29 都環第 26 号
平成 29 年 9 月 20 日

各

位
一般社団法人

都市環境エネルギー協会
代表理事
尾島 俊雄

海外交流会シンポジウム開催のご案内
拝

啓
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また平素より協会活動に格別のご厚
情賜り、厚く御礼申し上げます。
既にご承知の通り、当協会は平成 24 年 4 月１日より「一般社団法人 都市環境エネル
ギー協会」として活動しております。事業内容も、より公益的かつ幅広く地球環境、都市
環境の改善策、未利用エネルギーの有効活用、安全かつ低炭素型都市像の探求等々を対象
とし、積極的に事業活動を進めております。
その一環として、この度、地域熱供給でＥＵをリードする先進的取り組みを行っている
デンマーク政府（大使館）からの共催依頼に応え『（仮）面的エネルギーの進展に向けた
新たな展開の模索―デンマークと日本の取り組みから今後の都市政策と地域エネルギー
ビジネスを探る―』と題して「海外交流会」を来る平成２９年１１月１６日（木）に開催
することに致しました。
地域熱供給については 100 年に亘る歴史を持ち、都市部及び地域における様々なビジネ
スモデルの取り組みを行っている、デンマーク政府エネルギー庁及び民間の専門家の講師
と共に、国土交通省及び東京都、地方都市、民間から地域熱供給に携わっている皆様のご
講演と学識経験者を囲んだ質疑応答セッションは、今後の日本における都市政策と地域エ
ネルギービジネスを再構築して行くうえで、有益な情報をご提供頂けるものと確信してお
ります。
お申込みは、添付の申込書に必要事項をご記入の上、当協会宛にＦＡＸ下さいますよう
お願い申し上げます。
尚、会場では同時通訳を用意しています。皆様の積極的な参加をお待ちしておりますので
可能な限り早期の申し込み手続きをお願い申し上げます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
添付
1. 申込書・会場案内図
2. シンポジウムプログラム
連絡先 （一社）都市環境エネルギー協会 石黒・松川
〒 104-0031 東京都中央区京橋 2-5-21 京橋 NS ビル 6F
TEL ：03-5524-1196
FAX ：03-5524-1202
E‐mail ：ishiguro@dhcjp.or.jp

海外交流会シンポジウムプログラム企画(案)
１．主

催： デンマーク王国、一般社団法人都市環境エネルギー協会

２．後

援： 国土交通省、東京都環境局

協

賛：

※後援・協賛申請中
(一社)日本熱供給事業協会、(一財)ヒートポンプ・蓄熱センター
(一財)コージェネレーション・エネルギー高度利用センター
(一社)日本建築学会､ (公社)空気調和･衛生工学会、(公社)日本都市計画学会

３．日 時： 平成 29 年 11 月 16 日（木）13：30〜17：30
４．会 場： 国際文化会館 2 階「講堂」 〒106−0032 東京都港区六本木 5-11-16
５．テーマ： 「面的エネルギーシステムの進展に向けた新たな展開の模索」
（仮）

―デンマークと日本の取り組みから今後の都市政策と
地域エネルギービジネスを探る―
６．プログラム： 同時通訳付き ※講師・演題については変更することがあります（敬称略）
13：00 受付開始
フオーラム 総合司会 協会専務理事

長瀬 龍彦

13：30〜13：40 開会挨拶
駐日大使

フレディ スヴェイネ

協会理事（元 国交省・技術審議官）

小澤 一郎

セッション 1 (13：40〜15：35) 「都市政策における地域熱供給の推進方策を探る」
モデレイター 芝浦工業大学 建築学部 建築学科 教授

村上 公哉

13：40〜14：10「講演：ﾃﾞﾝﾏｰｸにおける費用対効果の高い地域熱供給の全国展開の推進方策」
デンマーク・エネルギー庁 スペシャルアドバイザー

オレ オズゴー

14：10〜14：40「講演：
（仮称）日本の都市政策における面的エネルギーシステムについて」

德永 幸久

国土交通省都市局市街地整備課長

14：40〜15：10「講演：
（仮称）地域におけるエネルギー有効利用計画制度と地域冷暖房について」
東京都環境局地球環境エネルギー部都市エネルギー推進担当課長

小島 正禎

15：10〜15：35 討論
15：35〜15：50 休憩

セッション 2 （15：50〜17：25）
「日本における新たな地域エネルギービジネスの芽を探る」
モデレイター 芝浦工業大学 建築学部 建築学科 教授

村上 公哉

15：50〜16：20「講演：デンマークにおける第 4 世代地域熱供給―再生可能エネルギー
（バイオマス・太陽熱）やコージェネレーションを活用した地域熱供給―」
プランエナジー社 プロジェクトマネージャー

イェンス・バルク・イェンセン

16：20〜16：40「都心エネルギーマスタープランについて
−札幌都心のまちづくりと地域熱供給の展開−」
札幌市まちづくり政策局政策企画部都心まちつくり推進室
都心まちづくり課 エネルギープロジェクト担当係長 櫨山和也
16：40〜17：00 「講演：スマートエネルギーネットワークの工業団地への適用
（清原ＳＥＣ）―工場団地における地域エネルギービジネス―」
東京ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱営業本部産業ｴﾈﾙｷﾞｰｻｰﾋﾞｽ部ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ
一本木 康司
17：00〜17：25

討論

17：25〜17：30

閉会挨拶 協会専務理事

18：00〜19：00

懇親会（同一会場にて）

長瀬 龍彦

（※懇親会は、後援・協賛の対象外）
７．参加費：
（会員）7,000 円・
（非会員）8,000 円・（学生）1,000 円 ※懇親会費 3,000 円
８．申 込： 添付の申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたはご郵送にてお申込下さい。
（参加証等は発行致しません、当日会場受付でお名前をお申出下さい。）
締切りは平成 29 年 10 月 31 日（火）です。
９．連絡先： 一般社団法人都市環境エネルギー協会 担当：石黒・松川
〒104-0031 中央区京橋 2-5-21 京橋 NS ビル 6Ｆ
TEL：03−5524−1196 FAX：03−5524−1202
E-mail：ishiguro@dhcjp.or.jp

以上

海外交流会シンポジウム会場案内図・申込書
日

時

：平成２９年１１月１６日（木）１３：３０〜１７：３０

会

場

：国際文化会館２階「講堂」

住

所

：〒106-0032 東京都港区六本木 5-11-16

Ｔ Ｅ Ｌ

: 03-3470-4611
●アクセス
［都営地下鉄大江戸線］
麻布十番駅下車（出口 7） 徒歩 5 分
［東京メトロ南北線］
麻布十番駅下車（出口 4） 徒歩 8 分
［東京メトロ日比谷線］
六本木駅下車（出口 3）

徒歩 10 分

［都営バス新橋駅前行 都 01］
渋谷より乗車

六本木下車

徒歩 12 分

［ちぃバス 麻布東ルート・田町ルート］

東洋英和女学院前下車

【 海外交流会シンポジウム参加申込書 】
(一社)都市環境エネルギー協会

担当：石黒・松川

徒歩 3 分

FAX：03-5524-1202
行 E-mail: ishiguro@dhcjp.or.jp

●締切日：平成２９年１０月３１日（火）但し、定員(100 名)になり次第締切らせて頂きます。
●費

用：

会員・・・・ ７，０００円/人（懇親会は別途３，０００円/人）
非会員・・・ ８，０００円/人（懇親会は別途３，０００円/人）
学生・・・・ １，０００円/人（懇親会は別途３，０００円/人）
※該当欄を○で囲んでください。
住所：〒

所
属

電話：
氏名

所属部課名

交流会

懇親会

参加・不参加

参加・不参加

参加・不参加

参加・不参加

参加・不参加

参加・不参加

参加・不参加

参加・不参加

参加・不参加

参加・不参加

振込先:後日郵送する請求書に記載させていただきます
請求書送付先ご担当者名：
備考（別々の請求書ご希望などありましたら）
(一社)都市環境エネルギー協会 TEL:03-5524-1196

