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１． 評議員会および理事会の開催 

（１） 2018 年 4 月 5 日、第 1 回評議員会を開催し、評議員の一部改選と役員報酬総

額に関する審議が行われ原案通り議決された。さらに、平成 30 年度事業計画

と予算、賛助会員規程の一部改訂および理事 1名の退任に関する報告が行われ

た。 

【新任評議員】 

加藤広之 氏〔三井物産（株）〕 

村上晃彦 氏〔トヨタ自動車（株）〕 

（２） 2018年 5月 29日、第 1回理事会を開催し、平成 29年度事業報告、決算報告

および公益目的支出計画実施報告ならびに平成 30 年度役員報酬および第 2 回

評議員会の招集に関する審議が行われ、それぞれ原案通り議決された。 

（３） 2018年 6月 27日、第 2回（定時）評議員会を開催し、前年度の事業報告を行

うとともに、決算の承認（議決）を頂いた。 

また、役員の一部改選および役員報酬規程の一部改訂の審議が行われ、原案通

り議決されるとともに、評議員 1名の退任に関する報告が行われた。 

【新任理事】林 春樹 氏〔三菱商事（株）〕 

（４） 平成 30 年度 会計監査人の報酬、相談役の一部改選（奥田相談役の再任）、

JCCMEサウジアラビア事務所代表への権限委任、評議員会の議決を求める件

並びに就業規則および職員退職手当支給規程の一部改訂が書面にて提案され、

2018年 7月 18日までに理事全員の同意があったことから、同日付けをもって

当該提案を可決する旨の理事会決議が成立した。 

（５） 評議員および役員（監事）の一部改選が書面にて提案され、2018 年 8 月 1 日

までに評議員全員の同意があったことから、同日付けをもって当該提案を可決

する旨の評議員会決議が成立した。 

【新任評議員】鈴木康公 氏〔コスモエネルギーホールディングス（株）〕 

【新任監事】 吉川英一 氏〔（株）三菱 UFJ銀行〕 

（６） 2019年 3月 27日、第 3回理事会を開催し、2019年度の事業計画と予算、2019

年度第 1回評議員会の招集、相談役の改選（5名のうち 4名の再任）および就

業規則一部改定に関する審議が行われ、原案通り議決された。また、顧問委嘱

並びにサウジアラビア委員会・クウェート委員会 委員長および日本サウジア

ラビア ビジネスカウンシル・日本クウェート民間合同委員会共同議長交代に

関する報告が行われた。 

【新任委員長】 佐藤康博氏 〔（株）みずほフィナンシャルグループ〕 

 

２． 組織に関する事項 

2018年度末の当センター勤務者数は、常勤役員 2名、職員 37名、海外事務所現

地採用職員 10名、合計 49名である。職員の内、賛助会員各社等からの出向者数

は 13 名、海外在勤者数は 8 名（うち 5 名は前記 出向者）、非常勤嘱託は 3 名で

ある。 
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その他、特記事項は次のとおり。 

 

 サウジアラビア事務所の再編 

SAGIA （サウジアラビア総合投資庁）より「経済・技術連携事務所」としての

ライセンス交付を受けたものの難渋していた各種行政手続が漸く進展し、 

サウジアラビア内の 3拠点（リヤド・ジェッダ・ダンマン）を統合する JCCME 

Saudi Arabia への再編が進展した。また、2018年 1月に設立されたビジョン・

オフィスとも連携しつつ、投資・ビジネスの支援体制を強化した。 

 イラン・テヘラン事務所 

一昨年オープンしたテヘラン事務所は、米国による二次制裁復活で活動範囲に

制約が生じているものの、エネルギー省との関係を基軸とした活動を継続した。 

 

３． 投資等促進事業 

（１） 投資等案件への支援 

企業投資等の支援事業として、投資促進ミッションの派遣 12 件、ミッション

受入を 1件、企業化可能性調査＆小規模実証調査を 4件、人材育成支援（国内

受入、技術指導）2件を実施した。   ＊事業内容は「資料１」（P8~9）を参照 

 当センターが有するサウジ、UAE、トルコ、モロッコ等の政府系機関とのネッ

トワークを活かし、廃棄物処理・発電、環境監視システム、植物工場、人工透

析システム、キャッシュレス事業、ゲーム産業など、幅広い業種による調査ミッ

ションを支援した。 

 企業化可能性調査や小規模実証調査として、サウジアラビア保健省向けのロ

ボット医療実証、サウジでの水 FO膜製造、UAEを起点とする LNGバンカリ

ング事業の展開、UAE で樹脂用添加剤の新規顆粒製造設備建設等の可能性調

査を実施した。 

 人材育成関連では、サウジアラビアでのスポンジチタン製造の商業生産開始の

ための技術指導を支援した。 

 

（２） 投資環境・個別市場等の調査 

 サウジアラビアの物流コールドチェーン、医療機器メンテナンス、NEOM（次

世代 IT都市）等につき調査を実施した。 

 また、UAEではアブダビの鉄道マスタープランの Peer Review事前調査、ク

ウェートでは上水システム実態調査、モロッコでは電力・エネルギー関連の調

査を実施した。 

 イランについては、米国が対イラン二次制裁を復活させたことから対イラン米

制裁法に関する調査を進める一方、イランの電力・送配電環境調査を実施した。 
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（３） 投資セミナー・フォーラム等の開催 

 サウジアラビア投資機会セミナー 

本年１月に発表されたばかりの「国家産業開発・ロジスティクスプログラム

（NIDLP）」、昨年 12月に起工した「サルマン国王エネルギー産業団地」の幹

部を招き、サウジアラビア投資機会セミナーを開催した（本年 3月 18日）。 

 サウジアラムコ・サプライヤーズ・フォーラム 

昨年 4月 12日に締結したMOUに基づく協業の第一弾として、5月 11日にア

ラムコ・アジア・ジャパン サプライヤーズ・フォーラムを共催し、その際個

別面談も実施した。 

 オマーン・ドゥクム経済特区投資セミナー 

オマーン最大のフリーゾーンであるドゥクム経済特区機構の長官（大臣クラス）

一行の来日に合わせ、東京と大阪で投資セミナーを開催した（東京：昨年 9月

10日、大阪：昨年 9月 12日）。 

 日本カタール・ビジネスフォーラム 

カタールのタミーム首長の訪日に際して、経済産業省、外務省及びカタール商

工省と共に、日本カタール・ビジネスフォーラムを共催した（本年 1月 30日）。

カタール商工大臣・財務大臣等が出席した他、カタール側から 2022 ワールド

カップに向けてのインフラ・プロジェクト等の紹介があった。 

 イラクビジネスセミナー 

Confluent Law Groupより最新のイラクビジネス投資環境、Control Risksよ

り昨年のアブドルマハディ新政権成立後の最新のイラク治安情勢につき報告

がなされた（本年 3月 12日）。 

 トルコ（イズミール）投資セミナー 

トルコのイズミール開発公社とエーゲ海フリーゾーンの来日を機会にビジネ

スセミナーを開催し、その後、現地へのビジネス視察ミッションを派遣した。

（セミナー開催：昨年 6月 19日、ミッション派遣：昨年 10月） 

４． 二国間経済関係の強化 

＜ サウジアラビア ＞ 

 第 17回日本サウジアラビア・ビジネスカウンシル（昨年 11月 20日）及びサ

ウジアラビア投資機会セミナー（同 27日）の開催 

齋藤宏共同議長とターリク・アル＝カフターニ共同議長により、第 17 回ビジ

ネスカウンシルを日本で開催した。また、サウジ・ビジョン 2030 の実施計画

の一環として、PPP・民営化が進められようとしていることから、日サ・ビジ

ネスカウンシル主催により、サウジ保健省等を含む政府機関・公社を招き、日

本側でも多様な業態の金融機関・生保等の参加を得て、サウジアラビア投資機

会セミナーを開催した。 
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 サウジアラビア／アル・ハズミ海水淡水化公社（SWCC）総裁の招聘 

サウジアラビア海水淡水化公社の総裁以下幹部を招き、工場視察および東京都

水道局・水関連企業との個別面談を実施した（本年 2月上旬）。 
 

＜ アブダビ ＞ 

 第 6 回日本アブダビ経済協議会（ADJEC）の開催（昨年 11月 12日） 

アブダビ経済開発庁（ADDED）と共に、第 6回協議会をアブダビで開催した。

この機会に、アブダビ運輸庁（ADDOT）と当センターとの間で、DOTの陸上

交通マスタープランのピアレビューに向けた事前調査に関する協力覚書を締

結し、同調査を実施した。      

 ADJEC下でのワーキンググループ（WG）の活動 

インフラＷＧでは、アブダビ運輸庁（DOT）と第 2 回目となる会合を日本で開

催（昨年 5月 9日）したことを契機に、陸上交通マスタープランのピアレビュー

に向けて実施した事前調査の報告をアブダビで行った（本年 1月 15日）。 

エネルギーWG では、アブダビ国営石油会社（ADNOC）の要請により、ルワ

イス地区（アブダビ西部地区）世界最大級の製油所・石化工場、居住地区が存

在）の都市開発への日本の貢献可能性を探ることを目的として、アブダビで

ワークショップを開催した（本年 3月 4日～5日）。 
 

＜ クウェート＞ 

 第 22回日本クウェート民間合同委員会の開催（昨年 11月 20日） 

齋藤宏共同議長とターリク・アル・ムタワ共同議長により、第 22 回民間合同

委員会を日本で開催した。クウェートからは、クウェート中央銀行、電力・水

省等の政府機関、クウェート石油等によるプレゼンテーションとプロジェクト

紹介があった。 

      

＜ イラク ＞ 

 第 16回イラク委員会の開催（本年 1 月 24日） 

橋本イラク駐箚特命全権大使からの最新イラク情勢報告に続き、有識者からは、

アブドルマハディ新政権組閣、クルディスタン地域情勢等についてコメント頂い

た。さらに政府関係機関・団体によりイラク関連事業の報告・意見交換を行った。 

 

 

５． 中東協力現地会議の開催（昨年 8月 25～26日） 

第 43 回目となる中東協力現地会議をオーストリア／ウィーンにて開催し、経済

産業省、外務省、中東諸国駐箚大使、政府関係機関、企業等の幹部 305名の参加

を得た。 

 米国のイラン核合意からの離脱と対イラン二次制裁復活、イスラエル－パレスチ

ナ問題の再点火等により「高められた地政学リスク」の中での中東情勢について、
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EU（イタリア）、ロシアの専門家の見解も披露された。また、金融正常化を模索

する動きが国際的な資金の流れに与える影響、中東産油国（及び周辺国）の安定

に関わる原油価格と需給バランスの短期・中長期的動向等を採り上げた。 

中東・北アフリカ諸国（MENA）の経済をプロジェクト動向で見た場合、需要は

依然として大きいものの、資金不足傾向で、ファイナンスが最大の課題という指

摘があった。  ＊プログラムの詳細及び主要ポイントは「資料 2」（P10~15）をご参照 

 

６． 人材育成支援事業 

（１） サウジアラビア電子機器・家電製品研修所（SEHAI） 

2009 年から運営支援している SEHAI の卒業生は、昨年 5 月時点で 701 名と

なった。 

本年度は、新たに技術認定試験やビジネス能力検定の導入準備等を進めた。 

（２） 現地研修・国内研修等 

 イラン・エネルギー省との MOUに基づく事業 

米国による対イラン二次制裁復活によりイラン関係の事業に制約が生じてい

るが、イラン・エネルギー省とのＭＯＵに基づく研修等は、多面的に実施する

ことができた。 

① 全国上下水技術公社（NWWEC）向け現地水技術セミナー（本年 1月） 

② 送配電公社（Tavanir）向け現地送配電セミナー（本年 2月） 

③ 再生可能エネルギー・省エネルギー公社（SATBA）向け研修（本年 2月） 

④ 発電公社（TPPH）向け研修（本年 3月） 

 サウジアラビア向け研修 

サウジアラビア向けに本年度行った研修では、次のようなプログラムを実施した。 

① 循環器系の医師向け研修（本年 1月） 

サウジアラビアの循環器系の指導医に対して、非臨床トレーニング等を 

日本で実施 

② サウジ SAWEA（水環境協会）向け海水淡水化研修（本年 1月） 

日本の海水淡水化技術に係る最新技術の紹介・トラブルシューティングに

ついて現地で研修 

③ サウジ人クリエーター研修（本年 3月） 

昨年 1月にサウジ視聴覚メディア総合委員会（GCAM）と当センターが締

結した協力覚書に基づき、標記研修を日本で実施 

 クウェート電力・水省向け研修 

クウェート電力・水省向けに、2件の水技術研修を実施した。 

①海水淡水化技術研修（昨年 10月） 

 FO・メガトンなど最新の技術動向まで含めた紹介を行うと共に、関連する 

 日本企業との交流機会を提供 
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②給水網の漏水管理研修（昨年 11月） 

 浄水処理・送配水・漏水調査等における最新の技術を紹介すると共に、ポン 

 プ実習、工場視察等を実施 

 現地カイゼンセミナー 

サウジアラビアおよびイランにおいて下記の現地カイゼンセミナーを実施した。 

① サウジアラビアにおける現地産業の生産性向上と日本式経営の広報 

東部州商工会議所向け（昨年 9月 25日）；ジェッダ商工会議所向け（同 27日）；

在リヤド日本国大使館にて一般向け（同 30日） 

② イラン向けカイゼンマネージメント＆５S 

 配電公社協会等向け（昨年 12月 3日～9日）； 

 イラン発電公社協会、イラン上下水専門家協会等向け（本年 1月 13日～17日） 

 

 その他 

トルコ・アンカラ市および交通公社向け交通管制システム研修（本年 3月）等

を実施した。 

 

７． 公益目的支出計画実施事業 

（１） 中東講座 

昨年 11月 22日、「アメリカ中間選挙と中東」、「中東を構造的に理解する」、「原

油市場の現状と今後の展望」、「アブダビにおける油田開発等の日本最大の上流

企業としての取り組み」という多彩な題目の下、中東に新たに関わることに

なった方々を主たる対象者として本講座を実施した。 
 

（２） 中東情勢・実務セミナー 

実務レベルのニーズに応えることを目的として、4回のセミナーを実施した。 

 昨年 6月 8日 「国際社会の地殻変動とサウジアラビア」 

 昨年 10月 5日 「最新のイラン内外情勢 ～米国に挑み続けるパワーの源～」、

「米国の対イラン制裁復活の影響」 

 本年 1月 28日 「トルコ・ビジネスをどうみるか ～トルコ駐在経験を踏まえて～」 

 本年 3月 5日 「GCC諸国の水事業とビジネスチャンス」 
 

（３） 調査事業 

公益目的支出計画による調査事業として以下の調査を実施した。 

 「サウジアラビアおよびトルコのマクロ経済分析」 

＊2019年度事業へ継続 
 

（４） 現地研修事業 

 「2020ドバイ万博と日系企業のビジネスチャンス研修の事前準備」 

＊2019年度事業へ継続 
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８． 賛助会員サービス等 

 以下の事業を実施し、賛助会員等へのサービスの向上に努めた。 

（１） 賛助会員企業を中心に中東・北アフリカ諸国の政府・政府系機関、国営企

業、有力民間企業との「交流・ビジネスマッチング機会」（特にインフラ関

係）の組成と提供 

（２） 中東・北アフリカ諸国の政府・政府系機関、国営企業、有力民間企業から

特定事業分野の日本企業の照会を受けた際の賛助会員企業へのご案内 

（３） 賛助会員企業による当センター支援制度活用の促進として、昨年 5月に賛

助会員企業へアンケート調査を実施 

（４） 広報誌「中東協力センターニュース」電子版についての配信先数は順調に

伸び、1800名を超えた。 

 

以上 

 

 


