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１ 前回幹事会（2013.6.5）以降の進捗報告について

1 かわビズネット 2013総会実施結果

２ JICA国別研修（南アフリカ）での資料提供について

１ かわビズネット 2013総会実施結果

３ ダナン市長へのプレゼンテーションについて

４ クィーンズランド州での分散型下水処理について

５ ラオスでの水道関連セミナー出席について

２ 2013年度下半期のかわビズネットの活動

２ かわビズネット官民共同ニーズ調査（ベトナム）（案）について

１ 瀋陽市からのニーズ提供と今後の進め方について

３ （独）産業技術総合研究所とのセミナーについて

４ 川崎国際環境技術展でのブース出展について
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１ 前回幹事会（2013.6.5）以降の進捗報告について

2 JICA国別研修（南アフリカ）での資料提供について

1 かわビズネット 2013総会実施結果

３ ダナン市長へのプレゼンテーションについて

４ クィーンズランド州での分散型下水処理について

５ ラオスでの水道関連セミナー出席について
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1 かわビズネット 2013総会実施結果

日時 平成25年7月23日（火）
総会 16時～17時30分
意見交換会 17時45分～19時

会場 川崎商工会議所2階会議室

かわさき水ビジネスネットワーク2013年総会を次のとおり実施。

総会・意見交換会の参加者は次のとおり。

 総会  意見交換会
 役員 会員 協力団体 オブザーバー 合計 

団体・社数   41 11 1 53 

出席者数 3 68 12 1 84 

 

 役員・来賓 会員 協力団体 合計 

団体・社数   30 8 38 

出席者数 3 51 8 62 

 

議事次第・摘録については、別紙１を参照
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2 JICA国別研修（南アフリカ）での資料提供について

2013年7月31日～8月1日、国土交通省からの依頼により、川崎市は、南アフリカ共

和国の自治体職員等計19名に対し、下水処理に関する研修を実施。

研修中、かわビズネットを紹介するとともに、希望するかわビズネット会員２社の取

組等を資料提供により紹介

研修の様子

（左：JICA東京での講義、右：入江崎水処理センター視察 ）

かわビズネットの紹介と
希望会員の資料配布
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３ ダナン市長へのプレゼンテーションについて

2013年8月8日、ベトナム・ダナン市のヴァン・フー・チェン人民委員会委員長が川崎

市長を表敬訪問、阿部市長と意見交換

ヴァン・フー・チェン委員長に対し、かわビズネットの取組や参加会員についてプレ

ゼンテーションを実施
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４ クィーンズランド州での分散型下水処理について

2013年9月下旬、株式会社野村総合研究所及び積水ハウス株式会社から、

オーストラリア・クィーンズランド州のイプスウィッチ市郊外における新たな都市

開発地域で、処理水を中水として利用可能な分散型下水処理システムの導入

を行いたいため、かわビズネット会員の紹介と川崎市の参加について要請

会員外からの協力要請であるが、かわビズネットの対象国・地域であること、

会員のビジネスチャンスになり得ること、協力団体のクィーンズランド州政府駐

日事務所からも協力を希望する意向が寄せられたことから、希望企業への資料

配布と説明会の開催を実施

６会員から資料提供の希望があり、うち４会員が株式会社野村総合研究所及

び積水ハウス株式会社による説明会に参加（2013.10.22）
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４ （情報提供）クィーンズランド州首相、州議会議長の川崎市訪問

2013年7月25日、クィーンズランド州のフィオナ・シンプソン州議会議長が、

2013年9月26日にはキャンベル・ニューマン首相が川崎市を訪れ、阿部市長を

表敬訪問。クィーンズランド州と川崎市の今後の交流に期待を示した。

右：キャンベル・ニューマン首相

左：阿部市長

川崎市の成長戦略について
意見交換

左：フィオナ・シンプソン議長

右：阿部市長
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５ ラオスでの水道関連セミナー出席について

川崎市がさいたま市に協力し、ＪＩＣＡ「ラオス国水道公社事業管理能力向上プロ

ジェクト」に2012年12月から参加して短期専門家を派遣していることから、同プロジェ

クト及びさいたま市から川崎市に対し、2013年11月12～15日にラオスで開催される

水道関連セミナーへの出席要請あり

（水道関連セミナーの内容については、別紙２のとおり）

11月12日、厚生労働省が水道産業の国際展開を促進するため開催した「ラオス－

日本水道セミナー」の中で、川崎市の上下水道分野の国際展開やかわビズネットに

ついて、ラオス国内の水道関係者に紹介
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２ 2013年度下半期のかわビズネットの活動

2 かわビズネット官民共同ニーズ調査（ベトナム）（案）について

1 瀋陽市からのニーズ提供と今後の進め方について

３ （独）産業技術総合研究所とのセミナーについて

４ 川崎国際環境技術展でのブース出展について
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１ 瀋陽市からのニーズ提供と今後の進め方について

2013年9月下旬、瀋陽市外事弁公室から、瀋陽市における水道分野のニーズにつ

いて情報提供があり、川崎市（かわビズネット）の企業との連携を希望

先進技術をもつ企業や研究機関との共同研究等

ハイテクな水に関する設備

マンガン鉄を除去する設備

水道水消毒システムのグレードアップ

貯水池の清掃（水中ロボットの利用）

バルブ

地表水を処理する装置

［幹事会での論点］

会員への情報提供のタイミング （瀋陽市外事弁公室の情報精度・確実性、ニー
ズのボリューム、資金の裏付け、スケジュール等）

会員とのマッチング方法

本ニーズが発生した背景事情の詳細を瀋陽市外事弁公室に現在確認中
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２ かわビズネット官民共同ニーズ調査（ベトナム）について（案） （１）

2014年1月13日～18日、川崎市と希望するかわビズネット会員により、ベトナム・

ダナン市、バリアブンタウ省を訪問する官民共同ニーズ調査の実施を計画

（現段階での日程案は別紙３のとおり）

水分野に関するニーズ調査

日本企業の技術アピール

訪問目的は以下のとおり。

ダナン市 バリアブンタウ省

 訪問予定先：政府機関、公社等  訪問予定先：政府機関、公社等

 特に確認を予定しているニーズ

・都市部・農村部それぞれにおける、上水道分野、
下水道分野のニーズ及び分散型水処理システ
ムの展開可能性 等

 特に確認を予定しているニーズ

・工場団地増設に伴う水道水、工業用水、下水、

排水処理関連

・分散型水処理システムの展開可能性

・既存の上下水道関連（技術協力等）

訪問予定先と、特に確認を予定しているニーズは以下のとおり。
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２ かわビズネット官民共同ニーズ調査（ベトナム）について（案） （２）

ハノイ、ホーチミンにてＪＩＣＡベトナム事務所等を訪問し、ベトナム国全体及びダナ

ン市・バリアブンタウ市の概況、水分野の概況についてヒアリングを実施予定

幹事会での承認後、参加会員の募集を開始予定

［幹事会での論点］

ベトナムでの調査内容

各都市での訪問先

調査結果の会員間共有とその手法 等

2012年9月、両都市間の産業交流を促進するため、川崎市とバリアブンタウ省政府
との間で覚書を締結、同時に同省商工局と川崎商工会議所間でも交流覚書締結

覚書締結前から現在にかけて、経済ミッションの派遣・受入れの実施や、日越40周
年記念行事への出席等、人の往来が続いている。

＜バリアブンタウ省と川崎市＞
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３ （独）産業技術総合研究所とのセミナーについて

産業技術総合研究所（産総研）とは
 日本最大級の公的研究機関。

 研究分野

環境・エネルギー、ライフサイエンス、情報通信・エレクトロニクス、ナノテクノロジー・

材料・製造、計測・計量標準、地質

かわビズネットでは、会員企業向けに産総研紹介セミナーの開催を検討中

（2014年1月～2月頃）。

産総研研究員による市内会員企業の訪問を検討中

（独）産業技術総合研究所（産総研）からの要望により、2013年10月、協議を実施

先方の主な申し出内容は、以下のとおり。

かわビズネットと共同で、アジアの水改善に取り組みたい。

会員企業と交流を持ち、水分野の研究開発に対する企業のニーズを把握したい。
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４ 川崎国際環境技術展でのブース出展について

2014年２月14日（金）、15日（土）に川崎市とどろきアリーナで開催される「川崎国際

環境技術展２０１４」に、昨年に引き続きブースを出展

川崎市上下水道局（２小間）と連続した１小間で、海外からの来場者、日本の企業、

市民に対しかわビズネットの活動や会員の紹介を行う予定

［幹事会での論点］

今年度のブースの内容

＊ 昨年度：パネル展示、希望企業か

ら提供された企業概要

等のパンフレット設置

例：かわビズネット会員紹介冊子の

作成・配付（希望会員から資料

提供を受けて作成） 等

昨年度の様子


