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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２８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) 第2 回生活排水対策勉強会の開催 

■開催日：平成28年5月20日（金） 

■場 所：公益財団法人地球環境センター 1 階特別会議室 

■参加者数：15 名 

■プログラム： 

・話題提供のための発表 「ベトナムの水事情」 

    小木曽建築有限会社 代表取締役 小木曽直浩 氏 

・質疑応答およびフリーディスカッション 

 

(2) 「広東省科学技術庁」日中合作プロジェクトの事前協議 

日中合作プロジェクト実施に向けた事前協議のため、広東省科学技術庁（広州）を訪問した。 

■訪問期間：平成28 年6月3 日(金) 

■訪問先：広東省科学技術庁 

■概要： 

・専門家委員会の設置と委員の選定について 

・補助金の公募要領について 

・プロジェクト案件候補について 

・今後のスケジュールについて 

 

(3) インドネシア環境・省エネビジネス参入セミナーの開催 

Team E-Kansai の重点地域として取り組みを進めるインドネシアを対象として、環境・省エ

ネビジネスへの参入を目指す企業向けのセミナーを開催しました。インドネシアから、技術評

価応用庁（BPPT）環境技術センターのRudi 所長を招聘して貴重講演を行い、現地の技術ニー

ズなどの紹介があった。 

■開催日：平成28年6月23日（木） 

■場 所：AP大阪駅前 梅田一丁目 AP ホールⅡ（大阪市） 

■参加者数：66 名 

■プログラム： 

【開会挨拶】 

近畿経済産業局 通商部 国際化調整企画官 山口 洋 氏 

【来賓挨拶】 
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  在大阪インドネシア共和国総領事館 経済部担当領事 Siti Nizamiyah氏 

【基調講演】 

 ・インドネシア技術評価応用庁（BPPT）環境技術センター所長 Dr.Rudi Nugroho 氏 

   「インドネシアの水・環境技術ニーズについて」 

【講演】 

 ・三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社（MURC） 

       政策研究事業本部 研究開発第２部  副主任研究員 喜多 昭治 氏 

   「インドネシアの水ビジネス環境の現状と課題」 

【パネルディスカッション】 (モデレータ MURC 喜多氏)                

 ・阪神動力機械株式会社 

 ・ティビーアール株式会社 

 ・インドネシア技術評価応用庁（BPPT）   Dr.Rudi Nugroho 氏 

 ・（公財）国際環境技術移転センター、（公財）地球環境センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 中国広東省コーディネータ説明会の開催 

中国広東省のコーディネータ来日の機に、当地への環境機器・技術等の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7月5日（火） 

■場 所：合同庁舎1号館第一別館 2階201 共用会議室 

■参加者数：4社 

 

(5) インドネシア・スラバヤ「環境技術ワークショップ」・「ネットワーキング・カフェ」の開催 

7 月22日の環境技術ワークショップには、インドネシア水道公社（PERPAMSI）をはじめ、

東ジャワ州を代表する５つの地方給水事業公社（PDAM）が参加。インドネシアの給水事業

の計画、課題、日本に求める技術ニーズ等の発表があり、続いてTeam E-Kansai企業６社

が技術をPRした後、ビジネス交流を行いました。その翌日にはスラバヤの浄水場を視察し

インドネシア 参入セミナー 
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た。 

これらのイベントに先立ち、20 日にネットワーキングカフェを開催し、りそなインドネシ

アファイナンス社長を招き、現地の金融情勢について話題提供していただいた。 

■開催日：平成28年7月22日（水） ～ 7月24日（金） 

■場 所：Hotel Santika Premier Gubeng 他 

■参加者数：21名（ネットワーキングカフェ）、25名（環境技術ワークショップ） 

■プログラム： 

 ＜ネットワーキングカフェ（7/22）＞ 

    講演 「インドネシアの最新情勢について」 

     りそなインドネシアファイナンス代表取締役社長 下内 博雄氏 

  ＜環境技術ワークショップ（7/23）＞ 

・来賓挨拶 インドネシア水道協会 Vice Chairman Muslih氏 

・インドネシア水道事業者による課題、技術ニーズの発表 

・日本企業による技術紹介（プレゼンテーション） 

・水道施策の概要説明 Satker PU（公共事業省東ジャワ地方局） Riska Dewi 氏 

・技術商談会  [成果] 商談件数 合計7件 

 ＜スラバヤの浄水場を視察（7/24）＞ 

  スラバヤ市内のPDAM所管の浄水場 
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(6) タイESCO 協会ビジネスマッチングイベントの開催 

日本の製品・技術、ノウハウと、Thai ESCO Association の持つ知識やタイ国内のネットワ

ークなど、それぞれの持つ強みを活かしたWin-Winのビジネス連携の創出を目指し、開催した。

日本側7社、タイ側から8社の計15社が参加し、Team-E 関西参加企業から製品・技術紹介を

行った後、後半では個別企業同士One on One の形式でミーティングを行った。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、Team E の関西企業間での情報交換、

交流も行った。 

■開催日：平成28年7月26日(火)  

■場 所：バンコク市内クラウンプラザホテル 

■参加者数：日本側 7社、タイ側 8社  計15社 

■プログラム： 

・開会挨拶（タイESCO協会副会長Mr.Attaporn Rojanarak） 

・企業プレゼンテーション 

・ビジネスマッチング 

■成果： 商談件数 合計37件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビジネスマッチング              企業プレゼンテーション 

 

(7) 近畿経済産業局とホーチミン市人民委員会の経済協力に関する文書の更新 

及び意見交換 

ベトナムホーチミンのMr. Huynh Cach Mang 副委員長が来日。近畿経済産業局を訪問し経済

協力に関する文書を更新。意見交換の場において、Team E-Kansaiの紹介・取組について説明

した。 

■訪問日：平成28年9月7日（水） 

■場 所：近畿経済産業局及びＫＫＲホテル大阪 
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(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9月27日（火） 

■場 所：合同庁舎1号館第一別館 2階204 共用会議室・3階305共用会議室 

■参加者数：4社 

 

(9) 東北アジア国際環境保護博覧会関連イベントの開催 

中国・瀋陽において遼寧省環境保護庁等が主催する東北アジア国際環境保護博覧会を後

援し、Team E-Kansai のブースを出展するとともに、遼寧省環境保護産業協会と共同で日

中環境保護・省エネ技術交流会を開催した。技術交流会ではTeam E－Kansai 会員企業から

３社、遼寧省環境保護産業協会枠で神奈川県の企業２社、中国企業１社が技術プレゼンを

行い、技術交流を行った。また交流会の前日には、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28年9月20日（火）～ 9月21日（水） 

■場 所：Wanda Vista Shenyang Hotel他 

■参加者数： 36名（ネットワーキングカフェ）、延べ約90名（環境技術交流会） 

■プログラム： 

9/20： 東北アジア国際環境保護博覧会 

9/20： ネットワーキングカフェ（古川会長主催） 

9/21： 日中環境保護・省エネ技術交流会 

    ・技術プレゼンテーション 日本企業５社、中国企業１社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術交流会の様子 ネットワーキングカフェ 省関係者と古川会長 
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(10) びわ湖環境ビジネスメッセ2016 セミナーの開催 

びわ湖環境ビジネスメッセ2016 の開催に合わせて、「環境・省エネビジネスのアジア展開事

例及び中小企業等の海外展開支援施策の紹介」をテーマとしたセミナーを開催した。 

■開催日：平成28年10月21日（金） 

■場 所：長浜バイオ大学ドーム セミナー室② 

■プログラム： 

・「中小企業等の海外展開支援施策について」  近畿経済産業局 

・「Team E-Kansai の海外展開支援事業について」  地球環境センター 

・「環境ビジネスでベトナム進出－現在とこれから」 

   大洋産業株式会社 代表取締役 小田柿 喜暢 氏 

・「水処理プラント遠隔監視システムの海外展開について」 

日本ソフト開発株式会社 グローバルビジネス推進部 副部長  坂山 丈俊 氏 

 

(11) ベトナム社会主義国におけるOJTを通じた環境保全に関する現場人材の育成 

ベトナム・ビール・アルコール・飲料協会（VBA）の協力のもと、現地の飲料等製造工場を

選定し、現地の生産管理担当者等を対象にOJTを中心とした環境保全研修を実施した。 

＜主な研修項目＞ 

ⅰ）排水処理施設の維持・運転管理、水質分析、データ管理方法など 

ⅱ）廃棄物、省エネルギー対策 

ⅲ）排水処理施設を含む工場設備全体の工程改善、環境保全に対する意識の向上 

ⅳ）排水処理施設の補修計画および将来の改修計画立案 

■研修日程：平成28年10月25日（火）～10月27日（木） 

■場  所：HABECO Me Linh ビール工場 

■参加人数：24名 

 

(12) 2017 年度広東省科学技術発展特別テーマ資金プロジェクト（第１期）公募開始 

2016年3月に締結された近畿経済産業局と広東省科学技術庁との間の政府間協力文書（MOU）

に基づき、進められてきた環境・省エネ分野の技術協力の一環として、広東省・関西合作プロ

ジェクト（第１期）の公募が9月30日開始された。公募要領には「広東日本近畿経済産業局

との環境・省エネ分野の合作計画」が項目として記載され、Team E-Kansai会員企業、関西地

域の大学または科学研究所と広東省内の企業との合作申請への参画が奨励された。 

本フレームワークから創出された合作プロジェクトは、中国側が独自に設けた1案件あたり

100万元の支援プログラムの対象となっている。本年度Team E-Kansai 会員企業からは、3社  

（4案件）の申請があった。 
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(13) 第１回 広東省・関西合作プロジェクト推進戦略専門家委員会の開催 

Team E-Kansai と広東省科技合作研究促進中心が事務局となり、広東省広州にて第1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28年11月3日（木） 

■場 所：広東省科学技術庁 

 

(14) JETRO 広州共催「FBC広東2016（ものづくり商談会）in南海」への出展 

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。今年度、「環境・

省エネ」が出展業種に加わった。Team E-Kansai ではJETRO 広州に協力し、MOU 締結先の南海

区環境保護産業協会と共同でブースを出展し、現地コーディネータによる個別マッチング支援

を行った。 

■開催日：平成28年11月9日（水）～11月10日（木） 

■場 所：楓丹白鷺ホテル国際会議中心（広東省佛山市南海区） 

 

(15) 「VIETWATER 2016」への出展及び企業プレゼン会の実施 

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と共同でブースを出展し、

会員企業の技術・製品等をPR するため、ブース内で実演コーナーを設けるとともに、ミーテ

ィングルームを貸切り、企業プレゼン会を実施した。 

■開催日：平成28年11月9日（水）、10日（木）、11日（金） 

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

■参加企業数：（プレゼン会）11社、（実演コーナー）4社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vietwater Team-E 展示ブース Vietwater 技術プレゼン会場 
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(16) 「ネットワーキングカフェ in ホーチミン」の開催 

「VIET WATER 2016」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、三井住友銀行の日系渉外課長をお招きし、現地の金融情勢

について話題提供していただいた。 

■開催日：平成28年11月9日（水） 

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

■参加者数：42名  

■プログラム： 

 ・スピーカーによる話題提供 

講師： 三井住友銀行 ホーチミン支店 日系渉外課長 安居 良祐 氏 

  「ベトナムの最新事情について」 

 ・情報交流会 

 

(17) 第3回生活排水対策勉強会の開催 

■開催日：平成28年11月16日（水）  

■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：20名 

■プログラム：  

・「ベトナム ハノイ市における統合的廃棄物管理の計画について」 

講師：国連環境計画国際環境技術センター（UNEP IETC）企画官 ムシタク・メモン氏 

 ・「ミャンマー現地調査報告」 

講師：Team E-Kansai 技術コーディネータ 西崎柱造氏 

 

(18) 大阪－上海環境・省エネ技術フォーラムへの協力 

大阪府上海事務所、上海対外科学技術交流中心が主催する同フォーラムに協力し、Team 

E-Kansai 会員企業２社が技術を紹介し、日中の省エネ関連企業や専門家、支援機関などとの

情報交換の機会となった。 

■開催日：平成28年11月23日(水)  

■場 所：上海君麗大酒店（上海市） 

■参加者数 約150名 

■プログラム： 

第一部 講演  

  「中国環境ビジネスの行方」 

   講師：化学工業日報 上海支局 記者 吉水 暁氏 

  「汚水処理場における汚泥処理及び処置について」 

   講師：上海交通大学 教授 朱 南文氏 
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第二部 企業プレゼン（会員企業のみ掲載） 

  「汚水処理省エネに用いるプロセス用測器と制御技術」 

   堀場（中国）貿易有限公司 

  「VOC燃焼処理装置について」 

   株式会社島川製作所 

 

 (19) 「ネットワーキングカフェin上海」の開催 

環境と省エネ分野で上海を拠点に活動する日本企業や公的機関との相互交流を図るため、

「ネットワーキングカフェin上海」を開催した。みずほ情報総研とみずほ銀行より環境分野

におけるビジネスチャンスの可能性について講演いただいたほか、JETRO 上海からも大阪府

上海事務所の活動紹介を含めた情報提供があった。 

■開催日：平成28年11月24日（木） 

 ■場 所：上海国際機場賓館（上海市） 

■参加者数：28名 

 ■プログラム： 

   ・挨拶：近畿経済産業局 国際事業課長 勝谷 透氏 

・「中国における環境問題および関連対策市場の最新動向」 

講師：みずほ情報総研株式会社環境エネルギー第２部 佐藤 智彦氏 

みずほ銀行（中国）有限公司 中国アドバイサリー部 松田 由己氏  

  ・「大阪府上海事務所のご紹介」 

講師：大阪府上海事務所 次長 高原 みずき氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20) 「第10回日中省エネルギー・環境総合フォーラム」への参加 

11 月26 日北京で開催された第10 回日中省エネルギー・環境総合フォーラムの前日11 月

25日に「日本国 関西・アジア 環境・省エネビジネス交流推推進フォーラムと中華人民共和

国広東省科技合作研究促進中心との環境分野におけるビジネス交流促進」に関する協力文書

に署名を行った。（日本側調印者は関西・アジア 環境・省エネビジネス交流推進フォーラム 

ネットワーキングカフェ in上海 
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幹事長 三野 禎男氏、中国側調印者は、広東省科技合作研究促進中心 副主任 楊 寧氏）   

また、フォーラム全体会議の場では、近畿経済産業局 国際事業課長 勝谷 透氏が「中国

におけるTeam E-Kansaiの取組」について発表を行った。 

■開催日：平成28年11月26日（土） 

 ■場 所：国家会議中心（北京） 

■参加者数：約800名（日本側約300名、中国側約500名） 

 ■プログラム： 

・11月25日（金） 日中協力プロジェクト文書調印式 

  ・11月26日（土） 分科会・全体会議・視察 

 

＜文書交換された日中協力プロジェクト：Team E-Kansai および会員企業分6件/全28件中＞ 

日中合作プロジェクト案件 

・日本国関西・アジア 環境・省エネビジネス交流推進フォーラムと中華人民共和国広東省科

技合作研究促進中心との環境分野におけるビジネス交流促進 

日中合作プロジェクト個別案件 

・中国科学院広州能源研究所、中山市中能熱能有限公司、住友電気工業株式会社の工業園区ス

マートエネルギー管理プラットフォーム重要技術モデルプロジェクトに関する覚書締結 

・日立造船と中国科学院瀋陽応用生態研究所（IAE）と瀋陽上林環保科技有限公司（SL社）の

「農畜産廃棄物処理に関する事業化可能性調査」に関する合意書の締結 

・オプテックス、佛山早稲田科技含む有限公司、佛山瑞贏科技有限公司の高効率水質測定シス

テムの中国への導入」における覚書きの締結 

Team E-Kansai会員企業個社案件 

・日立造船と中国上海泰欣環境工程股份有限公司、佛山瑞贏科技有限公司の「高効率水質測定

システムの中国への導入」における覚書締結 

・堀場製作所と北京城市排水集団有限責任公司科技研究中心との排水処理におけるアンモニア

計測における省エネモデルの検討に関する覚書締結 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

調印式 全体会議 
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(21) 「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が主催し広東省東莞市にて開催された「2016 中国（東莞）

国際科技合作週」へ会員企業5 社と現地協力会社10 社が出展し、広東省科学技術庁、JETRO

広州主催によるフォーラムに会員企業5 社が参加、プレゼンテーションに続き、現地企業と

の商談会を実施した。同時期に開催された「2016 年京大-精華大環境共同研究・教育におけ

るシンポジウム」へは会員企業が参加、近畿経済産業局からは国際化調整企画官 山口 洋

氏が挨拶し、相互交流した。 

■開催日：合作週：平成28年12月9日（金）～11日（日） 

        日中環保科技フォーラム：12月10日（土） 

■場 所：東莞国際会展中心（広東省） 

■参加者数：約140名（日中環保科技フォーラム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(22)「インドネシア コーディネータ個別相談会」の開催 

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個別相談会を実

施した。 

■開催日：平成29年2月2日（木） 

■場 所：合同庁舎第1号館 第2別館 ミーティングルームD 

■参加者数：3社  

 

(23) 「VBA 研修報告会」および「ベトナムVBA招へい交流事業」の開催 

ベトナム・ビール・アルコール飲料協会（VBA）から技術者を招へいし、会員企業との技術

交流および視察を実施した。「報告会」では平成28年10月にベトナムにおいて実施した「排

水処理および省エネ」をテーマとした人材育成研修の結果を報告し、今後のベトナムにおけ

るビジネス展開の可能性について検討した。  

■開催日：報告会 平成29年2月21日（火）、 

          企業交流会および視察 2月22日（水）～24日（木）      

中国国際科技合作週Team E-Kansai ブース 日中環保科技フォーラム 
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■場 所：報告会 ハービスプラザ 8・9・10会議室（大阪市内） 

     企業交流会  近畿経済産業局ほか 

■参加者数：報告会46名、 企業交流会8社 

 

 

 

 

 

(24) 「タイ・ベトナム コーディネータ個別相談会」の開催 

9 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

象に個別相談会を実施した。 

■開催日：平成29年2月28日（火） 

■場 所：合同庁舎第1号館 第1別館 305 共用会議室 

■参加者数： 6社 

 

(25) インドネシアでの現地調査の実施 

今年度実施した事業のフォローアップと、現地事情についてのヒアリング調査を行うため、

インドネシア水道協会（PERPAMSI）、インドネシア技術評価応用庁（BPPT）等を訪問した。 

■調査期間：平成29年3月1日（水）から3月3日（金） 

■調査場所：インドネシア ジャカルタ 

 

(26) 第4回生活排水対策勉強会の開催 

■開催日：平成29年3月24日（金） 

■場 所：合同庁舎第1号館 第1別館 303 共用会議室 

■参加者数：21名 

 ■プログラム： 

・「ODAを活用した民間企業海外展開」 

講師：JICA 関西業務第一課 課長 飯田 学氏 

・「ベトナムにおける畜糞し尿処理プロジェクトの立案について」 

VBA 研修 成果報告会 
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講師：株式会社ヴァイオス 研究開発課係長 森光 俊仁氏  

Team E-Kansai技術コーディネータ 西崎 柱造氏 

・「今年度勉強会のまとめ」 

 

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。（28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。 

28年度は計23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) 英語版ウェブサイトの改修について 

ウェブサイトの英語版サイトの充実化を図るため、ページデザインの改修を実施した。

「技術紹介シート」「活動実績」「Team E-Kansai について」の英語版を更新し、11 月の

VIETWATER 出展時より来場者・関係者等に広報を開始した。 

 

３．定例会議 

28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２５回幹事会 

■開催日：平成28年 4月26日(火) 

■場 所：合同庁舎1号館第一別館 ２階 202会議室 

■議 題： 

(1) 平成２７年度事業報告案及び決算案について  

(2) 平成２８年度事業計画案及び予算案について 

(3) 役員改選案について 

(4) 新規入会企業等について 

(5) 会計実施細則の改正について 

(6) その他 
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(2) 第７回総会 

■開催日：平成28年 5月26日(木) 

■場 所：大阪国際交流センター 中会議室 銀杏 

■議 題： 

(1) 平成２７年度事業報告及び決算について 

(2) 平成２８年度事業計画案及び予算について 

(3) 役員改選について 

(4) その他 

 

(3) 支援機関・協力機関連絡会議 

■開催日：平成28年 6月14日(水) 

■場 所：日本赤十字社大阪府支部 401 会議室 

■議 題： 

(1) 平成２７年度事業報告・平成２８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２６回幹事会 

■開催日：平成28年6月6日(月) 

■場 所：（書面決議） 

■議 題：  

(1) 新規入会申込みについて（正会員１社） 

(2) 会員区分の変更について（正会員３社） 

 

(5) 第２７回幹事会 

■開催日：平成28年8月18日(木) 

■場 所：（書面決議） 

■議 題： 

 (1) 新規入会申込みについて（正会員6社、準会員2社） 

 

(6) 第２８回幹事会 

■開催日：平成28年 10月26日(水) 

■場 所：合同庁舎1号館第一別館 302 会議室 

■議 題： 

(1) 平成２８年度上期の事業報告及び会計報告について  
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(2) 平成２８年度下期の予定について 

(3) 日本国関西・アジア 環境・省エネビジネス交流推進フォーラムと中華人

民共和国広東省科技合作研究促進中心との環境分野におけるビジネス交流

促進のための覚書について 

(4) 新規入会企業について（正会員１社） 

 

 

(7) 第２９回幹事会 

■開催日：平成29年 2月27日(水) 

■場 所：合同庁舎1号館第一別館 203 会議室 

■議 題： 

(1) 平成２８年度下期の事業報告について  

(2) 平成２８年度会計見込み 

(3) 平成２９年度事業の方向性について 

(4) 新規入会企業について（正会員１社） 

 

 

４．その他 

 

(1) グローバルネットワーク協議会・全国支援ネットワーク会議への出席 

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28年7月7日(木) 

■場 所：経済産業省 講堂 

■プログラム：基調講演、グローバルネットワーク協議会の紹介 等 

 

(2) JETRO大阪・大阪府共催「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」に際し、Team E-Kansai

会員企業の招へい外国企業との商談会参加について広報等の協力を行った。 

■開催日：平成29年1月18日（水）、19日（木） 

■場 所：ホテルニューオータニ大阪（大阪市内） 

■参加企業数：会員企業 12社、招へい外国企業 15社 
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(3) 「グローバルネットワーク協議会・環境ビジネスのアジア展開分野 支援人材ネット 

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ー、コーデ

ィネーター、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。（公財）地球環境センターからプロジェクトマネージャーの大石一裕がデ

ィスカッションのパネラーとして参加した。 

■開催日：平成29年1月30日（月） 

■場 所：リファレンスはかた近代ビル 103 会議室（福岡市内） 

■プログラム：講演、施策情報紹介、ディスカッション 等 

 

(4) 「グローバルネットワーク協議会 近畿ブロック 支援人材ネットワーク構築会議」

への参加 

  中核企業育成支援に携わるプロジェクトの支援人材、産業支援機関スタッフ等が集まり、プ

ロジェクト推進にかかわるスキルの向上、プロジェクトマネージャー間のネットワーク強化と

課題解決能力の向上を目指すことを目的に開催された。上記会議に（公財）地球環境センター

からプロジェクトマネージャーの大石一裕が参加した。 

■開催日：平成29年2月7日(火)、8日（水） 

■場 所：アクティプラザ琵琶 

■プログラム：講演、施策情報紹介、ディスカッション 等 

 

(5) 「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構築会議」への

参加  

昨年6月の協議会発足以降、地域・関係省庁と一体となりプロジェクトを推進してきたグロー

バル・コーディネーターを交え、代表的な成果事例をもとに「プロジェクト成功の鍵」につい

て議論された。 

■開催日：平成29年3月1日(水) 

■場 所：秋葉原コンベンションホール（東京都） 

■プログラム：事例紹介プレゼンテーション、パネルディスカッション 等 

 

以 上  


