
お問い合わせ 

九州環境エネルギー産業推進機構 
TEL. 092-474-0042 
FAX. 092-472-6609 
http://www.k-rip.gr.jp/ 
担当：杉迫 

九州経済産業局 資源エネルギー環境課 

TEL. 092-482-5499 
担当：金山・清水 

お気軽に！ 

  お申込みはウラ面へ 

月 日 8 31 （木） 14 時 分 00 17 時 分 30 
講演会 懇親会 
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場 
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参加費 

8月の第109回エコ塾は「未来へつながるバイオマス活用の取り組み」をテーマ
に、4社による取組事例をご紹介致します。基調講演には、資源エネルギー庁
による改正FITの説明もございます。企業・団体、行政関係、学生等どなたで
もご参加できます。懇親会にもぜひご参加ください。講演会翌日は、宮崎県内
関連施設のバス見学ツアーを実施します。 

未来へつながるバイオマス活用の取り組み 

第109回エコ塾 
in 宮崎 

August 
8 

エコ塾について 

K-RIP及び九州経済産業局は、九州の環
境・エネルギー産業の振興に取り組んでおり
ます。新ビジネスの創出・マッチング・人脈形
成を目的として、月一回程度、定期的に九
州各県で開催しております。 

懇親会で人脈形成 
エコ塾講演会の直後、懇親会を開催しておりま
す。当日のご登壇企業にもご参加頂いておりま
すので、ぜひ親睦を深めて頂き、ネットワークを
構築ください。 

懇親会乾杯前に参加者による1分間スピー
チを実施しています。事前申込制ですのでお
早めに！ 

福岡市博多区博多駅中央街5-15 1F 
会場近くのお店 

HOTEL スカイタワー 
宮崎県宮崎市高千穂通2-1-26  （懇親会ご参加の方は公共交通機関でお越しください） 

http://hotelskytower.jp/access/ 

バイオマス発電燃料としての
木質チップ生産について 

中山リサイクル産業(株) 
常務取締役 
堀 文弘 氏 

2. 15:40 - 16:10  3. 16:10 - 16:40 

FIT施行後、バイオマス発電燃料として
の木質チップについては、林野庁が定め
るガイドラインに則した運用が求められて
います。それは、バイオマスの区分ごとの
分別管理と、証明の連鎖です。FIT施
行前のリサイクル木材の取扱いに加え、
施行後は、一般木材、間伐等由来の
バイオマスまで取扱い範囲を拡大させて
います。移動式チッパー機導入による
ヤード形式の運用など、事業拡大のた
めの当社の取り組みをご紹介します。 

1. 15:10 - 15:40  

講演会：3階ターコイズ・マリン 懇親会：シアン 

4. 16:40 - 17:10 

主催：九州経済産業局、宮崎県、(一財)九州産業技術センター、九州環境エネルギー産業推進機構(K-RIP) 
後援：宮崎県太陽電池・半導体関連産業振興協議会 

【バス見学】9月1日(金) 定員20名(乗車無料) 9時発 ‐ 16時00分解散予定 

バス見学 9月1日(金) 

申込先着順  
定員20名(1社2名まで) 

乗車無料(昼食代1,080円別途) 

【9時】     宮崎県庁 出発 
         霧島酒造(焼酎粕リサイクルプラント及び発電施設) →   
         昼食(1,080円) → エコクリーンプラザみやざき(バイオマス発電) 
【15時50分】宮崎駅経由 ※時刻は予定 

【16時】50分宮崎県庁 解散 ※時刻は予定 

※自車による追走はご遠慮ください 

篠田(株) 
環境事業部 
武谷 歩 氏 

環境・エネルギー分野に 
特化した異業種交流会 

楽しい(株) 
代表取締役 
松尾 康志 氏 

(株)フォレストエナジー門川 
取締役 事業統括部長 
日吉 淳 氏 

改正FIT法と再生可能エネルギー政策の今後の展望 
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課 

【基調講演】14:10 - 15:00  

木質ペレットのポテンシャル 

当社は、豊富な木質バイオマス資源を
有する宮崎県において木質ペレットを製
造販売している会社です。 
地球環境にやさしいエネルギー源として、
これまで培った独自の製造技術をベー
スに新たなペレットの開発も手掛け、木
質バイオマス活用普及の一翼を担う事
業展開を目指しております。 
又、ペレットの利用拡大に於いて、親会
社である清本鐵工㈱との連携を図り、
これからの取り組みについても併せて紹
介いたします。 

木質バイオマス活用による地
域エネルギー事業について 
現在、国内のバイオマス発電所は何千
kWの大型のものが大半を占め、その集
材範囲は国内外に拡大しています。地
域資源を地域で活用するためには、地
域の資源に合ったバイオマス活用方法
が必要です。 
篠田（株）は、木質バイオマス熱電併
給システム等により、地域バイオマスを
活用し、地域に根付いた地産地消エネ
ルギーの実現や、それによる地域活性
化を目指しています。 

資源循環で皆が楽しく活躍で
きる社会を ～食品廃棄物の低
コスト地域循環～ 
官民一体となった食品廃棄物のリサイ
クルループ形成に必要なノウハウとサービ
スを、包括的に提供しています。 
ループ形成に関わる全ての立場の人た
ちに、「コスト軽減」「雇用創出」「CO2
削減」「社会参加」といったメリットを提
供することも目指しています。食品廃棄
物を堆肥化させ、農産物を生産する地
域資源循環モデルで、「環境・経済・社
会の統合的向上」に貢献します。 



 

交通アクセス 
【講演会会場】 HOTELスカイタワー（ターコイズ・マリン） 
          宮崎県宮崎市高千穂通2-1-26 
          TEL 0985-31-1111 
          ※宮崎駅徒歩3分 
【懇親会会場】 同ホテル シアン 
※懇親会では酒類も出ますので、お車はお控えください 

 
【バス見学集合場所】 宮崎県庁前 
※詳細はメールにて追ってご連絡いたします 

お申し込み方法  申込締切 8月30日(木)  
WEBからのお申込み：下記ページより必要事項をご入力の上、お申込みください 

https://entry.k-rip.gr.jp/k-rip/reserves/input/8605 
複数者お申込みの場合は、各個人でお申込み頂くか、連絡備考欄に人数分の役職・氏名等をご記入ください 
K-RIPウェブサイト「最新のお知らせ」の「【ご案内】第109回エコ塾～」からもフォームへのリンクがございます 
【K-RIPウェブサイト】 http://www.k-rip.gr.jp/ 

FAXでのお申込み：本申込書下記にご記入の上、 FAX：092（472）6609 までお送り下さい 
 

お問い合わせ先 
九州環境エネルギー産業推進機構（K-RIP） 担当：杉迫 
【TEL】092 - 474 - 0042  【FAX】092 – 472 - 6609  【URL】http://www.k-rip.gr.jp/ 
九州経済産業局 資源エネルギー環境課 担当：金山・清水  【TEL】092 - 482 - 5499 

第109回エコ塾 申込書 

（例）製品・サービス紹介（企業） 
   支援施策等紹介（支援機関） 

ショートプレゼンを □希望する 
内容： 

（例）製品・サービス紹介（企業） 
   支援施策等紹介（支援機関） 

ショートプレゼンを □希望する 
内容： 

（例）製品・サービス紹介（企業） 
   支援施策等紹介（支援機関） 

ショートプレゼンを □希望する 
内容： 

（例）製品・サービス紹介（企業） 
   支援施策等紹介（支援機関） 

ショートプレゼンを □希望する 
内容： 

参加お申し込みは 
ホームページから！ 

(k-rip.gr.jp) 

講演会懇親会・会場 

会社名                               会員  □ K-RIP会員 K-RIP会員はチェックをお願いします 

連絡先   TEL :                              事業分野 

【講演会申込】 

参加者 

所属・役職 お名前 E-mail  
参加:○  不参加:× 

講演会 懇親会 

        

        

        

1分間スピーチ 
（懇親会乾杯前実施） 

 懇親会参加者を対象に1分間スピーチを受け付けております。 
 貴社の事業・会社紹介にご活用ください（事前申込制／先着順数名） 
 
 

【バス見学申込】 定員20名(1社2名まで) 下記、全て必須項目となります 締切8/30(水) 

所属・役職 お名前 E-mail (当日連絡が取れる)携帯番号 

（例）水処理事業の紹介 

スピーチ内容 

□ スピーチを希望する 内容を右欄にご記入下さい 

個人情報の取り扱いについて 
ご記入内容は、参加者とのビジネスマッチング・ご連絡に利用いたします。当事務局から第三者に提供することはありません。発表等にトラブルが発
生いたしましても主催者は一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。懇親会へ参加される方は受付にて会費を徴収させていただきます。
懇親会参加者の企業名等は歓談をスムーズに進めるため懇親会会場に掲示することがあります。 

ホテルパレスイン鹿児島 
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