
 
 

新型コロナウイルス感染症の影響で国内経済が  

停滞するなか、信用金庫お取引先においても、販路

拡大など海外展開ニーズがますます高まっています。

信金中央金庫では、信用金庫お取引先に海外 

展開による事業拡大機会を提供するため、連携先

と一堂に会して議論し、各国の特性に合わせた   

信用金庫業界の取組強化策を発信します。 

開催日－2021 年 3 月 4 日（木） 

対象者－信用金庫、信用金庫お取引先、 

      信用金庫とのお取引を検討される方ほか 

形  式－Zoom ウェビナー 

言  語－日本語（一部、字幕または通訳対応） 

 

   （主催） 
 

         

村松 清孝氏 

中小企業基盤整備機構 

有馬 良行氏 

世界銀行財務局 

児玉 治美氏 

アジア開発銀行 

李 民斌氏 

東亜銀行 

岡 豊樹氏 

日中投資促進機構 

本間 哲平氏 

BeeCruise 

頼 致元氏 

台湾工業技術研究院 

岡田 誠氏 

バンコック銀行 

Nancy Novita 

Helen 氏 

メイバンク・インドネシア 
 

        

Vuong Thanh 

Long 氏 

ベトナム投資開発銀行 

田中 嗣久氏 

BDO ユニバンク 

小野澤 麻衣氏 

JETRO KL 事務所 

Passakorn 

Chairat 氏 

タイ工業省 

小澤 仁氏 

バンコック銀行 

Le Long Son 氏 

Esuhai Co., Ltd 

Riduan Rahman 氏 

マレーシア投資開発庁 

上杉 素直氏 

日本経済新聞社 

 

第１部 10:30～11:40（ルーム１）  

   

   

主催者挨拶  柴田 弘之 信金中央金庫 理事長 

基調講演 「中小機構の海外展開支援」  村松 清孝氏 中小企業基盤整備機構 副理事長 

基調講演 「世界銀行の取組み」 有馬 良行氏 世界銀行財務局 駐日代表 
   

第２部 13:00～14:30  

   

基調講演 「アジア開発銀行の取組み」（ルーム１） 児玉 治美氏 アジア開発銀行 駐日代表 
   

【中国香港分科会】 13:30～14:30（ルーム１）  

   

プレゼンテーション 「香港経済の最新動向」 李 民斌氏 東亜銀行 共同 CEO 

プレゼンテーション 「最新の対中投資動向と日中連携」 岡 豊樹氏 日中投資促進機構 事務局長 

共同セッション 「在中日系企業とのビジネス促進と信用金庫業界との連携」 岡 豊樹氏 同上 

  房 哲雄氏 多摩信用金庫 常勤理事 

  河島 航一 信金中央金庫 海外業務推進部長 

しんきんグローバルサミットの開催について 

～ 信金中央金庫の海外支援態勢、中小企業基盤整備機構の海外展開支援策、ならびに世界銀行の途上国  

支援や日本とのパートナーシップ等について説明します。 ～ 

～ アジア開発銀行の SDGs の取組み、民間企業との連携等について説明します。 ～ 

～ 最新の香港経済の動向、中国事情に加え、中小企業の中国でのビジネスチャンス等について議論します。 ～ 



【台湾分科会】 13:30～14:30（ルーム２）  

   

プレゼンテーション 「越境 EC を活用した台湾への販路開拓」 本間 哲平氏 BeeCruise 執行役員 

プレゼンテーション 「台湾の概要と工業技術研究院の取組み(仮)」 頼 致元氏 台湾工業技術研究院 Division Director 

共同セッション 「日台企業の連携促進に向けた取組み」 頼 致元氏 同上 

  大谷 誠一氏 大阪シティ信用金庫 国際部次長 

  山口 正雄 信金中央金庫 香港駐在員事務所長 
   

第３部 14:40～16:10  

パネルディスカッション 「アジアにおける日系中小企業サポート」 （ルーム１） 

   

  岡田 誠氏 バンコック銀行 日系企業部共同代表 

  Nancy Novita Helen 氏メイバンク・インドネシア国際業務部部長 

  Vuong Thanh Long 氏 ベトナム投資開発銀行 外国直接投資部部長  

  田中 嗣久氏 BDO ユニバンクジャパンデスク ヘッド 

  小野澤 麻衣氏 JETRO クアラルンプール事務所長 

  河島 航一 信金中央金庫 海外業務推進部長 

【タイ分科会】 15:10～16:10（ルーム１）  

   

プレゼンテーション 「タイ工業省が信用金庫業界にお伝えしたいこと」 Passakorn Chairat 氏 タイ工業省産業振興局 副局長 

プレゼンテーション 「バンコック銀行のチャレンジ」 小澤 仁氏 バンコック銀行 執行副頭取 

共同セッション 「海外販路開拓に向けたバンコック銀行と信用金庫 小澤 仁氏 同上 

  業界との連携強化策」 清田 直人 信金中央金庫 バンコク駐在員事務所長 

【ベトナム分科会】 15:10～16:10（ルーム２）  

   

プレゼンテーション 「ベトナムの投資環境および中小企業進出の重要性」 Vuong Thanh Long 氏 ベトナム投資開発銀行 外国直接投資部部長 

プレゼンテーション 「Esuhai Co., Ltd.の取組み」 Le Long Son 氏 Esuhai Co., Ltd. 代表取締役社長 

共同セッション 「ベトナム人材と信用金庫業界の連携」 Le Long Son 氏 同上 

  生悦住 忠史氏 大阪信用金庫 外国部次長 

  阿部 大輔 信金中央金庫 海外業務推進部次長 

【マレーシア分科会】 15:10～16:10（ルーム３）  

   

プレゼンテーション 「マレーシアの概要とマレーシア投資開発庁の取組み」 Riduan Rahman 氏 マレーシア投資開発庁 東京事務所長 

プレゼンテーション 「マレーシアにおける日系企業の動向と JETRO の取組み」 小野澤 麻衣氏 JETRO クアラルンプール事務所長 

共同セッション 「マレーシア投資開発庁と信用金庫業界との連携」 Riduan Rahman 氏マレーシア投資開発庁 東京事務所長 

  五十嵐 聡 信金中央金庫 シンガポール拠点設立準備室長 
   

第４部 16:10～16:30（ルーム１）  

総括セッション 「東・東南アジアにおける今後の中小企業支援施策」  

   

  上杉 素直氏 日本経済新聞社 コメンテーター兼論説委員 

  須藤 浩 信金中央金庫 専務理事 
  

～ 台湾ＥＣ市場へのアクセス拡大、台湾企業と日系企業の連携強化にむけた支援策等について議論します。 ～ 

～ アジアにおける日系中小企業の動向や、ファイナンス面および事業面のサポート体制等について議論します。 ～ 

～ タイ企業とのビジネスマッチング、タイ市場向け販路開拓に関する連携強化策について議論します。 ～ 

～ ベトナムにおける金融面のサポートや、日越における優秀な人材確保のための支援策等について議論します。 ～ 

～ マレーシア企業と日系企業の連携強化に向けた支援策等について議論します。 ～ 

～ 信用金庫業界と海外機関とが連携した取引先支援策の今後の展開について総括します。 ～ 


