
 福島発電（株）と（一社）福島県再生可能エネルギー推進センターは、
再生可能エネルギー推進のためのセミナー・フォーラムを集中的に開催
し、春を迎える県内各地で、地域による発電事業の取組みとエネルギー
地産地消等の普及を支援します。 

再エネ推進月間 
特別企画 

再エネFes！ 

第１弾 

風力発電 
最新動向 
セミナー 
＜日時＞ 

2月4日（月） 
13：30～16：00 

＜会場＞ 
コラッセふくしま 
「5F 研修室」 

 

第２弾 

太陽光発電 
新時代 
セミナー 
＜日時＞ 

2月6日（水） 
13：30～16：00 

＜会場＞ 
ビッグアイ 

市民交流プラザ 
「7F 第2会議室」 

第３弾 

ふくしま 
新電力 
フォーラム 
＜日時＞ 

2月8日（金） 
10：30～15：20 

＜会場＞ 
杉妻会館 
「4F 牡丹」 

第４弾 

風力発電 
事業開発 
セミナー 
＜日時＞ 

2月15日（金） 
13：30～16：00 

＜会場＞ 
コラッセふくしま 
「5F 小研修室」 

 

第５弾 

小水力発電 
普及推進 
セミナー 
＜日時＞ 

2月19日（火） 
13：30～15：30 

＜会場＞ 
ビッグアイ 

市民交流プラザ 
「7F 大会議室1」 

各セミナー・フォーラムの詳細は、チラシの中面をご覧ください。 

チラシ裏面の申込書に必要事項を記載の上、 
FAXもしくはE-mailにてお申込みください。 

ふくしま再生可能エネルギー 
～新たなステージを目指して～ 

会場のご案内 

コラッセふくしま 
（福島駅西口） 

福島市三河南町1-20 

◆電車  
福島駅西口より徒歩約3分 
◆お車 
東北自動車道 
 福島西IC・飯坂ICから約15分 

 

ビッグアイ 
（郡山駅西口） 

郡山市駅前2丁目11-1 

◆電車 
郡山駅西口から徒歩5分 
◆お車 
東北自動車道 
 郡山ICから約20分 
 郡山南ICから約25分 

 

杉妻会館 
（福島県庁南） 

福島市杉妻町3-45 

◆電車 
福島駅東口から徒歩約15分 
◆お車 
東北自動車道 
 福島西ICから約15分 

 



           福島発電㈱ 主催セミナー お問合せ 
福島発電 TEL：024-522-2660 

＜講演1＞ 13：30～14：30 

「風力発電の最新動向と将来展望」 
                               講師：東京大学大学院工学系研究科 教授 

    日本風力エネルギー学会 会長 石原 孟 氏 

＜講演2＞ 14：30～15：30 

「風力発電事業の保守管理業務に関わる地元企業参入の可能性と問題点」 
講師：㈱北拓 取締役副社長 吉田 悟 氏 

＜講演3＞ 15：30～16：00 

「福島新エネ社会構想と共用送電線網の整備」 
講師：福島送電(同) 代表社員職務執行者 佐々 惠一 氏  

日時：2月4日（月） 13：30～16：00 

会場：コラッセふくしま5F 研修室 

 

風力発電 
最新動向セミナー 
 

＜基調講演①＞ 10：30～11：30 

「いわきバッテリーバレーの挑戦」 
講師：東洋システム㈱ 代表取締役 庄司 秀樹 氏  

＜事例発表①＞ 11：30～12：00 

「葛尾村でのエネルギー地産地消への取組み」 
講師：葛尾創生電力㈱ 代表取締役副社長 鈴木 精一 氏 

＜基調講演②＞ 13：00～13：40 

「地域新電力を巡る現状と展望」 
                                                                   講師：㈱三菱総合研究所 地域創生事業本部  

地域ｴﾈﾙｷﾞｰｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 馬場 史朗 氏 

＜基調講演③＞ 13：40～14：20 

「自治体新電力によるエネルギー地産地消の取り組み」 
講師：ローカルエナジー㈱ 常務取締役 森 真樹 氏 

＜事例発表②＞ 14：20～14：50 

「福島県における自治体新電力の可能性」 
講師：福島県 企画調整部エネルギー課 主事 青海 将弘 氏 

＜事例発表③＞14：50～15：20 

「地域の総合エネルギー企業を目指して」 
講師：須賀川瓦斯㈱ 代表取締役社長 橋本 直子 氏 

 

日時：2月8日（金） 10：30～15：20 

会場：杉妻会館4F 牡丹 
 

ふくしま新電力 
フォーラム 



            (一社)福島県再生可能 
エネルギー推進センター主催セミナー 

＜講演1＞ 13：30～14：30 
「どこまで伸びる太陽光？！再エネを巡る常識と非常識」 

講師：日経BP総研ｸﾘｰﾝﾃｯｸﾗﾎﾞ 上席研究員・ﾒｶﾞｿｰﾗｰﾋﾞｼﾞﾈｽ編集長 金子 憲治 氏 

＜講演2＞ 14：30～15：10 
「2019年問題への対応と地域エネルギー企業の挑戦」 

講師：㈱アポロガス 代表取締役C.E.O 相良 元章 氏  

＜講演3＞ 15：10～15：30 
「太陽光発電モジュール販売戦略及び販路セグメント戦略」 

講師：アンフィニ㈱ エネルギー事業部長 小倉 英之 氏 

＜講演4＞ 15：30～15：50 
「レンゴー㈱の太陽光発電事業の取組み」 

講師：ﾚﾝｺﾞｰ㈱ ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ部門 技術開発本部長兼技術開発第二部長 理事 衣斐 康二 氏 
 

日時：2月6日（水） 13：30～16：00 
会場：ビッグアイ7F 第2会議室 

太陽光発電 
新時代セミナー 
 

＜講演1＞ 13：30～14：30 
「風力発電の開発業務について」 

講師：地域エネルギー開発㈱ 代表取締役社長 大谷 明 氏 

＜講演2＞ 14：30～15：30 
「風力発電の設計・調達・建設について」 

講師：東光電気工事㈱ 洋上風力事業部長 辻 賢之 氏 

＜講演3＞ 15：30～16：00 
「風力発電事業への取組みについて」 

講師：信夫山福島電力㈱ 発電事業本部 風力発電事業部長 鈴木 徹 氏 

日時：2月15日（金） 13：30～16：00 
会場：コラッセふくしま5F 小研修室 

風力発電 
事業開発セミナー 

＜講演1＞ 13：30～14：30 
「地域振興のための小水力発電」 

講師：全国小水力利用推進協議会 事務局長 中島 大 氏 

＜講演2＞ 14：30～15：00 
「土地改良施設を活用した小水力発電システム―究極の生き残り作戦“米と電気は自らつくろう”－」 

講師：那須野ヶ原土地改良区連合 専務理事 星野 恵美子 氏 

＜講演3＞ 15：00～15：30 
「戸の口堰小水力発電所事業化の取組み」 

講師：会津電力㈱ 常務取締役 折笠 哲也 氏 

日時：2月19日（火） 13：30～15：30 
会場：ビッグアイ7F 大会議室1 

小水力発電 
普及推進セミナー 

受講料 
会員   1,000円 
非会員2,000円 

セミナー後、 

個別相談会を
開催します！ 

お問合せ 
推進センター TEL：024-529-7463 



申込先：ふくしま再エネFes事務局 
      FAX 024-523-2722 
      E-mail solar@fukushima-power.com 

セミナー・フォーラム申込書 

日時 
2月4日（月） 
13：30～16：00 

2月6日（水） 
13：30～16：00 

2月8日（金） 
10：30～15：20 

2月15日（金） 
13：30～16：00 

2月19日（火） 
13：30～15：30 

会場 コラッセふくしま ビッグアイ 杉妻会館 コラッセふくしま ビッグアイ 

申込〆 2月1日（金） 2月4日（月） 2月5日（火） 2月12日（火） 2月14日（木） 

参加 
人数 名 名 名 名 名 

参加者
氏名1 

参加者
氏名2 

参加者
氏名3 

備考 

会社名 

(一社)福島県再生可能 
エネルギー推進センター 

会員   ・  非会員 

※どちらかに〇 

TEL FAX 

E-mail 

お申込み・お問合せ先  ふくしま再エネFes事務局  
TEL：024-522-2660 FAX：024-523-2722 
E-mail：solar@fukushima-power.com       

事務局使用欄 

※記載された個人情報は、本セミナー・フォーラムの運営のみに使用し、他用途には使用いたしません。       


