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川崎市上下水道局 

 



１ かわさき水ビジネスネットワーク 2014 年度総会概要 

 

かわさき水ビジネスネットワーク 2014 年度総会を次のとおり実施した。 

 

日 時 平成 26 年 7 月 22 日（火） 

     総 会 15 時 30 分～17 時 00 分 

     意見交換会 17 時 15 分～18 時 30 分 

会 場 総 会 川崎商工会議所 2 階会議室 1・2・3・4 

     意見交換会 川崎商工会議所 2 階会議室 5・6 

 

 

２ 議事次第 

 

設立総会の議事次第は次のとおり。配布資料については配布資料リストを参照。 

１ 開会 

２ 小泉会長（首都大学東京 都市環境学部 特任教授）挨拶 

３ 福田特別顧問（川崎市長）挨拶 

４ 協力団体等紹介 

５ 議事 

（１）かわさき水ビジネスネットワークの活動報告について 

   ・活動報告事例発表（クィーンズランド州リプリーバレー調査報告） 

   ・活動報告事例発表（ベトナム・バリアブンタウ省ニーズ調査報告） 

（２）かわさき水ビジネスネットワークの今後の活動計画について 

（３）その他 

６ 特別企画：川崎を支える市内水関連中小・中堅企業の紹介 

 －川崎市政９０周年：川崎を一歩先へ、もっと先へ－ 

  ・会員企業プレゼンテーション 

①株式会社オスモ 代表取締役社長 野口 武志 様 

「弊社の水ビジネスへの取組み」 

②株式会社ショウエイ 開発部副部長 新田 勇人 様 

「㈱ショウエイの取組み ～企業の社会的責任～」 

③須藤工業株式会社 取締役・横浜支店長 山田 正樹 様 

    「須藤工業㈱の紹介」 

④日本原料株式会社 代表取締役社長 齋藤 安弘 様 

    「世界の格差を解消する新しい「水」の形 ～WATER  PLANet  Project～」 

７ 閉会 



３ 摘録 

 

2014 年度総会の摘録については、摘録を参照。 



４ 議事結果 

 

議事結果については、以下のとおり。 

（２）かわさき水ビジネスネットワークの今後の活動計画について 

出席者の拍手採決をもって原案のとおり進める。 

 

 

５ 総会参加者 

（１）総会 

 総会には、役員、会員企業 43 団体、協力団体 9 団体、オブザーバー2 団体から、88 名が

出席した。出席者概要は以下のとおり。総会出席者名簿、席次表については、添付資料を

参照。 

 

 役員 会員 協力団体 オブザーバー 合計 

団体・社数 ― 43 9 2 54 

出席者数 3 71 10 4 88 

 

（２）意見交換会 

 意見交換会には、役員、会員 30 団体、協力団体 7 団体、オブザーバー2 団体から、64 名

が出席した。出席者概要は以下のとおり。意見交換会出席者名簿については、添付資料を

参照。 

 

 役員 会員 協力団体 オブザーバー 合計 

団体・社数 ― 30 7 2 39 

出席者数 3 49 8 4 64 

 



添付資料 

 

添付資料１   総会配布資料 

添付資料２   総会摘録 

添付資料３－１ 総会出席者名簿 

添付資料３－２ 総会席次表 

添付資料４   意見交換会出席者名簿 



 

 

 

 

 

添付資料１ 総会配布資料 



かわさき水ビジネスネットワーク 201４年度総会 

次  第 

 

日 時 201４年 7 月 2２日（火） 

1５時３0 分～17 時 00 分 

会 場 川崎商工会議所２階会議室１～４ 

 

１ 開会 

 

２ 小泉会長（首都大学東京 都市環境学部 特任教授）挨拶 

 

３ 福田特別顧問（川崎市長）挨拶 

 

４ 協力団体等紹介 

 

５ 議事 

（１）かわさき水ビジネスネットワークの活動報告について 

・ 活動報告事例発表（クィーンズランド州リプリーバレー調査報告） 

・ 活動報告事例発表（ベトナム・バリアブンタウ省ニーズ調査報告） 

（２）かわさき水ビジネスネットワークの今後の活動計画について 

（３）その他 

 

６ 特別企画：川崎を支える市内水関連中小・中堅企業の紹介 

  －川崎市制 90 周年：川崎を一歩先へ、もっと先へ－ 

・ イントロダクション（川崎市上下水道局） 

・ 会員企業プレゼンテーション 

① 株式会社オスモ 代表取締役社長 野口 武志 様 

「弊社の水ビジネスへの取組」 

② 株式会社ショウエイ 開発部副部長 新田 勇人 様 

   「㈱ショウエイの取組 ～企業の社会的責任～」 

③ 須藤工業株式会社 取締役・横浜支店長 山田 正樹 様 

   「須藤工業㈱の紹介」 

④ 日本原料株式会社 代表取締役社長 齋藤 安弘 様 

   「世界の格差を解消する新しい「水」のカタチ 

～WATER PLANet Project～」 

 

７ 閉会 



＜ 配 付 資 料 ＞ 

 

資料 １ かわさき水ビジネスネットワーク活動報告・今後の活動について 

 ［かわさき水ビジネスネットワーク事務局］ 

資料 ２ オーストラリア・クィーンズランド州 分散型下水道・中水道導入実施可能

性調査報告 ［かわさき水ビジネスネットワーク事務局］ 

資料 ３ 【活動報告】オーストラリア・クィーンズランド州 分散型下水道・中水道

導入実施可能性調査 ［帝人株式会社］ 

資料 ４ バリア・ブンタウ省の紹介 ［バリアブンタウ省日本代表事務所］ 

資料 ５ ベトナム・バリアブンタウ省 官民共同ニーズ調査報告 

［かわさき水ビジネスネットワーク事務局］ 

資料 ６ かわさき水ビジネスネットワーク会則（案） 

資料 ７ （株）海外交通・都市開発事業支援機構について  ［国土交通省］ 

資料 ８ 川崎を支える市内水関連中小・中堅企業－川崎市制９０周年：川崎を一歩先

へ、もっと先へ－ ［かわさき水ビジネスネットワーク事務局］ 

資料 ９ 弊社の水ビジネスへの取組み ［株式会社オスモ］ 

資料１０ ㈱ショウエイの取組 ～企業の社会的責任～ ［株式会社ショウエイ］ 

資料１１ 須藤工業㈱の紹介 ［須藤工業株式会社］ 

資料１２ 世界の格差を解消する新しい「水」のカタチ 

～WATER PLANet Project～ ［日本原料株式会社］ 



かわさき水ビジネスネットワーク
活動報告・今後の活動について

2014年7月22日

かわさき水ビジネスネットワーク事務局
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目次

１-１ オーストラリア・クィーンズランド州の取組

１-２ ベトナム・バリアブンタウ省の取組

１-３ 中小企業海外展開支援事業へのサポート

１-４ 海外向け情報発信

１-５ 会員への情報提供

１ 活動報告



１ 活動報告

2

スキーム構築・実施可能性調査 事業実施ニーズ把握

現地
調査

ﾆｰｽﾞ
把握

ﾁｰﾑ
形成

ﾋﾞｼﾞﾈｽ
ﾓﾃﾞﾙ形成

実施可能
性調査

・ ニーズ調査

・ G to G関係に基づく
ニーズ調査支援

・ ミッション団の派遣

・ チーム形成のコーディネート

・ G to G 関係の構築による調査・事業実施の環境整備

・ 上下水道の事業運営に係る技術・ノウハウの提供

・ 国・関係団体と協力した政策・制度面での支援

・ セミナー・交流会の開催 ・海外向け情報発信 ・会員への情報提供

水ビジネスの基本的な流れ

対象国・地域のニーズ把握 スキーム構築・実施可能性調査・事業実施へのサポート

会員への情報サービス提供

受注
事業化

建設
完成

運転
維持管理

かわビズネットの活動モデル

１ 活動報告（一覧）

3

オーストラリア・
クィーンズラン
ド州の取組

クィーンズランド州の訪問と
官民共同ニーズ調査の
実施

リプリーバレーにおける分散型下水道等導入可能性調査への
参加要請と調整 (2013.9)

調査参加事前説明会の開催 (2013.10)

かわビズネット会員が調査を受注 （2013.12)

川崎市が調査のアドバイザリー業務を受託 （2014.1)

クィーンズランド州訪問団への活動発表 （2014.6)

ベトナム・
バリアブンタウ
省の取組

会員への意向調査の実施
バリアブンタウ省セミナーの開催 (2014.2)

バリアブンタウ省の訪問と官民共同ニーズ調査の実施 (2014.5)

中小企業海外
展開支援事業
へのサポート

ＪＩＣＡへの事前面談の実施
企画書作成のサポート

海外展開支援セミナー開催の情報提供 (2014.2)

事務局と会員で意見交換等を実施 (2014.2)

事務局と会員の協力により企画書を作成、ＪＩＣＡに応募 (2014.5)

海外向け
情報発信

中国・瀋陽市の訪問と意見
交換
ダナン市セミナーの開催
川崎国際環境技術展2013
でのブース出展
「水環境技術のショーケー
ス」での情報発信

『かわさき水ビジネスネットワーク紹介パンフレット』の発行 (2014.2)

川崎国際環境技術展2014でのブース出展 (2014.2)

研修・視察と連動した情報発信 （随時）

ベトナム・ダナン市長への情報発信 （2013.8）

ラオス・水道関連セミナーでの情報発信 （2013.11）

会員への
情報提供

「地域特性を考慮した分散
型システムセミナー」の開催

インドネシア水道関連ＰＰＰ情報交換会の開催 (2014.4)

産業技術総合研究所セミナーの開催 （2014.2）

2013年度2012年度



１-１ オーストラリア・クィーンズランド州の取組

4

クィーンズランド州の

訪 問 と 官 民共 同

ニーズ調査の実施

① リプリーバレーにおける分散型下水道・中水道導入

可能性調査への参加要請と調整 (2013.9)

① 調査参加事前説明会の開催 (2013.10)

② かわビズネット会員が調査を受注 （2013.12)

② 川崎市が調査のアドバイザリー業務を受託（2014.1)

③ クィーンズランド州訪問団への活動発表 （2014.6)

オーストラリア・クィーンズランド州

ＮＥＤＯ「省水型・環境調和型水循環プロジェクト」への協力を機

に、2011年7月に川崎市との間で、水資源管理、環境技術等の分

野に関する産業交流の覚書を締結。以後、相互交流が進んでいる。

2013年度2012年度

5

１-１ オーストラリア・クィーンズランド州の取組

チーム形成のコーディネート

① 導入可能性調査の案件形成に向けたチーム形成のコーディネート

積水ハウス㈱は、かわビズネット事務局に対し、クィーンズランド州リプ

リーバレーでの分散型下水道・中水道等導入可能性調査に参加する

かわビズネット会員の紹介を希望。事務局にて詳細を調整 (2013.9)

事務局から会員に対しメーリングリストで参加の意向を打診 (2013.10)

事務局が希望会員向けに調査参加の事前説明会を開催し、４会員が

参加。積水ハウス㈱から調査の概要や目的を説明 (2013.10)

説明会後、積水ハウス㈱と参加会員との間で個別に協議が行われた

結果、帝人㈱が調査を受注

帝人㈱・かわビズネット事務局から詳細を発表



6

１-１ オーストラリア・クィーンズランド州の取組

実施可能性調査へのサポート

② クィーンズランド州分散型下水道・中水道導入可能性調査の実施

積水ハウス㈱、帝人㈱、川崎市上

下水道局等が参加した調査チーム

は、 2014年1月に現地を訪問しヒア
リング・視察を行いながら、リプリー

バレーにおける分散型下水道・中

水道導入可能性調査を実施し、3月
には報告書を作成

本調査では、帝人㈱からの依頼を受

け、川崎市上下水道局が事業運営

の技術・ノウハウを活かしてアドバイ

ザリー業務を実施

開発地域 現場事務所でのヒアリング

帝人㈱・かわビズネット事務局から詳細を発表

7

１-１ オーストラリア・クィーンズランド州の取組

海外向け情報発信

③ クィーンズランド州訪問団への活動紹介

かわビズネット事務局では、クィーンズランド州議会のアンソニー・

ショーテン州議会議員ほかクィーンズランド日本商工会議所のメンバー

の川崎訪問に併せて、かわビズネットの活動やクィーンズランド州での

取組について紹介（2014.6.13）

アンソニー・ショーテン議員からの挨拶 かわビズネットの活動紹介



１-２ ベトナム・バリアブンタウ省の取組

8

会員への意向調査

の実施

① バリアブンタウ省セミナーの開催 (2014.2)

② バリアブンタウ省の訪問と官民共同ニーズ調査の

実施 （2014.5)

ベトナム・バリアブンタウ省

バリアブンタウ省と川崎市、同省商工局と川崎商工会議所は、

2012年９月に産業交流の覚書を締結。その後、日越国交正常

化40周年記念式典への招待（2013年8月）や、川崎国際環境

技術展2014でのブース出展（2014年2月）など、両省・市

の政府幹部や企業の相互交流が進んでいる。
★

2013年度2012年度

9

１-２ ベトナム・バリアブンタウ省の取組

バリアブンタウ省訪問団が川崎国際環境技

術展2014に参加するのを機に、かわビズネッ
ト事務局では「バリアブンタウ省セミナー」を開

催（2014年2月14日 於：川崎市とどろきア

リーナ）

セミナーには８会員11名が参加。同省資源環
境局長が省内の水環境の現状を発表、会員

からも水処理技術を発表し、意見交換

かわビズネットの展示ブースでは、訪問団に

対しかわビズネットの取組などを紹介

① バリアブンタウ省セミナーの開催

セミナー・交流会の開催

かわビズネットブースの訪問

セミナーでの発表



10

１-２ ベトナム・バリアブンタウ省の取組

• かわビズネット事務局が企画、参加会員を募集し、2014年5月19日～23日に
実施 会員４社と川崎市が参加

• バリアブンタウ省人民委員会、水関
係機関・企業を訪問し、ヒアリング・

視察を実施

• 会員の技術アピール、企業交流会
を実施

• 在ベトナムのＪＩＣＡ、かわビズ会員
の支店でもヒアリング

② ベトナム・バリアブンタウ省官民共同ニーズ調査の実施

ニーズ調査

バリアブンタウ省人民委員会
ニエン副委員長表敬訪問

バリアブンタウ省日本代表事務所・
かわビズネット事務局から詳細発表

１-３ 中小企業海外展開支援事業へのサポート

11

ＪＩＣＡへの事前面談

の実施

企画書作成のサ

ポート

① 海外展開支援セミナー開催の情報提供 (2014.2)

① 事務局と会員で意見交換等を実施 (2014.2)

① 事務局と会員の協力により企画書を作成、ＪＩＣＡに

応募 (2014.5)

中小企業海外展開支援事業

JICAは、中小企業の優れた製品や技術を途上国の開発に活用することで、途上

国の開発課題の解決と、日本の国内経済の活性化を目指しており、中小企業の

海外展開の準備段階に応じ、多数の支援メニューがある。

2013年度2012年度



12

１-３ 中小企業海外展開支援事業へのサポート

ＪＩＣＡ横浜、川崎市、川崎市産業振興財団主催の「中小企業海外展開支

援セミナー@川崎」（2014年2月）の開催について、かわビズネット事務局
から会員へ情報提供

セミナーに参加していたかわビズネット会員と事務局との間で、応募にむ

けた意見交換等を実施

希望した会員と事務局の協力により、上下水道

の事業運営のノウハウを活かした企画内容を作

成、１会員がＪＩＣＡに応募（2014年5月）

① 中小企業海外展開支援事業へのサポート

実施可能性調査へのサポート

１-４ 海外向け情報発信

13

中国・瀋陽市の訪問

と意見交換

ダナン市セミナーの

開催

川崎国際環境技術

展2013でのブース

出展

「 水 環 境 技 術 の

ショーケース」での情

報発信

① 『かわさき水ビジネスネットワーク紹介パンフレット』

の発行 (2014.2)

① 川崎国際環境技術展2014でのブース出展

(2014.2)

② 研修・視察と連動した情報発信 （随時）

③ ベトナム・ダナン市長への情報発信 （2013.8）

③ ラオス・水道関連セミナーでの情報発信

（2013.11）

2013年度2012年度
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１-４ 海外向け情報発信

環境技術の移転と産業振興を目的に

川崎市が「川崎国際環境技術展2014
（2014年2月14日）を開催。かわビズ
ネット事務局はブースを出展し、ブース

を訪問した国内外の多くの方々に対し、

かわビズネットの取組や会員の技術・

製品を紹介

会員の優れた技術・製品や取組を国内外に情報発信する

ことを目的に、かわビズネット事務局が『かわさき水ビジネ

スネットワーク紹介パンフレット』（日・英）を発行、川崎国際

環境技術展や海外との交流時に配布中

① かわビズネット紹介パンフの発行と川崎国際環境技術展2014での出展

海外向け情報発信

15

１-４ 海外向け情報発信

かわビズネット会員からの希望を受け、事務

局が調整の上、海外からの視察者に対し会

員がショートプレゼンを実施

かわビズネット事務局が希望会員を募り、会

員の技術・製品及びかわビズネットに関する

資料をＪＩＣＡ研修で来日した南アフリカ共和

国の下水道関係者に配布（2013.7）

② 研修・視察と連動した情報提供

海外向け情報発信

南アフリカからの研修生
への資料配布
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１-４ 海外向け情報発信

② 研修・視察と連動した情報提供

海外向け情報発信

2011年度以降30か国・地域から201名が訪問している
「水環境技術のショーケース」・入江崎水処理センターで、

かわビズネットのポスター・パンフレットを展示

水・環境ソリューションハブ

認定拠点都市

モンゴル国会議員団の視察イラン副大統領・環境庁長官の視察

17

１-４ 海外向け情報発信

③ 海外との交流時の情報発信

海外向け情報発信

海外から川崎市への要人訪問や、川崎市による海外訪問の際、かわビズ

ネットの取組を紹介

ベトナム・ダナン市長の川崎訪問 ラオスでの水道関連セミナー



１-５ 会員への情報提供

18

「地域特性を考慮し

た分散型システムセ

ミナー」の開催

① 産業技術総合研究所セミナーの開催 （2014.2）

② インドネシア水道関連ＰＰＰ情報交換会の開催

(2014.4)

上記セミナーのほか、かわビズネットでは専用ホーム

ページや専用メーリングリストを通じ、会員への情報提

供や国内外への情報発信を行っています。

http://www.kawabiznet.com

2013年度2012年度

１-２ 水ビジネスの基本的な流れとかわビズネットの活動内容

19

実施可能
性調査

事業実施ニーズ把握

現地
調査

ﾆｰｽﾞ
把握

受注
事業化

建設
完成

運転
維持管理

・ ニーズ調査

・ G to G関係に基づく
ニーズ調査支援

・ ミッション団の派遣

・ チーム形成のコーディネート

・ G to G 関係の構築による調査・事業実施の環境整備

・ 上下水道の事業運営に係る技術・ノウハウの提供

・ 国・関係団体と協力した政策・制度面での支援

・ セミナー・交流会の開催 ・ 海外向け情報発信 ・ 会員への情報提供

水ビジネスの基本的な流れ

対象国・地域のニーズ把握 スキーム構築・実施可能性調査・事業実施へのサポート

会員への情報サービス提供

2014年度以降の実現可能性調査（FS）へ2012年度～2013年度

スキーム構築・実施可能性調査

ﾁｰﾑ
形成

ﾋﾞｼﾞﾈｽ
ﾓﾃﾞﾙ形成

ダナン市セミナーの開催

１-５ 会員への情報提供

（独）産業技術総合研究所（産総研）では、水の有効利用と安全確保を目

的とした研究・開発を行い、アジア地域への技術展開等を検討

産総研ではかわビズネットを通じた産学連携を検討していることから、か

わビズネット事務局では、産総研の水プロジェクトを会員に紹介するため、

「産業技術総合研究所セミナー」を開催（2014年2月14日）

産業技術総合研究所セミナー

① 産業技術総合研究所セミナーの開催

セミナーでは、 「水処理設備の運転管理

と再生水の安全性評価技術」と題し、田尾

環境管理技術研究部門長が講演

セミナー・交流会の開催



１-２ 水ビジネスの基本的な流れとかわビズネットの活動内容
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実施可能
性調査

事業実施ニーズ把握

現地
調査

ﾆｰｽﾞ
把握

受注
事業化

建設
完成

運転
維持管理

・ ニーズ調査

・ G to G関係に基づく
ニーズ調査支援

・ ミッション団の派遣

・ チーム形成のコーディネート

・ G to G 関係の構築による調査・事業実施の環境整備

・ 上下水道の事業運営に係る技術・ノウハウの提供

・ 国・関係団体と協力した政策・制度面での支援

・ セミナー・交流会の開催 ・ 海外向け情報発信 ・ 会員への情報提供

水ビジネスの基本的な流れ

対象国・地域のニーズ把握 スキーム構築・実施可能性調査・事業実施へのサポート

会員への情報サービス提供

2014年度以降の実現可能性調査（FS）へ2012年度～2013年度

スキーム構築・実施可能性調査

ﾁｰﾑ
形成

ﾋﾞｼﾞﾈｽ
ﾓﾃﾞﾙ形成

ダナン市セミナーの開催

１-５ 会員への情報提供

セミナー・交流会の開催

かわビズネット事務局では、水道分野に関するＪＩＣＡ長期専門家としてイン

ドネシアに派遣される（公社）国際厚生事業団の菅原水道主幹を講師として

「インドネシアにおける水道関係ＰＰＰ事業に関する情報交換会」を実施

（2014年4月22日）

８会員のほか、ＪＩＣＡ等から合計

14名が参加
菅原主幹からインドネシアの水道

事業の概況や現地での活動内容の

説明

かわビズネット事務局を通じ会員と

菅原主幹との情報交換を実施

② インドネシア水道関連ＰＰＰ情報交換会の開催

参考資料 かわビズネット関連の主な活動記録（２０１３年度）

21※ 一部、川崎市単独の活動も含む。

日 付 活 動

2013年07月23日 2013年度総会

07月31日 JICA国別研修（南アフリカ・下水道分野）における会員の資料提供

08月08日 川崎市を訪問したダナン市長にかわビズネットの情報を提供

10月22日 クィーンズランド州・分散型下水処理に関する説明会の開催

11月12日 ラオス水道関連セミナーでポスター展示・資料配布

2014年01～03月 クィーンズランド州分散型下水道・中水道導入プレＦＳの実施

02月14日 かわビズネット紹介パンフレットの発行、川崎国際環境技術展2014へ出展

02月14日 ベトナム・バリアブンタウ省セミナー・産業技術総合研究所セミナーの開催

04月22日 インドネシア水道関連PPP事業情報交換会開催

04～05月 JICA「中小企業海外展開支援事業」への応募サポート

05月19～23日 ベトナム・バリアブンタウ省官民共同ニーズ調査の実施

06月13日 クィーンズランド州ビジネスセミナーでの活動紹介

2013年11月21日、2014年4月23日幹事会開催日
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目次

２-１ オーストラリア・クィーンズランド州の取組

２-２ ベトナム・バリアブンタウ省の取組

２-３ 中小企業海外展開支援事業へのサポート

２-４ 海外向け情報発信・会員への情報提供

２-５ 環境分野との連携

２ 今後の活動について

23

２-１ かわビズネット 2013年7月以降の活動予定
２.１.１ 対象国・地域のニーズ把握
２－１ オーストラリア・クィーンズランド州の取組

クィーンズランド
州の訪問と官
民共同ニーズ
調査の実施

分散型下水道等導入可能性調査への参加要
請と調整

事前説明会の開催

かわビズネット会員が調査を受注

川崎市が調査のアドバイザリー業務を受託

クィーンズランド州訪問団への活動発表

2013年度2012年度

案件形成に向けた調整
等を実施

2014年度

クィーンズランド州でニーズのある分散型水道

又は下水道システムについて、案件形成に向

けた調整と更なる実施可能性調査に向けて

検討

クィーンズランド州と川崎市とのビジネス

交流等についてかわビズネット事務局から

随時情報を提供 クィーンズランド州の開発地域
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２-１ かわビズネット 2013年7月以降の活動予定
２.１.１ 対象国・地域のニーズ把握
２－２ ベトナム・バリアブンタウ省の取組

官民共同ニーズ調査の結果を基に、水道、下水道など水関連分野での案

件形成を図るため、実施可能性調査（ＦＳ）に取り組んでいく。

会 員 へ の
意向調査
の実施

バリアブンタウ省セミナーの開催

バリアブンタウ省の訪問と官民共同
ニーズ調査の実施

2013年度2012年度

案件形成と実施可能性調査の
推進

水関連分野での関係強化

2014年度

COPRONA㈱提供

ブンタウ市のビーチ

水関連分野において、バリアブンタウ省

関係者の川崎訪問や同省との連携など、

かわビズネットとの関係を強化

今後の同省での調査・展開を円滑に進め

るため、かわビズネットの協力団体として

バリアブンタウ省日本代表事務所を加入

25

２-１ かわビズネット 2013年7月以降の活動予定
２.１.１ 対象国・地域のニーズ把握
２－３ 中小企業海外展開支援事業へのサポート

ＪＩＣＡへの事前
面談の実施

企画書作成の
サポート

海外展開支援セミナー開催の情報提供

事務局と会員で意見交換等を実施

事務局と会員の協力により企画書を作
成、ＪＩＣＡに応募

2013年度2012年度

事務局と会員が協力した企
画内容の作成

採択後の川崎市の協力

2014年度

案件化調査、普及・実証事業等に応募する会員に対し、かわビズネット

事務局と会員が協力して企画内容を立案

採択後は、現地調査への同行や研修生受

入れなど、上下水道の事業運営の技術・ノウ

ハウを活かして川崎市が調査・事業に協力

かわビズネット事務局から、市内中小企業の

海外展開に関連した情報提供を実施
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２－４ 海外向け情報発信・会員への情報提供

ＪＩＣＡと連携したインドネ
シア水道事業の情報提供

国際展示会への出展と
コンテンツの充実

研修生・視察者への
情報発信

◇ 新たな地域でのニーズ把握の検討

今後、海外向け情報発信や会員への情報提供などの活動や、会

員からの提案、川崎市と海外自治体との交流等を通じ、新たな地

域でのニーズ把握について検討していく。

水・環境ソリューションハブ

認定拠点都市

27

２-１ かわビズネット 2013年7月以降の活動予定
２.１.１ 対象国・地域のニーズ把握
２－５ 環境分野との連携

「川崎市グリーン・イノベーション推進方針」の策定（2014年5月）
－環境技術・環境産業を活かしたサステナブル・シティの創造－

環境技術を活かした産業振興と国際貢献の推進

産学公民連携による環境技術移転に向けて、環境関連の事業者など

多様な関係者が参加するネットワーク（仮称）「かわさきグリーンイノベー

ションクラスター」の構築と共に、かわさき水ビジネスネットワークなど既存

ネットワークと連携

かわビズネットでも、今後設立予定の（仮称）「かわさきグリーンイノベー

ションクラスター」との連携を図り、環境分野と連携した活動の展開を検討

◇ 環境分野と連携した活動展開の検討
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市内企業の海外展開活動の拠点整備

川崎から世界へ

タイ・バンコク、中国・瀋陽での事務所機能の提供 （2014.4）

情 報 提 供

市内企業の販路開拓サポート

のため、2013・2014年度

に川崎市が実施する海外での

展示会事業等に参加する市内

企業を対象に、オフィスとし

て可能なスペースや連絡代行

機能のサービスを提供

既設の中国・上海も含め

アジアに３拠点

バンコク・入居ビル

瀋陽・入居ビル

中国・瀋陽
（瀋陽サポート拠点）

タイ・バンコク
（川崎中小企業バン
コク合同事務所）

中国・上海
（川崎中小企業
上海合同事務所） 川崎市



オーストラリア・クィーンズランド州
分散型下水道・中水道導入実施可能性調査報告

川崎市上下水道局・かわさき水ビジネスネットワーク事務局

2014.7.22 かわさき水ビジネスネットワーク総会

KaWaBiz NET in Queensland

■ クィーンズランド州の概要とリプリーバレー

Ripley Valley 開発地域
Urban Core

Ripley Valley 開発地域

オーストラリア・クィーンズランド州

オーストラリア北東部に位置する

面積約173万平方キロメートル、

人口約465万人の州（オーストラリ

ア全体の約20％）。

主要産業は、鉱業、農業、観光業

で、ケアンズやゴールドコーストには

多数の日本人が訪れている。

クィーンズランド州の人口増加

オーストラリアは移民の受入れなど積

極的な人口増加を図っている。

クィーンズランド州は、オーストラリアの

中で西オーストラリア州に次いで２番目

の人口増加率 （11.1%：2007-2012)

ブリスベンやゴールドコーストが位置す

るクィーンズランド州南東部は、同州の

他地域に比べ人口増加率が大きい。

（13.1%：2007-2012)

クィーンズランド州南東部の中でも、イ

プスウィッチ市はブリスベン近郊の新た

な開発地域として注目され、最も人口

増 加 率 の 高 い 地 域 （ 19.8% ： 2007-

2012)で、人口は17.7万人（2012）

リプリーバレーは、イプスウィッチ市郊外

に計画された開発地域で、人口12万

人の都市開発が進行中
出典：野村総研作成資料

1

調査までの経緯と「かわビズネット」の役割



かわビズネット

会員

会員への照会、説明会開催

帝人

参加希望

川崎市

会員 会員

調査までの経緯と「かわビズネット」の役割

KaWaBiz NET in Queensland

経済産業省

調査対象地域 ： クィーンズランド州
イプスウィッチ市 リプリーバレー

リプリーバレーは、イプスウィッチ市郊外の都市開

発地域で、積水ハウス㈱はリプリーバレー中心部

の土地を購入し宅地開発を推進

イプスウィッチ市は、環境にやさしい都市開発を

志向

積水ハウス㈱

■ かわビズネットへの協力要請

2

経済産業省委託調査

オーストラリア・クィーンズランド州リプリーバレーにお
けるスマートコミュニティ等の事業可能性を調査

蓄電池の検討

コジェネシステムの検討

分散型下水道・中水道の検討

かわビズネット

会員

協力団体：QLD駐日事務所

川崎市川崎市に対し、分散型
下水道・中水道導入の
プ レ Ｆ Ｓ に 参 加 す る
企業の紹介を希望 会員 会員

協力

かわビズネット「分散型下水処理に関する説明会」

• 2013.10.7 関心のある会員の照会（メーリングリスト）

• 2013.10.22開催、４会員が出席

• 積水ハウス㈱から事業内容のプレゼンテーション

• かわビズネット会員と積水ハウス㈱との個別相談

スキーム構築・実施可能性調査 事業実施ニーズ把握

現地調査 ニーズ把握 チーム形成
ビジネス
モデル形成

実施可能性調査
受注
事業化

建設
完成

運転
維持管理

ニーズ調査

自治体間関係に基づくニーズ調査支援

ミッション団の派遣

対象国・地域のニーズ把握 スキーム構築・実施可能性調査・事業実施へのサポート

チーム形成のコーディネート

自治体間関係の構築による調査・事業実施の環境整備

上下水道の事業運営に係る技術・ノウハウの提供

国・関係団体と協力した政策・制度面での支援

【クィーンズランド州関係】 【クィーンズランド州関係】

クィーンズランド
州での調査に向
けたチーム形成
のコーディネート

説明会の開催

3

オーストラリア・クィーンズランド州での
官民共同ニーズ調査 (2013.2)

協 力

KaWaBiz NET in Queensland

調査までの経緯と「かわビズネット」の役割

チーム形成に向けた
セミナーの開催

地域特性を考慮した
分散型システムセミナー

クィーンズランド州での関係者へのヒアリング

クィーンズランド州での分散型下
水道・中水道導入プレＦＳを受注
(2014.1)

川崎市がプレＦＳ
へのアドバイザ
リー業務を受託

帝人㈱

川崎市

協
力


