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第６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：

2016年11月７日（月）

13：00～17：45

◆会 場：

ホテル ニューオータニ

◆主 催：

（日本側）；

会議

18：00～20：00

レセプション

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

（カザフ側）； カザフスタン共和国投資･発展省、在日本カザフスタン共和国大使館
◆後 援：

日本商工会議所

◆協 力：

国土交通省
２０１６年１１月０６日現在

時間
12:00-13:00
<於：鶴西 入口>

プログラム

レジストレーション
【テーマ】「日本・カザフスタン経済関係発展のための優先課題
―新分野開拓への具体的アプローチ」
◇司会：

原 真澄 日本カザフスタン経済委員会事務局長
／（一社）ロシア NIS 貿易会 業務部 部長

全
体
会
合

13:00-14:15
<於：鶴西>

13:00‐13:15

◇開会挨拶＆キーノートスピーチ：
・片瀬裕文 日本カザフスタン経済官民合同協議会日本側議長
／日本国経済産業省経済産業審議官
・E.ハイロフ 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
【パネルディスカッション】（テーマは全体会合テーマに同じ）
◇モデレータ：
（日本側）

太田道彦 日本カザフスタン経済委員会会長/丸紅㈱ 副会長

（カザフ側）

S.エシムベコフ カザフスタン日本経済委員会会長

◇パネリスト：
13:15‐14:15

（日本側）

片瀬裕文 経済産業省経済産業審議官
木下雅之 日カ経済委員会副会長／三井物産㈱顧問
小杉俊行 伊藤忠商事㈱ 顧問
平野克己 （独）日本貿易振興機構 理事

（カザフ側）

E.ハイロフ カザフスタン共和国投資･発展省次官
B.ジャングラゾフ・AO「KAZNEX INVEST」社長
B.ジャミシェフ

AO「カザフスタン発展銀行」総裁

A.クルマンガリエヴァ 保健・社会発展省 官房長
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【議事録署名式】

14:15‐14:30
14:30-14:45

休憩／移動
(1) 第 1 分科会「日本･カザフスタン経済関係発展における新分野」
◇モデレータ：
・齋藤 裕和 三菱商事㈱業務部欧州・アフリカチーム（兼）中東・中央アジアチーム次長
◇報告：
・浅井 信司

東京製綱（株） 海外エンジニアリング部 海外営業部長

「東京製綱のカザフスタンにおける防災事業の取り組み」
･T.O.チニケエフ

AO「KazMedTekh」社長

「保健システムと医療技術機器の現状と発展の展望」
・栗岡 武史

丸紅（株） 環境インフラプロジェクト部 部長

「丸紅の水ビジネス」
・G.Zh.ヌルジャノフ

AO「Kazgeologiya」社長

「カザフスタンの鉱物資源分野における投資」

セ
ク
タ
ー
別
分
科
会
第
一
部

・川口 恒隆 （株）アプローズ 専務取締役
14:45-16:00
(1)
<おり鶴: 悠>

「レアアースの有効活用について」
・N.クダイベルゲン

イノベージョン技術アカデミー 所長

「人工知能の言語設定」

(2)
<おり鶴: 麗>

(2) 第２分科会「未来のエネルギー～EXPO2017 と観光」
◇モデレータ：
・G.T.ケネエヴァ

AO「KAZNEX INVEST」社長顧問

◇映像資料上映「アスタナ EZPO2017」
◇報告：
・I.Ye.ウラザコフ

国営会社「Astana EXPO2017」参加国対応局 局長

「アスタナ EXPO2017 国際博覧会プレゼンテーション」
・中村 富安

2017 年アスタナ国際博覧会陳列区域日本政府代表

「2017 年アスタナ国際博覧会日本館出展について」
・G.T.ケネエヴァ

AO「KAZNEX INVEST」社長顧問

「カザフスタンの観光～新しい可能性」
・熊谷 賢治 （株）東芝 原子力事業部原子力海外技術部 担当部長
「東芝のエネルギービジネス」
16:00-16:30
<於：おり鶴悠／麗

コーヒーブレイク

前室>
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(3) 第３分科会「交通･都市インフラ分野における協力」
◇モデレータ：
・遠藤寿一 （一社）ロシア NIS 貿易会ロシア NIS 経済研究所 所長
◇報告：
・増田 泰博

国土交通省 総合政策局海外プロジェクト推進課 課長補佐

「国土交通省のインフラ海外展開に向けた取組みについて」
・G.M.アムレエフ

クィズィルオルダ州ジャナコルガン地区 地区長

「クィズィルオルダ州の投資の魅力」
・西村公司

日本貨物鉄道株式会社 経営統括本部海外事業推進室長

「カザフスタン鉄道との鉄道貨物輸送における協力について」
・A.サケノフ AO 国営「KTZh Express」代表
「カザフスタンの運輸･ロジスティクス･コンプレクスの現状」

セ
ク
タ
ー
別
分
科
会
第
二
部

・近内 聡史

「鉄道信号(Computer Based Interlocking)」

16:30-17:45
(3)

・E.ヤナバエフ

<おり鶴: 麗>

投資･発展省運輸委員会主任専門家

「カザフスタンの高度交通システムプロジェクトの実現について」

<おり鶴: 悠>
(4)

日本信号（株） 国際営業部

(4) 第４分科会「投資協力のためのイニシアチブ」
◇モデレータ：
・B.I.ジャングラゾフ AO「KAZNEX INVEST」社長
◇報告：
・K.N.ケリムベトフ 国際金融センター「アスタナ」総裁
「国際金融センター『アスタナ』について」
・浅野 英行

三菱東京 UFJ 銀行 アルマティ駐在員事務所 所長

「カザフスタンにおける MUFG ～外国投資のゲートウェイ」
・B.B.ジャミシェフ

AO「カザフスタン発展銀行」総裁

「AO『カザフスタン発展銀行』と輸出金融機関との協力の可能性」
・吉村 佐知子 日本貿易振興機構（JETRO） ビジネス展開支援部総括審議役
「カザフスタン市場進出のためのジェトロの日本企業向け支援」
・D.B.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 局長

「『サムルク･カズィナ』グループ企業の民営化プログラム」
・A.A.アイダロフ

AO「KAZNEX INVEST」副社長

「カザフスタンにおける投資」
17:45－18:00

レ
セ
プ
シ
ョ
ン

18:00-18:30
<於：鶴西>
18:30-20:00
<於：鶴西>

休憩／文書交換式準備
【文書交換式】

【日本側主催レセプション】
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