資料１－１

関西・アジア

環境・省エネビジネス交流推進フォーラム（Team E-Kansai）
平成２７年度の事業報告について

１．セミナー・交流会等イベントの実施

(1) 「遼寧省環境保護産業協会

環境ビジネス交流会」の開催

遼寧省環境保護産業協会楊秘書長をはじめ、協会幹部や協会会員企業が来日し、
Team E-Kansai では交流会開催に協力。交流会では、環境保護産業協会やその会員企
業から投資環境、環境課題及びニーズ等についてプレゼンテーションが行われ、その
後、日本企業との意見交換会が行われた。
■開催日：平成 27 年 5 月 25 日(月)
■場

所：國民会館 武藤記念ホール 小ホール

■参加者数：中国企業 13 名（7 社）
・日本企業 31 名（26 社）
■プログラム：
・講演 「遼寧省環境保護産業協会の紹介」
楊 玉東 遼寧省環境保護産業協会法人代表兼秘書長
・遼寧省参加企業プレゼンテーション
邢 樹満 遼寧瑞豊環保科技集団有限公司薫事長
陳 勇 遼寧華孚環境工程股份有限公司総工程司
劉 革理 遼寧天億実業発展有限公司総経理
・名刺交換会・個別商談会

「遼寧省環境保護産業協会

環境ビジネス交流会」の様子

(2) 第１回ネットワーキングカフェ in バンコクの開催
Team E-Kansai の重点地域として取り組みを進めるタイにおいて、ENTECH POLLUTEC
開催にあわせ、会員企業を中心に現地進出企業や展示会出展企業を含めた企業間の
ネットワーク作りを目的に、ネットワーキングカフェを開催。Team E-Kansai の古川
会長の参加もあり、賑やかな交流会となった。
■開催日：平成 27 年 6 月 3 日(水)
■場

所：Dusit Thani Bangkok Saladaeng

■参加者数：32 名（16 社）
■プログラム：
・基調講演

“Green Environment Management Policy in Thailand”
タイ国天然資源環境省 副次官 Simachaya Wijarn 氏

・Team E-Kansai 活動紹介 「JCM 制度を活用した小型貫流ボイラーの普及展開」
三浦工業(株) Miura Industries(Thailand) Co.,Ltd.
President 光宗 宏晃 氏
日本テピア(株) 石毛 寛人 氏

タイ

(3) 「インドネシア

ネットワーキングカフェ 講演及び交流の様子

ネットワーキングカフェ」の開催

インドネシアにおける環境ビジネスをテーマとするネットワーキングカフェ（ビ
ジネス交流会）を開催しました。 コーディネータより、
「インドネシアの環境課題
と環境ビジネス」と題し、当地の環境市場や課題、環境ビジネス展開における ODA
活用例等について紹介があり、参加した企業・団体が意見交換等を行いました。

■開催日：平成 27 年 7 月 16 日(木)
■場

所：公益財団法人地球環境センター ２階会議室

■参加者数：22 名（19 社）
■プログラム：
・専門家による話題提供 「インドネシアの環境課題と環境ビジネス」
Team E-Kansai コーディネータ 喜多 昭治 氏 (三菱 UFJ リサーチ＆コンサル
ティング株式会社

副主任研究員)

・意見交換

インドネシア

ネットワーキングカフェ 交流の様子

(4) カンボジアでの現地調査の実施
Team E-Kansai の活動範囲拡大を目指し、新たな重点地域としての可能性を探るため
カンボジアにおいて環境・省エネ分野におけるソリューション提案型ビジネスの可能性
調査を実施。
岡山大学大学院松井准教授をはじめとする調査ミッションを現地に派遣し、環境省、
公共事業・運輸省等の行政機関、レストラン協会、ホテル等の業界団体等を訪問。具体
的な環境課題やビジネス連携の可能性について幅広く情報収集を行った。

■調査期間：平成 27 年 7 月 5 日(日)～7 月 11 日(土)
■調査場所：カンボジア プノンペン市、シェムリアップ市
■ミッション参加者：
岡山大学大学院環境生命科学研究科准教授 松井 康弘

氏

公益財団法人地球環境センター事務局次長兼審議役 大石 一裕 氏
公益財団法人地球環境センター国際協力課総括主任 田中 真一 氏
近畿経済産業局国際事業課調査官 村田 喜庸 氏
日本テピア株式会社テピア総合研究所副所長 石毛 寛人氏
■主な訪問先：工業・手工業省、環境省、鉱山・エネルギー省、公共事業・運輸省、
シェムリアップ水道公社、シェムリアップ州観光局、
シェムリアップ州環境局、シェムリアップ州廃棄物最終処分場、

カンボジアレストラン協会、カンボジアホテル協会等

カンボジア

現地機関へのヒアリングの様子

(5) 「広東省環境ビジネス交流会」の開催
広東省佛山市南海区環境保護産業協会メンバーを中心に 20 社の企業が来日した。
Team E-Kansai 正会員企業７社からプレゼンテーションを行い、その後、日本企業
との意見交換が行われた。
■開催日：平成 27 年 8 月 24 日（月）
■場 所：國民会館 武藤記念ホール 小ホール
■参加者数：中国側 25 名（20 社）
■プログラム
・開会挨拶
・支援機関挨拶
・Team E-Kansai 正会員企業による技術プレゼンテーション（7 社）
・名刺交換・懇談

「広東省環境ビジネス交流会」の様子

(6) インドネシアにおけるキックオフイベントの開催
新規市場開拓エリアであるインドネシア・ジャカルタにおいて、２日間にわたり
ネットワーキングカフェや技術プレゼン会等を実施した。技術プレゼン会では、日
本企業８社が技術プレゼンを行い、約 100 名の現地企業の参加があった。
■開催日：平成 27 年 9 月 2 日（水）～平成 27 年 9 月 3 日（木）
■場 所：Century Park Hotel Jakarta 他
■参加者数：42 名（ネットワーキングカフェ）、134 名（キックオフセミナー）
■プログラム：
・業界団体との意見交換会（9/2）
インドネシア水道協会（PERPAMSI）
・インドネシア食品飲料協会（GAPMMI）
・ネットワーキングカフェ（9/2）
講演

「インドネシアの水・環境技術ニーズについて」
インドネシア技術評価応用庁（BPPT） Dr. Rudi Nugroho

・キックオフセミナー（9/3）
来賓挨拶 インドネシア公共事業省 Ir. Hilwan
基調講演 「Water Environment Issues in Indonesia」
Prof. Tjandra Setiadi(ITB)
・技術プレゼン会（9/3）

インドネシア食品飲料協会（GAPMMI）との意見交換会

技術プレゼン会の様子

(7) 「カンボジア環境・省エネビジネスセミナー」の開催
７月上旬に実施したカンボジアのプノンペン・シェムリアップの調査ミッション
に関して、派遣された専門家３名から、政府の取組、産業界の現状と課題について、
日本の技術を利用した課題解決の観点から報告を行った。併せて、JICA 関西よりカ
ンボジアの現状と各種支援制度について説明を行った。

■開催日：平成 27 年 9 月 29 日（火）
■場 所：ブリーゼプラザ ホール＆カンファレンス
■参加者数： 32 名
■プログラム：
調査報告プレゼンテーション他
・
「カンボジア政府による環境改善の取組と産業界での対応」
公益財団法人地球環境センター 事務局次長兼審議役 大石 一裕

氏

・
「カンボジアにおける廃棄物マネジメントについて」
岡山大学大学院環境科学生命研究科 准教授 松井 康弘 氏
・
「カンボジアにおける環境・省エネビジネスのチャンスとリスク」
日本テピア株式会社

テピア総合研究所副所長 石毛 寛人

氏

・
「カンボジアへの日本の協力」
独立行政法人国際協力機構 東南アジア・大洋州部

加藤 拓紀 氏

・
「ＯＤＡを活用した中小企業海外展開支援」
独立行政法人国際協力機構 関西国際センター 奥村 将巳

氏

・質疑応答

調査報告プレゼンテーションの様子

(8) 「タイ・ベトナム

コーディネータ個別相談会」の開催

タイ、ベトナムへの環境機器・技術等の事業展開を目指す会員企業を対象に、コ
ーディネータと事務局で個別に話を聞き、課題解決に向けた道筋の提案やコーディ
ネータによる支援内容の説明を行った。
また、協力機関である大阪市の担当者から同市が実施している「ホーチミン市・
大阪市連携による低炭素都市形成支援調査」について各企業に対し説明があった。
■開催日：平成 27 年 9 月 30 日（水）

■場 所：合同庁舎第 1 号館 第 1 別館 2 階 204 共用会議室・3 階 305 共用会議室
■参加者数：6 社

(9) 遼寧省ネットワーキングカフェ＆日中環境技術商談会の開催
今年 5 月の遼寧省環境保護産業協会代表団の訪日を受け、瀋陽において同協会と
共同で環境技術商談会を開催した。日本企業から 7 社が技術プレゼンを行い、現地
環境エンジニアリング企業等とビジネス交流した。また本イベントに先立ち、その
前日には、古川会長主催のネットワーキングカフェが開催され、遼寧省政府機関等
関係者を含めて交流を行った。
■開催日：平成 27 年 10 月 13 日（火）・14 日（水）
■場 所：Wanda Vista Shenyang Hotel 他
■参加者数：37 名（ネットワーキングカフェ）、110 名（環境技術商談会）
■プログラム：
10/13 ネットワーキングカフェ
・環境技術ワークショップ
「第 13 次五箇年計画(検討案)」について
遼寧省環境保護庁規制財務処 宋世偉処長
・交流会
10/14 「環境技術商談会 in 瀋陽」
・開会挨拶
・日本企業技術プレゼンテーション
・個別商談会

ネットワーキングカフェの様子

環境技術商談会の様子

(10) 第２回ネットワーキングカフェ in バンコクの開催
タイ政府が 2015 年 1 月から変更した投資恩典制度において、最も手厚い恩典が付
与される「A1」カテゴリーに位置づけられたＥＳＣＯ制度について、同制度を活用
した顧客への具体的な省エネ技術・設備導入提案方法を考えるイベントを開催した。
■開催日：平成 27 年 10 月 22 日（木）
■場 所：チャクチュリスクウェア内 BOI ワンストップサービスセンター会議室
■参加者数：10 名
■プログラム：
・
「BOI Incentives for ESCO Business」
タイ国投資委員会

Mr.Thumrong Ampornratana

・
「ESCO business in Thailand and the approval process (check point) of DEDE
for BOI incentive program」
タイ国エネルギー省代替エネルギー開発局 Dr. Pongpan Vorasayan
・質疑応答

ネットワーキングカフェの様子

(11) びわ湖環境ビジネスメッセ２０１５でのセミナー開催
環境ビジネスに取り組む企業・団体が環境製品、技術、サービス、ビジネスモデ
ルを一堂に展示し、市場開拓と販路拡大に向けて商談、取引を展開する日本最大級
の環境産業総合見本市である「びわ湖環境ビジネスメッセ」において、Team
E-Kansai の説明を行うとともに、
会員企業から海外展開事例の紹介等を実施した。
■開催日：平成 27 年 10 月 23 日（金）
■場 所：滋賀県 長浜ドーム
■参加者数：50 名
■プログラム：

・Team E-Kansai の紹介
・プレゼンテーション
①「ベトナムにおける工場排水処理の現状について」
Team E-Kansai 技術コーディネータ 西崎 柱造 氏
②「アジアにおける水質分析計の現状」
株式会社アナテック・ヤナコ 廣瀬 雅樹 氏
③「東南アジアにおける排水処理の省エネ改善提案について」
鈴木産業株式会社 代表取締役 鈴木 淳司 氏
・質疑応答
・Team E-Kansai からのお知らせ

Team E-Kansai 会員企業によるプレゼンテーション

(12) 「大阪－上海環境・省エネ技術フォーラム」の協力
大阪府－上海市の友好都市 35 周年記念事業の一環として、上海市において開催さ
れる環境・省エネ技術フォーラムにおいて、上海対外技術交流センター及び大阪府
上海事務所と協力し、Team E-Kansai 会員企業による中国における省エネと環境事
業に関する取組紹介を行った。日中両国から約 200 人の関係者が出席したとのこと
（時事速報より）
。
■開催日：平成 27 年 11 月 4 日（水）
■場 所：上海国際会議中心

１F 世紀庁（第１部、第２部）
・滨江庁（第３部）

■プログラム：
【第１部 基調講演】
・
「環境問題解決への歩み

～大阪の事例を中心に～」

大阪大学 名誉教授 工学博士 藤田 正憲 氏
・
「中国スポンジ都市の発展戦略と生態文明建設」

同済大学 教授 李 建華

氏

【第２部 企業プレゼンテーション（会員企業のみ記載）
】
・
「ダイキンの中国における環境・省エネに関する取組み」
大金空調技術上海有限公司

総経理

仲上 昭次 氏

・
「中国における日立造船の環境事業の取り組み」
日立造船貿易（上海）有限公司

董事・総経理

馬 向東氏

【第３部 交流会】

基調講演の様子

企業プレゼンテーションの様子

(13) 「中国広東省科学技術庁科技交流合作処」の訪問
中国広東省科学技術庁科技交流合作処の曹処長、楊副処長が近畿経済産業局を訪
問。広東省科学技術庁と近畿経済産業局間で協力文書を締結し、合同でのプロジェ
クトを推進したい旨の申し出があった。
■訪問日：平成 27 年 11 月 10 日（火）
■訪問者：曹処長、楊副処長

(14) 「中国（広東省）コーディネータ個別相談会」の開催
中国（広東省）への環境機器・技術等の事業展開を目指す会員企業を対象に、コ
ーディネータと事務局で個別に話を聞き、課題解決に向けた道筋の提案やコーディ
ネータによる支援内容の説明を行った。
■開催日：平成 27 年 11 月 12 日（木）
■場 所：合同庁舎第 1 号館 第 1 別館 2 階 201 共用会議室
■参加者数：3 社

(15) 「VIETWATER2015」への出展について

ベトナム最大の水処理展示会である「VIETWATER2015」に、Team E-Kansai、大阪
商工会議所、滋賀県、びわ湖環境ビジネスメッセ実行委員会事務局と共同でブース
出展を行った。ブースでは、Team E-Kansai の紹介を行うと共に、会員企業が技術・
製品についてプレゼンテーションを実施した。
また、UBM（VIETWATER 主催者）主催による「japan technologies session」にお
いて、発表を行った。
■開催日：平成 27 年 11 月 25 日（水）、26 日（木）、27 日（金）
■場 所：VIETNAM EXHIBITION FAIR CENTRE（VEFAC）
■来場者数：8,857 名（主催者公表）
■主な活動状況：
・企業等プレゼンテーション（のべ 18 企業等発表、総聴講者数 559 名）
・
「japan technologies session」での発表
“生物学的排水処理技術の原理と最近の動向について”
Team E-Kansai 技術コーディネータ 西崎 柱造 氏
・ブースでの PR 活動、問合せ対応

共同ブースでの企業プレゼンテーション
西崎コーディネータのプレゼンテーション

(16) 「ネットワーキングカフェ in ハノイ」の開催
「VIETWATER2015」の開催期間に会わせ、出展・視察企業、現地支援機関等を交え
た現地交流会（ネットワーキングカフェ）を実施した。
■開催日：平成 27 年 11 月 26 日（木）
■場 所：Lake Side Hotel,Hanoi 6 階 会議室
■参加者数：21 名（15 社）
■プログラム：
【第１部 情報提供セミナー】
・「ベトナムにおける環境ビジネス事情 -最近の動きと今後の展望-」

ドウェイン・モリス法律事務所 オットー マンフレッド

倉雄 氏

・質疑応答
【第２部 情報交流会】

情報提供セミナーの様子

(17) 「第 9 回日中省エネルギー・環境総合フォーラム」への参加
Team E-Kansai と中国遼寧省環境保護産業協会間での環境・省エネルギー分野に
おけるビジネス交流促進のための覚書について、11 月 28 日の日中プロジェクト調
印式で覚書への署名を行い、翌 29 日にはフォーラム全体会議の中で、文書交換式が
行われた。日本側からは、林幹雄経済産業大臣、高木陽介経済産業副大臣、丸川珠
代環境大臣、宗岡正二日中経済協会会長等が出席し、中国側からは、張勇国家発展
改革委員会副主任、高燕（こう えん）商務部副部長、程永華駐日本国大使等が出席
された。
■開催日：平成 27 年 11 月 28 日（土）、29 日（日）
■場 所：ザ・プリンスパークタワー東京
■参加者数：約 750 名（日本側約 470 名、中国側約 270 名）
■プログラム：
・11 月 28 日（土） 日中プロジェクト調印式
・11 月 29 日（日） 第 9 回日中省エネルギー・環境総合フォーラム
9:00-12:00 全体会議
12:00-13:30 歓迎レセプション
午 後

分科会

Team E-Kansai と中国遼寧省環境保護産業協会との
MOU の調印式

全体会議の様子

(18) カンボジア

政府機関等へのフォローアップ

７月に実施した、カンボジアにおける環境・省エネ分野におけるソリューション提
案型ビジネスの可能性調査を受け、現地の課題に対応可能な Team E-Kansai 会員企業
の技術情報を政府機関に提供した。
■期 間：平成 28 年 2 月 7 日(日)～2 月 9 日(火)
■場 所：カンボジア プノンペン市
■主な訪問先：公共事業・運輸省、工業・手工業省、鉱山・エネルギー省等

(19) 「第一回

生活排水勉強会」の開催

会員企業の水処理ビジネスへの取り組みに資するため、
「ベトナムにおける生活排
水処理」に焦点を当てた勉強会を開催。
「生活排水処理」分野で豊富な経験を有する
会員企業・団体が参加した。
■開催日：平成 28 年 2 月 9 日（火）
■場 所：合同庁舎第 1 号館 第 1 別館 303 共用会議室
■参加者数：10 名（７社）

第一回 生活排水勉強会の様子

(20) 「タイ・ベトナム

コーディネータ個別相談会」の開催

8 月に引き続き、タイ、ベトナムへの環境機器・技術等の事業展開を目指す会員
企業を対象に、コーディネータと事務局で個別に話を聞き、課題解決に向けた道筋
の提案やコーディネータによる支援内容の説明を行った。
■開催日：平成 28 年 2 月 18 日（木）
■場 所：合同庁舎第 1 号館 第 1 別館 2 階 201・204 共用会議室
■参加者数：7 名（5 社）

(21) 「インドネシア

コーディネータ個別相談会」の開催

新規市場開拓エリアであるインドネシアへの環境機器・技術等の事業展開を目指す会
員企業を対象に、コーディネータと事務局で個別に話を聞き、課題解決に向けた道筋の
提案やコーディネータによる支援内容の説明を行った。
■開催日：平成 28 年 3 月 1 日（火）
■場 所：GEC 会議室
■参加者数：4 名（3 社）

(22) 広東省「環境・省エネワークショップ」の開催
広東省科学技術庁と近畿経済産業局との包括協力文書交換式にあわせ、南海区環
境保護産業協会と Team E-Kansai とのＭＯＵ交換式を行った。また、Team E-Kansai
会員企業 5 社がプレゼンテーションを行い、その後、中国企業とのマッチング会（累
計 39 件）を開催した。
■開催日：平成 28 年 3 月 16 日（水）
■場 所：東方賓館 会議室
■参加者数：121 名（技術プレゼンテーション）
■プログラム：
・第 1 部：包括協力文書交換式
・第２部：日本企業による技術プレゼンテーション
・第３部：日中環境・省エネワークショップ

マッチング会の様子
南海区環境保護産業協会と Team
E-Kansai との MOU の調印

Team E-Kansai 企業によるプレゼン

２．メールマガジン、ニュースレターの配信及びＨＰ更新（情報提供）

(1) メールマガジンによる情報提供
Team E-Kansai 独自事業（ミッション派遣やセミナー開催等）の開催案内や、関係
機関等が実施する関連イベント、アジアにおける環境・省エネ関連の調査・ニーズ情
報、公的機関の支援施策の公募情報等を隔週程度で配信した。
※27 年度の配信回数：41 回（～3 月 24 日(木)配信分まで）

(2) ニュースレターによる正会員への情報提供
現地コーディネータや提携機関から事務局に届いた情報や、各種イベントの先行案
内等を正会員向けに鮮度重視で「正会員限定 Team E-Kansai News Letter」として配
信した。
※27 年度の配信回数：13 回（～3 月 30 日(水)配信分まで）

(3) ＨＰ・技術紹介シートの改修について
ＨＰのトップページにイベント予告をできるように改修した。また、取り組み実績
等に過去のアーカイブページを設け、各重点地域での最近の取り組みがより明瞭になっ
た。
ＨＰ上での掲載や海外での展示会等各種イベントで使用を目的とした「技術紹介シー
ト」（日本語版・英語版）の作成を各正会員企業に依頼し、提出のあったシートをホー
ムページに掲載した。

３．定例会議
27 年度の総会、幹事会等定例会議の開催状況は以下のとおり。

(1) 第２１回幹事会
■開催日：平成 27 年 4 月 20 日(月)
■場

所：公益財団法人地球環境センター（GEC） ２階 特別会議室

■議

題：(1) 平成２６年度事業報告案及び決算案について
(2) 平成２７年度事業計画案及び予算案について
(3) 規約改正案について
(4) 役員改正案について
(5) 新規入会企業について
(6) その他

(2) 第６回総会
■開催日：平成 27 年 5 月 19 日(火)
■場

所：大阪国際交流センター 中会議室 銀杏

■議

題：(1) 平成２６年度事業報告及び決算について
(2) 平成２７年度事業計画及び予算について
(3) 規約改正について
(4) 役員変更について
(5) その他

(3) ２７年度支援機関・協力機関連絡会議
■開催日：平成 27 年 6 月 17 日(水)
■場

所：追手門学院大阪城スクエア大手前ホールＣ

■議

題：(1) 平成２６年度事業報告・平成２７年度事業計画等について
(2) 規約改正について
(3) 協力機関からの活動・予定報告
(4) その他

(4) 第２２回幹事会
■開催日：平成 27 年 7 月 1 日(水)
■場

所：（書面決議）

■議

題： (1) 新規入会申込みについて（正会員２社、準会員３社）
(2) 会員の退会について（正会員２社）
(3) 事務局業務委託契約書の締結について
(4) 現地コーディネータへの委嘱状の交付について

(5) 第２３回幹事会
■開催日：平成 27 年 10 月 30 日（金）
■場 所：大阪合同庁舎第１号館 第１別館２階 203 共用会議室
■議 題： (1)平成２７年度上期の事業報告及び会計報告について
(2)平成２７年度下期の予定について
(3)新規入会企業等について
(4)その他

(6) 第２４回幹事会
■開催日：平成 28 年 2 月 24 日(水)
■場 所：公益財団法人地球環境センター（GEC） ２階

特別会議室

■議 題： (1) 平成２７年度下期の事業実施報告について
(2) 平成２７年度その他の事業の進捗報告について
(3) 平成２８年度の事業の方向性について
(4) 新規入会企業について
(5)その他

４．その他

(1) 地域活性化モデルケースの選定
昨年 5 月に、内閣官房が募集した都市・地域の構造や地域産業を総合的に改革す
る取組みを行うモデルケースに選定された「関西発！環境・エネルギー分野におけ
るグローバルに通用する革新的な製品・ビジネスモデルの開発及び環境都市ネット
ワークを活用したアジアでの新ビジネス・新市場の創出」
（Team E-Kansai、滋賀県、
大阪市、資源リサイクルシステムセンター共同提案）について、昨年 7 月 29 日に行
われた政策対応チームから提示された課題に関したフォローアップが 6 月 12 日に行
われ、それぞれの課題に対して説明を行った。

(2) 新たな協力機関の登録
公益財団法人新産業創造研究機構（NIRO）を新たに協力機関として登録した。NIRO
は、1997 年に阪神淡路大震災からの復興を目指して、地域企業と自治体が連携して
兵庫県神戸市に設立され、兵庫県、神戸市や地域企業及び大学等との連携を深めな
がら諸活動を展開し、大学や企業に埋もれている技術の移転と新技術や新製品の開
発を通じて、地元中小企業ならびに地域社会への貢献を目指す団体である。

(3) 近畿経済産業局 WEB 広報誌「E!KANSAI」による広報
近畿経済産業局 WEB 広報誌「E!KANSAI 平成 27 年 6 月号」に、株式会社テイエル
ブイの取り組みを紹介した。

(4) 「METI journal 経済産業ジャーナル８・９月号」への記事掲載について
経済産業省が発行する「経済産業ジャーナル８・９月号」に「敏腕コーディネー
タに聞く

成功する戦略づくりの鉄則」と題して、中国広東省コーディネータの林

慈生氏の記事が掲載された。

(5) 一般社団法人日中経済協会への協力
一般社団法人日中経済協会主催の①山東省水ビジネス企業団訪日とのビジネス交

流会及び②２０１５日中経済協力会議において、会員への参加呼びかけ等協力を行
った。
①山東省水ビジネス企業団訪日とのビジネス交流会
■開催日：平成 27 年 5 月 13 日(水)
■場

所：関西経済連合会

２９階会議室

■主

催：(一社)日中経済協会

■共

催：(公社)関西経済連合会

②２０１５日中経済協力会議
■開催日：平成27年7月16日（木）
■場 所：遼寧友誼賓館（中国遼寧省瀋陽市）
■参加企業：日立造船(株)
■主 催：一般財団法人日中経済協会、日中東北開発協会

(6) マレーシアにおける活動について
Team-E Kansai の新たな重点地域であるインドネシアと密接に関連するマレーシ
アにおいて、Team E-Kansai 会員企業が実施する「水銀含有廃棄物適正処理普及技術
促進事業」
（JICA 採択案件「開発途上国の社会・経済開発のための民間技術普及促進
事業」
）のキックオフミーティングに参加し、現地の環境大臣をはじめとする政府関
係者等と意見交換を行うとともに、会員企業の支援を実施した。
■開催日：平成 27 年 10 月 15 日(木)
■場

所：マレーシア ペナン州

■出張者：公益財団法人地球環境センター 専務理事 多木

秀雄

ほか

(7) 「環境・水ビジネス商談会」への協力
ジェトロ大阪本部と大阪府が主催する「環境・水ビジネス商談会」に協力すると
共に、Team E-Kansai 会員企業が招聘外国企業との商談会実施について支援を行っ
た。
■開催日：平成 27 年 11 月 17 日（火）
、18 日（水）
■場 所：ホテルニューオータニ大阪
■主 催：JETRO 大阪本部、大阪府
■参加企業数：会員企業 15 社、招聘外国企業 8 社

(8) 「日中省エネルギー・環境総合フォーラム」訪日団 SC 分科会の案内
平成 27 年 11 月 29 日に開催された「第 9 回日中省エネルギー・環境総合フォーラ
ム」後に行われたスマートシティー（ＳＣ）分科会において、中国側出席者の現地
視察を資源エネルギー庁の依頼に基づき行った。

■案内日：平成 27 年 11 月 30 日（月）
■視察先：オムロンコミュニティプラザ（京都市）
ナレッジ・キャピタル（大阪市）
■依頼者：資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 政策課 国際室
■参加者：27 名

(9) 山東省環境保護庁巡視員一行との意見交換について
山東省環境保護庁 儀垂桀巡視員、範斐朗 科技与国際合作処副処長はじめ地方自治
体幹部計２１名が関西経済連合会を訪問。環境分野のビジネス交流に関する意見交換
ということで、Team E-Kansaiの活動内容について紹介を行った。山東省環境保護庁
からは環境分野のニーズについて紹介があり、
■開催日：平成27年11月30日（月）
■場 所：関西経済連合会 29階 会議室
■参加者：21名

（以上）

