
 

  

出展及び協賛のお願い 
第 7回全国小水力発電大会 in京都 

 

会期：2022年 11月 10日（木）、11日（金）、エクスカーション 12日（土） 

会場：京都経済センター 

※本ご案内は、2022年 3月 31日段階のものです 
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開催概要 
大会名  第 7回全国小水力発電大会 in京都 

大会テーマ  「あと 8年。京都で見つける、エネルギーの未来と地域再生の原点」 

実行委員会 委員長 新川達郎 副委員長 小林久、南川良三郎 

会期  2022年 11月 10日（木）、11日（金）、エクスカーション 12日（土） 

会場  京都経済センター 

     京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 78番地 

目的  小水力発電のあらゆる関係者が一堂に会し産官学民の垣根を越えて情報や課題を共有し、小

水力発電のさらなる普及を図る 

概要  講演 

     パネルディスカッション 

     分科会（5 セッション） 

     展示ブース（40 コマ程度） 

     企業プレゼンテーション（20社程度） 

     交流会 

     エクスカーション（4 コース程度） 

参加予定人数  約 800名（府内 400名、府外 400名） 

主催  全国小水力発電・京都大会実行委員会、全国小水力利用推進協議会、 

関西広域小水力利用推進協議会 

 

これまでの全国小水力発電大会の開催地、出展企業数、参加人数、後援機関などに関しては、

「5．開催実績（参考）」の前回、前々回の開催実績をご参照ください。 
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１.プログラム（案） 

１日目 2022年 11月 10日（木） 

■開会式、講演、パネルディスカッション（13:00〜16:45） 

【会場】京都産業会館ホール（京都経済センター２階）＜北室＞ 

時刻 開会式、講演、パネルディスカッション 企業展 

  
10:00-17:00 

 
企 
業 
展 

13:00-13:30 
開会式 
全国小水力発電・京都大会実行委員会委員長・来賓挨拶 

13:30-16:45 
（90分） 

｢琵琶湖疏水・発電の歴史を振り返って，都の未来を考える（仮）｣ 
講演（梅林秀行氏ほか）およびパネルディスカッション 

■企業展（10:00〜17:00）【会場】京都産業会館ホール（京都経済センター2F）＜中室＋南室＞ 

 

■交流会（17:30〜19:30）【会場】からすま京都ホテル（瑞雲の間） 

 

２日目 2022年 11月 11日（金） 

■分科会、閉会式（9:30〜16:30） 

【会場】京都産業会館ホール（京都経済センター２階）＜北室＞ 

京都商工会議所 会議室（京都経済センター７階）＜A会議室+B会議室＞ 

時刻 分科会、閉会式 企業展 

9:45-11:30 

第 1分科会 
｢オーストリアに学ぶ水力と
再エネ(仮)｣ 
モデレータ:平岡俊一（滋賀
県立大） 

第 2分科会 
｢既存インフラを活用したエ
ネルギーマネジメント(仮)｣ 

モデレータ:角哲也（京都大） 

9:30- 
16:00 

 
 
 
 
 
企 
業 
展 
 
 
 
 

9:30- 
16:00 

 
企 
業 
プ 
レ 
ゼ 
ン 
テ 
┃ 
シ 
ョ 
ン 

昼食休憩（75分） 

12:45-14:30 
第 3分科会 
｢若者と考える脱炭素(仮)｣ 
モデレータ：井上和彦（京
都市環境保全活動推進協会） 

第 4分科会 
｢地域社会と共生する再エネ
(仮)｣モデレータ：諏訪亜紀
（京都女子大） 

14:45-16:30 

第 5分科会 
｢小水力発電の地域活用，関
西の起業者と考える(仮)｣ 
モデレータ：小林久 

 

16:30- 閉会式 

                       ※モデレータは現時点での予定です 

 

3日目 2022年 11月 12日（土） 

■エクスカーション（４コース程度を実施予定，３〜４時間） 
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２.開催場所 

京都経済センター（京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 78 番地） 

 

■アクセス 

京都市営地下鉄烏丸線「四条駅」北改札出てすぐ 

阪急電車京都線「烏丸駅」26 番出口直結 

京都市営バス「四条烏丸」徒歩すぐ 

京都市営地下鉄「京都駅」より烏丸線乗車 3 分 

阪急電車「河原町駅」より京都線乗車 2 分 

京阪電車「祇園四条駅」下車市営バス「四条京阪前」より乗車約 9 分 

駐車場 B1F、B2F 40 台 有料 

駐輪場 1F 100 台 有料 
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3.展示会場等のレイアウト図 

 

    

 

 

 

講演 1 

開会式・分科会 

 

 

 

企業展 

 

 

事務局

控え 

商談

コーナー  

分科会 

 特別セッション 

企業 

プレゼンテー

ション 
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４.出展および協賛募集要項 

１）出展・協賛区分と料金 

 

区分 料金(税込) 無料 

招待券 

企業プレゼン

テーション 

大会 HP

掲載 

資料集へ

の社名掲載 

企業展示 A（1 コマ） 200,000円 50枚 〇 〇 〇 

企業展示 B（2 コマ） 300,000円 100枚 〇 〇 〇 

協賛 50,000円 30枚 - 〇 〇 

名刺広告 20,000円 10枚 - - 〇 

 

【企業展示 A・B】 

① 展示日時：2022年 11月 10日（木） 10：00〜17：00 

                11月 11日（金）  9：30〜16：00 

 （2022年 11月 9日に事前搬入が可能です。ブース設営は展示会当日にお願いします。） 

② 開催場所：京都経済センター2F 京都産業会館ホール 

③ 当日のブース 1 コマの仕様 

・間口：2,700mm×奥行 1,800mm のスペース 

・展示机：1台 (W1,800mm×H700mm×D600mm) 

・社名版 ：(W900mm×H150mm) 

・バックパネル： (W900mm×H1,800mm)×3 

・電源：1口(100V,500W まで) ※延長コード利用可（2口利用可） 

・椅子：2脚 

 

    ■1 コマ                      ■2 コマ 
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【協賛のみ】 

大会ホームページに協賛企業ホームページへのリンク設定、『大会資料集』への企業名の掲載をさせてい

ただきます。 

【名刺広告】 

来場者に配布する『大会資料集』に、協賛企業名・代表者名・住所・電話番号を掲載させていただきま

す。広告に関しては、統一活字とします。ロゴマークは使用できません。 

 

2）無料招待券の配布 

出展・協賛いただきました企業・団体様には出展区分（４．１）参照）に応じて全国大会（講演・分

科会）の無料入場券をご提供します。（招待券は『大会資料集』」および「2022年版全国小水力発

電事例集」と引換ができます。ただし，「事例集」は用意した冊数までの配布となります。） 

 

3）企業プレゼンテーション 

7F会議室（60席）で、製品のサービスや事例のプレゼンテーションを行っていただけます。（1 スロット

15分〜20分 詳細は後日決定）※希望者多数の場合は、申込日付の先着順とさせて頂きます 

 

4）商談コーナーのご利用 

場所：企業展示会内に設置予定（会場レイアウト図参照） 

椅子・テーブルをご用意いたします。（予約不可。空いていればご自由にご使用いただけます。） 

 

5）申込方法 

別紙、「企業出展及び協賛等申込書」に必要事項をご記入いただき、メールまたは FAX でお送りくださ

い。後日、請求書を送付いたします。 

一次締め切りを、2022年 5月 31日とさせていただきます。 

 

6）その他 

 （1）ブース位置及び企業プレゼンテーションの時間の決定については、事務局に一任いただきますよう

お願い申し上げます。 

 （2）各出展物の管理は出展者が行うものとし、展示期間中の出展物の盗難・紛失・災害等の責任

について、主催者では一切責任を負いませんのでご了承ください。 

 （3）搬入・搬出につきましては、後日、別途ご案内します。 
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（4）出展者の都合による出展申込の取り消しは原則としてできません。やむを得ず出展を取り消される

場合、お支払い済みの出展料は返金できませんのでご了承ください。 

（5）新型コロナウイルス感染症等の拡大による緊急事態宣言などやむを得ない事情で、会場出展によ

る開催が困難になった場合は、Web等による開催に変更することがあります。その際の出展・協賛

に関わる料金及び参加費の返金は行いません。ただし、参加者あるいは主催者の責めに帰するこ

とができない理由により、大会が開催できなくなったときは、キャンセル料あるいは返金の取り扱いに

ついて、別途検討させていただきます。 

 

7）お問い合わせ・申込先 

  【全国小水力発電・京都大会実行委員会事務局】 

  担当：里中 （関西広域小水力利用推進協議会） TEL 080-7051-5830 

       メール：kyototaikai-2022@kansai-water.net 

       FAX：075-223-3571 

〒604-8211 京都府京都市中京区六角通西入玉蔵町 121 美濃利ビル 502号 

 

  【ブース設営など運営に関するお問い合わせ】 

  担当：長澤 （株式会社学情）  

TEL 075-213-5611    メール：yudai.nagasawa@gakujo.ne.jp 

〒600-8008 京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町 8 京都三井ビルディング 3F 

 

５.開催実績（参考） 

■前回（第 6回小水力発電全国大会 in とやま） 

 ・会  期：2021年 10月 28日（木）、29日（金） 

 ・会  場：富山国際会議場 

 ・来場者数：県内外から約 950名 

 ・協 賛 数：51社 

 

■前々回（第 5回小水力発電全国大会 in 埼玉） 

会  期：2019年 12月 4日（水）〜6日（金） 

会  場：ソニックシティ 

来場者数：延べ 1,200名  

協 賛 数：37社 

mailto:kyototaikai-2022@kansai-water.net

