
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

時刻

13:00

～ 　北山本門寺重須孝行太鼓、紹介ビデオ

14:00 開会の言葉

　実行委員会会長　水谷 洋一（静岡大学）

　 開会挨拶

　大会長　須藤 秀忠（富士宮市長）

　愛知 和男（全国小水力利用推進協議会）

　川勝 平太（静岡県知事）

　望月 義夫（衆議院議員）

14:00 基調講演

～

15:00

15:20

～

16:50

時刻

10:00

～

12:00

市民文化会館

企業事例発表

第2日目　2018年12月14日（金）10:00～16：00　富士宮市民文化会館・浅間大社参集所

内　容

第1日目　2018年12月13日（木）10:00～16:50　富士宮市民文化会館

内　容

○議    題　　：「再生可能エネルギーを活かした地域の持続可能な自立」

○講　　師　　：倉阪 秀史（千葉大学）

休　憩

パネル討論

○講演趣旨　　：「地域での再生可能エネルギーの活かし方」 ～産官学民の果たす役割～

○進　　行　　：水谷 洋一（静岡大学）

○アドバイザー：倉阪 秀史（千葉大学）
○パネリスト　：清水 滿（シン・エナジー株式会社）
　　　　　　　　韮澤 浩一（神奈川県小田原市役所）
　　　　　　　　服部 乃利子（静岡県地球温暖化防止活動推進センター）
　　　　　　　　須藤 秀忠（富士宮市長）

○企業展　10:00～16:50

○交流会（パテオン）18:00～

オープニング

第１分科会

○講演趣旨　：「地域貢献と経営の両立」

○進　　行　：小林 久（茨城大学）

第２分科会

○講演趣旨　：「富士宮市内における水力発電の新たな取り組み」

○進　　行　：太田 隆之（静岡大学）

○パネリスト：左村 公（株式会社協和コンサルタンツ）
　　　　　　　田中 亮啓（王子エフテックス株式会社）
　　　　　　　日比野 悦久（東京発電株式会社）
　　　　　　　渡部 昭心（三峰川電力株式会社）

○パネリスト：浅見 正和（公営電気事業経営者会議）
　　　　　　　木村 規之（長泉町役場）
　　　　　　　服部 乃利子（しずおか未来エネルギー株式会社）
　　　　　　　松崎 将司（株式会社マツザキ）

○発　表　者：積水化学工業株式会社
　　　　　　　日本小水力発電株式会社
　　　　　　　三井金属エンジニアリング株式会社
　　　　　　　株式会社広洋技研
　　　　　　　株式会社栗本鐵工所



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

10:00

～

12:00

浅間大社
参集所

13:30

15:30

企業事例発表

13:30

～

15:30

浅間大社
参集所

16:00 閉会式

市民文化会館 　中島　大（全国小水力利用推進協議会）

○企業展　10:00～15:00 　　　　　　(五十音順、敬称略)

市民文化会館

〇パネリスト：國分　清（田中水力株式会社）
　　　　　　　佐野 富士夫（株式会社田中機械工業所）
　　　　　　　鈴木 崇司（静岡理工科大学星陵中学・高等学校）
　　　　　　　中島 大（全国小水力利用推進協議会）
　　　　　　　早川 誠（中部電力株式会社）

第３分科会

○進　　行　：青山 英明（一般社団法人ローカルグッド創成支援機構）
　　　　　　　　　　　　（株式会社まち未来製作所）

○パネリスト：渥美 裕介(一般社団法人東松島みらいとし機構)
　　　　　　　小野 麗佳（NPO法人母力向上委員会）
　　　　　　　水野 正信（鈴与商事株式会社）
　　　　　　　森 真樹（ローカルエナジー株式会社）

第４分科会

○講演趣旨　：「水力発電を担う人材育成」

○進　　行　：水谷 洋一（静岡大学）

○講演趣旨　：「電力の六次産業化」～自分で作り、自分たちが使う、自分たちが売る～

○パネリスト：市川 浩司（静岡県経済産業部農地局農地計画課）
　　　　　　　小松 快造（富士山スマートエナジー）
　　　　　　　永田 聡（大井川土地改良区)
　　　　　　　望月 基希（静岡県立富岳館高等学校）

第６分科会

○講演趣旨　：「輸入水車の活用」

○進　　行　：小林 久（茨城大学）

○パネリスト：岡山 秀行（WWS－JAPAN株式会社）
　　　　　　　金田 剛一（ハイドロ・エコロ技術士事務所）
　　　　　　　菊池 豊（高知工科大学/地域小水力発電株式会社）
　　　　　　　野村 元彦（株式会社シーテック）

【休　憩（12:00～13：30）】

第５分科会

～
○講演趣旨　：「農業用水エネルギーの新たな可能性」

○進　　行　：後藤 眞宏（国立研究開発法人　農業・食品産業技術総合研究機構）

○講演趣旨　：「小水力甲子園」

○進　　行　：野村典博（特定非営利活動法人　地域再生機構）

○パネリスト：宇野 浩（阿南工業高等専門学校）/徳島県
　　　　　　　中野 保明（京都府立工業高等学校）/京都府
　　　　　　　本橋 元（鶴岡工業高等専門学校）/山形県
　　　　　　　山下 晃司（鳥羽商船高等専門学校）/三重県

○発　表　者：株式会社協和コンサルタンツ
　　　　　　　ＪＡＧシーベル株式会社
　　　　　　　日本エンヂニヤ株式会社
　　　　　　　東京発電株式会社
              三峰川電力株式会社

第７分科会



※尚、こちらは募集チラシではありません。 

【出発日】 １２月１５日（土） 

ご集合場所 ご集合時間 ご出発時間 終了時間 

富士宮市役所ロータリー 

富士宮駅南口 

8 時 20 分 

8 時 30 分 

8 時 30 分 

8 時 45 分 
17 時 10 分頃 

○集合時に氏名を確認いたします。

○バス移動となります。受付時にバスの号車をお伝えします。

※貴重品は必ずご自身で管理をお願いいたします。 

スケジュール 食事 

富士宮市役所 ＝ 富士宮駅南口 ＝＝ 富士山世界遺産センター ・・富士山本宮浅間大社 

 8:30 発  8:35    8:45    8:50                 10:20 

＝＝＝＝ 【中発】長貫発電所 ＝＝＝＝ コミュニティ黒門(昼食) ＝＝＝＝ 

10:45      11:35     11:50       12:40 

＝＝＝＝ 富士錦酒造 ＝＝＝＝ 【王子エフテックス】潤井川第二発電所 ＝＝＝ 

12:50 13:40                14:20     15:05 

＝＝＝＝ 田中機械工業所＝＝＝新富士駅 ＝＝＝ 富士宮市役所＝＝＝富士宮駅 

15：35  16：05   16:20  16:25  17:00  17：05   17：10 

朝：－ 

昼：○ 

夕：－ 

【そば食】 

バス＝＝＝   ※添乗員１名は同行します 

小型バスになりますのでトランクスペースが限られております、ご協力をお願いいたします。 

≪出発日当日の緊急連絡先 080-5136-4291 ※当日の緊急時以外はご遠慮ください≫ 

第４回全国小水力発電大会 in 富士宮 エクスカーション 

長貫発電所 
富士錦酒造 



※尚、こちらは募集チラシではありません。 

【出発日】 １２月１５日（土） 

ご集合場所 ご集合時間 ご出発時間 終了時間 

富士宮市役所ロータリー 

富士宮駅南口 

8 時 20 分 

8 時 30 分 

8 時 30 分 

8 時 45 分 
16 時 50 分頃 

○集合時に氏名を確認いたします。

○バス移動となります。受付時にバスの号車をお伝えします。

※貴重品は必ずご自身で管理をお願いいたします。 

スケジュール 食事 

富士宮市役所 ＝ 富士宮駅南口 ＝＝富士山本宮浅間大社・・・ 富士山世界遺産センター 

8:30 発  8:35    8:45  8:55             10:20 

  ＝＝＝＝ 【東発】白糸発電所 ＝＝＝＝ まかいの牧場(昼食) ＝＝＝＝ 富士養鱒場 

10:50      11:30     11:35      12:30     12:45  13:15 

  ＝＝＝＝ 白糸の滝(見学・買物) ＝＝＝＝ 北山用水路 ＝＝＝＝ 富士宮駅＝＝＝ 

13:35      14:20     14:30  15:30     16:00  16：05 

  ＝＝＝＝ 富士宮市役所＝＝＝＝新富士駅 

16：10 16：15    16:50 

朝：－ 

昼：○ 

夕：－ 

【味噌仕立

てうどん】 

バス＝＝＝   ※添乗員１名は同行します 

小型バスになりますのでトランクスペースが限られております、ご協力をお願いいたします。 

≪出発日当日の緊急連絡先 080-5136-4291 ※当日の緊急時以外はご遠慮ください≫ 

第４回全国小水力発電大会 in 富士宮 エクスカーション 

白糸発電所 白糸の滝 



※尚、こちらは募集チラシではありません。 

 

 

 

 

 

【出発日】 １２月１５日（土） 

ご集合場所 ご集合時間 ご出発時間 終了時間 

富士宮市役所ロータリー 

富士宮駅南口 

8 時 05 分 

8 時 15 分 

8 時 15 分 

8 時 30 分 
18 時 10 分頃 

○集合時に氏名を確認いたします。 

○中型バス移動となります。受付時にバスの号車をお伝えします。 

※貴重品は必ずご自身で管理をお願いいたします。 

スケジュール 食事 

 

富士宮市役所 ＝＝＝＝ 富士宮駅南口 ＝＝＝＝ 【東発】向原発電所 ＝＝＝＝ 

    8:15 発     8:20     8:30     10:10      11:00 

 

   ＝＝＝＝ 中伊豆ワイナリーヒルズ(昼食) ＝＝＝＝ ホテルワイナリーヒル(日帰り入浴) 

        11:30         13:40     13:45           14:45 

 

   ＝＝＝＝ 【東発】梅木発電所 ＝＝＝ 三島駅 ＝＝＝ 富士宮市役所＝＝＝富士宮駅 

         15:00      15:45    16:50 17:00    18:00      18：10 

朝：－ 

昼：○ 

夕：－ 

【洋食】 

バス＝＝＝ 

※添乗員１名は同行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪出発日当日の緊急連絡先 080-5136-4291 ※当日の緊急時以外はご遠慮ください≫ 

第４回全国小水力発電大会 in 富士宮 エクスカーション 

中伊豆ワイナリーヒルズ ホテルワイナリーヒル 

レンタル 

タオル 110 円 バスタオル 220 円 作務衣 325 円 セット 540 円 



※尚、こちらは募集チラシではありません。 

 

 

 

 

【出発日】 １２月１５日（土） 

ご集合場所 ご集合時間 ご出発時間 終了時間 

富士宮駅北口 8 時 35 分 8 時 45 分 10 時 30 分頃 

○集合時に氏名を確認いたします。 

○富士宮駅北口にコインロッカーがございます。 

 

 

スケジュール 食事 

①  

富士宮駅北口・・・ 富士山世界遺産センター・・・富士山本宮浅間大社・・・現地解散 

 8:45 発        9：00          9：45     10：00           10:30 

朝：－ 

昼：―  

夕：－ 

徒歩・・・ 

※ガイド１名同行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪出発日当日の緊急連絡先 080-5136-4291 ※当日の緊急時以外はご遠慮ください≫ 

第４回全国小水力発電大会 in 富士宮 エクスカーション 

 

富士山世界遺産センター 富士山本宮浅間大社 
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