
2020 年度 第４回 JBAC 製造業部会-Web 会議- 

■ 2021 年 4 月 2 日 (金) 15：00～ 16:30 

 役員：ラッフルズホテル会議室 / 製造業部会員：Web にて参加  

 

■ 議事 

1． 新規会員・初参加者の紹介 

    CJCC(JICA) 井﨑様 

    JETRO 井手様 

    JBAC 事務局 澤様 

    JICA 金子様 

 

2． 役員会のフィードバック   （事務局）  

正会員 188 社、準会員 64 社、賛助会員 2 社、特別会員 3 団体＝合計 254 社 3 団体 

（3 月 15 日現在） 

 

3． 各地区からの報告(別紙)      

（１） バベット地区  (中山商事 東元様)代読：近藤部会長   

（２） シアヌークビル地区   (タイキ 広田様) 

（３） コッコン地区    (矢崎カンボジア 杉本様)  

（４） ポイペト地区    (三幸電機・加藤様)  

（５） バッタンバン地区 （報告なし）    

 

  

4． 各委員会報告 

(1) 官民合同会議推進チーム   (ROHTO 近藤部会長) 

i. 会議運営に関する振り返り 

 会議時間の超過→2時間半の会議時間がそもそも短いのではないか 

 日本側の発言内容を絞ることも要検討、想定問題等事前の準備が有効 

 

ii. 提言の仕方の改善案 

 「問題解決」から「投資促進のための環境整備に資する提案」へ 

 他国の状況と比較する等、状況把握をわかりやすく提示することの検討 

 単年の課題と中長期にわたる課題の整理 

 

iii. 2021 年度官民合同会議に向けてのアンケート（締切：4/9(金)） 

この部会で情報をインプットいただき、皆さんが抱える問題点などをアンケートに

お書きください‼ 



 

 

 

 

(2) 労務委員会   (ミネベア 西原様、マルテー大塚 尾関様) 

2 月の官民合同会議では、継続案件 2 件と新規案件 1件を提案しました。 

 

i.年功補償の負担軽減（継続案件） 

1/21(木)に労働省より突然、2019 年度以前の過去分の支給、そして支払い延期となっ

ていた昨年分(2020 年度分)の支給、更には今年分(2020 年度分)の支給を本年中に実施

するように通達がありました。多くの JBAC 企業が驚く共に、政策の継続性、安定性に

疑問を持つようになったこと、急な変更では混乱及び不信感を招く原因となることを

説き、次のように要望し、回答を得ました。 

 

1.以前からの過去遡及の廃止に対する検討依頼の現状確認とさらなる可能性のお願い。 

（回答）1月 21 日の発表内容を撤回しない。但し、検討を続ける（話し合う）ことは

可能。 

2.企業の事情に応じて、支払時期を調整できるように要請 

（回答）支払時期の調整については、個別企業による事情を尊重する。 

従業員の同意を得れば可能。 

⇒上記主旨の JBAC 宛のレターを労働省へ発行してもらうことを目指す。 

 

ii.最低賃金上昇幅の適正化（継続案件） 

今回は議論をしませんでしたが、引続き投資誘致促進に資する課題としてご留意いた

だき、継続審議を要望しました。 

※2021 年度より「最低賃金諮問委員会(政府、企業、労働者の 3 社)」の委員として 

会議に参加できる予定。 

 

iii. 産業人材育成（新規案件） 

日系企業のカンボジアにおける事業の縮小・撤退が増加傾向にあります。昨年はコロ

ナ禍によりその原因の影が薄くなった印象もありますが、その背景には雇用・労務面

での問題点として、過去のジェトロの実態調査においても従業員の質、管理職・現場

責任者の現地化の困難等が上がっており、エンジニアやテクニシャン系人材の採用難

が課題となっています。これらの課題を解決し、日本企業の投資を促進しつつ、カン

ボジアの産業構造高度化を目指すために、官民をあげて継続・検証可能な人材育成プ

ロジェクトに取り組むことを提案し、カンボジア政府との緊密な連携を要望します。 

 

■年金について(3 月 4 日発出の Sub Decree 要旨) 



・最初の 5年間の年金保険料率は、雇用主負担２％、従業員負担２％の合計４％ 

・2021 年に 2nd Semester(7 月～9月)に実施見込み（プラカス待ち）。 

 ※但し、コロナの状況に応じて開始時期の変更の可能性あり。 

 

(3) 関税/物流委員会  (LYLY KAMEDA 若月様、テクノパークポイペト 杉田様)  

    

2020 年度委員会総括と継続課題 

官民合同会議・GDCE 対話会では、下記 4 つの優先課題をメインに対応 

   ⅰ．加工用機械油に対する免税措置の拡充 

     HS コード 8 項目の内、7 項目については特別税の免税が認められた。 

     残る 1 項目：まずは個社対応いただき、状況に応じては委員会でも対応していく。 

    １．まずは 3000 番台の HS コードで対応する事ができないかについて確認すべきでは

ないか。（大使館） 

    ２．GDCE としては、2700 番台は HS コードの汎用性が高いので、税関側としては HS 

コードの問題としては技術的には限界であるという理由から、QIP で対応してはどう

かという提案をしている。（GDCE 専門官） 

   ⅱ．国境通関の迅速化：継続課題 

     相手方国との調整が困難、相手方国が消極的である旨の回答。 

     大使からも二国間協議が進むよう、日本国も協力する旨のご発言。 

     民間も二国間協議が進むよう、今後も大使館と協力していく。 

    １．タイ税関は早期開設に向けて動いており、6 月頃にはコンテナハウス（事務所）の準

備が整う、カンボジアも早期開設に向けてタイ側の動きに併せて動いている（JICA） 

    ２．タイ側でも関係者が多く、調整に時間がかかっているため、政府間の流れとして 

解決していくべき、民間でも要望を出し続けて欲しい（大使館） 

    ⅲ．CNSW、通関のペーパーレス化：継続課題 

     民間でもシステムの問題について指摘していくべき。 

  VAT、パテント証明書の提出は年に 1 回という点についての確認。 

     トランジットドキュメントについてもオリジナルでなくてもよい旨の確認。 

     民間側でも E トランジットシステムを積極的に活用していく必要がある。 

     委任状については詰められていない点があるため、今後も対話会等にて要議論。 

    ⅳ．原産地証明書申請費用の値下げ 

     MOC に対して対話会の開催を申請予定 

     オンラインシステム登録手続のサポート費用として申請費用 100 ドル以外にアンオフ 

     ィシャルフィーが 150 ドル、GSP/MFN サーティフィケート取得サポート費用として 

     450 ドルの支払いを求められている、またオンライン申請手続においても、申請費用 

     58 ドル以外に 20 ドル程度のアンオフィシャルフィーの支払いが求められているとの

情報共あり。 

次年度上記以外で検討すべき議案 



・PPSEZ での輸出入手続における税官吏による立会いの省略 

・通関関連書類の電子化 

 

   

(4) 税制委員会    (Gomi Recycle110 坂本様) 

 2020 年度報告 

2020 年度は計 10 回の月例会議を行い、各企業から挙げられた課題に対し、解決を図った。

その結果、9月、2月の官民合同会議での問題提起に加えて、1月には GDT との個別対話会、

GDT による複数 QIP 税制や E-Tax Filing に関するセミナーが実施され、その場で多くの議

論ができ、成果を出すことができた。各課題についての進捗状況（解決・進捗あり・継続

協議・進捗なし）と概要については下記の通り。 

 

１． 複数 QIP 取得企業の税務手続きの簡素化・効率化（進捗あり） 

管理の観点から現行手続きの変更は困難との GDT の強い主張があったものの、

各 QIP の費用按分方法など個社にそれぞれの事情があることへの理解を得られ

た。今後は個別に相談に乗るとの GDT の回答。 

２． E-Filling の運用改善（解決） 

ユーザー目線での問題提起、改善要望を GDT との共同セミナーの場で申し入れ。

今後新たに生じる問題点やユーザーの権限設定などの要望について、個別に相

談に乗るとの GDT の回答。 

３． ミニマム税免税手続きの簡素化（自動免税）（解決） 

QIP 取得企業については、免税期間中は特段の申請手続きを必要とせず、ミニマ

ム税が免税となることを GDT が名言。ただ、プラカスに明記されていない点で

もあり、運用状況をフォローする方針。 

４． 売上値引きに対する課税（解決） 

社内でポリシーが定められており、顧客へ広く一般的に適用されている割引で

あれば、純売上を課税対象とするとの GDT の回答。これ以上の議論は個社の事

情に応じて個別に行うべきと判断、今後は必要に応じて GDT へ個別に相談する

方針。 

５． 非縫製業への加工賃貿易適用（継続協議） 

加工賃貿易会計の他業種への適用拡大を提言。9 月の官民合同会議では、適用拡

大する方針にないと回答されるも、投資拡大に繋がる提言として、GDT との対話

会、2 月の官民合同会議で議論を継続。結果、経済財政省（MEF）に検討させる

とのソクチェンダ大臣の回答。 

６． 非縫製業への給食費 VAT 還付（継続協議） 

GDT との対話会や 2 月の官民合同会議を通じて、消極的な GDT の反応を確認。

加工賃貿易適用拡大の提言とともに投資拡大に資する提言として協議を継続す



る方針。 

７． マスターリスト申請方法の明確化（解決） 

マスターリスト申請の前提となる Certificate of Tax Compliance の発行には

書類上の不備なければ 4～8日で発行すると GDT が明言。今後は、発行に想定以

上の時間を要する場合や非公式な手数料を要求された場合は GDT へ相談する方

針。 

Q. 書類発行リードタイムに関する GDT の明言について、証明できるものは存在

するか？ 

A. 議事録が残っている。また、プラカスもあるので後ほど共有させて頂く。 

８． 会計及び監査に関する法律違反に対する罰則適用（MEF 通達第 007 号）につい

て（継続協議） 

会計帳簿のクメール語化について、1月 6日に国立会計委員会（NAC）と協議実

施。罰金適用開始時期などへの懸念を伝え、対象となる会計帳簿の範囲や駐在

員事務所への適用要否などの明確化を要請。 

 

   2021 年度の取り組み 

3 月 25 日にオンラインでヒアリングを行ったところ、下記の点についてのお悩みが寄せ

られた。 

・VAT 還付の状況について 

・月次納税のオンライン振込みと書類について 

・廃棄品・無料サンプルに対するみなし課税 

・無償で輸入する機材に対しての税務処理 

・税務調査の期間 

・移転価格税制に対する各社の対応状況 

これらの点に加え、アンケートで寄せられたお悩みを官民合同会議／GDT 個別対話会や

部会時のセミナー等で解決を図っていく。 

 

 

(5) 投資委員会     (ROHTO 近藤部会長) 

i. 官民合同会議の振り返り 

1) 新電力料金体系の導入による懸念 

➢ MME の長官より会議後にキャパシティチャージの最大値を減らせば電気代は

安くなるといわれたが、その最大値を減らすことが困難だということを具体的に

示していくことが必要 

 

➢ 電気料金を下げてもらうことを言い続けるだけでは「下がっている」との回

答に留まり議論が進まない。どの企業がどれくらい困っているのか具体的に示す 



 

2) 並行輸入に関する諸問題 

MEF との定期情報交換会の日程調整を行う 

 

3) 環境寄付ファンドの運用適正化 

➢ 義務であるソーシャルファンドはまだ公布されていない。導入時期について

は、慎重に考えてもらいたいという旨の発言は議事録にも記載 

 

➢ 任意であるエンドーメントファンドについては、支払いは任意であると官民

合同会議でも再確認 

 

ii. 継続案件のフォローアップ 

1) 電力供給の安定化／計画停電の事前通知の状況確認 

今年一年モニタリングした結果、大きな問題はないものの事前連絡が一週間以

内になる事もあった。昨年度の委員会活動で EDC より、日程変更を希望する場合

は連絡して欲しいと担当者の連絡先をいただいているので、あらためて関係者へ

周知し、各企業で個別にご対応いただく。 

 

EDC  Mr. Tev Ravuth,  Tel: 012 997 994 

 

2) BtoC 案件 

１月 27 日に行われた投資セミナー「国内販売スタートアップセミナー」の参

加者にフォローアップアンケートを実施し、回答を送付済み。 

 

 ➤2021 年 6 月頃に改正投資法が施行されると聞いている。 

 ➤JBAC 事務局より、昨日の会議では 6月より更に遅れる可能性が高い。 

 

 

5． 継続案件     (ROHTO 近藤部会長) 

（2020 年度 総括） 

COVID の影響を前向きに捉えると、部会をリモートで開催する工夫を重ね、地方拠点の方や日本

に一時帰国している方などの参加も増えたことが評価できます。しかし、部会の役割は何と言

ってもやはり交流の場の提供ですので、いかに相互の情報交換をスムーズにするか考えさせら

れました。もちろん、SNS や ZOOM なども最大限活用しましたが、新任の方を直接お迎えする事

や、帰任される方を直接お見送りする事が叶わず、不完全燃焼の悔しい一年でした。 

➤4年間お疲れ様でした。 

 

6． その他 



・21 年度 部会役員体制について    (マルテー大塚 尾関副部会長) 

 新任役員の紹介 

➤部会長選任は、部会での承認が必要であるが、次年度部会長として尾関さんを部会長としたい。 

 賛成される方は、拍手をお願いしたい。 

➤満場一致にて部会にて承認。 

 

 

 

・帰任者からの挨拶 

➤帰任ではないが、1 年 4 カ月製造業部会役員、関税物流を担当させて頂きありがとうございま

した。引き続き、部会の行事などは協力させて頂く。（LYLY KAMEDA 若月） 

 

7． 特別会員（JETRO、JICA、大使館）より     

特になし。 

 

 

8． 事務局より     (事務局 関岡様) 

・事務局より：JBAC 新事務局員の紹介：澤仁美さん 

・例年より早めの納入開始にも関わらず、多くの企業さまに既に納入いただき、誠にあ

りがとうございます。 

まだ、納入いただいてない企業様、また会計年度等の関係で、4月度の納入をご希望と 

の連絡をいただいている企業様におかれましては、4月の納入締め切りは 4月 8日と 

なっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。 

 

■懇親会 

コロナ事情により延期。5月以降の早々に。 

 

以上 

【2021年度】
※順不同・敬称略
担当者名 社名 製造業部会役員
尾関 Maru-T Ohtsuka (Phnom Penh) Corporation 部会長
片岡 MARUNIX Cambodia Co.,Ltd. 書記
長谷川 TAIYO KOGYO (CAMBODIA) CO.,LTD. 会計
坂本 GOMI RECYCLE110 CO.,LTD. 一般役員
越智 AOI FOOTWEAR CO.,LTD. 一般役員
本城 CAMBODIA SUZUKI MOTOR CO.,LTD 一般役員
大津 Taica (Cambodia) Corporation 一般役員

西原 Minebea (Cambodia) Co.,Ltd. 労務担当
杉田 Techno Park Poi Pet Pvt Co., Ltd. 関税物流担当
東元 NAKAYAMA (CAMBODIA) CO., LTD バベット製造業部会長


