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第 19回官民合同会議（結果概要） 

2020年 2月 12日（水）、第 19回官民合同会議が開催されたところ、概要以下の通り。 

 

議題１ 両議長によるスピーチ 

（１）カンボジア側（ソック・チェンダ大臣）から、以下の発言があった。 

・カンボジア政府を代表して、多くの参加者に集まっていただいたことに感謝申し上げる。本日は、カンボ

ジア政府側も租税総局長、関税消費税総局長も集まり、カンボジア政府のハイクラスが集まっており、

日本の提言に関する注目度が高いことを最初に申し上げる。 

 

（２）日本側（三上大使）から、以下の発言があった。 

・本日は、ソック・チェンダ大臣と共に、第１９回官民合同会議の共同議長を務めさせて頂き、大変光栄。 

・前回の官民合同会議からまだ３ヶ月足らずだが、前回の課題となっていた、論点について、この短期間

のうちに、関係各省庁とＪＢＡＣメンバーで、解決に向けた精力的な議論が行われたと聞いている。特に、

租税総局（ＧＤＴ）との初の対話会が開催され、懸案事項について緊密に議論できたことや、ストゥン・

ボット国境の早期開設に向けた新しい動きもあったと聞いている。このような日々の意思疎通と問題解

決に向けた努力が、投資環境の改善につながる大きな一歩と考える。 

・また、今回は初の試みとして、ＪＢＡＣが政策提言をとりまとめ、ＣＤＣに公式にお渡しすることになってい

る。今年の政策提言のテーマは２１あるが、どれもが日本企業の投資拡大にとって不可欠の課題であ

る。日・カンボジア官民合同会議は、首相直属の会議であると、フン・セン首相自らが力強くおっしゃっ

ており、我々も大変心強く思っているところ、本提言について、真摯に耳を傾けていただきたい。提言

書については、本日午前にフンセン首相にお会いした際に JBAC からの要望書を、ソクチェンダ大臣

を通じてお渡しすることに合意いただいたとともに、本提言の内容を踏まえ、本年４月１日に開催予定

と聞いている官民合同フォーラム（Ｇ－ＰＳＦ）において、投資環境改善に向けた前向きな政策パッケー

ジが発表されることを強く期待する旨お伝えした。提言書については、本日午前にフンセン首相にお

会いした際に JBACからの要望書をソクチェンダ大臣を通じてお渡しすることに合意いただいた。 

・日本大使館としては、本日提出される日本企業の要望を踏まえつつ、物流や通関手続きの改善、電力

に関する課題解決等、ＪＩＣＡやＪＥＴＲＯと一緒に解決に向けた積極的な協力をしていきたい。カンボジ

ア政府側からも、具体的な分野に関する協力はいつでもご要望いただきたい。改めて 3か月前の会議

の内容を受けて皆様に真摯に取り組んでいただいていることに感謝申し上げたい。ソクチェンダ大臣

からもあったように効率的に会議を進めていきたい。 

・本日は、実りある議論が行われることを期待している。 

 

（３）カンボジア側（ソック・チェンダ大臣）から、以下の発言があった。 

・議題に入る前に 1990 年から実施している官民フォーラムの手続きについてお話したい。我々は 1999

年 12月に第一回目の官民フォーラムを開催した。そして 2020年 4月 1日に第 19回目の官民フォー

ラムが開催される。 

・当初、1年に 1回の開催を想定していたが、選挙の関係で開催されない年もあった。例外はあるが通常

は 1年に 1回の開催することとなっている。昨年の 3月 29日の第 18回目の官民フォーラムで開催回

数を増やすことの要望があったが、フンセン首相から 1 年に 1 回開催するとの回答があった。このフォ
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ーラムの決定事項については、閣僚評議会の決定と同等であるとされている。通常、金曜日の午前中

に閣僚評議会が開催されており、この会議の決定はとても価値があり、このフォーラムもその閣僚評議

会と同格の位置づけとされている。 

・しかしながら、1 年に 1 回問題の解決を待てるというものでもなく、問題の解決については個々のワーキ

ンググループが開催され解決に向けた議論が行われている。当初 10 あったワーキンググループであ

るが、今では、13 のワーキンググループに増え活動している。例えば、農業ワーキンググループや税

制ワーキンググループなど。そして、それぞれのワーキンググループには共同議長が置かれており、カ

ンボジア側は大臣級がその責を担っている。その中でも税務問題は大きな課題となっており、法務税

務ガバナンスグループとして活動を行っている。 

・このワーキンググループではさらに特別な課題を扱う、税務に特化したサブワーキンググループが設置

されている。官民フォーラムにおいては、フンセン首相を筆頭に全ての閣僚が参集する。ワーキンググ

ループで解決できないもの、例えば複数省庁にまたがる案件などがこの官民フォーラムに議題として

上がってくることになる。 

・この全てのワーキンググループに JBACの代表を参加させてもらえればと思う。JBACが取り上げる課題

については、日本だけの問題でなく、カンボジアでビジネスを行う全ての企業の問題である。日本とカ

ンボジアで開催する官民合同会議で取り上げた良い例としては、ある日系企業が国境通関において

課題を持っておりその問題の解決に向けて議論したことなどがある。 

・本日は三上大使がフンセン首相と会われた際に、お話しされた電気の問題や、国境の問題についてフ

ンセン首相は耳を傾けられており、電力の問題、年功補償、人材の問題について日系企業が危惧し

ていることについては理解されている。歴代の大使が必ず同じような問題を取り上げられるが、1 度だ

け隈丸大使がフンセン首相と会われ直接意見されたことがあった。今後、ぜひとも官民フォーラムに参

加し、このメカニズムで解決することを検討していただきたい。 

・最低賃金の話については、政労使の 3 者協議がある。11 月に協議会が開催されその場で決定すると

いう仕組みがある。今朝の大使と首相の会談においては、JBAC が掲げる 21 のテーマについて官民

フォーラムで取り上げてほしいと要請があった。その際に、フンセン首相は午後に 21 のテーマについ

て解決に向けて話し合いをしてもらい、解決できない項目については、官民フォーラムに取り上げよう

という合意があった。 

・皆様には、フォーラムにあげる前段としてワーキンググループ、サブワーキンググループがあるということ

をお伝えしたい。 

 

議題２ JBAC会長より挨拶 

日本側（JBAC会長）から、以下の発言があった。 

・2019 年度、日本人商工会会長として商工会会員（JBAC）企業 270 社を代表して挨拶させていただく。

まずはじめに、2007 年から開始され、カンボジアでは唯一の 2 国間での官民協議の公式な場である、

このカンボジア-日本官民合同会議が 19 回目を迎えることができたことを、カンボジア政府、主催者で

ある開発評議会（CDC）及び各関連省庁の皆さまに感謝する。 

・そして、本日はこの官民合同会議の 13 年間の歴史で初となる、JBAC としての政策提言書を、CDC の

議長であるフンセン首相宛に、ソクチェンダ大臣、三上大使の立会いのもと、提出させていただき大変

光栄に思う。 
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・この提言書は、会員企業がかかえる投資環境に関する“JBAC が取り組むべき 21 の課題を取り纏め”、

これまで、事前にカンボジア政府の関係省庁の皆さまとの協議を進めさせていただき、現時点でのそ

の進捗状況を記載している。 

・事前協議開催にあたり、フンセン首相、ソクチェンダ大臣のリーダーシップのもと、関係省庁の皆さまに

は、JBAC からの面談や対話会の依頼に積極的に応えていただき、多くの課題での進展が確認できた。

この場をお借りしてご協力に御礼申し上げるとともに、今後も引き続き、双方向でのコミニケーションの

機会をいただけることを希望する。 

・本日は、時間が 2時間と限られている中、このあとの提言書の手交手続きおよび概要説明に続き、提言

書に記載されている、「物流、税制、年功補償、電力」の重点項目について確認をさせていただく。 

・尚、会議進行の迅速化のため、各代表者の日本語での発言は省略して行うので、日本側の参加者は、

詳細については、配布資料を参照いただきたい。 

 

議題３ 政策提言書（2019年度）の手交セレモニー 

日本側（JBAC事務局長）から、以下の発言があった。 

・それではここで、2019 年から 2020 年前半における、JBAC からカンボジア政府に対する政策提言書の

手交式を行いたい。山崎 JBAC 会長より、ソクチェンダ大臣に提言書をお渡しする。三上大使はお立

合いただきたい。ソクチェンダ大臣、三上大使、山崎 JBAC 会長は、前方スクリーンの前にある壇上の

方へお越し頂きたい。 

 

議題４ JBACから政策提言書（2019年度）の概要説明 

日本側（JBAC事務局長）から、以下の発言があった。 

・2019年度（2019-20年）、JBACから 21項目の政策提言をさせて頂く。これは JBAC会員企業のカンボ

ジアでの事業上の課題を精査して、とりまとめたものである。去る 11 月 7 日の官民合同会議でも提示

し、内、重要な 7 点を具体的に協議させていただいた。また、21 項目については所管する個別省庁と

面談し、課題、改善に向けた協議なども実施させて頂いている。 

・この 21項目は、分類すると、① 電力問題にかかわるもの、②環境サーティフィケート（EPA）、③労働問

題から年功補償の扱い、④税制にかかわるもの、⑤関税・物流にかかわるもの、⑥行政手続きのペー

パレス化にかかわるものが含まれている。 

・その中で、「配当追加税の運用の見直し」については、租税総局（GDT）から廃止の方針が出され問題

が解決した。「前払い事業所得税」についても運用の改善があるなど大きな進展があった。GDT が真

摯に企業の視点での問題を理解し、前向きにご検討いただいたことに感謝申し上げたい。 

・また GDCE では通関の円滑化、MME・EAC・EDC などでは電力問題、MoLVT では年功補償の扱い、

MOC では原産地証明の扱いなど、他の省庁でも前向きに日本企業の課題を理解し、改善に向けて

尽力いただいていることに感謝したい。 

・一方でまだ解決していないものも多く、これらの 21 項目の課題は、解決したものも含め改めて提言書と

して提出したい。我々カンボジア進出済みの日本企業にとって事業上の大きな悩みでもあり事業上の

障害になっている。これはコンプライアンスを重視する他の国の企業にとっても同様であり、また今後

投資を検討する日本企業、他国企業にとっても懸念するものが含まれている。是非ともカンボジア政府

各省庁におかれては、引き続き我々産業界との対話等を通じて、ビジネス環境の改善に取り組んでい
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ただければ幸い。 

 

議題５ 優先重点案件 

（１）物流関連 

①ストゥンボット国境ゲート進捗状況(#14) 

ア．日本側（関税・物流委員長）から以下の発言があった。 

・スン・チャントル大臣に仮施設建設を賛成いただいた。大臣がタイとのミーティングについてイニシアティ

ブを取り、GDCE、内務省、バンティミンチェイ州知事とも協議いただけることは大変心強い。迅速な対

応に感謝する。早期開通を大変期待している。タイと交渉する際に 24時間稼働についても協議してい

ただきたい。ベトナム国境も含めて 24時間稼働を隣国と協議いただきたい。 

 

イ．日本側（JICA所長）から以下の発言があった。 

・物流用新国境施設、ストゥンボットについては、タイ政府の支援も得て開発が進んでいるが、JICA は国

道 5 号線と国境施設へのアクセス道路との結節点におけるインターチェンジ整備に関する支援を要請

されており、今後、具体的な調査を進めている。（スケジュール調整がなされれば）2 月下旬にカンボジ

ア公共事業運輸大臣とタイ運輸大臣の合同視察が予定されている。JICA もこの視察に同行し、両国

連携の促進の側面支援を行うなど、新国境施設の早期オープンの実現に協力してまいりたい。 

 

ウ．カンボジア側（ソック・チェンダ大臣）から以下の発言があった。 

・カンボジアもこの点について大きな期待を寄せている。カンボジアの経済基盤を整えるうえで、またタイ

プラスワンに期待を寄せる日系企業においも重要だと認識している。それに続いて、バベット・モクバイ

の交通渋滞の問題も理解している。その問題解決の一環として、日本に多大な資金を投じてツバサ橋

を作っていただいた。この問題については、ストゥンボットに私自身も出向き視察した。同様に、MPWT

スン・チャントル大臣も視察に行かれた。先週、MPWT 大臣から首相宛にレターが送られた。この案件

は MPWT だけの課題ではなく、税関や入管職員にも関係しているため MEF にこの課題を引き継ぐこ

との承認が求められ、首相は経済財政大臣を議長とする、バベット、ポイペト及びストゥンボット国境に

関する、すべての物流問題に対応するためのワーキンググループの設置を決定した。2020 年 2 月 11

日(会議前日)にMEF大臣はMPWT大臣に会合を要請したが、残念ながらMPWTの大臣は首相と韓

国大使館の国道 2 号線の改修工事の開始式に参加する予定であり開催が叶わなかった。再度、2 月

下旬に検討会を開催予定である。 

 

エ．カンボジア側（公共事業運輸省：MPWT）から以下の発言があった。 

・ご存知のように新しい国境をストゥンボットに開設することになった。現在の国境から約８Km ぐらい離れ

ているところに国境ゲートを作っている。2月9日に三上大使・JICAにも参加いただき、視察に訪れた。

タイとカンボジアを結ぶ橋についてはタイの支援により完成した。ゲートは、タイからの借款資金で建設

する予定である。この計画は現在から 24 か月で完成することとなっている。完成時期は、2021 年末か

ら 2022年始を予定している。JICAの協力も受けながらソフトオープンを調整中で、暫定的な利用につ

いては合意されている。ワーキンググループにおいて、税関や入管など省庁間でのコンセンサスが

得られれば、ソフトオープンができる見込み。ソフトオープンであるが、2月 24日から 26日までにタイ

議題名に付した（＃）は該

当する個票の課題番号 
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との交渉があるので、その交渉にて了解を得た場合はソフトオープンでき、両ゲートの労働時間を

割くことも検討できる。24時間に近い運用がされれば、私たちも良いと考えている。 

 

オ．日本側（三上大使）から以下の発言があった。 

・昨年、私自身もストゥンボットを訪問させていただいた。皆様の努力に感謝しており、引き続き進捗を期

待している。タイとカンボジア、タイとベトナムだけでなく、アセアン全体の連結性（コネクティビティ）の

発展に貢献すると期待を寄せている。 

 

（２）電力関連 

①電力料金にかかる新しいスキーム（通達 499）(#1) 

ア．日本側（投資委員長）から以下の発言があった。 

・電力料金の低減については、中・長期的に電力料金を値下げして頂く様、引き続きご対応をお願いす

る。以前からご説明頂いている通り、カンボジアでは、タイの電力料金体系と同様の料金体系を導入し、

料金はタイよりも競争力あるものにするとされている。先般通達 499及びその後プラカス 0040が出され

たが、ここでは、タイと同様、固定費であるキャパシティチャージと使用料に該当するエナジーチャージ

の 2 本立ての料金体系となっている。今後各会員企業にて、独自に電気料金のシミュレーションを行う

ことになるが、新料金体系が導入されると、一部負担が増える会社が出てくる可能性がある。オフピー

クの夜間料金は安いが、キャパシティチャージが大きいと、その負担分をカバー出来ない為。全ての

会社の電気料金が安くなる様に、制度設定頂ける様、引き続きよろしくお願いしたい。 

 

イ．カンボジア側（カンボジア電力公社：EDC）から以下の発言があった。 

・EDC と JBACでは個別対話を何度か実施させていただいた。この問題をここに持ち上げることについて、

JBAC側の重要な認識を理解した。電力料金については、近隣諸国との競争力をあげる方向で考えて

きたもの。2 月末から 3 月始にプラカスの通り、電力料金を下げるということが実行される。１kWh あたり

産業用だと 1 セントの値下げで、7－8％あたりの値下げになる。産業全体で考えると 2,000MkW の電

力消費に対する値下げをするということで、大きな値下げとなっている。産業分野においては、選択肢

ができるということになる。平均料金とタイのようにキャパシティチャージがある定額の料金が選択で

きる。これまでの料金体系も維持しつつ、新しい方法も選べるようになる。 

・キャパシティチャージは大量の電気を使う企業が想定される。キャパシティチャージはタイと比較して同

等程度の料金である。エナジーチャージについてはピーク時はタイと同等、オフピーク時はタイより少

し高い。オフピーク時間帯に操業している日系企業は少ないかもしれないが、ピーク時はタイと同等

の料金である。タイより競争力を高くする、電力料金を安くするということは、今のところは難しい。カン

ボジアは 2,000MW の電力消費に対し、タイは 40,000MW の枠を使っている。タイには数百 MW の火

力発電が何基もあるが、カンボジアには数台しかない。しかしながら、近隣諸国は毎年電力料金が上

がっていくことに対し、新たな電力料金計画を導入後も、年毎にカンボジアが値下げしていく方針であ

ることを強調したい。 

 

ウ．日本側（投資委員長）から以下の発言があった。 

・中長期的に電力料金を下げていただける方針及び JBACからの面談にも快く応じていただいてることに
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ついて改めて感謝申し上げる。今回、1つだけ懸念を持っている。タイと類似の電力料金体系を導入さ

れるということで、仕組みがやや複雑であり、キャパシティチャージの比重が高い場合、選択の方法に

より料金が高くなってしまう可能性があるのではということを懸念している。電力料金を選択できるのは

今年だけで、その後は新体系に 1 本化すると聞いている。実質選択ができなくなり、その際に料金が

上がる会社が出てくる場合を懸念しており、そのようなケースが発生しないか状況を注視し、もし発生

する場合は、改めて相談させていただきたい。 

 

エ．カンボジア側（カンボジア電力公社：EDC）から以下の発言があった。 

・ご認識の通り、来年からは料金体系が一本化される。一本化されるまでの間にそのような事態が発生し

ないよう検討していきたいと考える。 

 

②計画停電の事前通知(#3) 

ア．日本側（投資委員長）から以下の発言があった。 

・次に、計画停電の際の事前通知についてお話しする。本件は、EDC の Puthy 氏と打合せをさせて頂

いた。先般の合同会議の時点では、1 週間前の通知と停電の日曜日の実施について同意を頂いてい

たが、昨年 11-12 月の実績を、会員企業にヒアリングしたところ、停電日は、FaceBook 上で、2-3 日前

に通知されており、実施日も日曜以外の日に実施されている状況が続いている。 

・これに対して、今回 EDCの Puthy氏からは、停電は、事前に連絡さえすれば、日程を調整することが可

能とご説明頂いた。今後、運用状況を確認する必要はあるが、仮に停電の日程変更に柔軟に対応頂

けるとなれば、2週間前の通知ではなく、1週間前の通知でも十分かもしれない。SEZは EDCの Puthy

氏の管轄、SEZ 以外は Ravuth 氏がご担当とお聞きしたので、今後、実際に各企業から停電日の調整

のご連絡を差し上げる様にしていきたい。また、計画停電は、技術的には日曜日に実施頂くことも可能

とお聞きした。今後、日曜日も含めて停電のスケジュール調整にご対応頂ける様、お願いしたい。 

 

イ．カンボジア側（カンボジア電力公社：EDC）から以下の発言があった。 

・SEZ の計画停電についてのお話を以前にさせていただいた。特に去年は停電が多く、いろいろなルー

トから切り替える必要が生じ、計画停電が多く発生した。それ以降、雨期に入ってからは大きな問題は

起きていないと認識している。今後、計画的に停電するときは少なくとも 1 週間前に通達するように努

める。計画停電の場合は、事前通知が徹底されていると認識しているが、偶発的なものについては 7

月-8 月間の間に 2 回ぐらいしか発生しなかった。ポイペトでは SEZ 外でも操業している会社があるた

め、そこについても重点的に対応する。 

・SEZ 外の電力を利用しているところについては、一般の配線を使っているため不安定だという状況で

ある。SEZ 外については会社の存在を把握しておらず、JBAC において情報をまとめていただければ

対応することも考えられる。一般の配電をしているところについては、フェイスブックを使って通知して

いる。SEZ 以外について、お知らせいただければ工場に直接連絡するということも可能である。日本と

この取り組みが成功すれば、韓国企業など他の国の企業にも広げていくことができる。 

 

ウ．カンボジア側（ソック・チェンダ大臣）から以下の発言があった。 

・去年の 1月から 5月までにかけては思いがけない停電が重なった。当時、1,500MWの電力需要がある
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なか、300MWしか発電できなかった。将来、ラオスから 2,400MWの電力を購入することを決定した。ま

た、コッコン州、オッダミエンチェイ州にも発電所を建設することを決定した。フィンランド、ドイツから

200 MWの発電機購入も行い、二度と同じような事態を起こさない決意を表明している。 

 

 

（３）税制関連 

①GDT との対話会（2020年 1月 10日）での議事結果のフォローアップ（#ANNEX） 

ア．日本側（税制委員長）から以下の発言があった。 

・2020年 1月 10日に H.E.Mr.Vann Puthipol 副総局長以下 GDTの皆様と、JBAC税制委員会との間で

対話ミーティングの機会をいただいたことに感謝申し上げる。以下に申し上げる、この会議での進捗内

容については、今後も対話ミーティングの機会を継続し、実際の運用状況の確認や継続課題の議論

等を行っていきたい。 

・ゴールドの税務コンプライアンスステータスとミニマム税免税の申請については、申請書類（申請レター

および 2 期分の監査報告書もしくはそれに代替するもの）が整えば、「最大で」1 ヶ月以内で審査を完

了するスケジュールをお示しいただいた。 

・配当追加税に代わる前払配当税については、QIP 企業が Tax Holiday 期間内に蓄積した課税されて

いない利益剰余金を原資とする配当についても、同 Tax Holiday 期間内・期間後の如何に関わらず、

配当に対する課税は発生しないことを確認いただいた。 

・複数 QIPを保有する企業の税務手続きについて、加工賃貿易、給食費にかかる VATの還付について

は、今後検討を開始・具体化していくことで、ご了解をいただいた。 

・前払事業所得税の扱いについて、ミニマム税が免税の企業において、前払事業所得税の Tax Credit

が発生した場合（月次の前払事業所得税の年間合計＞年度の課税所得の 20%）、この Tax Credit を

翌年度の「月次の」前払事業所得税と相殺できることを表明いただいた。また、この相殺においては、

事前の申請手続きは不要であり、納税企業側が自身の計算・相殺の上で月次税務申告を行って良い

とのことであり、効率的な運用へのご配慮に深く感謝申し上げたい。 

 

②QIP企業へのミニマム税(#11) 

ア．日本側（投資委員長）から以下の発言があった。 

・QIP 制度は、取得後監査報告書の提出が義務付けられるなど、適正な会計処理が行われることを前提

に、事業所得税、輸入関税の免税等、税務上の恩典が与えられることが最大のメリットとなっている。 

・しかしながら、ミニマム税については、少なくとも免税申請に必要とされる 2 期分の監査報告書が整うま

での間は、QIP 企業といえども納税が求められることになる。進出当初の QIP 企業は当初の利益水準

が高くない場合も多い中で、せっかく事業所得税の免税を受けても、売上高の1%がミニマム税として課

税されてしまう。 

・これは、カンボジアに投資する外国企業にとって最も大きな魅力である QIP制度の最大のメリットを減殺

するものであり、QIP 事業に対しては、事業所得税とミニマム税をセットで双方自動的に免税とする判

断を切に望みたい。 
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イ．カンボジア側（GDT）から以下の発言があった。 

・日系企業にとって税制問題は関心が非常に高いと認識している。ビジネスを行う人全てに関わる問題

である。税制については、1つの省庁だけではなく、複数の省庁における調整が必要。我々もそれらの

問題に一つ一つ取り組んできた。それらを解決するための手段の一つとして、JBAC と対話会を開催さ

せていただき、お互いを理解し合い進捗が確認できた。 

・2018 年の会議では VAT 還付の問題が取り上げられた。その後、我々はオンラインの申請システムを整

備し、VAT 還付について申請がスムーズに行えるようになった。その際に、JBAC の会員に還付の申

請方法についてセミナーでお伝えすることができるとお伝えした。依然として、VAT 還付のオンライン

申請について疑問を持っている会員がいらっしゃるなら、GPSF までにセミナーを開催し、オンライン申

請の方法についてお教えしたい。 

・VAT 還付申請のセミナーを開催する際には、ゴールドステータスの申請についても、オンラインの申請

システムを構築したので、アップグレードしたそれらの情報についてもお教えすることができる。また、ド

キュメントチェッキングシステムを作ったので、自分の書類がどのステータスにあるかということを把握で

きるようになった。 

・配当追加税の廃止については、日系企業だけでなく全てのカンボジアでビジネスを行う企業に恩恵が

ある。ミニマム税については、日系企業においては必ずきちんとした会計処理を行っていると信じてい

るので、もう 1つの条件がなくても問題ないと私は思っている。この問題についてはMEF大臣と相談し

ており、免税については問題ないと考えている。しかしながら、きちんと会計書類を保管するという条件

はつけさせてほしい。会計ファームからの監査書類がなくとも、内部の会計書類を見せていただけれ

ば充分。 

・ぜひ、セミナーを開いていただいて、免税の手続きについても説明させていただきたい。ミニマム税に

おいては 17 年も連続でマイナス申告をしているような企業もあり彼らを想定した制度となっている。そ

のため、そうでない企業に対しては、会計書類さえ持っていれば問題ないと考える。 

・正しい会計帳簿というものは、プラカス６３８を確認してもらえればよい。セミナーを開いていただければ

その場でも説明する。QIP 企業に対するミニマム税についても関係するプラカスなども説明したい。複

数 QIPの問題解決についても問題を解決するための書面を作成しているとことである。 

・年功補償については、カンボジア人は非課税で、外国籍の人は課税されることとなっているが、労働者

と経営者側のフェア・アンフェアという問題もあり、今後は、ある金額以上の年功補償をもらっている労

働者に対し税金をかけるというプラカスを発行する。 

・GDT に関連する問題については今後も対話会を開催していきたい。お互いに問題について理解して

いない部分もあるかと思うので、首相まであげる前の段階で解決していきたい。また、ワーキンググル

ープというものを作れれば、JBAC と GDTでワーキンググループを作れればよいと思う。中国の商工会

とも私たちはワーキンググループを設けている。 

 

ウ．日本側（税制委員長）から以下の発言があった。 

・具体的にはセミナーを通してご説明いただけると理解したので、今日この場で追加の質問・回答を求め

ることはせず、セミナーの場で詳細について確認させていただきたい。 

・プラカス 638 については承知しているが、同プラカスも何らか会計記録の実績提示が求められると理解

しており、そうした実績の揃っていない初年度では免税申請を行うことが難しいと理解していた。従って、
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例えば QIP 企業には 3 期目からミニマム税を課す制度にする等（3 期目に必要なエビデンスを揃える

ことができる企業は免税申請しそのまま免税となる。そうでない企業は課税が始まる）の折衷案も考え

る必要があると考えていた。 

・ポイントは、QIP 企業が設立初年度からでも免税申請・承認が可能となるかどうかであり、その点是非セ

ミナーの場で確認させてほしい。 

 

（４）年功補償 

ア．日本側（JBAC事務局長）から以下の発言があった。 

①外国籍労働者が年功補償を自発的に受け取らないケース(#6) 

・前回協議させて頂いた外国籍による年功補償の自発的な権利放棄につきまして、1 月 29 日に Heng 

Sour長官に権利放棄の方法を相談した。長官からは JBAC会員の中でマネージャー職及びそれ以上

の役職の自発的な権利放棄の是認を嘆願するレターを MoLVT宛てに発行するように助言を頂いた。 

・年功補償は被雇用者への恩恵を目的としているので、雇用者の自発的な権利放棄は認められるべき

だというのが JBAC のスタンスであり、その点にご理解を頂いた長官に深く感謝申し上げる。MoLVTに

はレターに対するご回答を頂きたく宜しくお願いしたい。 

 

イ．カンボジア側（労働省：MoLVT）から以下の発言があった。 

・日本人のマネージャー級が自ら年功補償を受け取らないことに関しては、受け入れる方向で検討して

いる。年功補償の目的は労働者を救済するためであり、夜逃げする企業などへの対策として作られた

もの。JBACからの要望に対しては柔軟に対応できるようにしたい。 

 

（５）その他 

①特別税の運用見直し (#21) 

ア．日本側（関税・物流委員長）から以下の発言があった。 

・特別税の運用見直しは製造業にとって大きな問題である。引き続き MEF と協議を重ねるとともに、今後

の進め方は GDCE とも協議を行いたい。 

 

イ．カンボジア側（関税消費税総局：GDCE）から以下の発言があった。 

・特別税については、製造業だけに使うオイルの税率を変えるということになると、それぞれの国の税務

政策があり、サブディクリーを直さないといけない。MEFの大臣とも本件については相談しており、引続

き実現に向けて協議を重ねていきたい。 

 

②輸出入書類のペーパーレス化(#18) 

ア．日本側（関税・物流委員長）から以下の発言があった。 

・5 月に施行される E-Commerce 法に伴い、その早期実現に期待している。詳細は次回 GDCE 対話会

で協議したい。 

 

イ．カンボジア側（関税消費税総局：GDCE）から以下の発言があった。 

・この点については、前回の会議でも話しており、今後 GDCE と JBAC の対話会でも引継ぎ議論する予
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定である。 現在、GDCEは Pre-arrival processing（貨物到着前の輸入審査）導入に向け準備をしてい

る。電子的な貨物情報の活用や、事前に輸入申告情報を ASYCUDA システムあるいはナショナル·シ

ングル·ウィンドウに入力することで、迅速な通関手続きを目指している。その実現には IT システム改善

や法制度を見直す必要がある。また、3月に Time Release Study（通関所用時間）の結果が出る。無駄

な時間がどれだけあるかを調査したので、その結果を受け、手続きの削減や簡素化、無駄な書類の削

減などをついて検討していきたい。 

 

③マスターリストの申請に関して(#18) 

ア．カンボジア側（ソック・チェンダ大臣）から以下の発言があった。 

・マスターリストの申請に関しては、先日、JBAC企業の 1社からオンライン申請の方法について照会があ

った。CDC では、JBAC 会員にマスターリストのオンライン申請について説明する機会をセミナーなど

を通して設けていきたい。 

 

議題６．その他（次回の官民合同会議開催時期等） 

-  次回の官民合同会議開催時期等 

（１）JBAC会長より、以下の発言があった。 

・JBAC として、カンボジアでのビジネス環境改善の成果を確認する場として、既存および潜在、進出企

業ならびに投資家へのアピールの場として、活用していきたいので引き続きご支援、協力をお願いし

たい。 

 

（２）日本側の共同議長である三上大使から、以下の発言があった。 

・フンセン首相との会議が急に入り時間変更になったが、これだけの人に集まっていただき感謝申し上げ

る。時間についてもスムーズに終えることができた。コロナウイルスの世界的な影響など心配な点もある

が、このように投資環境を改善していくことで、引き続きカンボジアが発展し、両国にウィンウィンな状況

になることを期待する。政策提言を踏まえ、GPSF 等で引き続き前向きな検討をお願いしたい。本日は

前回から 3か月の間に重要な進捗があったことを確認できた。 

・次年度の官民合同会議は、事務ベースで調整させていただきたいと考えるが、８月までには１度開催で

きるとよいかと思う。最後になるが、カンボジア側、日本側の関係者の尽力に感謝をお伝えする。 

 

（３）カンボジア側の共同議長であるソック・チェンダ大臣から、以下の発言があった。 

・フンセン首相との会談については、コロナウイルスの蔓延を防ぐための協力の話もでき、有意義だった。

CDC の事務局長としても日本の皆様には、さまざまな苦難を乗り越えるためカンボジアを支援してくだ

さっていることに感謝申し上げる。コロナの問題は一国で対応するのではなく、世界で連携し対応する

必要がある。 

・4 月 1 日に行われる第 19 回目の官民フォーラムについては 17 の政策がどこまで進捗しているかが報

告される予定。そのフォーラムではフンセン首相から新しい政策が発表される。その政策は投資環境

を改善するため、カンボジアの生産性を高めるため、競争力を高めるためという 3つの目的がある。 

・私個人の気持ちもお伝えしたい。私は日本が電力問題をとりあげるたび、頭が痛くなる一方で嬉しく思う

部分もある。なぜなら日本企業がさらにカンボジアに投資を行いたいという意思表示であると考えるか
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らだ。フンセン首相には、今朝、三上大使より今後も日本企業がカンボジアに多く進出するよう働きか

けたいと力強い言葉をいただいたことをうれしく思う。8 月までにもう一度会議を開催する方向で了解し

た。 

以上 


