（一社）日本エネルギー学会

第 15 回バイオマス科学会議 開催案内
主 催： 日本エネルギー学会 バイオマス部会
後 援： 福島県再生可能エネルギー関連産業推進研究会，郡山市，福島大学，国立環境研究所
協 賛： アルコール協会，エネルギー・資源学会，化学工学会，紙パルプ技術協会，触媒学会，新エネルギー財団，
森林バイオマス利用学会，森林利用学会，石油学会，日本ガス協会，日本機械学会，日本下水道協会，日本森林学会，
日本太陽エネルギー学会，日本木材加工技術協会，日本木材学会，日本有機資源協会，農業農村工学会，
バイオインダストリー協会，バイオマス利用研究会，廃棄物資源循環学会，木質バイオマス利用研究会
東日本大震災から早８年以上が経過しましたが，福島県や他の東北被災地域では本格復興が未だに道半ばの状況です。福島第一
原発の事故を受けて福島県では 2040 年までに県内の一次エネルギーの 100％以上の再生可能エネルギーを生産する目標を掲げて
います。その中で，森林資源の豊富な福島県では木質バイオマスの小型コジェネ発電や廃棄物系バイオマスのメタン発酵等のプロ
セス実証も進んできており，太陽光や風力等の変動する再生可能エネルギーを補完するバイオマスエネルギーの必要性も高まって
きています。
第 15 回バイオマス科学会議は 12 月に福島県郡山市で開催し，2030 年以降の主力電源化に向けて導入拡大が進んでいる再生可
能エネルギーにおけるバイオマスの役割について意見交換や議論ができればと期待しています。また，バイオマス科学会議はバイ
オマス利活用に関する総合科学会議で，バイオマスエネルギーだけでなくマテリアル利用，資源の収集，バイオマス産業評価，地
域活性化，バイオエコノミー政策等のトピックスについて，工学，農学，環境学，経済学等のあらゆる分野の研究者や自治体関係
者等が集う場です。是非，多数のご発表，ご参加を賜りたくご案内申し上げます。企業等の展示／広告も募集致しますので，併せ
て宜しくお願い致します。
●日 時： 2019 年 12 月 11 日（水）
，12 日（木）
，テクニカルツアー 13 日（金）
●会 場： 郡山市中央公民館（〒 963-8876 福島県郡山市麓山一丁目 8-4）
※アクセス→ https://www.city.koriyama.lg.jp/kyoiku_shogaigakushu/shogaigakushu/6/cyuuoukouminnkann_kinnrouseisyounennhomu/oshirase/10963.html
●交流会： 2019 年 12 月 11 日（水）18：00 ～ 郡山ビューホテルアネックス
※アクセス→ http://k-viewhotel.jp/access/index.html
●会議ホームページ：https://www.jie.or.jp/publics/index/676/
●参加費：
日本エネルギー学会の会員か
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※ 正会員・シニア会員・学生会員，および維持会員企業の社員は不課税，左記以外（共催・協賛団体の会員も含む）は
消費税 10% 込となります。
※ 今回より，バイオマス部会員（日本エネルギー学会非会員）価格が廃止されました。
ただし，協賛団体の会員の方は協賛団体会員価格でご参加頂けます。協賛団体は本会告の上部に記載しておりますの
で，ご確認ください。
※ 参加申込区分は【早割】
，
【通常】
，
【当日】がございます。下記記載事項をご確認の上，お申込みをお願い致します。
●交流会参加費：一般 6,000 円（消費税 10% 込）
，シニア会員・学生 3,000 円（消費税 10% 込）
（上記参加費とは別途必要）
●テクニカルツアー参加費：一律 5,000 円（消費税 10% 込）
（上記参加費とは別途必要）

●スケジュール概要：時間は変更する場合がございます。最新情報はホームページにてご確認ください。
月日
午前
12 月 11 日（水）
午後

午前
12 月 12 日（木）
午後
12 月 13 日（金）

時間
0 90：000
0 90：0300～0090：035
0 90：0350～0100：050
0110：0050～0110：030
0110：0300～0120：040
0120：0400～0130：040
0130：0500～0150：005
0150：0200～0170：020
0180：0000～0200：000
0 80：045
0 90：0000～0100：015
10：30 ～ 10：55
11：05 ～ 12：05
12：05 ～ 13：15
13：15 ～ 14：45
15：00 ～ 16：15
16：20 ～ 16：40
0 90：0000～0160：000

内容
開場，受付
開会挨拶
口頭セッション 1
ポスターアピールタイム（奇数番号）
昼休み
ポスター発表（奇数番号）
口頭セッション 2
基調講演／パネル討論会
交流会
開場，受付
口頭セッション 3
ポスターアピールタイム（偶数番号）
ポスター発表（偶数番号）
昼休み
口頭セッション 4
口頭セッション 5
閉会式
テクニカルツアー

●基調講演／パネル討論会（12 月 11 日（水）15：20 ～ 17：20）
：
「RE100 を目指したバイオマスの貢献」
基調講演：15：20 ～ 16：05
相川高信（自然エネルギー財団 上級研究員）
パネル討論：16：05 ～ 17：20
モデレーター：中田俊彦（日本エネルギー学会バイオマス部会長，東北大学・教授）
パネラー；
相川高信（自然エネルギー財団 上級研究員）
長野麻子（林野庁林政部木材利用課 木材利用課長）
佐藤理夫（福島大学共生システム理工学類・教授）
鈴木精一（福島発電・社長）
16：05 ～ 16：35 相川氏を除く各パネラー 10 分程度の自己紹介＆プレゼンテーション
16：35 ～ 17：20 質疑応答＆総合討論
●テクニカルツアー：定員 40 名。時間・集合場所の詳細は，後日ホームページにてお知らせいたします。
スケジュール【予定】
9：00
郡山駅集合，貸切バスで移動
午 前 スパホテルあぶくまのバイオマス CHP（熱電併給）
（西郷村）
昼 食（準備いたします。昼食代は，テクニカルツアー参加費に含まれます。
）
午 後 福島環境創造センター（三春町）
16：00 郡山駅着
◆参加申込要領◆
（1）申込方法：日本エネルギー学会ホームページより，
【早割】
，
【通常】の要件をご確認の上，オンライン申込みをしてください。
申込み直後に入力内容のメールが自動返信されます。ご確認ください。
参加証は，当日受付にてお渡しいたします。
https://www.jie.or.jp/publics/index/678/
（2）申込締切：【早割】は 2019 年 10 月 21 日（月）で終了致しました。
【通常】は 2019 年 11 月 26 日（火）です。
11 月 27 日（水）以降は【当日】となり，当日受付にてお申込みいただきます。
（3）支払方法：
①【早割】
コンビニ払込取扱票を郵送致しますので，2019 年 11 月 14 日（木）までにお支払い下さい。期日までにお支払い頂けな
い場合，お申込はキャンセルとなり，改めて【通常】または【当日】でお申込みをしていただくこととなりますのでご注意
願います。
コンビニ払込取扱票に記載の請求書は，税務上の請求書として認められておりますので，別途請求書は発行致しません。
別形態での請求書が必要な方は【通常】でお申込みください（コンビニ払込取扱票のサンプルはホームページでご確認頂け
ます）
。

払込時にコンビニで発行される受領証は領収書としてご利用頂けますので，原則として領収書を発行致しません。学会発
行の領収書が必要な場合は，11 月 21 日（木）までに，日本エネルギー学会 ｢第 15 回バイオマス科学会議｣ 係まで e-mail
でお申込みの上，大会当日に受付にてコンビニ発行の受領証と引き換えに領収書を発行致します。コンビニ発行の受領証を
お持ちでない場合，領収書の発行はできませんのでご注意ください。
（一社）日本エネルギー学会「第 15 回バイオマス科学会議」係
E-mail：bio15sanka（a）jie.or.jp
※（a）を＠にしてご使用下さい。
②【通常】
ホームページよりお申込みの上，2019 年 11 月 26 日（火）までに指定の口座にお振込みください。お支払い方法はお振
込みのみとさせて頂きます。当日現金払いをご希望の方は【当日】申込でお願い致します。期日までのお振込みが確認でき
ない場合，お申込はキャンセルさせて頂きますのでご注意ください。ご参加の場合は，改めて【当日】申込をお願い致します。
請求書，領収書は事前のお申し出によりを発行致しますので，参加申込フォームにご記入ください。請求書は受付後にご
郵送致します。また，領収書は当日，受付にてお渡し致します。
ゆうちょ銀行
振替口座
00170-9-55504
三菱 UFJ 銀行
神田駅前支店 （普）1772623
三井住友銀行
上野支店
（普）7469252
［口座名義
一般社団法人 日本エネルギー学会］
※参加証は，当日受付にてお渡しいたします。
③【当日】
お支払い方法は現金払いのみとさせて頂きます。当日，受付にて領収書を発行致します。なお，受付混雑時は【早割】
，
【通
常】による事前申し込みの方を優先させて頂きますので，お待ち頂くことがございます。予めご了承ください。
なお，お振込みでのお支払いをご希望の方は，
【通常】でのお申し込みをお願い致します。
（4）キャンセルポリシー：
【早割】または【通常】でお申込み・ご入金頂いた方で，2019 年 11 月 27 日（水）までにキャンセルのお申し出を頂いた場
合は，キャンセル料（ご入金額の 30％）を差し引いた額を返金致します。会議終了後１ヶ月を目途に，お申し出の口座に振り
込み致します。
2019 年 11 月 28 日（木）以降，参加費は欠席・解約の場合返却できませんので予めご了承下さい。
●発表論文集について
発表論文集は冊子（紙媒体）を配布せず，期間限定で J-STAGE および当会ホームページよりダウンロードできます。
① 発表論文集発行予定日：2019 年 12 月 4 日（水）
② ダウンロード期間
当会ホームページ
2019 年 12 月 4 日（水）～ 2020 年 1 月 12 日（日）
J-STAGE
2019 年 12 月 4 日（水）～ 2020 年 12 月 3 日（木）
，以降無料公開
③ ID，パスワードの付与
【早割】または【通常】でお申込み・ご入金頂いた方は，ダウンロード開始日までに ID，パスワードを e-mail にて送付致します。
【当日】お申込みの方は，当日受付にて ID，パスワードをお渡し致します。
④ ダウンロードの方法
ダウンロードの方法は，ID，パスワード送付の際にお知らせ致します。
概略は，大会専用サイトから ID，パスワードを記入し，論文掲載のサイトに入り，必要な論文をダウンロードする方法です。ま
た，J-STAGE からは，発表毎にダウンロードできます。
※（大会専用サイト＜ http://jie-ronbun.com/kaigi/login.php ＞）
⑤その他
当日，希望者には有料（参加費とは別途）で冊子版の発表論文集を販売致します（数に限りがあります）
。
○発表論文集（冊子版）3,000 円（会場特価・消費税 10% 込）
●企業展示／広告募集要領
会場となる郡山市中央公民館内にて企業展示（ポスター／製品等）を行います。また参加者へ配布する「開催概要・プログラム」
への広告掲載を募集します。
お問い合わせ，お申し込みは，第 15 回バイオマス科学会議・企業展示担当（e-mail：bio15kigyo（a）jie.or.jp）までご連絡ください。
※（a）を＠にしてご使用下さい。
展示料金：1 ブース当たり 30,000 円
広告料金：モノクロ A4 判半ページ 15,000 円，１ページ 30,000 円
https://www.jie.or.jp/publics/index/679/
●問合せ先： 〒 101-0021 東京都千代田区外神田 6-16-9 外神田千代田ビル 4F
（一社）日本エネルギー学会「第 15 回バイオマス科学会議」係
E-mail：bio15sanka@jie.or.jp
TEL：03-3834-6456  FAX：03-3834-6458

