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平成 27 年度特定非営利活動法人アジア起業家村推進機構事業報告 

 
 
１ 事業活動概況 

 
当ＮＰＯは平成 17年に創立して昨年 10周年を迎えた。川崎市や神奈川県、そして会員の皆

様及び関係者のご支援を受けてアジア起業家と共に、拡大するアジア市場の活力を取り込むた

めに歩みを進めてきた。これからは 10周年を記念して、今まで蓄積してきたアジア起業家養成

塾やアジア起業家村の人材とノウハウを活かす方向として、アジア起業家と共にアジアや世界

の中で、中小企業が経営戦略を探求するアジア経営戦略研究所の設立、そして日本全国でアジ

ア起業家が活躍できる拠点の創設を目指してきた。これは、10周年を契機に「自然体」（自律）

で、活動を深化し拡大するものである。 

 

第一に、設立しましたアジア経営戦略研究所は、拡大するアジアマーケットを獲得するため

に、アジア起業家村が国内の中小企業の道しるべとしての経営戦略を「安、近、短」（廉価、

身近、短納期）で策定して、アジアマーケット開拓の指針にしていただくためのものである。 

 

第二の全国展開は、私たち本来のアジア起業家村事業の目的はアジアの高度人材、起業家の

育成であるが、今年度は地方が消滅するかもしれない時代背景のもとに、全国津々浦々に地方

創生の手法としてアジアマーケット開拓のリーダーを養成、配置する拠点の整備を進めようと

活動を拡大したものである。 

 

上記ように、今までの活動を統合してアジア経営戦略所でインテリジェンス化し、日本全国

の拠点に普及していく。育成するアジア起業家と地域の人材が、国内外のアジア起業家の拠点

で出会い、意気投合して日本とアジアの発展を目指して、共創、共育、共生そして共進化を果

たしていくことこそが、当ＮＰＯの実現できる地方創生のﾐｯｼｮﾝとなると考えている。 

政府の発表では、２０２０年の東京オリンピックまでに多摩川を跨ぐ橋が建設される。まさ

に今まで当ＮＰＯが川崎市や神奈川県などと共に目指してきた羽田空港等をハブにしてアジア

パワーを取り込むアジア起業家村やアジア起業家の日本内外の拠点づくりにむけて大きな後押

しになる。 

 

この橋が跨ぐ両地域、大田区・東京都そして川崎・神奈川県さらには、全国の志ある都市が

アジア起業家の憧憬の街になるように、アジア起業家と日本の企業家が出会い、様々なＪＡＰ

ＡＮブランドのモノや心をアジアのモノや心に融合させて進化し、世界に貢献できる、そして

国際競争に勝てる人、もの、ことづくり（事業構築）にまい進した。 

 

今年度は、NPO理事が全国に出かけて、10年で育成してきたアジア起業家やアジア起業家村

のノウハウを活用いただくように交渉を重ねてきた。現在、茨城県、神奈川県西部地域（箱根

町、小田原市など）、長野県、新潟市、福岡県、八女市などの首長や幹部職員などに説明し、

概ね好評である。東京でも荒川区や大田区そして墨田区の官や民が興味を示していただき、地

方と連携し、アジア市場を取り込む事業構築の一歩を進めるようになってきている。 

 

こういった流れを盛り上げていくためにも、本拠地の川崎市に力を入れており、NPOの有志で

立ち上げたアジアサイエンスカフェには、既に 9社（中、越、韓、露、日）が入居して、起業

家による賑やかなでグローバルな活動が行われている。これからも THINKの拠点を含めて、国

際的な多様な企業の誘致活動、起業家の育成活動、出会いの場の創出を会員の皆様と関係者の

ご支援を得て進めていく所存である。 

 



 2 

 
 

２ 事業の実績 
 １）ワンストップサービスに関する事業（一部受託事業） 

（内容）ＫＳＰ－ＴＨＩＮＫの入居企業 3社（㈱CoolProps,川崎技研㈱、金源通㈱）へ
の支援をおこなった。なお、今まで育成・支援してきたアジア起業家村やアジア起業家
養成塾を卒業した起業家のマッチングの要請は増加してきている。 
 ほとんどの起業家が日本と出身母国の間の商社機能を有しているので、扱う商品が幅
広くなっている。 
 アジアサイエンスカフェについては、NPO・カフェ役員、会員、メンターが、相談を
受けて、適切な紹介等をしている。 
 なお、今年度設立したアジア経営戦略研究所では、企業の経営戦略を立てる支援をし
ている。例：アジアの人材コンサルティングなど 
 
Ｈ27年度末入居企業 
KSP-THINKアジア起業家村 3社（中国 3社）、卒業後継続入居 2社（中国、ベトナム） 
アジアサイエンスカフェ 9社（中国、べトナム、韓国、ロシア、日本） 

 
 
２）起業家予備軍発掘・育成事業（受託事業） 

（内容）今年は、年１回、基礎コースとして 40講座以上を開講。基本的にアジア起業
家に備わらなければならない起業家の考え方やスキルを中心に構成する塾を実施。 
 さらに終了後のフォローとして、様々にビジネスモデルに対応する産業ｺﾐｭﾆﾃｨとし
てのネットワークや人脈を紹介して、成長支援の対応をしている。 
 第 16期；H27年 10月～平成 28年 3月 参加受講者 12名 

内訳は中国 1人、ベトナム人 6名、日本人 5人また男女の区分けでは男性 11人、女性

1人。 

「起業家養成塾」の終了日には恒例の受講生による「ビジネスプラン発表会」があり、  
 起業家としての勉強の成果を発表した。4名が 4本のビジネスプランを発表した。 
 その講評を増田辰弘アジア経営戦略研究所長が行った。 
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 発表テーマと優秀賞以上は、下記の通り。 
 

 氏名（敬称略）及び BPテーマ 

① 川崎市とふるさと瀋陽市とのモノづくりの橋渡しー翻訳と輸出入事業を介して 

                         李 玉栄 

② ベトナムにおける工場生産設備の自動化支援とメンテナンス事業 

グエン ヴィエット フン 

③ ベトナムにおけるグローバル IT開発事業       レ タン ニー 

④ クルーズ船を利用した健康増進ツアー         山田 道孝 

審査委員の選定により最優秀賞をグエン ヴィエット フン氏、優秀賞は、レ タン 

ニー氏、奨励賞は 李 玉栄氏、ドリーム賞（会場賞）はグエン ヴィエット フン 
氏が獲得した。なお、山田氏は急な仕事が入り、当日の発表ができなかった。 

 

   今回の最優秀賞と優秀賞のベトナム起業家の 2人は、即、起業の 2人であり、それだけ
にビジネスプランの実現性が高いと感じられた。また、十分な検討をしたいと慎重姿勢
の起業家もあり、BPの発表を来年にまわして留年したものも多かった 

 
 ３）上海市浦東新区循環経済協力事業について（受託事業） 

   川崎市からの委託事業は、①上海ミッションの実施、②上海市環境保護局への環境研修

の 2つの事業を実施した。 

   なお、従来の「環境産業ビジネスマッチング事業」については、上海ミッションのプロ

グラム中で行うこととし、また「川崎国際環境技術展への招聘・運営事業」についても

上海市環境保護局の運営のみを行った。 

 

   以下、行った 2つの事業内容について報告する。 

① 上海ミッションの実施（10月 21～23日） 

 今年度は、10月に開催した。実施内容であるが、昨年度の上海ミッションで取り組ん

だＮＥＤＯ国際実証事業では、平湖景興紙業（テーマ；製紙会社のスマートエネルギー）

の案件（ごみ発電を主体としたプロジェクト）に絞って平湖市でのフォーラムを開催し

た。また、恒例の上海市環保局との交流事業は、上海市青浦工業区を視察した後に川崎

市と上海市による循環経済構築に向けた都市間環境協力の成果と今後の在り方について

討議した。 

 なお、今後、青浦工業区とは川崎市が綿密に情報交換しながら交流を進めることとし

た。 

 上海交通大学に対しては、表敬訪問を行い、今回のＮＥＤＯ事業について、川崎側企  

業（東芝、高砂製作所など）等の事情を説明した。 

   上海ミッションには団長の三浦副市長をはじめ職員 2名のほかに、企業からはＪＦＥエ   

ンジニアリングなど数名の参加で実施した。 

② 上海市環境保護局への環境研修（11月 9日～20日） 

   被研修者は次の 2名である。 

１．上海市環境保護局 政策規画処 副処長 孫 華（女） 

     ２．上海市輻射環境監督センター（上海市環保局直轄機関） 総工程師 戈 立新（男） 

  今年で 5 回目になる当該事業は例年好評であり、上海市政府からの高い評価を得て  

いる。今年も順調に進んだ。 

 
 ４）アジア交流/マッチング事業（一部受託事業） 

 

① 「アジア交流」に関しては、川崎市産業振興会館３階の一画をアジアの起業家、NPO会

員等の交流並びにこれらの人と地元企業等との交流の場（アジア起業家交流サロン）と

して管理運営するとともにアジア起業家村構想の情報を発信した。 
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② 中小企業とアジア起業家村入居企業母国とのビジネスマッチング架橋事業 

・かわさきグローバルセミナーやあらかわグローバルセミナー、大田区のセミナー   

などでアジア起業家村と日本の地域企業との連携をはかった。 

・中国とのビジネスマッチング事業 

アジア起業家村出身、中国起業家からのビジネスマッチングのご照会があり、役員等

と対応に当たった。 

・越国とのビジネスマッチング事業 

   経産省ジャパンブランド育成支援事業や厚労省新事業地域人材育成支援事業のビジ

ネスマッチングや人材のマッチングなどを行った。 

③ 企業展示会等に出展による現地企業とのマッチングの促進 

   「川崎国際環境技術展 2016」への出展 ２月 18日（木）～19日（金）15000人来場。 

   アジア起業家入居企業が 2社、アジア起業家養成塾 OBが 1社、出展。NPOも独自に出展。 

   バリア・ブンタウ省も NPO 理事（ベトナム起業家）が担当して出展した。 

    また、中国上海市関係も別に出展した。 

   

 ５）日越金型ブランド化事業 

     ①昨年に引き続き、NPO 理事（ベトナム担当）や JAPAN ﾌﾞﾗﾝﾄﾞチームの一員が実際の開拓

を行い、ビジネスマッチングシステムの実用化のための準備作業、現地工場の機械装備や

熟練工の調査を行い、基礎データの収集に努めた。 

     川崎市内企業は、バリアブンタウ省の職業訓練校内のスペースに工場を設立した。他にも

大田区のチーム員が進出する方向である。引き続き継続していく。 

  

６）ベトナム交流促進事業 

NPOの紹介により、川崎市はバリア･ブンタウ省で開催された「ベトナム南部商工・観光

展示会２０１５」（９月 24 日～２６）に出展した。また、NPOでは市内企業と共にミッショ

ン団を派遣した。 

                      

 

 ７）国際会議シンポジウム事業  

（内容）当ＮＰＯが主催した「上海ミッション」（10月 23日～25日）の中で実施した。 

上海上場企業の景興紙業の案件（ごみ発電を主体としたプロジェクト）に絞って平湖市での

フォーラムを開催した。 

 

 ８）会員等交流事業 

  ①かわさきグローバルビジネスセミナー2015      日程：６月２９日（水） 

    テーマをアジア起業家村かわさきグローバルビジネスセミナー２０１５ 

   経産省 JAPANブランド育成支援「日越金型ブランド化」事業、４年間の成果を問う総

括セミナーを開催した。日本の金型を基本とした裾野産業のモノづくりをベトナムに日

本ブランド化して移植する事業を４年間続けてきました。その成果として進出した企業

や拠点を築こうとする企業が、何をベトナムに求めて動こうとするのか、を問う実践的

な議論を行った。                      参加者：100 人 

   ②かわさきグローバルセミナー2016－実践的なベトナム高度人材活用 

 日程：2016年 2月 12日（金） 

  「アジア・ベトナム高度人材活用による人事戦略」として、これからはグローバル・ニ

ッチトップ企業を狙う戦略が求められている。ただ、少子高齢化の中、人材不足、

特に人工知能を開発するような高度人材が圧倒的に不足している。そこで、今後の

日本企業の生命線とも言えるアジアの高度人材活用について、ハノイから講師を招

聘し、実践を踏まえて、企業の人事戦略構築のためのセミナー・シンポジウムを開

催した。                          参加者：100 人 
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③ あらかわグローバルセミナー２０１６       日程：2016年 3月 22日（火） 

   当 NPOは、一昨年の８月に「荒川のモノづくりJAPANブランドをアジアマーケットに展開し、

幸せリーグの輪をつくる」として、「あらかわベトナムグローバルセミナー」を開催した。今回は、

当NPO創立１０周年を記念にJAPANブランド産品の国内外への相互拡販で、慶應義塾大学の新

世代インテリジェントシティコンソーシアムが開発した商品の受発注システム「UNIOSS」

を活用するという共催事業として開催した。 

  幸せリーグという幸福度指標を掲げて、全国８０箇所以上の市町村を束ね交通の要衝

である荒川区の日暮里を拠点として、IOTやふるさと物産の集積、物流、観光、ものづ

くりを一気通貫に行おうとするリアルとバーチャルを融合する仕組みを提案するセミナ

ーであったが、西川区長を含めて、大いに盛り上がり、日経新聞に掲載された。 

                                  参加者：70人 

④ ＮＰＯ創立 10周年記念事業「アジア経営戦略研究所」設立セミナーを開催 

                               日程：11月 9日（月） 
 

     ア    アジア経営戦略研究所開設記念講演会新アジア時代の日本の果たすべき役割 

         － 技術をベースに新たなる市場の開拓 － 

      経済産業省貿易経済協力局国際戦略情報分析官 鈴木 恭一 
 イ   アジア経営戦略研究所開設記念パネルディスカッション 

    パネラー （株）BCN       社長  奥田 喜久男 

         － ハイテクでむすぶアジアビジネスの輪 － 

         （株）湘南シニア総研   社長  中澤  司 

         － アジアで福祉事業を幅広に展開 － 

          ㈱ブレｲンワークス   社長   近藤  昇           

－ 自由空間のアジアを動き回り稼ぎ出す－ 

    コーディネーター  

アジア経営戦略研究所   所長  増田 辰弘 

 

 ウ   戦略的アジアマーケット開拓（人材、観光、物産）公共団体等事例報告 
   戦略的にアジアマーケットを開拓している、あるいはしようとしている地域からの報告 をいた

だきながら、今後のあるべきアジア企業の国内でのアジアの活力を呼び込む戦略を模索した。

参加市、町、区 箱根町、横須賀市、荒川区、川崎市 

 

※ＮＰＯ法人アジア起業家村推進機構創立 10周年記念懇親特別企画「日本初日本・アジアふるさとのＰ

Ｒ及び物産抽選会」を企画し、100を超える品物が集まった。 

 

 

 ⑤その他、「アジア起業家養成塾」でのＢＰ発表会後等に交流会を実施 

      

 

 

 ９）広報活動 

①会員や一般市民に対して、事業の PRを行ってきた。特にアジア起業家養成塾や各種イベ

ントについては、経費がかからず動員力のあるメルマガ配信を行った。ほとんどがほぼ定員

か、定員を上回る動員があり、盛況であった。                                                                           

②11月９日アジア起業家村 10周年記念アジア経営戦略研究所設立セミナー開催     

アジア起業家村の新たな対象者への PRを行い、日本初の日本、アジアの名産品交換会

は盛況であった。                                                               

③２月１８日～１９日：「川崎国際環境技術展 2014」（とどろきアリーナ）に出展。                                                                   

④メディアには積極的な情報提供を行い、特に日経新聞に多数セミナーの予告記事そしてア
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ジア起業家村の全国展開の記事を掲載いただいた。                  

⑤今年度は、10周年を契機に全国展開する目標を立て、茨城県や新潟市などの企業誘致セ

ミナーに参加して知事等に勧誘を行い。概ね好評を得ている。神奈川県西部地域行政連絡会

などは担当者を決めていただいた地域もあり、厳しい経済情勢の中、地方創生に向けて追い

風が吹いているようにも思える。また、今年度は、昨年度に引き続き、ベンチャーブログ「温

故知新」配信者松浦利幸記者の協力を得て各方面に積極的に記事を配信した。また、京浜多

摩和僑会の協力を得て、アジア各地の和僑会にも配信を行った。

 

10）アジアビジネス支援事業 

川崎国際環境技術展 2016アジア起業家村ブースの設営、アテンド、そしてアジアサイエン

スカフェ内セミナーなどの支援を行った。 

３．その他 

 

 １）理事会の活動 

年間５回の理事会と 6月に総会を開催した。他に、THINK連絡会を 2回、殿町プロジェク

トについては、一般社団法人アジアサイエンスカフェ理事会・総会として 5回開催し、当Ｎ

ＰＯと共に共同歩調で進めている。なお、10周年記念事業については、増田辰弘顧問（ア

ジア経営戦略研究所長）を中心に関係者を集めてワーキング部会として３０回開催した。 

第９８回理事会   

（６月） 

＜審議事項＞  

  

【審議事項】 

１） 平成２６年度事業報告・決算案について 

２） 平成２７年度事業計画・予算案について 

  ア.川崎市予算について 

   イ．１０周年事業での全国公募（第一弾墨田区新ものづくり拠点整備

事業）、   

   ウ.JAPAN ブランド育成支援事業、後継事業 

 ＪＩＣＡ草の根パートナーシップ事業について 

３） 総会及びセミナー、交流会について 
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【報告事項】 

 経産省予算について 

     公募４件について 

① 社会課題解決型国際開発共同事業について（事務局）        

② 新興国開拓人材育成支援事業について 

③ 平成 27年度貿易投資促進事業（親日・知日人材コミュニティ） 

④ 社会課題解決型国際開発共同事業について（事業） 

 

第９９回理事会   

（８月） 

 

＜審議事項＞   

１）  平成２７年度事業について 

ア. ＪＡＰＡＮブランド後の事業について 

  バリア･ブンタウ省ベトナム南部展示会及び視察ミッション団に

ついて 

 ＪＩＣＡ草の根パートナーシップ事業について 

   バリア･ブンタウ省及びホーチミン市職業訓練事業について 

イ． １０周年記念事業について（１１月９日開催） 

a. アジア起業家村の全国展開について 

    全国都道府県・市町村への公募について 

           １０年間の実証事業+新たな事業を展開  

【報告事項】 

  １）経産省予算について 

     公募案件について 

  ２）ホーチミン和僑会の国家プロジェクト入札案件について 

第 100回理事会   

（10月） 

 

＜審議事項＞   

 １）平成２７年度事業について 

ア． １０周年記念事業について（１１月９日開催） 

アジア経営戦略研究所設置について 

表彰について 

日亜名産・物産交流抽選会について 

   イ．川崎国際環境技術展について  

【報告事項】 

 １）アジア起業家村の全国展開について 

    全国都道府県・市町村へのﾊﾟｰﾄﾅｰ協定先募集について 

           １０年間の実証事業+新たな事業を展開 

２） ＪＡＰＡＮブランド後の事業について 

  バリア･ブンタウ省ベトナム南部展示会及び視察ミッション団に

ついて 

  ＪＩＣＡ草の根パートナーシップ事業について 

   バリア･ブンタウ省及びホーチミン市職業訓練事業について 

３） 第 16 期アジア起業家養成塾について 

４） 上海ミッション団について 

第 101回理事会   

（１月） 

＜審議事項＞  

１） 平成２７年度事業について 

外務省補正予算 ＪＩＣＡ草の根パートナーシップ事業について 

バリア･ブンタウ省及びホーチミン市職業訓練事業について 

経産省補正予算  中小企業・小規模事業者海外展開支援事業 

【報告事項】 

1）. 川崎国際環境技術展について 

2）. アジア起業家村の全国展開について 

  全国都道府県・市町村へのﾊﾟｰﾄﾅｰ協定先募集について 
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    １０年間の実証事業+新たな事業を展開 

   神奈川県、県西地域広域行政協議会、茨城県、長野県、荒川区、その他 

3）.第 16期アジア起業家養成塾について 

４）.１０周年記念事業について（１１月９日開催） 

アジア経営戦略研究所設置,日亜名産・物産交流抽選会 

第 102回理事会   

（3月） 

（電磁回覧報告） 

 

 

【報告事項】 

1). 川崎市内事業 

ア．かわさきグローバルセミナー２０１６及び新年春節交流会につ

いて 

イ．国際環境技術展について 

ウ.第 16期アジア起業家養成塾 BP発表会及び修了式  

2）. アジア起業家村の全国展開について 

ア.神奈川県西部地域連絡協議会 

イ.あらかわグローカルセミナー2016を開催 

     ウ.他県、市の状況について                 茨

城県、長野県、三重県、新潟市、福岡県、八女市、好評 

３)．川崎市来年度予算について 

   市の方針として全般的に入札を行う。 

   なお、JICAの草の根の事業については、5月 9日の申請締め切りに向

けて川崎市と調整中です。   

 

 

２）会員の現況（H28.3現在） 

     正会員  個人； 50名    団体；15社  

     活動会員 個人； 10名    団体；2社  

     賛助会員 個人；  0名    団体；3社   

     （参画事業者 経産省 Japanブランドフォロー 30社）    

 

 


