
2021年度活動報告
2022年度活動計画
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はじめに ～活動内容の拡大に加えて充実を～

◆2020年度より適正会費の導入による、収入基盤の安定化。
◆中長期的、継続的、安定的な活動のためのオフィス・システムインフラの整備。
◆部会・委員会活動のビジネス改善活動の拡大。
◆COVID‐19の拡大による外出、渡航制限などの最新情報の共有。

またチャーター便の運航、PCR検査、ワクチン接種のサポートを行う。

◆3月19日の岸田首相デリー訪印時に行われた首脳会談では、今後5年間で官民合わせて対印投資
5兆円目標を掲げることで一致するなど、インドへの期待と注目は高まっている。
【参考】 https://www.mofa.go.jp/mofaj/s_sa/sw/in/page3_003247.html中、「両首脳は、今後5年間で官民あわせて対印投
資5兆円目標を掲げることで一致しました。その上で、岸田総理から、日本企業のインドにおける円滑な活動のための更な
る環境整備への支援を要請しました。」

◆しかしながら、COVID‐19の影響もあり足元では日経企業の進出数が調査後初の減少に転じ、商
工会の会員数も伸び悩む、三木会、部会活動への参加率は約半数程度など厳しい現状もある。

◆大使館などの関係機関との連携、会員企業様と拡大してきた
機能・活動をサーベイやヒアリングによる再点検を行い、内容の充実を図る。
◆日印国交樹立70周年事業などの各種事業へも積極的に関与し
会員ニーズの達成と、日印関係の強化・拡大に貢献していく。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/s_sa/sw/in/page3_003247.html
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運営基盤の整備進捗状況

項目 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

収入基盤 適正会費の導入 新規会員41社、11社増 新規会員21社、1社増 ・勧誘活動強化
・規約の見直し

全インド ・チャーター便
・原産地証明

・注意喚起文書発出
・PCR検査・ワクチン接種事業
・全インド合同連絡会

連携の強化・具体化

委員会・部会
・分科会活動

1委員会、2コミッティ、
8部会、6分科会

・活動充実
・ビジネス改善提案書作成

業界横断の輸出委員会・食品部会発足

ビジネス環境
改善活動

建議書強化 ・活動名称変更事務局設置
・業界別未来志向提案へ変更
・全インドの意見集約

・課題解決に向けた対話の継続、
協議の深化提案時期の前倒し
・全インドの意見集約強化

インフラ改善
コミュニケーション

アンケート実施 ・事務所・システム環境
・セミナー支援
・メルマガ開始

デジタル化推進 Webと会場参加のハイブリッド体制構築

連携強化 大使館、JETRO、日商 Invest India, CII, FIICI,

事務局体制整備 業務運営体制整備 体制強化、会計体制変更

その他
コロナ

日印国交樹立70周年

機能・活動の充実

機能・活動の拡大
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コロナ関連

日本政府支援による
日本人専用PCR検査事業
日本人会・商工会共催
計452名

5月 6月 7月 9月 10月

日本人会・商工会からの
要望踏まえた一時帰国時の
ワクチン接種事業予約受付開始

インドにおける専用ワクチン接種場
プレステージ主催計238名

新型コロナウィルス関連
WEBセミナー
日本人会・商工会共催

大使館主催
在留邦人向け在宅PCR検査事業
実施数：約400件

22年2月
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•設 立 2006年7月17日 Society（法人）化
•会員数 451社（2022年4月20日現在）

会員数推移①
•設立の趣旨

1.会員相互の情報交換および親睦
2.日印間の商工業の発展および親善交流の促進
3.会員共通の利益となる諸活動の実施

注：2020年度よりグループへの
登録を複数可能としたため
グループ所属数の合計と
会員総数は一致しません。
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会員数推移②

2020年はチャーター便による新規入会が、35社程度あったが、コ
ロナによる撤退、事業縮小などもあり、退会社数も34社と例年よ
り多かった。

2021年は、既存進出済企業中心に22社の入会があったが、見込み
（目標）35社には達しておらず、例年新年度に入ってからの退会
する会社（2021年度退会扱いとなる）があることから、商工会始
まって以来の入会者数減になる見込み。
新規に加えてデリーNCR地区以外も含めた既存進出企業の新規入
会の勧誘強化が必要。

【現状と課題】

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021見込み
入会 38 29 35 35 35 41 22 35
退会 21 25 26 22 16 34 21 25
増減 17 4 9 13 19 7 1 10
会員数 398 402 411 424 443 450 451 460

実質新規入会
４社

コロナ
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会員数推移③

遠隔地に行くほど
会員比率が低い傾向がある。

※2022/4/1時点
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会員数推移④
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JCCII会員数、デリー首都圏(NCR)の日系企業数の推移

組織率 JCCII会員 NCR進出日系企業 NCRのJCCII会員 増加率

＊JCCII会員数：年度末の数値、2021年度は2022年3月29日現在の数値、2005年度以前はJCCII設立前の数値
＊インド・NCRの日系企業数：在インド日本国大使館発行「インド進出日系企業リスト」参照
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【現状と課題】
◆輸出委員会の発足により業界横断の2委員会・2コミッティ、業界別の8部会・6

分科会の合計18の組織が発足し活動やコミュニケーションも充実してきている。
◆一方で、約半数の会員（約200社）が適当な所属組織がないなどの理由から
参加できていない。

【課題の解決に向けたアクション】
◆食品部会など新たな組織立ち上げの検討や要望の吸い上げ、現組織への再募
集。
◆他業界の情報を知りたいという要望を踏まえ、対象業種以外からの部会・分科
会への参加検討
◆活動活性化のために調査研究費兼コミュニケーションとして3000INR/1人を各
組織に支給（予算額70万INR）
◆拡大三役会（役員＋部会・分科会・委員会・コミッティ長）および懇親会を年
2回開催し、ビジネス改善提案の推進、ネットワーキング強化を図る。

部会・分科会・委員会活動の活性化
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部会・分科会・委員会組織図
2021年実績：1委員会、2コミッティ、8部会、6分科会となり活動も充実
2022年活動ポイント：新規立ち上げ、汎インドにおける活動連携

貿易(50)・金融(20)・サービス(118)

グループ 188社

輸送機器

グループ 103社

一般製造グループ

174社

金融部会

鉄鋼分科会

貿易部会
ロジス
ティクス

部会

輸送機器

部会

電気および電子機器、
通信、ソフトウエア関

連部会

社会インフラ・プ
ラント重工建設・
鉄鋼関連部会

素材・化学

工業関連部会

会長
（貿易）

副会長
（貿易）

副会長
（金融）

副会長
（一般製造）

例：JCCII役職

（出身部会）

デジタルカメラ分科会

プリンティング分科会

書記長
（貿易）

社会インフラ・プラント重工分科会

建設分科会

医療機器
部会

副会長
（一般製造）

部会長
兼務

委員会：ビジネス環境改善委員会、税務コミッティ、知財コミッティ、輸出委員会(新規)
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◆2021年度より、以下の新たな方針に基づき、従来の建議書委員会を「ビジネ
ス環境改善委員会」に改称、各部会ベースで議論し、改善要望などを取りまと
めた。

【新方針】
◆モディ政権がポストコロナ時代に向けて提唱する「自立した（自己依存の）
インド（Armanirbhar Bharat）」を日系企業として後押しする提案を行う。
◆日本の成長戦略の一環として、日本企業によるインドへの対外投資を促進す
るために、単に要望だけを伝えるのではなく、インド政府・関係機関と議論し
ながら未来志向でビジネス環境改善・課題解決に取り組んでいく。

【実績】
◆10月末に提案書完成、11月にDPIITに提出
◆2022年1月6日：DPIIT他関係省庁とオンライン会議
◆2022年3月31日：インド側のコメント受領

ビジネス環境改善委員会活動①
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【来年度に向けての課題】

◆DPIITへの提出が11月、会議が開催できたのが年明けの1月、フィードバック
が3月、と提出後のスケジュールが後ろ倒しになり、インド側関係省庁との個別
対話・議論を十分行うことができなかった。
⇒2021年度提案書の個別の対話・議論を継続
⇒スケジュールの前倒し

◆部会による提案内容のバラつき
⇒統一感が必要か？

◆各地域の商工会・日本人会商工部の要望の取り込み方
⇒各部会に各地域からも参加？

ビジネス環境改善委員会活動②
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ビジネス環境改善委員会活動③

【活動内容】

◆2021年度の基本方針を継続するとともに、2021年度に提出した提案書及び
DPIITからのフィードバックをベースに以下の通り活動を進める。
1.インド側関係部局と個別にテーマごとの議論・対話を深める（2021年度提案書
の継続議論）。必要に応じて、分科会ベース、テーマ別ベースで対応。その結
果、解決されたもの、引き続き要望していくものを整理していく。
2.各部会・分科会から新しい提案があれば適宜追加する。

◆インド政府の次年度予算案議論に間に合うように、7月末を目処に提案書を取
りまとめ、8月には英語版を完成させる。



ビジネス環境改善委員会活動 スケジュール

4月 総会 5月～6月 7月末

2022年度方針決定決
定

各部会・テーマベースでインド側関係部局と議論。

その結果や新規提案を踏まえ、各部会にて取り纏め
る。
※各地域商工会からの提案の取り組み
※大使館担当者とのすい合わせ

全体調整及び
最終版作成(日本語版)

10月

DPIIT及び
関係者との会議

8月末

英語版完成

9月

*DPIITへの提出

*Department of Promotion of Industry and Internal Trade

11月

DPIITからのフィードバック
必要に応じて担当部ベースでの

議論継続
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ビジネス環境改善活動 概念図

カウンターパート（窓口）：DPIIT

インベスト・インディア

（ジャパンプラス）

関係省庁

事務局：JETRO

金融部会

輸送機器部会

デジタルカメラ分科会

鉄鋼分科会

社会インフラ・プラント重工分科会

素材・化学工業部会

大使館

関係省庁
テーマ別

サプライチェーン、
環境問題、税制等

日印産業競争力パートナーシップ、各省庁ごとの日印政策対話、
日印ビジネス・リーダーズ・フォーラム（経団連）、日印経済委員会（日・東商）との連携

※紙面の都合上一部のみ記載

ビジネス環境改善委員会活動 概念図

業界別提案・交渉

＜体制＞
 事務局：JETRO

 連携強化：大使館、日本経済団体、各地の商工会・商工部、インド経済団体のビジネス環境改善活動
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【現状と課題】
◆コロナ以前は、各社の代表者が毎回約150社(名)参加していたが、コロナにより2020年4月よりWEB開催となっても
参加者企業数約200社、250名が参加する会として定着している。

◆環境が整い次第、会場参加とWeb参加のハイブリッド開催ができる準備を終えている。

◆講演は、年間約20本（各会25分X2本、10回）あり基本好評であると理解しているが、
受け手のニーズの差により評価も分かれているのではないかと危惧する。
→講演を再定義して年間プログラム化する事で、質の改善を図りたい。

【課題の解決に向けたアクション】
◆三木会講演のルール
・三木会でしか聞けない内容（企画もの。例えば業界別の現状と課題報告）
・会員からの講演者の公募を開始する（ルール必要：バンガロール商工会参照）
◆講演比率
・講演者別 会員、日系、インド系から各3割（6本）、その他1割（2本）
・テーマ別 政治・経済8割（16本）、SDGｓ、文化・スポーツ
◆インド系テーマ
・①インド政府（商工省）、②州政府・州開発公社、③NICDC（インド産業回廊公社）等）、④インド業界団体による講演
◆講演サーベイ
・ニーズ把握および講演の対する評価の把握と改善
◆ネットワーキングを目的に、昼食会や懇親会を企画する。

三木会の充実
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事務局機能の充実①

【新規アクション】

◆サーベイの実施（2019年以来）
・会員のニーズを吸い上げ、活動内容の工夫、改善を図る

◆新規会員獲得（収入基盤強化と仲間の輪の拡大）のための活動充実
・商工会入会のメリットの見直し、告知方法検討
・既進出企業、デリーNCR地区以外の企業に対するアプローチ方法の検討と実施

◆事務所電話会議システム貸し出し

◆関係機関・団体との連携
・大使館、JETRO、日商などに加えて、インド系経済団体との連携を図る。

◆会計業務の改善
・四半期・半期レポートの役員会での報告
・月次レポート作成



【参考】2019年実施サーベイ
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実施概要
対象者数：439社
回答者数：328社（回答率74.7％）
実施時期：2019年11月

講演会、勉強会などの充実 部会および建議書活動の充実

広報、宣伝活動の充実

活動全体の底上げ
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事務局機能の充実②

【継続アクション】

◆広報、宣伝活動の充実（継続・強化）
JCCIIの通信（毎週水曜日配信、コロナ関連、セミナーなど案内）
インド他地区商工会及び日本人会商工部と情報共有
（ご了解をいただいた会のみ実施）

◆各種アンケート・調査の簡素化、効率化（全インド対象）
会員管理システムの活用
（進出企業実態調査に加え賃金実態調査にも導入）
→中長期的に汎インドでの活用を検討？
各種イベントはハイブリット開催とする。
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◆事務局のあるべき姿（案）の検討
・会員の会員による会員のための商工会運営に努める。
・会員の声が届きやすい、またその声を活かすことの出来る、
開かれた、柔軟な組織を目指す。
・会員のために有益な情報の収集、その共有に努める。
・会議所内、会員間における一層のコミュニケーションの円滑化に努め
る。
・会員の悩みを聞き、関係機関・各社と協議し、タイムリーに適切な
アクションを起こす。
・つなぐ役割。

◆規約の見直し（2023年4月開催の総会時に臨時総会を同時開催）
・未進出企業に対する会員資格付与
・収入基盤の安定 講演参加費、広告・宣伝費の導入
・役員数（副会長最大5枠中4枠使用済）

事務局機能の充実 ～中期項目～
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仲間の輪の拡大

サークル活動

・一人駐在会
・ヨガ
・インド民族楽器
(シタールやタブラ)

工場見学・視察
表敬訪問の実施

・会員企業様の
工場見学
・インパールなど
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事務局紹介

KENJI SUGINO

事務局長

SACHIKO SUZUKI

三木会・役員会
担当

MOMOKA NOZUKA

日印70周年事業
＆

パフォーマンス向上
担当

Preeti Bhatia

総務経理
担当


