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第 127号（2021年 7月号） 

今月のトピック 

1. インド ： ビデオ会議による取締役会開催時の決議禁止事項の撤廃 

2. タイ ： 「中小企業」への支払に関する与信期間の上限を定めるガイ

ドラインを制定 

3. ベトナム ： 新環境保護法の成立 

3. ミャンマー ： ①： ミャンマーに対する経済制裁等の動向アップデート 

②： SAC の 2021 年 6 月 17 日付け各 Order による省庁の

再編及び新設 

4. シンガポール ： シンガポール法における Non-Oral Modification Clauseの

適用範囲と法的効力の解釈について 

今月のコラム －インドネシアの現地小学校について -第 2弾－ 

はじめに 

このたび、森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループでは、東南・南アジ

ア各国のリーガルニュースを集めたニュースレター、MHM Asian Legal Insights第127

号（2021 年 7 月号）を作成いたしました。今後の皆様の東南・南アジアにおける業務

展開の一助となれば幸いに存じます。 

1. インド：ビデオ会議による取締役会開催時の決議禁止事項の撤廃

(1) インドの株式会社の取締役会開催の特色

インドの株式会社の取締役会は、開催に際して 2人又は全取締役の 3分の 1のいず

れか多い方の取締役の出席が必要とされています。加えて、取締役会には、取締役自

らが出席する必要があり、取締役の代理人による出席は認められていません。 

取締役会の開催方法に関しては、物理的に開催する方法と、ビデオ会議で開催する

方法が認められています。その一方で、電話会議による開催は認められていません。 

ビデオ会議による取締役会開催に関しては、取締役会及びその権限に関する 2014

年会社規則（Companies (Meeting of Board and its Power) Rules, 2014）（「本規

則」）において、議長による各取締役の出席確認やビデオ会議の録画・保管等の手続

が具体的に定められています。 

森・濱田松本法律事務所 アジアプラクティスグループ 

（編集責任者：弁護士 武川 丈士、弁護士 小松 岳志） 
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(2)ビデオ会議による取締役会開催時の決議禁止事項 

 

従前、インド会社法においては、本規則によって、取締役会決議事項のうち最も重

要な以下の 5つの決議事項については、ビデオ会議による取締役開催時には決議する

ことが認められていませんでした。 

 

(a) 年次財務書類の承認 

(b) 取締役会報告事項の承認 

(c) 目論見書の承認 

(d) 財務書類精査のための監査委員会会議の実施 

(e) 合併・分割・買収に関する事項の承認 

 

しかし、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、2020年 3月 19日付けの通知によ

り、同年 6 月 30 日までの間、上記 5つの決議事項もビデオ会議による取締役会開催

時に決議することが暫定的に認められていました。その後、当該暫定措置の対象期間

の延長が繰り返され、2021 年 6 月 30 日まで伸長されていましたが、2021 年 6 月 1

5日付けの通知により、本規則から上記 5つの決議禁止事項が削除され、正式に当該

禁止が撤廃されました。 

これにより、インドの株式会社の取締役を務める日本人が日本等、インド国外から

ビデオ会議による当該会社の取締役会に出席することが可能となりました。インドの

株式会社のガバナンスに一定の柔軟性が認められることとなり、日本企業にとっては

朗報といえると思われます。 

 

 

 

 

 

2. タイ： 「中小企業」への支払に関する与信期間の上限を定めるガイ

ドラインを制定 

 

タイの取引競争委員会（Trade Competition Commission：「TCC」）の告示により、

中小企業が製品やサービスを提供する取引において、中小企業に支払う対価の与信期間

のガイドライン（「本ガイドライン」）が定められました。この告示は 2021 年 6 月 18

日に官報に掲載され、180日後の 2021年 12月 16日に施行されます。本ガイドライン

は中小企業の保護を目的としており、本稿では、対象となる「中小企業」の定義及び与

信期間の上限について概説します。 

 

弁護士 小山 洋平 

 03-5220-1824（東京） 

 yohei.koyama@mhm-global.com 

 

弁護士 臼井 慶宜 
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(1) 「中小企業」の定義 

 

本ガイドラインが保護の対象とする「中小企業」（Small and Medium Enterprises

又は SMEs）は、以下のように従業員数及び年間売上高の観点から取引類型に応じて

定義されます。 

 

(a) 従業員数 200 人以下、又は年間売上高 5億バーツ（現在の為替レートで約 16億

9,000万円）以下の製造業者 

(b) 従業員数 100 人以下、又は年間売上高 3億バーツ（現在の為替レートで約 10億

1,000万円）以下のサービス業者、卸売業者、又は小売業者 

 

中小企業が本ガイドラインに沿う取扱いを求める場合、当該中小企業側において上

記の定義に該当することを証明する必要があります。 

 

(2) 与信期間の上限 

 

中小企業が製品又はサービスを提供する取引一般に関して、対価の支払いの与信期

間の上限が 45 日と定められました。ただし、農産物や農産物の複雑でない加工に関

する取引については、与信期間の上限を 30 日と短く定めています。これらの上限を

超える与信期間は、合理的なビジネス、マーケティング又は経済的観点から与信期間

の延長理由が正当化できる場合に限り例外的に認められます。 

なお、この与信期間は、中小企業から製品の引渡し又はサービスの提供がなされた

日から起算されます。 

 

本ガイドライン上の与信期間の上限に違反した場合には、年間売上高の 10％以下の

罰金の対象となります。中小企業は従来、約定の与信期間を超えても支払を行わない契

約の相手方に対して履行遅滞を理由とした民事的な責任を追及することしかできませ

んでしたが、本ガイドラインの制定により、履行遅滞かどうかを問わず本ガイドライン

に違反するのであれば TCC に対して申立てを行うという途が開かれます。 

与信期間の上限について例外の余地は残されているものの、いかなる場合に「合理的」

なものとして正当化されるかについて TCC は明確にしておらず、また、本ガイドライ

ン施行前に成立した既存の契約上の与信期間が本ガイドラインの適用対象となるかに

ついても明確にはされていません。引き続き TCC の動向を注視していくとともに、中

小企業との取引に際しては、既存の契約の見直しの必要性も含め、支払条件について慎

重に検討していく必要があります。 
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3. ベトナム： 新環境保護法の成立 

 

近年、ベトナムにおいて環境保護への取組みが進められている中、ベトナム政府は、

2020年 11月 17 日に現行の 2014年環境保護法（Law No.55/2014/QH13：「現行法」）

の改正法となる新環境保護法（Law No. 72/2020/QH14：「新法」）を制定しました。新

法は、一部を除き 2022年 1 月 1日より施行されます。 

新法における環境保護規制は製造業や不動産開発・エネルギー案件等、様々な分野に

関係し、日系企業によるベトナムでの事業に影響を及ぼし得るため、本稿では、新法の

主要点を説明します。 

 

(1) プロジェクトの分類及び環境影響評価の対象 

 

現行法上、以下のいずれかの基準に該当する場合には、プロジェクトに関する環境

影響評価（Environmental Impact Assessment：EIA）を行い、当局に環境影響評価報

告書を提出する必要があります。なお、以下の基準に該当するプロジェクトの具体的

なリストは Decree No.40/2019/ND-CP の別紙 IIに定められています。 

 

(a) 国会、政府及び首相が発行する In-principle Approval の対象となるプロジェクト 

(b) 自然保護区、国立公園、世界遺産、生物圏保護区又はランク付けされた史跡・文

化遺産若しくは景勝地に関する土地を使用するプロジェクト 

(c) 環境に悪影響を及ぼし得るプロジェクト 

 

これに対して、新法は環境影響評価の対象範囲を変更しています。すなわち、新法

では、プロジェクトの規模や事業の種類、使用土地等の面積、環境上のセンシティブ

要因（住宅密集地域、・水源等の地域への影響や移住・再定住の必要性等）等の観点

から、下表のとおり、環境に悪影響を与えるリスクの高さ順にプロジェクトを I～IV

の 4グループに分類し、環境影響評価の対象をグループ I の全て及びグループ IIの一

部に限定することとされています。なお、グループ I～III のプロジェクトの詳細につ

いては、別途制定される政令で定められるところ、現時点では 2021年 5 月に政令草

案が公表されているに留まり、いまだ不明確な状況です。 

 

グループ プロジェクト EIA対象 

I 以下の環境に悪影響を与えるリスクが高いプロジェクト 

(i) ①大規模な環境汚染のリスクがある大規模な製造・事業・サ

ービス（production, business or services）、②有害廃棄物処

理サービスの提供、及び③海外から原材料としてスクラップ

の輸入に関するプロジェクト 

(ii) 中規模な環境汚染のリスクがある中規模な製造・事業・サー

全て対象 

（ただ

し、緊急

の公共投

資プロジ

ェクトは
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ビスであるものの環境上のセンシティブ要因を含むプロジェ

クト、又は上記 I.(i)①の基準に該当しないものの環境上のセ

ンシティブ要因を含むプロジェクト 

(iii) 大規模な又は中規模であるものの環境上のセンシティブ要因

を含む土地、水面を含む土地又は海洋地域を使用するプロジ

ェクト 

(iv) 大規模な又は中規模であるものの環境上のセンシティブ要因

を含む鉱物・水資源を開発するプロジェクト 

(v) 中・大規模に土地用途の転換を要し、環境上のセンシティブ

要因を含むプロジェクト 

(vi) 大規模な移住・再定住を要するプロジェクト 

対象とな

らない） 

II 上記グループ Iのプロジェクトを除く以下の環境に悪影響を与え

るリスクがあるプロジェクト 

(i) 中規模な環境汚染のリスクがある中規模な製造・事業・サー

ビスに関するプロジェクト 

(ii) 小規模な環境汚染を及ぼし得えて、環境上のセンシティブ要

因を含む製造・事業・サービスに関するプロジェクト、又は

上記 II.(i)の基準に該当しないものの環境上のセンシティブ要

因を含むプロジェクト 

(iii) 中規模な又は小規模であるものの環境上のセンシティブ要因

含む土地、水面を含む土地又は海洋地域を使用するプロジェ

クト 

(iv) 中規模な又は小規模であるものの環境上のセンシティブ要因

を含む鉱物・水資源を開発するプロジェクト 

(v) 小規模に土地使用目的の転換を要し、環境上のセンシティブ

要因を含むプロジェクト 

(vi) 平均的な移住・再定住を要するプロジェクト 

(iii)(iv)(v)

(vi) のみ

が対象 

（ただ

し、緊急

の公共投

資プロジ

ェクトは

対象とな

らない） 

III 上記グループ I・IIのプロジェクトを除く以下の環境に悪影響を

与えるリスクの小さいプロジェクト 

(i) 少量の又は小規模な環境汚染のリスクがある製造・事業・サ

ービスに関するプロジェクト 

(ii) 環境汚染のリスクがある製造・事業・サービスに該当しない

ものの、処理が必要となる排水・塵・排気ガス又は廃棄物管

理に関する法令に従う管理が必要な有害廃棄物を発生させる

プロジェクト 

対象外 

IV 上記グループ I・II・IIIに含まれない（環境汚染のリスクがない）

プロジェクト 

対象外 
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(2) 予備的環境影響評価 

 

現行法上、一定のプロジェクトについては、環境影響評価のみならず、事前に予備

的環境影響評価（Preliminary Environmental Impact Assessment）の実施が必要とさ

れていますが、その詳細は公的投資法の詳細を定める政令（ Decree 

No.40/2020/ND-CP：「2020 年政令 40 号」）に規定されているのみであり、公的投資

以外のプロジェクトでは、具体的な内容は不明確な状況でした。 

これに対して、新法では、予備的環境影響評価の内容に関する規定（新法 29 条 3

項）が設けられ、この規定についてのみ、他とは異なり、2021 年 2 月 1 日から施行

されています。 

また、新法上、予備的環境影響評価の対象となるプロジェクトの範囲についても変

更されており、具体的には、In-principle Approval の有無、公共投資、PPP 投資、民

間投資を問わず、上記(1)のグループ I に該当するプロジェクトについては一律に、

pre-feasibility study の段階又は In-principle Approval の申請段階で、予備的環境影響

評価を実施することが必要とされます。 

なお、予備的環境影響評価に関しては、新法とは別に、予備的環境影響評価に関す

る政令（Decree No.54/2021/ND-CP：「2021年政令 54号」）が 2021年 5月 21日

に制定され、同日施行されています。この 2021 年政令 54 号では、予備的環境影響

評価の対象について、新法上の対象範囲とは異なり、2019年政令 40号別表 IIに列挙

されている環境影響評価が必要となるプロジェクトで、かつ、以下のいずれかに該当

するプロジェクトとされています。 

 

(a) 公共投資プロジェクト（緊急の公共投資プロジェクト等の一定の公共投資プロジ

ェクトを除く） 

(b) PPP 投資プロジェクト 

(c) 投資法に基づく In-principle Approval が必要となる投資プロジェクト 

(d) 投資登録証の発給が必要となる投資プロジェクト（ただし、投資家が任意で投資

登録証の発給を求める投資プロジェクトを除く） 

 

このように、新法と 2021 年政令 54 号で予備的環境影響評価の対象範囲が異なっ

ているところ、新法は 2022 年 1月 1日に施行されるのに対して、2021年政令 54号

は現行法に関する政令として既に施行されているため、新法が施行されるまでは現行

法及び 2021 年政令 54 号に基づき予備的環境影響評価の範囲を判断することになる

と考えられます。他方、新法が施行される 2021 年 1 月 1 日以降は、新法と 2021 年

政令 54 号の関係性が問題となり得ます。新法の施行に伴い、2021 年政令 54 号に代

わる新法の内容に沿った新たな政令が制定・施行される可能性はありますが、そのよ

うな政令が制定されない場合には、具体的にどの範囲のプロジェクトで予備的環境影

響評価が必要となるか、当局に事前に確認するなど、慎重な対応が必要となろうかと
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思われます。 

 

(3) 環境許可 

 

新法における他の重要点として、2022 年 1 月 1 日より新たに「環境許可

（Environmental Permit）」の制度が導入されます。現行法上、一定の環境関連ライセ

ンスについては、1つのプロジェクトにおいても異なる当局から個別の手続を経て取

得しなければならないことがあり、必ずしも効率的なプロセスではないという問題点

があります。そのため、新法では、これらの環境関連ライセンスの取得を効率化すべ

く、それらに取って代わる 1 つのライセンスとして、環境許可が発行されることにな

ります。 

 

新法上、環境許可の取得が必要な対象範囲は以下のとおりです。 

 

(a) 上記(1)のグループ I・II・III に該当し、処理が必要となる排水・塵・排気ガス又

は廃棄物管理に関する法令に従う管理が必要な有害廃棄物を発生させるプロジ

ェクト（ただし、緊急の公共プロジェクトは取得不要） 

(b) 新法の施行日（2022年 1月 1日）より前に操業が開始しており、上記(a)と同じ

環境基準を有する投資プロジェクト、（製造・事業・サービスのための）施設、

集中製造・事業・サービス区域及び産業クラスター 

 

なお、上記(b)の基準に該当する投資プロジェクト等については、新法の施行日から

36 ヵ月以内に環境許可を取得する必要があるとされています。ただし、当該投資プ

ロジェクト等で既に（環境許可で代替される）環境関連ライセンスを取得している場

合には、既発行の環境関連ライセンスの期限まで（無期限の場合は新法の施行日から

5 年間）、環境許可を取得せずに当該環境関連ライセンスを継続して使用することが

可能とされています。他方、将来の投資プロジェクトのうち、(1)で述べた環境影響評

価の対象となるものについてはその廃棄物処理業務の試運転開始前に、環境影響評価

の対象とならないものについては当該プロジェクトの区分に応じた種類の当局書面

発行前に、それぞれ環境許可を取得する必要があります。 

 

(4) 環境登録 

 

環境許可と同様、新法において、新たに「環境登録（Environmental Registration）」

の制度が導入されます。 

すなわち、環境許可の対象とならない①廃棄物を発生させる将来の投資プロジェク

ト、又は②新法の施行日より前に操業を開始している製造・事業・サービス（ただし、

その場で処理される少量の廃棄物を発生させるにすぎない投資プロジェクト等を除
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く）については、投資プロジェクト等の内容や廃棄物の種類・分量等を当局に登録す

ることが必要となります。 

環境登録の対象となる新法の施行日前から操業を開始している既存プロジェクト

については、新法の施行日から 24ヵ月以内に環境登録を行う必要があります。他方、

環境許可の対象とならない廃棄物を発生させる将来の投資プロジェクトのうち、環境

影響評価の対象となるものについてはその正式操業開始前に、環境影響評価の対象と

ならないものについては建築許可の発行若しくは廃棄物処分開始前に、それぞれ環境

登録を行う必要があります。 

 

以上のとおり、新法は環境影響評価・予備的環境影響評価の制度の変更や環境許可・

環境登録という新制度を導入するものであり、実務に重要な影響を及ぼす法令といえま

す。そのため、施行日である 2022年 1月 1日までに新法の内容を把握し、また今後制

定される新法に関する政令等の動向を注視することが肝要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ミャンマー 

 

①： ミャンマーに対する経済制裁等の動向アップデート 

 

2021 年 2 月 1 日のミャンマーにおける国家緊急事態宣言の発出後の対ミャンマー経

済制裁の概要については、本レター第 121 号（2021 年 2 月号）以降の各号においてお

伝えしたとおりです。本稿では、その後の米国、英国及び欧州連合（「EU」）による対

ミャンマー制裁に関するアップデートをお伝えします。 

 

(1) 米国による制裁 

 

米国財務省外国資産管理室（OFAC）は、米国時間 2021 年 7 月 2 日、国家緊急事

態宣言後に組織されたミャンマーの国家行政評議会（State Administration Council：

「SAC」）が任命した閣僚等計 22名を米国による資産凍結措置等の対象者（Specially 

Designated Nationals and Blocked Persons）のリストに追加しました。今回制裁対象

者として指定された個人には、SAC により投資・対外経済関係省（Ministry of 

弁護士 江口 拓哉 

 +84-28-3622-2601（ホーチミン） 

 03-5223-7745（東京） 

 takuya.eguchi@mhm-global.com 

 

弁護士 西尾 賢司 

 +84-28-3622-2602（ホーチミン） 

 kenji.nishio@mhm-global.com 
 
 

 

弁護士 岸 寛樹 

 +66-2-009-5135（バンコク） 
 hiroki.kishi@mhm-global.com 

 

 

弁護士 川上 愛 

 +84-28-3622-2603（ホーチミン） 

 ai.kawakami@mhm-global.com 
 

mailto:takuya.eguchi@mhm-global.com
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Investment and Foreign Economic Relations）の大臣として任命された Aung Naing 

Oo氏が含まれていることが注目されます。また、米国商務省産業安全保障局（BIS）

は、同日、国軍への一定の便益を提供していると見られる 4法人を同月 6 日付けで米

国の輸出管理規則に基づくエンティティリスト（the Department of Commerce Entity 

List set forth in Supplement No. 4 to Part 744 of the Export Administration 

Regulations）に追加することを公表しました。 

 

(2) 英国による制裁 

 

英国財務省（HM Treasury）は、英国時間 2021年 6月 21日、SAC、ミャンマーの

国営企業である Myanmar Pearl Enterprise及び Myanmar Timber Enterprise（「MTE」）

を資産凍結措置の対象者に追加しました。 

 

(3) EUによる制裁 

 

EU は、現地時間 2021 年 6 月 21 日、SAC が任命した閣僚や検事総長等計 8 名を

資産凍結及び渡航禁止措置の対象者として追加したほか、ミャンマーの国営企業であ

る Myanmar Gems Enterprise 及び MTE を含む 3社 1団体を資産凍結措置の対象者

に追加しました。 

 

（ご参考） 

本レター第 121 号（2021年 2月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047375/20210222-105742.pdf 

本レター第 122 号（2021年 3月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047694/20210322-124724.pdf 

本レター第 124 号（2021年 4月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047945/20210420-125710.pdf 

本レター第 125 号（2021年 5月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00048126/20210520-111356.pdf 

本レター第 126 号（2021年 6月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00048270/20210621-114402.pdf 

 

②： SAC の 2021 年 6 月 17 日付け各 Order による省庁の再編及び新

設 

 

SACは、2021 年 6月 17日付け Order第 138/2021号において、教育省（Ministry of 

Education）を教育省と科学技術省（Ministry of Science and Technology）に分割するこ

とを公表しました。これは、本レター第 125 号（2021 年 5 月号）でお伝えした計画・

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047375/20210222-105742.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00047694/20210322-124724.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00047945/20210420-125710.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00048126/20210520-111356.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00048270/20210621-114402.pdf
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財務・工業省（Ministry of Planning, Finance and Industry）の分割と同様に、国民民主

連盟（National League for Democracy）の政権下で行われた省庁再編について、当該再

編前の構成に再び戻す内容となっています。また、SACは、同日付け Order第 140/2021

号において、協同組合・農村開発省（Ministry of Cooperatives and Development of Rural 

Areas）を新設することを公表しました。 

 

（ご参考） 

本レター第 125 号（2021年 5月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00048126/20210520-111356.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. シンガポール： シンガポール法における Non-Oral Modification 

Clauseの適用範囲と法的効力の解釈について 

 

株式売買契約をはじめとする契約書には、口頭修正禁止条項（Non-Oral Modification 

Clause）が盛り込まれていることが多くあります。同条項は、契約書締結後、当該契約

書上の合意事項に関して変更・修正をするには契約当事者が書面で合意する必要があり、

口頭での合意による修正又は変更を認めない旨規定するものです。 

このような口頭修正禁止条項について、2021年 4月、シンガポール上訴裁判所（Court 

of Appeal）は、その適用範囲及び法的効力に関する解釈を示しました（Charles Lim Teng 

Siang v Hong Choon Hau [2021] SGCA 43：「Lim v Hong」）。口頭修正禁止条項は実務

上よく見られるものですが、同事件のポイントについて以下のとおり簡単に紹介します。 

 

(1) 同条項の適用範囲 

 

Lim v Hong は、クロージングに至らなかった株式売買契約の解約（rescission）が

口頭で行われた場合、これが有効であるか否かが争われた事案です。当該株式売買契

約書に盛り込まれていた口頭修正禁止条項では、修正（variation）、補足追加

（supplement）、削除（deletion）、又は差替え（replacement）のみについて口頭で行

うことが禁止されており、ここに解約（rescission）は含まれていませんでした。こ

れを踏まえ、シンガポール上訴裁判所は、同条項に明示されていなかった契約の「解

約」の場面では口頭修正禁止条項が適用されず、口頭による解約が有効であると判示

弁護士 武川 丈士 
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弁護士 眞鍋 佳奈 

 +95-1-9253653（ヤンゴン） 
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弁護士 石塚 司 

 +95-1-9253650（ヤンゴン） 
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しました。 

 

(2) 同条項の法的効力 

 

また、Lim v Hong では、口頭修正禁止条項は、当事者間における（書面又は口頭

によるかを問わない）契約の自由を妨げるものではなく、あくまでも口頭合意による

修正又は変更がなされないことを推定させるものにすぎないと判示しています。これ

を受け、契約の変更又は修正を口頭修正禁止条項の適用外とすることを当事者間で合

意していると考えるに足る証拠がある場合は、同条項が契約書に盛り込まれていても、

口頭による変更又は修正が有効になるとも判示しています。 

 

(3) 実務上のポイント 

 

これらの判示は、講学上は非常に興味深い事例であるものの、Lim v Hong はクロ

ージング予定日から 3年半以上経過した後に、口頭での契約解除が無効であるとして、

一方当事者が突然損害賠償請求をしてきたという特殊な事例であること、そもそも契

約の解約という重要な意思表示を口頭のみで行う場面はあまり多くないことから、同

条項の法的効力に関する実務への影響は限定的と思われます。Lim v Hongの内容を

踏まえると、口頭修正禁止条項を盛り込む場合には、適用場面を明確にしそれらが網

羅的に記載されていることを確認するといった基本的な対応の重要性が再認識され

たとも言えそうです。 

 

※当事務所は、シンガポールにおいて外国法律事務を行う資格を有しています。シンガ

ポール法に関するアドバイスをご依頼いただく場合、必要に応じて、資格を有するシン

ガポール法事務所と協働して対応させていただきます。 
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今月のコラム－インドネシアの現地小学校について -第 2弾－ 

 

今回のコラムでは、本レター第 112 号（2020 年 7 月号）でご紹介した「インドネシ

アの現地小学校について」の第 2弾として、筆者がインドネシアの現地小学校を卒業し

た経験から、インドネシアの小学校についてご紹介します。 

 

(1) 制服 

 

日本の小学校ではあまり考えられないことですが、インドネシアの小学校では各曜

日ごとに制服が異なります。筆者の記憶では、Merah putih （白色のシャツに赤色の

ズボン）、Putih putih （白色のシャツに白色のズボン）、Baju batik （バティックのシ

ャツに茶色のズボン）、Baju olah raga（体操着）、Baju pramuka （ボーイスカウトの

服装）の 5種類の制服がありました。各制服の見た目は一見して明らかに異なるので、

間違えると目立ってしまい、とても恥ずかしい思いをしたのを覚えています。筆者は、

割と多目の頻度で制服を間違えていました。 

 

(2) 貯金制度 

 

インドネシアの小学校では担任の先生にお金を預けて貯金するということができ

ました。登校すると、貯金の時間があり、貯金をしたい生徒は、担任教師にお金を預

けて、各生徒の帳簿のようなものに、貯金額を記載してもらっていました。筆者は、

1,000 ルピア～3,000 ルピア（現在の為替レートで約 7.61 円～約 22 円）をコツコツ

貯金し、3年間で 600,000ルピア（現在の為替レートで約 4,567円）貯金したことを

よく覚えています。何を目的とした制度なのかよくわかりませんが、もしかすると、

小学生のときから貯金を習慣づけることを目的としたものだったのかもしれません。 

3年間必死に貯金したお金は、（アディダスの）サッカーシューズを購入に充てて、

一度に使い切ってしまいましたが、それも含めて強く印象に残っています。 

 

(3) 規律を重んじる風潮 

 

インドネシア人と一緒に働いたり、ビジネスを行ったことがある方は、もしかする

と、インドネシア人は時間にルーズだったり、規律やルールや重んじないという印象

を受けたことがあるかもしれません。しかし、インドネシアの小学校では、とにかく

ルールに厳格で、筆者も何度も痛い目にあいました。例えば、遅刻した場合には、廊

下をモップで清掃するというペナルティがありました。早朝 6 時 30 分という早すぎ

る登校時間に慣れる前は、1、2 分程度遅刻してしまうことがありましたが、遅刻は

遅刻ということで許してもらえず、よく小学校の廊下を清掃していました。筆者があ 
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まりにも、廊下を清掃するので、筆者用のモップが追加されたのを覚えています。 

また、居眠りは絶対禁止というルールがありました。そのため、眠たくなったら自

己申告し、お手洗いで顔を洗って目を覚ますということをしていました。他にも頭髪

規制等も厳格に行われていたと記憶しています。 

上記のように、インドネシアの小学校では、ルールや規律が重んじられており、ペ

ナルティもありましたが、教師が生徒に暴力を振るうようなことは全くなく、ペナル

ティも不合理なものはなかったと記憶しています。 

 

以上、「インドネシアの現地小学校 -第 2弾」でしたがいかがでしょうか。もし、機

会があれば、「インドネシアの現地小学校 -第 3弾」をご紹介させていただきたいと思

います。 

 

（ご参考） 

本レター第 112 号（2020年 7月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00042667/20200720-112955.pdf 

 

（弁護士 シャハブ 咲季） 
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NEWS 

➢ 当事務所は、社会課題の解決と持続的な経営の両立を目指す「ゼブラ企業」の増 

加と成長支援を実行する新会社の立ち上げをアドバイスしました 

石田 幹人 弁護士、飯島 隆博 弁護士は、社会課題の解決と持続的な経営の両立

を目指す「ゼブラ企業」の増加と成長支援を実行する株式会社 Zebras and 

Company（以下 Z&C）の発足に際し、そのリーガル・カウンセルを務めました。 

 

「Zebra」は、「Unicorn startups」への行き過ぎた期待などへのリアクションと

して 2016 年に米国西海岸で生まれた概念です。Z&Cの創業者 3名は、「Zebra」

という概念を推進する団体 Zebras Unite の東京チャプターとして Tokyo Zebras 

Uniteを 2019 年より運営し、「ゼブラ企業」という考え方の啓蒙、浸透を行って

きました。 

 

このたび、Z&C が約 1 億円の資金を調達し、本格的に営業を開始するに際し、

当事務所は資金調達スキームを含め創業に際しての法的アドバイスを行いまし

た。Z&Cは、今回の新会社設立により、啓蒙だけではなく、実事業として社会課

題解決と持続的な経営を両立する「ゼブラ経営」の社会実装を目指すとのことで

あり、当事務所としても、社会課題解決のための様々な手法を引き続き支援する

所存です。 

 

➢ 【重要】当事務所又は当事務所の弁護士・スタッフ名を騙った詐欺にご注意く 

ださい 

当事務所名を騙り、権利侵害に係る通知文書を送っている事例が確認されまし

た。当事務所は、このような事件には一切関係がございません。 

 

当事務所又は当事務所の弁護士・スタッフ名を名乗る者からのお心当たりのな

い連絡を受けた場合は、すぐには応じず、相手の身元を十分にご確認ください。

また、併せて下記連絡先までお知らせくださいますようお願い申し上げます。 

  

森・濱田松本法律事務所 

Tel: 03-5220-1800（総合案内）（9時 00分～17時 00分） 

E-mail: mhm_info@mhm-global.com 

 

➢  IFLR1000’s 31st edition にて高い評価を得ました 

IFLR1000’s 31st edition において、当事務所及び当事務所のバンコクオフィス

が以下の分野で高い評価を得ました。 

分野 

JAPAN 
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Tier 1 

Capital markets : Debt 

Capital markets : Equity 

Capital markets : Structured finance and securitisation 

 

THAILAND (Chandler MHM Limited) 

Tier 3 

Capital markets : Debt 

Capital markets : Equity 

 

➢  井村 俊介 弁護士が入所しました 

（井村 俊介 弁護士からのご挨拶） 

 

この度、森・濱田松本法律事務所にて執務させていただくことになりました、

井村 俊介と申します。 

 

2012年に弁護士登録をして以来、曾我法律事務所にて、中国を中心とするクロ

スボーダー取引、M&A、訴訟・紛争解決、労務、危機管理、通商法、キャピタ

ル・マーケッツ等の案件を取扱い、研鑽を積んでまいりました。また、2019

年には米国のコロンビア大学に留学し、卒業後は Pillsbury Winthrop Shaw 

Pittman 法律事務所のニューヨークオフィスにおいて執務を行い、現地子会社

の契約及び会社運営の実務について知見を深めてまいりました。 

 

今後は、森・濱田松本法律事務所の一員として、これまでの経験を活かすとと

もに、より専門性を深め、クライアントの皆様のお役に立てるよう、最善を尽

くす所存です。 

皆様におかれましては、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申

し上げます。 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


