
かわさき水ビジネスネットワーク会則 

 
１ 名称 

  本会の名称は、「かわさき水ビジネスネットワーク」（以下「かわビズネット」という。）

とする。 

 

２ 目的 

かわビズネットは、世界の水環境改善に貢献するため、民間企業と川崎市が連携、協

調して水ビジネスを推進するプラットフォームである。 
 

３ 役員等 

（１）かわビズネットは、別表１の会員をもって構成する。 
（２）かわビズネットに、役員として会長、特別顧問及び幹事を置く。 
（３）会長は、かわビズネットの代表として、会務を総理する。 
（４）特別顧問には、川崎市長及び川崎商工会議所会頭を充て、かわビズネットに助言等

を行う。 
（５）かわビズネットの運営を主導するため、会員の中から若干名の幹事を置く。 
 
４ 協力団体 

かわビズネットの活動に協力する省庁、団体（以下「協力団体」という。）は、別表２

のとおりとする。 
 

５ 総会 

（１）会員、協力団体等の意思疎通を図り、交流を深めるとともに、次に掲げる事項を決

定するため、総会を開催する。 

ア 会則の改廃に関すること。 
イ 役員の選任に関すること。 
ウ その他かわビズネットの運営に係る重要事項に関すること。 

（２）総会は会長が招集し、過半数の会員の出席をもって成立する。 
（３）総会の議事は、出席した会員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するとこ

ろによる。 
 
６ 幹事会 

幹事により幹事会を組織し、かわビズネットの運営に関する基本的な事項の検討、調

整等を行う。 
 

７ 機能 

（１）全体サポートとして、会員に向けた水ビジネスに関する情報の提供等を行う。 
（２）個別サポートとして、水ビジネスの案件に応じてコーディネート等の必要な支援を

行う。 

別紙２



８ 会費 

かわビズネットの会費については、当面の間無料とする。 
 
９ 事務局 

かわビズネットの事務局を川崎市上下水道局に置く。 
 
１０ その他 

この会則に定めるもののほか、かわビズネットに関し必要な事項は、会長が別に定め

る。 
 

   附 則 
この会則は、平成２４年８月２７日から施行する。 

 

   附 則 

 この会則は、平成２５年１月９日から施行する。 

 

   附 則 

 この会則は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この会則は、平成２６年７月２２日から施行する。 

 

   附 則 

 この会則は、平成２７年１月５日から施行する。 

 

   附 則 

 この会則は、平成２７年２月２４日から施行する。 

 

   附 則 

 この会則は、平成２７年３月１８日から施行する。 

 

   附 則 

 この会則は、平成２７年７月１４日から施行する。 

 

  附 則 

 この会則は、平成２７年１２月８日から施行する。 

 

  附 則 

 この会則は、平成２８年１月１日から施行する。 

  



 附 則 

 この会則は、平成２８年１１月３０日から施行する。 

 

  附 則 

 この会則は、平成２８年１２月８日から施行する。 

 

  附 則 

 この会則は、平成２８年１２月１５日から施行する。 

 

   附 則 

 この会則は、平成２９年２月１０日から施行する。 

 

   附 則 

 この会則は、平成２９年２月２４日から施行する。 

 

   附 則 

 この会則は、平成２９年３月３１日から施行する。 

 



別表１ かわさき水ビジネスネットワーク 会員 

 

（五十音順）

1 アクア・ゼスト株式会社 29 積水化学工業株式会社

2 アズビル株式会社 30 第一高周波工業株式会社

3 伊藤忠商事株式会社 31 株式会社タブチ

4 株式会社インフォマティクス 32 月島機械株式会社

5 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ 33 株式会社ＴＥＣインターナショナル

6 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 34 テスコ株式会社

7 エリーパワー株式会社 35 東西化学産業株式会社

8 株式会社オオスミ 36 株式会社東芝

9 株式会社オスモ 37 株式会社日水コン

10 オリジナル設計株式会社 38 日本電気株式会社

11 鹿島建設株式会社 39 日本原料株式会社

12  一般社団法人川崎建設業協会 40 日本ベーシック株式会社

13 川崎市管工事業協同組合 41 株式会社浜銀総合研究所

14 川崎商工会議所 42 株式会社日立製作所

15 株式会社環境向学 43 日立造船株式会社

16 株式会社木村工業 44 富士通株式会社

17 株式会社栗本鐵工所 45 富士電機株式会社

18 株式会社建設技研インターナショナル 46 前澤工業株式会社

19 コスモ工機株式会社 47 株式会社みずほ銀行

20 三信建設工業株式会社 48 株式会社三井住友銀行

21 サンユレック株式会社 49 三菱化工機株式会社

22 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 50 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

23 株式会社ジオプラン 51 株式会社安川電機

24 株式会社ショウエイ 52 八千代エンジニヤリング株式会社

25 昭和電工株式会社 53 横河ソリューションサービス株式会社

26 水道テクニカルサービス株式会社 54 株式会社横浜銀行

27 水ｉｎｇ株式会社 55 川崎市

28 須藤工業株式会社  



別表２ かわさき水ビジネスネットワーク 協力団体 

 

関係省庁 1 厚生労働省

2 経済産業省

3 国土交通省

関係団体 4 独立行政法人国際協力機構

5 株式会社国際協力銀行

6 公益社団法人日本水道協会

7 独立行政法人日本貿易振興機構横浜貿易情報センター

8 公益社団法人日本下水道協会

9 公益財団法人川崎市産業振興財団

10 国際連合工業開発機関

外国自治体 11 ダナン駐日代表部

12 クィーンズランド州政府駐日事務所
 

 



平成２８年度第２回 

かわさきグリーンイノベーションクラスター懇談会 

 
１ 日  時   平成２９年３月１３日 （月）  １５：３０～１７：００ 

 

２ 場  所   川崎市産業振興会館 12 階 経済労働局会議室 
 
３ 次  第  

（１） クラスター事業の取組状況の報告 

（２） 懇談会委員からの情報提供 

（３） その他 

 
 

≪配布資料≫ 

・ 資料１：出席者名簿 

・ 資料２：座席表 

・ 資料３－１：クラスター事業の取組状況 

・ 資料３－２：会員一覧 

・ 資料４：懇談会メンバーと連携した取組 

・ 資料５：川崎国際環境技術展 2017 の開催結果報告  

・ 資料６：官民連携による研究会の取組みの成果報告 

・ 資料７：環境技術に関する産学公民連携事業 

・ 資料８：リーディングプロジェクトの進捗状況 

・ 資料９：川崎水素戦略に基づく取組の推進 

・ 資料１０：平成 29年度川崎グリーンイノベーションの展開スケジュール 

・ 資料１１：後藤先生情報提供資料 

・ 資料１２：JICA 横浜情報提供資料 

・ 資料１３：関東経済産業局情報提供資料 

・ 資料１４：川崎商工会議所情報提供資料 

・ 資料１５：NEDO 情報提供資料 

 

・ 参考１：かわさきグリーンイノベーションクラスター懇談会開催運営等要綱 

・ 参考２：かわさきグリーンイノベーションクラスター委員一覧 
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かわさきグリーンイノベーションクラスター懇談会 

出席者名簿 
                                   （敬称略） 

団体名等 職名 氏名 備考 

東京大学大学院 
工学系研究科マテリアル

工学専攻 教授 
後藤 芳一  

独立行政法人 国際協力機構（JICA） 横浜国際センター次長 木下 雅司  

国際連合工業開発機関（UNIDO） 
東京投資・技術移転促進

事務所次長 
村上 秀樹  

経済産業省関東経済産業局 資源エネルギー環境部長 松岡 建志 随行者： 
小林 宏光 

独立行政法人 日本貿易振興機構

（JETRO） 

横浜貿易情報センター 

所長 
北条 尚子  

川崎商工会議所 専務理事 小泉 幸洋  

かわさき水ビジネスネットワーク 

JFE エンジニアリング㈱

アクアソリューション本

部 海外事業部 事業部

長 

阿部 吉郎  

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技

術総合開発機構（NEDO） 
国際部 主幹 長谷川 浩之 オブザーバー 

 
団体名等 職名 氏名 備考 

川崎市経済労働局国際経済推進室 室長 折原 綾子  

川崎市経済労働局国際経済推進室 担当課長 南 誠  

川崎市経済労働局国際経済推進室 課長補佐 深堀 孝博  

川崎市経済労働局国際経済推進室 担当 明石 康一  

㈱オリエンタルコンサルタンツ 
事業本部海外事業部  

技術主査 
木村 進一  

㈱オリエンタルコンサルタンツ 
事業本部海外事業部  

技術主査 
都築 正宏  
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クラスター事業の取組状況 

 
（１） クラスター会員数（平成 29 年 3 月 13 日現在） 

・会員 ４７団体※ （内訳：企業３８、団体７※※、大学２） 
・協力団体 ９団体 

 
※  ２０１６年１１月以降、４団体新規加入（平成２８年度１０団体新規加入） 

   ※※うち、かわさき水ビジネスネットワーク（５４） 
       産業・環境創造リエゾンセンター（２１） 
       川崎市新エネルギー振興協会（１３） 
       京浜臨海部コンビナート高度化等検討会議（１９） 
 
（２） クラスターによる案件形成 

  ＜国内案件＞ 
団体名 事業名 概要 

・川崎市 

・日本電気（会員） 

・中商（会員） 

・資源循環ネットワーク

（会員） 

川崎エコタウンにおけ

るＩｏＴを活用した資

源循環システム高度化

に向けたＦＳ調査 

ＩｏＴを活用した産業廃棄物等収集運搬シ

ステム最適化、産業廃棄物からの資源回収高度

化及び低炭素化、産業廃棄物処理におけるＩｏ

Ｔ活用方策の検討、川崎エコタウン全体への波

及効果も考慮した低炭素化効果の検証、環境技

術・環境産業の創出等の観点からの地域活性化

効果の検証等を通じ、川崎エコタウンにおける

ＩｏＴを活用した資源循環システム高度化の

実現可能性を探る。 
   
＜海外案件＞ 

団体名 事業名 概要 

・日本工営（会員） 

・富士古河 E&C（会員） 

ヤンゴン市における都

市間連携による JCM案

件形成可能性調査事業 

川崎市が有する低炭素・循環型社会構築に

係る実施経験の共有を通じて、開発が進むヤ

ンゴン市の低炭素社会実現に向けた施策への

支援及び JCM 事業案件形成を行う。また、川

崎市が構築している「かわさきグリーンイノ

ベーションクラスター」と連携し、同市の低

炭素化に資する事業の発掘及び形成を図る。 
   
（３） その他 

  ・クラスターフォーラム（８月２６日に実施、参加者数１００名） 
  ・クラスター懇談会（第１回：１０月２４日に開催、第２回：３月１３日に開催予定） 
  ・ODA 活用セミナー（１１月８日に実施） 
  ・クラスター取組紹介（２月１７日技術展センターステージにて実施） 
  ・事業化アイディア獲得セミナー（２月１７日技術展セミナースペースにて実施） 
  ・会員企業カルテ作成（会員企業紹介用の資料） 
  ・メルマガ３８回配信 
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平成29年3月13日現在

1 株式会社イースクエア 1 公益財団法人川崎市産業振興財団

2 株式会社インフォマティクス                             ★    2 川崎市地球温暖化防止活動推進センター

3 MDI株式会社 3 川崎商工会議所

4 エリーパワー株式会社 4 関東経済産業局

5 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 5 クィーンズランド州政府駐日事務所

6 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 6 独立行政法人国際協力機構（JICA）　横浜国際センター

7 川崎信用金庫 7 国際連合工業開発機関（UNIDO）　東京投資・技術移転促進事務所

8 株式会社クレハ環境 8 一般財団法人日中経済協会

9 株式会社建設技研インターナショナル 9 独立行政法人　日本貿易振興機構（JETRO）　横浜貿易情報センター

10 株式会社サティスファクトリー

11 サトーグリーンエンジニアリング株式会社

12 JFE環境株式会社

13 JFEプラリソース株式会社

14 篠田株式会社

15 相互発條株式会社

16 株式会社総商

17 株式会社ソフテム

18 有限責任監査法人トーマツ 

19 株式会社高砂製作所

20 東京整流器株式会社

21 株式会社東芝

22 株式会社中商　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★  

23 ナノフュエル株式会社

24 株式会社新居浜鉄工所                                   ★

25 日本電気株式会社　南関東支社　　　　　　　　　　★

26 日本原料株式会社

27 日本工営株式会社

28 日本フューチャーエコシステムズ株式会社

29 日本ベーシック株式会社

30 株式会社パルテック

31 富士通株式会社

32 富士古河E&C株式会社

33 株式会社PEARカーボンオフセット・イニシアティブ

34 北海バネ株式会社

35 株式会社ミューフィットジャパン

36 株式会社ユニオン産業

37 株式会社リコー

38 リコーテクノロジーズ株式会社

1 アイセック東京大学委員会

2 かわさき水ビジネスネットワーク

3 京浜臨海部コンビナート高度化等検討会議

4 特定非営利活動法人産業・環境創造リエゾンセンター

5 一般社団法人　資源循環ネットワーク

6 川崎市新エネルギー振興協会

7 一般社団法人持続可能で安心安全な社会をめざす新エネルギー活用推進協議会（JASFA）

1 慶應義塾大学先端科学技術センター

2 東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻　後藤・醍醐研究室

企業

団体

大学

かわさきグリーンイノベーションクラスター会員・協力団体

団体

　【会員】 【協力団体】

資料 3-2



団体名 取組内容

平成28年度　ベトナム・バリアブンタウ省の産業集積に向けた調査事業

2月　川崎国際環境技術展2017（販路開拓セミナーにおける中小企業海外展開
支援事業の紹介、ブース出展、JICA研修生の技術展視察）

5月　日本・UNIDO官民連携対話（UNIDO事務総長の来日時に開催された日本
の企業・行政とUNIDO関係者との官民対話に川崎市三浦副市長が参加）

12月　各国大使館関係者による市内企業視察ツアー（視察先：三菱ふそうトラッ
ク・バス（株）川崎工場）

2月　川崎国際環境技術展2017（各国大使館関係者による技術展会場内ツ
アー）

JETRO
2月　川崎国際環境技術展2017（販路開拓セミナーにおける輸出大国コンソー
シアム及び海外展開事例の紹介、ブース出展）

クラスター会員（オリジナル設計）とJICA中小企業海外展開支援事業への共同
提案　→　不採択

2月　川崎国際環境技術展2017（ブース出展）

川崎商工会議所 2月　川崎国際環境技術展2017（ゴールドプランでの協賛）

広域関東圏・環境エコシステムネットワーク連絡会議・研究会への参加

2月　川崎国際環境技術展2017（環境ビジネスアライアンスマッチングセミナー
in川崎の開催）

6月　次世代産業推進に関する協定締結

2月　川崎国際環境技術展2017（NEDO技術セミナーにおける制度・実証事業等
の紹介）

リエゾンセンター 2月　川崎国際環境技術展2017（ブース出展）

川崎市産業振興財団 2月　川崎国際環境技術展2017（ブース出展）

かわさきグリーンイノベーションクラスター懇談会メンバーと連携した取組

JICA

UNIDO

NEDO

関東経済産業局

かわさき水ビジネスネットワーク
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平成29年度　川崎グリーンイノベーションの展開スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

情報発信

クラスターホームページの運営
メールマガジンの発行（月2回）
デジタルサイネージの活用
エネフェス　せたがや
エコプロ展
テクノトランスファーinかわさき2017

ビジネスマッチング

川崎国際環境技術展2018
クラスター会員交流会
海外展開セミナー
クラスターフォーラム

※環境ビジネスアライアンスマッチングセミナー

相談窓口・コーディネート

グリーンイノベーションのリーディングプロジェクト

イノベーション創出に向けた研究会

環境課題とイノベーション創出を目指した研究会
イクレイ研究会
IGES（地球環境戦略機関）との連携

グリーンイノベーション庁内検討会議

クラスター懇談会

その他

環境技術産学公民連携共同研究事業
かわさき水ビジネスネットワーク関連事業
川崎水素戦略に基づく取組

※環境ビジネスアライアンスマッチングセミナー：　関東経済産業局の主催事業。川崎国際環境技術展との連携により相互の集客・マッチング件数増を目指す。 資
料
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