副部会長２名以内、会計担当１名、監事１名） 

 猪狩哲夫（安藤ハザマ）、永田栄（Ｅ＆Ｔ）、マブハン伊賀麻衣子（ＤＮインターナショナル）、高田英明（マハラジャン 

インターナショナル）、中島望（のぞむ、東洋ワーク）  

・事務局 

 選定中 
 
 

2019 年度 在ネパール日本人会商工部会 分科会体制一覧 

・飲食分科会長：シュレスタ智枝（カフェ U）9 社 

・旅行科会長：Raju Shahi （ネイチャー エクスプレス トラベル）10 社  

・建設分科会長：宮野智希（オリエンタルコンサルタントグローバル）5 社 

・IT 分科会長：永田栄（E&T ネパール）7 社 

・教育・人材育成分科会長：中島望（東洋ワークス）8 社 

・製造分科会：9 社 

 

 

 

 

 

 



年度事業報告 

 

1. 現在の会員数 48 社（申請中企業 2 社有り） 

飲食：9 社、旅行：10 社、建設：5 社、IT：7 社、製造：9 社、教育・人材育成：8 社 

 

2.  活動報告 

1) インド・デリーにおける投資促進セミナーへの参加、投資庁主導の視察団への同行（詳細報告書配布済み） 

a) 企業訪問（国際協力銀行、ベルテクノ、双日） 

b) 在ネパール日本国大使館、JICA インド事務所、JETRO インド事務所、PHD 商工会議所（デリー）との面談 

c) 投資庁主催の投資促進セミナーへの参加 

d) 現地事情視察（ビジネス街グルガオン、デリー市内等） 

 

2) セミナーの開催 

 

3) 月例十日会の実施（月 1 回、11 月を除く） 

 

 

4) 他商工会議所との交流、面談 

浜北商工会議所（人材受け入れ、会社設立）、PHD 商工会議所（デリー）、チベット商工会議所（中国）、

AOTS（海外人材育成協会）桒山理事長来ネ対応 

 

5) 投資検討企業、日・ネ事業家からの問い合わせ対応、投資庁専門家との連携（月平均 5 回） 

Deerwalk、遠野まごころネット、北海道ネパールビジネス、ホンダ、名北、チムニー（華の舞）、日本航空（乗り入れ検

討）、サーティファイ（オンライン日本語検定）、インド住友商事（ネパール進出全般）、会員企業の人材送り出しトラ

ブル相談、同機器販売・資金回収トラブル相談、同投資資金凍結問題相談、 

 

時 テーマ 話題提供者(敬称略)

1 2018/4/10 「本田宗一郎　全てに夢中～技術は新しい美しさの創造～」 永田栄　　E&T（IT分科会長）

2 2018/5/10 「ネパールビジネスは有望か？」 前　小川正史特命全権大使　在ネパール日本大使館

3 2018/6/10 「私の履歴書」 玉田幹雄　JICA投資アドバイザー

4 2018/7/10 「歴史的建造物を未来に残す」 多井忠嗣　JICA専門家

5 2018/8/10 「チベットの悲劇・ネパールの悲劇」 中原一博　ルンタプロジェクト会長

6 2018/9/10 「南西アジア伝統音楽思想のライブ体験」 井上想　ドゥルパド奏者

7 2018/10/10 「リハビリを超越するスポーツ」 浅見明子　JICAボランティア、

8 2018/12/9 「ヤマト運輸の歴史」 瀬戸薫　ヤマト福祉財団理事長　

9 2019/1/11 「シンズリ道路はどうやって造られたか　－ネパール人と建設事情―」 猪狩哲夫　安藤・ハザマ 

10 2019/2/10 「今井　香織里　聞きたい放題」 今井香織里　日本大使館 

時 内容 講師 

4 2018/3/9  ネパール航空事情 JICA 中窪・平野 両専門家 

5 2018/6/29  新政府の予算案を読み解く チャリセ編集長 カロパール経済紙 

6 2018/10/31 
 ネパール 2018 年 

 経済センサス速報結果の概要 
JICA 西 専門家 

7 2019/2/25 日ネ関係の現状と今後の展望 西郷正道 特命全権大使 在ネパール日本大使館 



6) 式典、イベントへの参加 

・民法調査団との勉強会兼夕食会（善意の第三者取り扱い、相続等について） 

・共同通信デリー支局意見交換会兼夕食会（今後のネパールの発展の方向性について） 

・コミコン 2018/Com Cos Con（飲食部会、ネパール人アニメファンへの訴求） 

・AOTS 人材育成成助成金説明会（人材育成のための来日来ネスキームの説明会） 

・参議院 ODA 視察団との意見交換会（団長以下参議院議員と公邸夕食会で会食） 

・農林水産省関連調査団との意見交換会（商工会パワポの説明・懇談、農業投資セミナー出席） 

ほか、小川大使離任レセプション、ネパール経済界との懇親会、日本人会盆踊り、新旧JICA所長歓送迎会、 、

天皇誕生日祝賀レセプション（会員企業の出展参加）等を実施。 

 

7) 各分科会活動 

a) 分科会長の選出：建設、教育・人材育成、旅行分科会長（飲食・IT 既存、製造不在） 

b) IT 分科会会合１回 

c) 建設分科会会合 2 回 

d) 飲食分科会会合 3 回、日本人会盆踊り出店取りまとめ、コミコン・ComCosCon 協賛出店、忘年会 

e) 教育・人材育成分科会 2 回、日本政府特定技能ビザ制度開始に伴う訪問者対応、調査対応 

f) 旅行分科会 3 回、インドフリーペーパー月刊チャロ広告出稿、観光マップ計画、観光アイコン計画 

 

8) 日本人会行事（盆踊り、運動会、忘年会）への参画及び協力 

盆踊り/忘年会への寄付金（各１万ルピー）、盆踊りでのバナー掲示・ドリンクスタンド運営・出店協力、盆踊りでの会員

企業（E&T）による流しそうめん供与、忘年会への協賛協力等 

 

9) プロジェクト 

a) ポケットプランナー2018 年版製作、発行（完売） 

b) コミコン 2019、ComCosCon 出店（飲食分科会） 

c) Chalo 広告掲載（旅行分科会） 

d) ネパールアイコンプロジェクト（旅行分科会、検討中） 

e) ネパール観光マッププロジェクト（旅行分科会、検討中） 

 

10) 2025 年大阪万博誘致委員会への入会及び誘致のための活動 

a) 誘致活動報告書の作成・送付 

b) 誘致活動 

 バナー張り出し、ポスター及びステッカーの配布、バッジの着用 

 有力者訪問の際の依頼 

 各イベントにおける部会長スピーチでのアピール 

11) ポケットプランナー発行（5 月）・・・1000 部を発行、日本人会含め完売、黒字化している（会計報告の通り） 

12) ウェブサイト運営（リニューアル含む）、FACEBOOK運営（565フォロワー、月4回更新）・・・ビジネス情報の発信拠点 

13) 会員向けニュースレターの配信（月 1 回） 

14) 月例理事会の実施（月 1 回） 

会計報告（別添資料 「会計等の状況２０１8年度」） 



  



来年度事業計画（案） 

 

１）２０１９年度の三本柱（２０１８年度案を継承） 

ａ）ビジネス情報の収集とシェア ～新生ネパールの歩き方～ 

ｂ）分科会の活性化  ～分科会定例会合と共同プロジェクトの実施～ 

ｃ）外部団体との連携  ～外部講師によるセミナー、他国商工会との交流等～ 

 

ａ）新憲法の採択と一連の選挙により、連邦民主主義をベースにした分権化政府が確立。今後、各方面で細か 
  な制度上の齟齬が発生することが予見されるが、これらについて情報を収集し、定期会合やニュース発信 

等により、人のつながりをベースにした情報を共有してゆく「器」的役割を目指す。 
ｂ）主要な動機が「営利」である会員の集まりにおいては、利害関係の一致する業種業界単位での会合（分科 

会）をベースにした活動の方が効率的であることから、分科会単位での会合、親睦、情報交換等を行い、 
分科会単位での共同プロジェクトによる活動の活性化を目指す。理事会はこれを後押しする。 

ｃ）当会会員内部だけではどうしても限られてくる人的、物的、金銭的リソースを補うため、外部講師による 
専門的セミナーの開催や、他国の商工会との交流等により、新しい発想を組み入れていく。 

 
２）具体的行動、プロジェクト、事案等（２０１８年度理事案ベース、下線部は新案） 

・定例会合の開催（全体定例会、分科会定例会、官民情報交換会等） 

・会員提案分野に関するセミナー（外部講師含む）の開催 

・共通情報のタイムリーな共有、公開（ウェブサイト、フェイスブック、ニューズレター等による複合的な情報発信） 

・ウェブサイトへ掲載した投資検討中の企業向けの「ＦＡＱ」コーナーの更新 

・投資庁、既存ネパール経済団体、他国商工会議所等の連携協議を開始 

・商工会単体としての活動を念頭においた法人登録手続きの調査、実施。法務会計アドバイザとの連携強化 

・その他分科会ベースで出てくる事案、行動、プロジェクト等への支援（ポケットプランナー継続中） 

・投資協定/二重課税防止協定等についての研究調査の開始 

・投資ガイドブック更新のための調査開始（プロジェクト申請ベース、可能であれば更新・発行まで実施） 

 

来年度予算（案）  

会則改定決議（案） 

 

会則の改定内容（分科会への所属に関する追加規則） 

 

（現行会則 第八条 活動） 

1. 本会に複数の分科会をおき、各会員はいずれかの分科会に所属する。 

2. 分科会の新設および廃止は理事会の承認を必要とする。 

 
（改定案 第八条 活動） 

3. 本会に複数の分科会をおき、各会員はいずれかの分科会に所属する。複数分科会への所属を希望する会員は、その旨理

事会へ申請し、該当分科会長の承認を得る。複数分科会の所属については、当面会費等の課金は行わない。 

4. 分科会の新設および廃止は理事会の承認を必要とする。分科会の新設、廃止またはその他の理由により、会員が分科会

を変更する場合は、当該分科会長へその旨申し入れを行い、承認を得る。承認後分科会長は速やかに電磁的方法その

他の方法で、事務局および理事会にその旨を報告する。 

 

 

 

   以上 

  



 


