
 

 

 

平成２８年度事業報告書 
（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日） 

 

 

 

１．役員会の開催 

  平成２８年６月１０日 第１３回理事会開催 

 
                平成２７年度事業報告並びに同附属明細書の承認の件 （承認） 

           平成２７年度計算書類（貸借対照表、正味財産増減計算書） 

および同附属明細書並びに財産目録の承認の件    （承認） 

理事選任の件                   （承認） 

監事選任の件                   （承認） 

顧問選任の件                   （承認） 

評議員会招集の件                 （承認） 

   
  平成２８年６月２７日 第１１回評議員会開催 

 
   平成２７年度事業報告並びに同附属明細書の報告の件 （承認） 

           平成２７年度計算書類（貸借対照表、正味財産増減計算書） 

および同附属明細書並びに財産目録の承認の件    （承認） 

理事選任の件                   （承認） 

監事選任の件                   （承認） 

 
平成２８年７月４日 第１４回理事会開催 

 
           理事長選定の件                  （承認） 

           定款第３７条５項に定める理事の選定の件      （承認） 

資金運用執行責任者の任命の件           （承認） 

事務局長の任命の件                （承認） 

 
平成２８年１１月１６日 第１５回理事会開催 

 
           定款第２０条に基づくみなし決議（決議の省略）の件 （承認） 

           役員報酬の件                   （承認） 

 
平成２８年１１月１８日 第１２回評議員会開催 

 
           役員報酬の件                   （承認） 

 

 

 

 

 



 

 
  平成２９年２月６日 第１６回理事会開催 

 
   平成２９年度事業計画書承認の件          （承認） 

        平成２９年度収支予算書等承認の件         （承認） 

評議員会招集の件                 （承認） 

            
平成２９年３月６日 第１３回評議員会開催 

 
   平成２９年度事業計画書報告の件          （承認） 

        平成２９年度収支予算書等報告の件         （承認） 

 

 

２．事業概要 

（１）第３０回国際セミナー 

 

開催日：平成２８年９月３０日～１０月２日 

開催地：裏磐梯ロイヤルホテル（福島県耶麻郡北塩原村） 

テーマ：「復興・創生と国際貢献について」 

  参加国：カンボジア・ドミニカ共和国・インドネシア・ラオス・フィリピン・アメリカ・ 

ベネズエラ 

  後 援：内閣府、復興庁、総務省、外務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、 

      環境省、福島県、一般社団法人日本経済団体連合会、一般社団法人東北経済連合会、 

      独立行政法人国際協力機構、一般財団法人衛星測位利用推進センター、 

      一般社団法人海外水循環システム協議会 

  参加者：約１９０名 

  主な講演者： 

有馬 朗人  公益財団法人国際研修交流協会 理事長 

額賀 福志郎 衆議院議員 

新藤 義孝  衆議院議員 

大島   敦  衆議院議員 

柳本 卓治  参議院議員 

石原 信雄  一般財団法人地方自治研究機構 会長 

山田 清志  東海大学 学長 

岡本 全勝  内閣官房参与、前復興庁事務次官 

安藤 晴彦  経済産業省 貿易経済協力局 戦略輸出交渉官 

髙田 修三  内閣府 宇宙開発戦略推進事務局長 

岡野 直樹  総務省 東北総合通信局長 

松尾   元  農林水産省 東北農政局長 

田川 和幸  経済産業省 東北経済産業局長 

馬場  有  浪江町長 

東   昭  東京大学名誉教授 

野口  伸  北海道大学 大学院農学研究院 教授 

寺岡 行雄  鹿児島大学 農水産獣医学域農学系 教授 

住川 雅晴  一般社団法人つくばグローバル・イノベーション推進機構 理事長、 

TIA 運営最高会議 議長、一般社団法人海外水循環システム協議会 名誉会長 

上田 新次郎 一般社団法人海外水循環システム協議会 理事長 

辻  秀樹  株式会社東京大学エッジキャピタル取締役 

チャーウ・ソシラ  カンボジア大使館 参事官 

フリオ・ラファエル・セリマン  ドミニカ共和国大使館 公使参事官 

ソムサヌック・ウォンサック  ラオス大使館 臨時代理大使 

マリアン・ジョセリン R. ティロル-イグナシオ  フィリピン大使館 臨時代理大使 



 

カレン・アレハンドラ・ロメロ  ベネズエラ大使館 公使参事官 

ピーター・リ  カンボジア王国 政府国家テロ対策委員会 国家基盤保護監補 

マオ・リーセイ  カルメット国立病院 事務局長 

クリスティアニ・エンジニア・パルトゥ  北スラウェシ州南ミナハサ市 市長 

クリス・ドーン  CAVOK 社 副社長 

デニス・ブレット  マクセマ社 副社長 

ほか 

 

 

（２）第１２回アジア太平洋セミナー 

 

開催日：平成２９年２月２０日 

開催地：ザ・スルタンホテル・ジャカルタ（インドネシア共和国ジャカルタ市） 

テーマ：「日本、インドネシア両国間の宇宙技術・地理空間技術、エネルギー・環境分野におけ 

る協力ならびにアジア太平洋地域における国際貢献について」 

  後 援：在インドネシア日本国大使館 

  参加者：約８０名 

主な講演者： 

新藤 義孝  衆議院議員 

守山 宏道  内閣府 宇宙開発戦略推進事務局 準天頂衛星システム戦略室長 

三原 祥二  総務省 情報通信国際戦略局 国際展開支援室長 

谷崎 泰明  駐インドネシア日本国大使 

安藤 晴彦  経済産業省 貿易経済協力局 戦略輸出交渉官 

大木 章一  国土交通省 国土地理院 応用地理部長 

長   幸平  東海大学 情報理工学部長 

玉浦  裕  東京工業大学 先導原子力研究所 名誉教授 

宮崎 浩之  東京大学 空間情報科学研究センター 特任助教 

宇田 直史  ダルマプルサダ大学 第一副学長補佐 

入江 高志  ビマセナ・パワー・インドネシア 社長 

長澤 健太郎 伸光ホールディングス株式会社 代表取締役 

ラフマット・ゴーベル  日本特使 

マルザン・アジズ・イスカンダール  技術評価応用庁 元長官 

ムハンマド・ナシール  研究技術・高等教育省大臣 

ウングル・プリヤント  技術評価応用庁 長官 

ハサヌディン・アビディン  地質調査庁 長官 

ヤヌス・サエフルハク  エネルギー鉱物資源省 再生可能エネルギー・ 

省エネルギー総局 地熱局長 

 

 

（３）広報その他事業 

国際交流事業に関する理解・協力の拡大を図るため、関係機関とのネットワークの形成に努めると

ともに、当法人の事業を紹介するためホームページの更新等を行った。 

また、その他以下の事業を行った。 

     

・国際交流事業：カンボジア医療関係者ら訪日 

実施日：平成２８年９月２７日～１０月５日 

来日者：ピーター・Z.リ カンボジア王国 政府国家対テロ対策委員会 国家基盤保護監補 

マオ・リーセイ カルメット国立病院 事務局長 

ヘン・リクヘン カルメット国立病院 神経科医 

ペン・ペアニ カルメット国立病院 神経科医 

イング・キムソアー カルメット国立病院 集中治療医 

ソーウン・ソリヤ カルメット国立病院 神経科 ICU 看護師 

メアク・ボレアク カルメット国立病院 助産師 



 

訪問先：神奈川県総合防災センター 

東海大学医学部附属病院 

東海大学湘南キャンパス 

一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 

 

・国際交流事業：Cloud & Message Day 2016 後援 

開催日：平成２８年１１月２８日 

  開催地：ベルサール神田（東京都千代田区） 

主 催：株式会社 TwoFive 

 

 

・国際交流事業：カンボジア・カルメット国立病院に対する緊急車両の譲渡 

譲渡先：カンボジア王国カルメット国立病院 

譲渡内容：緊急車両８台（救急車４台、ポンプ車４台） 

 

・インドネシア・ダルマプルサダ大学表敬訪問 

実施日：平成２９年２月２１日 

訪問先：インドネシア共和国ダルマプルサダ大学 

 

 

 なお、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４条第３項に規定する附属明

細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


