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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２９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) 日 ASEAN特別経済大臣会合 サイドイベント出展 

  「日ＡＳＥＡＮ特別経済大臣会合」の開催に合わせ、サイドイベントとして行われた企業・

団体の技術展示ブースに Team E-Kansaiとして出展。大石専務理事より、ラオス、インド

ネシア、シンガポール等の経済大臣へ Team E-Kansaiの事業を紹介した。 

 ■開催日：平成 29年 4月 8日（土） 

  ■場 所：帝国ホテル大阪（日 ASEAN特別経済大臣会合会場前ホワイエ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ブース展示の様子 

 

(2) 国際機関のファンド獲得入門セミナー 

  長年 UNIDOに従事した国際環境コンサルタントを講師に招いて、国際ファンドから資金を

獲得し途上国でプロジェクトを実施するためのセミナーを開催した。 

■開催日：平成 29年 6月 13日(火) 

■場 所：近畿経済産業局会議室 

■プログラム： 

①「SDGs 実現に向けた国際的な資金メカニズムの動きに関する最新情報」 

②「東南アジアにおける野村興産（株）の事例紹介」 

③「GEFファンドを想定した国際的資金メカニズムへのアプローチ」 

④ Q&Aまたは個別相談 

 講師：合同会社オフィス西田  西田 純 氏 

  ■参加者数：13名 

 

(3) 香港環境保護産業協会 来日  
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  香港環境保護産業協会の会長、ダニエル・チェン氏が来日し、近畿経済産業局にて環境

技術協力について意見交換を行った。 

   ■開催日：平成 29年 7月 5日（水） 

■場 所：近畿経済産業局 

■参加者：香港環境保護産業協会会長 ダニエル・M・チェン氏 

     Team E-Kansai事務局、広東省コーディネータ 趙陽氏 

 

 

(4) 龍江環保集団股份有限公司 来日  

龍江環保集団股份有限公司が来日し、Team E-Kansaiの中国での取組を紹介し、先方から

も組織の紹介と関心のある環境関連技術について意見交換を行った。また、参加した会員企業

から技術紹介を行った。 

■開催日：平成 29年 7月 7日（金） 

■場 所：近畿経済産業局 

■参加者：龍江環保集団股份有限公司 常務副総裁 于 喜波氏 他 4名 

     Team E-Kansai 事務局、遼寧省コーディネータ 及川氏、王氏 

    Team E-Kansaiメンバー企業（1社）  

 

(5) インドネシア・ジャカルタ「水・環境技術ビジネスマッチングセミナー」・「ネット

ワーキングカフェ」 

7月 12日から 14 日にジャカルタで開催された「INDOWATER2017」のオフィシャルセミ 

ナーとして、インドネシア水道公社（PERPAMSI）との共催による「水・環境技術ビジネス

マッチングセミナー」をジャカルタ・コンベンション・センターにて開催した。（7月 14

日）。セミナーには西ジャワ地域の８つの地方給水事業公社（PDAM）が参加し、インドネシ

ア技術評価応用庁からの講演、Team E-Kansai企業７社からの技術 PRの後、個別商談を行

った。 

前日の 13日には タンゲラン県の PDAMの協力を得て、所管する浄水場を視察し、処理設

備の稼働状況を確認するとともに、技術ニーズについて伺い、参加メンバーからの技術紹

介も行った。 

 

また、セミナーに先立ち 12日にはネットワーキングカフェを開催し、松井和久氏（松井

グローカル合同会社代表）が、近年のインドネシアの政治・経済・投資環境の変遷につい

て話題提供を行った。 

  ■開催日：平成 29年 7月 12日（水） ～ 7月 14日（金） 

  ■場 所：Century Park Hotel（ネットワーキングカフェ）、 

Jakarta / Jakarta Convention Center（水・環境技術セミナー） 
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  ■参加者数：30名（ネットワーキングカフェ）、44名（水・環境技術セミナー） 

  ■プログラム： 

     ＜ネットワーキングカフェ（7/12）＞ 

    講演 「インドネシアのビジネス展開について」 

     松井グローカル合同会社 代表 松井 和久 氏 

 

   ＜タンゲラン県 浄水場視察（7/13）＞ 

    タンゲラン県の PDAM所管の浄水場視察及び情報交換 

 

＜水・環境技術ビジネスマッチングセミナー（7/14）＞ 

・来賓挨拶 インドネシア水道協会 Executive Director Ashari 氏 

・インドネシア技術評価応用庁 Rudi所長による水技術の現状と課題 

・日本企業 7社による技術紹介（プレゼンテーション） 

・個別相談会  商談件数 8件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 (6) ベトナム・VBA 排水処理・省エネ 現地技術セミナー 

 IIST（一般財団法人 貿易研修センター）事業として昨年 10 月に実施した VBA（ベトナ

ム・ビール・アルコール・飲料協会）傘下の現地ビール工場での OJT 型の環境・省エネ技

術研修及び今年 2 月に実施した VBA 会長と HABECO（ハノイビール）、SABECO（サイゴンビ

ール）技術幹部の日本への招聘事業の成果を受けて、VBA と共催でビール・飲料工場向け

に日本の環境・省エネ技術を紹介するセミナー兼商談会を開催した。 特に SABECOからは

ホーチミン市で開催するよう強い要望があったため、今回は、ハノイとホーチミンの二か

所での開催とした。 

■開催日：ハノイ：平成 29年 9月 6日（水）、ホーチミン：9月 8日(金)  

■場 所：HABECO Me Linh 工場（ハノイ）、SABECO Nguyen Chi Thanh 工場 

タンゲラン県浄水場視察 水・環境技術セミナー 
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（ホーチミン） 

■参加者数：（ハノイ）日本側 31名（10社）、ベトナム側 35名（14社）   

      （ホーチミン）日本側 35名（10社）、ベトナム側 105名（23社） 

■プログラム：メンバー企業による技術紹介、質疑応答、ビジネスマッチング、工場排水

処理施設等見学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) ペナン・グリーンカーニバルへの参加 

マレーシア・ペナン州政府関係機関の招へいにより、環境技術の普及と市民啓発を目的

とした環境イベント、ペナン・グリーンカーニバルにブース出展し、Team E-Kansaiの活

動と会員企業の技術を紹介した。マレーシア・ペナン州でのビジネス展開に関心を持つ会

員企業から 2社が展示を行った。 

  ■開催日：平成 29年 9月 9日（土）～10日（日） 

  ■開催地：マレーシア・ペナン島市 

■プログラム：ブース出展、政府機関および関連機関、企業等への訪問 

 

 

 (8) インドネシア環境ビジネスミッションへの参加 

中部経済産業局との連携事業である「インドネシア環境ビジネスミッション」では、環

境・省エネビジネスの現地展開を目指し、インドネシア現地でのビジネスマッチング等が

実施され、Team E-Kansai会員企業から１社がミッションに参加した。 

  ■開催日：平成 29年 9月 11日（月）～12日（火） 

  ■開催地：インドネシア・ジャカルタ他 

■プログラム：環境ビジネスマッチングセミナー・商談会、日系企業及び日系機関との懇

親会、政府機関および業界団体への表敬訪問等 

 

(9) ネットワーキングカフェ タイ・ベトナム編 

9月 6日 ハノイセミナー 

 
 Nguyen Chi Thanh 工場見学 
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Team E-Kansai コーディネータ（タイ、ベトナム、技術担当の 3 名）から、現地の環境・

省エネの政策動向、イベント紹介、セミナー報告等の話題提供を行うとともに、Team 

E-Kansai会員間のビジネス交流を図るため、ネットワーキングカフェを開催した。 

  ■開催日：平成 29年 9月 21日（木） 

  ■場 所：大阪合同庁舎 1号館 第 1別館 302会議室 

  ■プログラム： 

・「タイのエネルギー事情と ESCOマッチングイベントのご紹介」  

日本テピア株式会社 取締役兼執行役員 石毛 寛人 氏 

・「ベトナムの環境規制・省エネ政策最新動向」 

日本テピア株式会社 コンサルティング事業部 マネージャー 武笠 蕗乃 氏 

・「ベトナム・VBA 排水処理・省エネ 現地技術セミナー 実施報告」 

 技術コーディネーター 西崎 柱造 氏 

・「広東省科技庁：近畿経済産業局との日中協力プロジェクト」の募集について 

  近畿経済産業局 

  ■参加者数：28名 

 

(10)ベトナム環境行政官招聘プログラムへの参加 

JICA関西と関西経済連合会が開催したベトナム環境行政官招聘プログラムでは、両

機関が招聘したベトナムの建設省技術インフラ局や天然資源環境省環境保護総局、科学

技術省標準計量品質総局等の行政官 5名に対し、Team E-Kansaiの取り組みを紹介する

とともに、会員企業から 2社がプレゼンテーションに参加した。 

■開催日：平成 29年 10月 6日（金） 

  ■開催地：グランフロント大阪北館タワーＣ8階カンファレンスルーム C05 

■プログラム：ベトナム側プレゼンテーション、関西企業側プレゼンテーション 

 

(11) ベトナム・バリアブンタウ省関係者に対する日本企業の環境技術プレゼン・マッチ

ング会への参加 

   中部経済産業局、JETRO名古屋、JICA中部が主催し、近畿経済産業局が協力した同

プレゼン・マッチング会では、ホーチミンに隣接するバリアブンタウ省政府トップを

筆頭とする省政府代表団・企業が招へいされ、Team E-Kansai会員企業から１社がプ

レゼン、マッチング会に参加した。 

  ■開催日：平成 29年 10月 23日（月） 

  ■開催地：名古屋市内 

■プログラム：日本企業からのプレゼン、ベトナム企業とのマッチング 

 

(12) 遼寧省環境保護産業協会と傘下企業の来日 会員企業との商談会 
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  遼寧省環境保護産業協会とその傘下企業5社が来日し、環境関連施設とTeam E-Kansai

会員企業 2社を訪問、視察した。大阪市内で開催した個別商談会には日本企業から 11

社（うち Team E-Kansai会員企業 10社）が参加した。 

  ■開催日：平成 29年 10月 23日（月）～24日（火） 

  ■開催地：大阪市内、滋賀県 

  ■参加者：遼寧省環境保護産業協会秘書長 張娟氏ほか 7名 

       遼寧省コーディネータ及川氏、王氏、日本企業 11社 

 

(13) 広東省企業ミッション団とのビジネスマッチング 

広東省の企業ミッション団が来阪し、広東省側企業 5社（9名）、Team E-Kansaiメンバー

企業 7社が個別商談会を実施し、Team E-Kansaiと広東省科技合作研究促進中心との連携に

よる日中合作プロジェクトの案件創出に向けてのビジネスマッチングを推進するとともに、

水処理関連施設等の見学を実施した。 

■開催日：平成 29年 10月 30日（月）～11月 3日（金） 

■場 所：大阪府、滋賀県内 

■参加者：中国電器科学研究院有限公司 総経理 周 艶偉氏 他 8名 

     Team E-Kansai 事務局、広東省コーディネータ 林氏 

    Team E-Kansai メンバー企業（7社）  

 

 

(14) 龍江環保集団股份有限公司ほか来日 企業商談会 

龍江環保集団股份有限公司が 7 月に続いて来日し、メンバー企業 4 社と個別商談を行い、

環境関連技術について意見交換を行った。また、滋賀県の水処理関連施設等の見学を実施し

た。 

■開催日：平成 29年 11月 7日（火）～11月 14日（火） 

■場 所：大阪府、京都府、滋賀県 

■参加者：龍江環保集団股份有限公司 常務副総裁 于 喜波氏 他 3名 

     Team E-Kansai 事務局、遼寧省コーディネータ 及川氏、王氏 

    Team E-Kansaiメンバー企業（4社）  

 

 

(15) 「VIETWATER 2017」への出展 

Team E-Kansaiは滋賀県と共同でブースを借上げ、会員企業と四国経済産業局から参加の計

４社が出展した。またジャパンパビリオン（JETRO ブース）には会員企業から８社が出展し、

それぞれ来場者に技術・製品・サービスを紹介した。また、主催者による VIETWATER公式イベ

ントである「テクニカルセミナー」では、TeamE-Kansai 事務局より「日本の水処理技術」と
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題して Team E-Kansai のＰＲを行った。 

 

■開催日：平成 29年 11月 8日（水）～10日（金） 

■場 所：Saigon Exhibition & Convention Center(SECC) （ホーチミン） 

■参加企業数： Team E-Kansaiブース出展 4社 

 

 

(16) 「ネットワーキングカフェ in ホーチミン」の開催 

「VIET WATER 2017」期間中に、出展・視察企業、現地進出企業等を交えた現地交流会（ネ

ットワーキングカフェ）を開催し、ホーチミン市輸出加工区・工業団地管理局（HEPZA）のマ

ネージャーより、工業団地の排水処理の状況や課題、規制の状況等について報告があった。セ

ミナーに続く懇親会では、各企業・機関の間での意見・情報交換が行われた。 

■開催日：平成 29年 11月 8日（水） 

■場 所：MerPerle Crystal Palace Hotel（ホーチミン） 

■参加者数：60名  

■プログラム： 

 ・スピーカーによる話題提供 

講師： ホーチミン市輸出加工区・工業団地管理局（HEPZA）マネージャー 

PHAM THANH TRUC 氏 「ホーチミン市工業団地の環境に関する報告」 

 

 

 

 

 

(17) JETRO広州共催「FBC広東 2017（ものづくり商談会）in南海」 

日本の製造企業が材料や部品の現地調達や、自社製品の販路拡大のために調達・販売品を展

示し、中国ローカル企業や在中国日系企業と商談する業界特化型の商談会。佛山市南海区政府

より Team E-Kansai会員向けにブースが提供され、会員 1社が出展し、現地コーディネータに

Vietwater Team-E展示ブース ネットワーキングカフェ inホーチミン

inininin  

ホーチミン 
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よる個別マッチング支援を行った。 

■開催日：平成 29年 11月 15日（水）～ 16日（木） 

■場 所：インターコンチネンタルホテル 佛山（広東省佛山市） 

 

(18)「タイ ESCO協会とのビジネスマッチング会」および「ネットワーキングカフェ」の

開催 

近年、省エネルギーへの取組みが重視されるタイにおいて、タイ ESCO 協会と Team 

E-Kansai はバンコクにてビジネスマッチング会を開催、相互に製品・技術紹介を行った後、

商談会を実施した。また終了後には日本側参加者によるネットワーキングカフェを開催した。 

■開催日：平成 29年 12月 7日（木） 

■場 所：バンコク市内（タイ） 

■参加者数：（タイ側） 企業４社、政府機関１ 、（日本側）企業５社 

 

 

(19) 広東省・関西合作プロジェクト推進戦略専門家委員会 

Team E-Kansaiと広東省科技合作研究促進中心が事務局となり、第 2回合作プロジェクト推

進専門委員会を開催し、専門家の見地から以下の項目について相互に意見交換を行い、適切な

助言等を行った。 

①日中合作プロジェクトに関する情報共有及び意見交換 

②次年度プロジェクトの重点分野及び公募要件等に関する意見交換 

③その他 日中経済交流促進に関する意見交換 

■開催日：平成 29年 12月 8日（金） 

■場 所：東莞国際会展中心(広東省) 

 

 

(20) 「中国（東莞）国際科技合作週」への出展と「日中環保科技フォーラム」への参加 

中国科学技術部と広東省人民政府の主催にて「2017中国（東莞）国際科技合作週」が広東

省東莞市で開催された。昨年に引き続き、近畿経済産業局と広東省科学技術庁との間の協力

関係により設置された「日中環境・省エネ協力館」に、会員企業を含む日中企業が計 46社出

展し、そのうち、Team E-Kansai からは広東省・関西合作プロジェクトを現地パートナー企

業とともに推進する会員企業３社、また当プロジェクトの候補案件５件の技術紹介パネルを

展示した。 

また 12月 9日（土）に広東省科学技術庁、JETRO広州主催により開催された「日中省エネ

環保科技フォーラム」では、近畿経済産業局浅井通商部長による基調講演に続き、会員企業

３社が技術を発表、その後現地企業との商談会を実施した。 

■開催日：合作週：平成 29年 12月 8日（金）～10日（日） 
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        日中省エネ環保科技フォーラム：12月 9日（土） 

■場 所：東莞国際会展心（広東省） 

■参加者数：138名（日中環保科技フォーラム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21) インドネシア水・環境ビジネス参入セミナーの開催 

大阪商工会議所と共催で、水・環境ビジネスへの新規参入を目指す企業向けのセミナーを開

催し、講師３名よりインドネシア経済と環境ビジネスの可能性について、また企業からは公的

資金の活用事例についての紹介があった。質疑応答の後、懇親会も開催され、講師等との情報

交換の場となった。 

■開催日：平成 29年 12月 19日(火)  

■場 所：大阪商工会議所（大阪市） 

■参加者数 60名 

■プログラム： 

「インドネシアにおける経済発展と環境ビジネスの展開」 

松井 和久 氏（Team E-Kansaiインドネシアコーディネータ） 

「インドネシアにおける環境政策、公的資金活用プロジェクト等について」 

喜多 昭治 氏（Team E-Kansaiインドネシアコーディネータ） 

「インドネシアの上下水道インフラ改善に向けた活動紹介」 

邑楽 博 氏（株式会社パイプデザイン 代表取締役） 

 

(22) 「第 11回日中省エネルギー・環境総合フォーラム」への参加 

経済産業省及び一般財団法人日中経済協会が中国国家発展改革委員会及び商務部と共催で、

日本と中国のエネルギー・環境分野における官民合同フォーラムである「第 11回日中省エネ

ルギー・環境総合フォーラム」が開催された。日本側からは、世耕経済産業大臣、平木経済

産業大臣政務官、中川環境大臣他が出席し、中国側からは、張国家発展改革委員会副主任、

高燕商務部副部長他が出席した。今回のフォーラムで新規 23件の日中間の協力プロジェクト

合意文書が交換された。（うち 2件の Team E-Kansai会員企業による案件は下記のとおり） 

中国（東莞）国際科技合作週 

日中環境・省エネ協力館 

広東省・関西合作プロジェクト推進戦略専門家委員会 
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■開催日：平成 29年 12月 23日（土）、24日（日） 

 ■場 所：ホテル椿山荘東京（東京） 

■参加者数：約 860名（日本側約 480名、中国側約 380名） 

 ■プログラム： 

・12月 23日（土） 日中協力プロジェクト調印式 

  ・12月 24日（日） 日中省エネルギー・環境総合フォーラム・分科会 

 

＜第 11 回日中省エネルギー・環境総合フォーラムで文書交換された日中協力プロジェクト：

TeamE-Kansaiおよび会員企業分／全 23 件中＞ 

○日立造船㈱と龍江環保集団股份有限公司の「中国東北部及び内モンゴル自治区におけ

る下水処理技術協業に関する意向書」 

○WEF 技術開発㈱（アオヤマエコシステム）と龍江環保集団股份有限公司の「中国東北地

域における下水処理場余剰汚泥削減、省エネ技術、及び廃棄有機物分解リサイクル技術

の共同研究開」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23) 第 5回生活排水対策勉強会 

Team E-Kansaiは、会員企業の水処理ビジネスへの取り組みに役立てるため、技術コーディ

ネータを中心に「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した。 

■開催日：平成 30年 1月 12日（金）  

■場 所：公益財団法人地球環境センター 2階研修室 

■参加者数：19名 

■プログラム：  

・「ベトナムにおける排水および排水処理に関する法制度について」 

講師： 西崎 柱造 氏（Team E-Kansai技術コーディネータ） 

 ・「インドネシア国ブカシ市の生活排水管理への計画及びニーズについて」 

日中省エネルギー・環境総合フォーラム 
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講師： 安田 匡志 氏（環境計測株式会社 海外プロジェクト室長） 

 

 

(24) 「水処理施工会社とのビジネスマッチングイベント」の開催及びベトナム国営企業

グループ等へのヒアリング 

Team E-Kansaiは、ベトナム国立土木大学（National University of Civil Engineering、

ハノイ）の協力を得て、日系企業との連携を希望する現地水処理施工会社と会員企業のビジ

ネスマッチングイベントを開催した。日本側・ベトナム側参加双方の企業による会社・技術

紹介の後、個別企業による商談を行った後、日本側参加希望者によるネットワーキングカフ

ェも開催した。また、過去に技術交流のあった VINAPACO（ベトナム製紙会社)、VINATEX (ベ

トナム国営繊維企業グループ)、VBA（ベトナム・ビール・アルコール飲料協会）を訪問し、

省エネ・環境関連の技術ニーズについてヒアリングも実施した。 

 

■実施期間：平成 30 年 1月 16日（火）～18日（木）（マッチングイベントは 1/17に実施） 

■場 所： ベトナム国立土木大学（ハノイ・ベトナム）ほか 

■マッチングイベント参加企業数：ベトナム側：8社（18名）、日本側：9社（20名） 

      土木大学・事務局：（10名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(25) インドネシアでの現地調査の実施 

 Team E-Kansaiの重点地域として今年度実施した事業のフォローアップと、次年度事業

に向けたヒアリング調査を行った。事務局とインドネシアコーディネータ、技術コーディ

ネータがインドネシア食品飲料協会（GAPMMI）、インドネシア技術評価応用庁(BPPT)環境

技術センターから水関連技術のニーズをヒアリングするとともに、GAPMMI 会員企業の２

工場を視察し、水処理設備の現状と課題を確認した。 

■調査期間：平成 30年 1月 30日（火）～2月 2日（金） 

ベトナム国立土木大学での水処理施工会社との 

ビジネスマッチング会場にて 
水処理施工会社との商談の様子 
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 ■調査場所：インドネシア ジャカルタ、ボゴール、タンゲラン等 

 

 

 

(26) 「川崎市国際環境技術展」および「第 14回アジア・太平洋エコビジネスフォーラ

ム」への参加 

約 120 社の環境・省エネ関連企業・機関が出展した本技術展にて、Team E-Kansai の広報

を行った。また「エコビジネスフォーラム」では、UNEP-IETCや国立環境研究所等の機関や、

瀋陽（中国）、バンドン（インドネシア）、ペナン（マレーシア）、マンダレー（ミャンマー）

等からの行政官等と情報交換し今後の事業の連携の可能性を探った。 

■開催日：平成 30年 2月 1日（木）、2日（金） 

■場 所：川崎市とどろきアリーナ 

 

 

(27)「タイにおける統合的廃棄物管理のための環境技術セミナー -B to B パートナーシ

ップ構築」の開催 

国連環境計画 国際環境技術センター（UNEP IETC）、近畿経済産業局、大阪市、地球環境セ

ンターとの連携事業として、タイ国の環境課題に対するソリューション提案とパートナーシッ

プ構築を目的とする一般廃棄物と産業廃棄物処理をテーマとしたセミナーとビジネスマッチ

ングを実施した。日本企業 16 社が参加し、（うち会員企業 12 社）タイ工業省工業局（DIW）、

タイ天然資源環境省公害管理局（PCD）、バンコク都及び地方政府、タイ工業連盟メンバー企業

に向けて環境技術の紹介を行い、個別商談会を実施した。 

 

■開催日：平成 30年 2月 27日（火）から 28日（水） 

■場 所：タイ国バンコク Amari Watergate Bangkok ホテル会議室 

■参加者数：1日目 108名、2日目 98名 

■プログラム：   

（１日目）「タイにおける環境課題と機会」        タイ国天然資源環境省公害管理局（PCD） 

   「バンコク都における廃棄物管理戦略」 バンコク都庁（BMA） 

   「自然資本のための廃棄物管理」 国連環境計画国際環境技術センター 

GAPMMI会員企業の工場にて 
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      日本企業による技術と実践の紹介  ほか 

（２日目）「タイにおける環境課題と機会」      タイ国工業局（DIW） 

  「ＦＴＩの環境活動紹介」         タイ工業連盟（FTI） 

   日本企業による技術と実践の紹介  ほか 

 

   

 

 

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。 

※29年度の配信回数：32回 

(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。 

29 年度は 15 回配信し、各種イベントの先行案内や現地コーディネータからの特選情報等

を提供した。 

 

 

３．定例会議 

平成 29年度上期の総会、幹事会等定例会議の開催状況は以下のとおり。 

 

 (1) 第３０回幹事会 

■開催日：平成 29年 4月 26日(水) 

 セミナーの様子（バンコク） 
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■場 所：（書面決議） 

■議 題：(1) 平成２８年度事業報告案及び決算案について  

(2) 平成２９年度事業計画案及び予算案について 

(3) 新規入会企業等について 

(2) 第８回総会 

■開催日：平成 29年 6月 7日(水) 

■場 所：大阪国際交流センター 中会議室 銀杏 

■議 題：(1) 平成２８年度事業報告及び決算について 

(2) 平成２９年度事業計画案及び予算について 

(3) その他 

(3) 支援機関・協力機関連絡会議 

■開催日：平成 29年 6月 20日(火) 

■場 所：日本赤十字社大阪府支部 401会議室 

■議 題：(1) 平成２８年度事業報告・平成２９年度事業計画等について 

(2) 協力機関からの活動・予定報告 

(3) その他 

(4) 第３１回幹事会 

■開催日：平成 29年 10月 25日(水) 

■場 所：合同庁舎 1号館第一別館 302会議室 

■議 題： 

(1) 平成２９年度上期の事業報告及び会計報告について  

(2) 平成２９年度下期の予定について 

(3) 新規入会企業について 

(5) 第３２回幹事会（書面議決） 

■開催日：平成 29年 12月 20日(水) 

■議 題： 新規入会企業について 

(6) 第３３回幹事会 

■開催日：平成 30年 3月 12日(月) 

■場 所：合同庁舎 1号館本館 2階 第一会議室 

■議 題： 

(1) 平成２９年度下期の事業報告について  

(2) 平成２９年度会計決算見込報告について 

(3) 平成３０年度事業の方向性について 

(4) 新規入会企業等について 

(5) 関西 SDGsプラットフォーム及び関西 SDGs 貢献ビジネスネットワークへの参加につ

いて 
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４．その他 

(1) 広東省科学技術庁との日中合作プロジェクトにおいて会員企業 2 社の案件が採択 

平成28年3月に締結された「近畿経済産業局と中華人民共和国広東省科学技術庁による

環境・省エネルギー分野における協力枠組み」に基づき創設された「科学技術発展特別テ

ーマ資金プロジェクト」の2017年度公募において、Team E-Kansai会員企業3社の技術案件

4件の応募があり、2社2件が採択された。 

■公示日：平成 29年 4月 18日～24日（広東省科学技術庁 HP上に公示） 

   ■採択案件の概要 

日本側企業 中国側企業 事業概要・コア技術 

住友電工㈱ 中国科学院広州能源研究所 医薬品関連企業の集積する工業園区において、再生可能エネルギー資

源とエネルギー消費状況の監視・分析インフラを元に、インターネッ

トと情報化技術を応用したスマートエネルギー管理システムを構築。 

コア技術：レドックスフロー電池、sEMSA（エネルギー管理システム） 

日立造船㈱ 広州擎天材料科技有限公司 

中国電器科学研究院有限公司 

広東省内の汚水処理場を実証フィールドに、高速繊維ろ過技術を用い

た高度汚水処理システムの実証を行う。 

コア技術：日立造船(株)が開発した軽質ろ材急速ろ過技術およびろ材 

 

(2) グローバルネットワーク協議会・第１回全国支援ネットワーク会議への参加 

グローバル・コーディネーターとの連携、地域中核企業創出・支援事業を効果的に推進さ

せるための方策及び問題意識の共有化を図ることを目的に開催された。  

■開催日：平成 29年 7月 10日(月) 

■場 所：東京コンベンションホール 大ホール 

■プログラム：基調講演、グローバルネットワーク協議会の取組紹介 等 

 

 

(3) 広東省科学技術庁との日中合作プロジェクト 2018年公募の開始 

 広東省科学技術庁は 2年目となる日中合作プロジェクトの応募を促すため、平成 29年 8月

1日、環境保護と省エネルギー領域の合作研究プロジェクトを共同で組織するための日中合作

プロジェクトの事前募集を行った。この事前募集では、昨年開催された日中専門家委員会が示

した方向性に基づき、Team E-Kansai会員企業等との連携による環境・省エネ領域におけるプ

ロジェクトに対して科技庁から 1件 100万元（約 1,600万円）の補助金が支給されることが示

され、中国企業 12社が応募した。これらの事前応募案件については、正式な応募に向けての

プロジェクト立案の調整をコーディネータ―経由で支援している。 

（次回の公式公募の開始は 2018年 6月頃の予定。） 
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(4) グローバル・ネットワーク協議会 環境・エンジニアリング分野支援ネットワーク構

築会議への参加 

環境ビジネスのアジア展開分野に携わるプロジェクトのプロジェクトマネージャ、コーディ

ネータ、管理機関スタッフ等が集まり、環境ビジネスのアジア展開分野の最新動向や課題を共

有化し、プロジェクト推進スキルの向上とビジネスモデル策定能力の強化を目指すことを目的

に開催された。 

■開催日：平成 29年 12月 20日（水） 

■場 所：エムワイ貸会議室四谷三丁目 （東京都新宿区） 

■プログラム：講演、施策情報紹介、ディスカッション 等 

 

 

(5) 「Ｔｅａｍ ＯＳＡＫＡネットワーク セミナー ～アジア諸都市における低炭素化

等プロジェクトの創出に向けて～」への協力 

大阪市が主催する本セミナー開催に際し、Team E-Kansai会員企業への広報等の協力を行っ

た。セミナーでは海外進出を支援する機関等から、各支援事業の概要や企業から海外進出事例

についての発表などがあった。 

■開催日：平成 30年 2月 21日（水） 

■場 所：大阪市環境局（大阪市内） 

 

 

(6)グローバル・ネットワーク協議会 第2回全国支援ネットワーク会議への参加 

地域中核企業創出・支援事業に参画している全ての関係者と今年度の成果を共有し、     

グローバル・コーディネーター、全国の支援人材、地域中核企業、関係省庁等の参加者との交

流会を開催し、関係者相互の交流を図ることを目的に開催された。 

■開催日：平成 30年 3月 1日(木） 

■場 所：東京コンベンションホール（東京都中央区） 

■プログラム：講演、施策情報紹介、H29年度協議会成果報告 等 

 

 

(7)関西SDGsプラットフォーム及び関西SDGs貢献ビジネスネットワークへの参加 

2015 年 9 月に「国連持続可能な開発サミット」おいて採択された「持続可能な開発目標：

SDGs」の達成に向けて、関西の民間企業、市民社会・NPO・NGO、大学・研究機関、自治体・政

府機関といった、多様なアクターが参加するプラットフォームとして設立された「関西 SDGs

プラットフォーム」及び「関西 SDGs貢献ビジネスネットワーク」へ、平成 30年 3月に登録し

た。 

（ 以 上 ） 


