2018年６月25日現在

第７回日本カザフスタン経済官民合同協議会プログラム
◆日 時： 2018年6月27日（水） 10：00-17：00 / レセプション 17：30-20：30
◆会 場： リクソス・プレジデント・アスタナ・ホテル RIXOS PRESIDENT ASTANA
7 D. Kunayev Street, Astana, 010000, Kazakhstan
◆主 催： 経済産業省、外務省、日本カザフスタン経済委員会、（一社）ロシアNIS貿易会、
カザフスタン共和国投資･発展省、カザフスタン・日本経済委員会
時間

プログラム

09:00-10:00

レジストレーション

10:00-10:30

【第７回日本カザフスタン経済官民合同協議会 オープニング】
□会場：ホール「ZHERUK」
◆司会： A. エレノフ 国家商工会議所「アタメケン対外商工会議所会頭
◇開会挨拶及び基調報告
・A. カビケノフ

日本カザフスタン経済官民合同協議会カザフスタン側議長
／カザフスタン共和国投資･発展省次官

・柳瀬 唯夫

日本カザフスタン経済官民合同協議会日本側議長／日本国経済産業審議官

10:30-12:00 【全体会合】

「日本・カザフスタン戦略的パートナーシップ構築のための重点分野」
□会場：ホール「ZHERUK」
◆司会：
10:30-10:35

同上

◇来賓挨拶：
・ Ye. バウダルベク＝コジャタエフ
・川端 一郎

10:35-11:25

駐日カザフスタン共和国特命全権大使

駐カザフスタン共和国日本国特命全権大使

◇報告：
・S. エシムベコフ 日本カザフスタン経済官民合同協議会カザフスタン側副議長
／カザフスタン日本経済委員会会長／「アルメクス」ホールディング取締役副会長
・山添 茂

日本カザフスタン経済官民合同協議会日本側副議長
／日本カザフスタン経済委員会会長／丸紅㈱副会長

 Ye. タスジュレコフ トルけスタン（旧南カザフスタン）州副知事
 小杉 俊行

日本カザフスタン経済委員会副会長／伊藤忠商事㈱顧問

 S. エリュバエフ AO「国営 カザフスタン・テミル・ジョリ（KTZh/カザフスタン国営鉄道）」
取締役会副会長
 D. タスマガムベトフ AO国家福祉基金「サムルク・カズィナ」 民営化・資産再編局長
 A. ダウレトフ

アスタナ国際金融センター代表

11:25-11:50

◇質疑応答/議長･副議長総括/閉会

11:50-12:00

※セットチェンジ

12:00-12:30 【署名式】 第7回協議会議事録、等
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12:30-13:30

日本カザフスタン経済委員会主催ランチブッフェ（於：リクソスホテル内レストラン「アル・ファラビ」）

【第１分科会】 IT･デジタル分野における協力の可能性
～国家プログラム『デジタル･カザフスタン』によせて
□会場：ホール「ZHERUK」
◆テーマ：①デジタル･インフラ整備、②IoTの普及と活用、③デジタル化と生産性向上、等
◆モデレータ： A. エレノフ 国家商工会議所「アタメケン対外商工会議所会頭
◇報告：
 「情報･デジタル分野における協力～国家プログラム『デジタル・カザフスタン』」
T. ガジゾフ

AO国営情報コミュニケーションホールディング「ZERDE」
情報サポート･PRプロモーション部長

 「日本製造業のデジタル化とオープンイノベーションの実現」
平林 潤一

スカイライトコンサルティング㈱
グローバルビジネスイノベーションサービスユニット ディレクター

 「確認中」
勝 茂夫

ナザルバエフ大学学長

 「交通・インフラプロジェクトビジネス- ライトレール案件におけるデジタルシステム」
日比 太郎

丸紅㈱ 交通・インフラプロジェクト部 交通・インフラプロジェクト第一課課長

 「技術移転と財政支援」
M. デュセンバエフ AO「NATR」 技術移転センター所長
 「HR x Technology で社会課題を解決する」
13:30-15:00

山下 弘喜

㈱Grooves 海外事業部新規事業開発室室長

【第２分科会】 地下資源開発及び資源高度利用における協力の可能性
□会場：ホール「D HALL」
◆テーマ：①カザフスタンの地下資源開発の現状、②新規鉱床開発及び既存鉱床回復技術、等
◆モデレータ： N. ブケイハノフ 国家商工会議所「アタメケン対外商工会議所副会頭
◇報告：
 「確認中」
G. ヌルジャハノフ AO「国営探鉱会社 カズジオロジー」 取締役会長
 「カザフスタンの鉱物資源分野におけるJOGMECの活動」
黒須 利彦

（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構 モスクワ事務所 所長

 「共和国採掘業・鉱山冶金企業協会の活動について」
N. ラドストヴェツ 共和国採掘業・鉱山冶金企業協会 専務理事
 「貯留層評価と 開発計画策定の コンサルテーション」
船津邦浩

日本オイルエンジニアリング㈱ 開発技術部 次長

 「カザフスタンにおける投資の“真珠”、経済特区『パヴロダル』へようこそ！」
A. トゥルスィンガリエフ 経済特区「パヴロダル」 会長
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 「産油国最大の廃棄物： 随伴水を水資源として活用する」
関根孝大
15：00-15:30

㈱関根産業 代表取締役

休憩

【第３分科会】エネルギー･環境保全分野における協力の可能性
□会場：ホール「ZHERUK」
◆テーマ：①エネルギー利用効率化、②省エネ・環境技術（含 廃棄物･汚水処理）、③環境関連
政策･制度、等
◆モデレータ：
A.サチモフ

「カズエナジー」協会 顧問

輪島 実樹

（一社）ロシアＮＩＳ貿易会 ロシアＮＩＳ経済研究所部長

◇報告：
 「カザフスタン国内の中・小型熱電併給所へのKawasakiガスタービン発電装置技術の御紹介」
川崎重工㈱/丸紅ユティリティ・サービス㈱ 共同報告
吉成 政英

川崎重工（株）海外発電営業部 第一営業課 基幹職

 「エネルギー及び環境保全分野における協力について」
R. カブジャノフ 「カズエナジー」協会 
 

石油ガス･エネルギー部門発展エグゼクティブ・ディレクター

 「日本の大気環境保全 ～企業のVOC,PM2.5排出抑制～」
大野香代

（一社）産業環境管理協会 環境管理部門 国際協力・技術センター所長

 「カザフスタンの再生可能エネルギーと環境」
15:30-17:00

A. カシキンベコフ AO「グリーンテクノロジー・投資プロジェクト国際センター」副会長
 「遠心分離装置による環境への貢献，及びIHIの他の環境関連事業について」
稲光 健二

㈱IHI回転機械エンジニアリング
分離装置ビジネスユニット 営業グループ課長

 「ごみ焼却炉に係る技術PR： ロシア・ウラジオストク市の事例」
三輪 陽通

三光㈱ 代表取締役

【第４分科会】 日本･カザフスタンビジネスにおける新分野
□会場： ホール「D HALL」
◆テーマ： ①医療機器･製薬･医療サービス、②農業･食品加工、③小売･各種サービス、等
◆モデレータ： 安田 透 三菱商事㈱ アルマトゥイ駐在事務所 所長
◇報告：
 「確認中」
E. ヤクバエフ AO 「国営 カザフインベスト｣ 投資導入部マネージング・ディレクター
 「日本・カザフスタンの新たなビジネスモデルに関する視点」
下社 学

(独)日本貿易振興機構 タシケント事務所 所長
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 「農業部門における二国間協力の展望～アルメクス・バイテレク基金プレゼンテーション」
S. エシムベコフ AO 「アルメクス」ホールディング 取締役副会長
 「前川製作所の食肉ロボット技術」
木瀬 良平

㈱前川製作所 ロシア現地法人 代表

 「確認中」
A. マハンベト 「カザフスタン住宅･公共サービス科学･技術センター」社 社長
 「JCB Payment System in Russia & CIS～キャッシュレス社会推進に向けたJCBのロシア
/CISにおける取組み～」
末次 崇

JCB International Eurasia LLC 社長

 「カザフスタンにおける『Zhan-Agro イノベーション』の活動について」
Zh. アブドカリモフ 「Zhan-Agro イノベーション」社 社長

17:30-19:30

カザフスタン側主催レセプション（於：リクソスホテル内レストラン「アル・ファラビ」/予定）

◆レセプションの時間が、当初のご案内と変更となっておりますのでご注意ください。
◆ 分科会の時間帯（13：30～17：00）は全体会合会場隣のホール「シャヌィラク」にて、ご希
望の方とカザフ側とのB2BおよびB2Gが行われます。面談時間については、事務局より個別にご
案内いたします。

