
 
 

小水力発電実務研修会 のご案内 
 

 再生可能エネルギーの固定価格買取制度が施行されて約再生可能エネルギーの固定価格買取制度が施行されて約再生可能エネルギーの固定価格買取制度が施行されて約再生可能エネルギーの固定価格買取制度が施行されて約 2222 年になります。小水年になります。小水年になります。小水年になります。小水

力発電も昨年力発電も昨年力発電も昨年力発電も昨年 12121212 月末で約月末で約月末で約月末で約 100100100100 か所の発電設備が認定されています。今後ますまか所の発電設備が認定されています。今後ますまか所の発電設備が認定されています。今後ますまか所の発電設備が認定されています。今後ますま

す小水力発電の開発を推進する為には、より多くの方々が可能性を検討され、事す小水力発電の開発を推進する為には、より多くの方々が可能性を検討され、事す小水力発電の開発を推進する為には、より多くの方々が可能性を検討され、事す小水力発電の開発を推進する為には、より多くの方々が可能性を検討され、事

業システム、技術や経済性を改善してゆくことが必要です。業システム、技術や経済性を改善してゆくことが必要です。業システム、技術や経済性を改善してゆくことが必要です。業システム、技術や経済性を改善してゆくことが必要です。    

今回、全国小水力利用推進協議会ではこのような状況に対応するため、小水力発今回、全国小水力利用推進協議会ではこのような状況に対応するため、小水力発今回、全国小水力利用推進協議会ではこのような状況に対応するため、小水力発今回、全国小水力利用推進協議会ではこのような状況に対応するため、小水力発

電の計画・開発に関わられる方々を対象に２日間の実務研修会を開催いたします。電の計画・開発に関わられる方々を対象に２日間の実務研修会を開催いたします。電の計画・開発に関わられる方々を対象に２日間の実務研修会を開催いたします。電の計画・開発に関わられる方々を対象に２日間の実務研修会を開催いたします。

この機会に奮ってご参加ください。この機会に奮ってご参加ください。この機会に奮ってご参加ください。この機会に奮ってご参加ください。    
    

主主主主    催催催催        全国小水力全国小水力全国小水力全国小水力利用推進協議会利用推進協議会利用推進協議会利用推進協議会    http://http://http://http://jjjj----water.orgwater.orgwater.orgwater.org////    

対対対対    象象象象        
小水力発電の計画・建設・運用をお考えの方々（事業小水力発電の計画・建設・運用をお考えの方々（事業小水力発電の計画・建設・運用をお考えの方々（事業小水力発電の計画・建設・運用をお考えの方々（事業者、自治体、建設者、自治体、建設者、自治体、建設者、自治体、建設

事業者、メーカー、コンサルタント事業者、メーカー、コンサルタント事業者、メーカー、コンサルタント事業者、メーカー、コンサルタント、、、、NPONPONPONPO 等等等等））））    

日日日日    時時時時        

東京会場：東京会場：東京会場：東京会場：平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年５５５５月月月月３０３０３０３０日（日（日（日（金金金金）～）～）～）～    ３１３１３１３１日（日（日（日（土土土土））））    

京都京都京都京都会場：会場：会場：会場：平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年６６６６月月月月    ６６６６日（日（日（日（金金金金）～）～）～）～        ７７７７日（日（日（日（土土土土））））    

両日とも９：３０より１７：０両日とも９：３０より１７：０両日とも９：３０より１７：０両日とも９：３０より１７：００まで０まで０まで０まで（２日目は（２日目は（２日目は（２日目は 17:2017:2017:2017:20））））    

会会会会    場場場場        

東京会場：東京会場：東京会場：東京会場：東京セミナー学院東京セミナー学院東京セミナー学院東京セミナー学院    （東京都豊島区西池袋５－４－６（東京都豊島区西池袋５－４－６（東京都豊島区西池袋５－４－６（東京都豊島区西池袋５－４－６    東京東京東京東京

三協三協三協三協信用信用信用信用金庫ビル内）金庫ビル内）金庫ビル内）金庫ビル内）    http://www.ances.jp/map.htmlhttp://www.ances.jp/map.htmlhttp://www.ances.jp/map.htmlhttp://www.ances.jp/map.html    

    

京都京都京都京都会場：会場：会場：会場：MINORI Office Field KyotoMINORI Office Field KyotoMINORI Office Field KyotoMINORI Office Field Kyoto（（（（京都市中京区六角通室町西入京都市中京区六角通室町西入京都市中京区六角通室町西入京都市中京区六角通室町西入

玉蔵町１２１玉蔵町１２１玉蔵町１２１玉蔵町１２１    美濃利ビル）美濃利ビル）美濃利ビル）美濃利ビル）        
            http://www.minorihttp://www.minorihttp://www.minorihttp://www.minori----web.co.jp/soho/access.htmlweb.co.jp/soho/access.htmlweb.co.jp/soho/access.htmlweb.co.jp/soho/access.html    

定定定定    員員員員        各会場とも各会場とも各会場とも各会場とも    ６６６６０名０名０名０名    事前申込事前申込事前申込事前申込    先着順先着順先着順先着順    

申込先申込先申込先申込先    

    

    

    

eeee----mailmailmailmail: : : : seminarseminarseminarseminar@j@j@j@j----water.org water.org water.org water.org （申込書（申込書（申込書（申込書の内容を記して下さい）の内容を記して下さい）の内容を記して下さい）の内容を記して下さい）    

またはまたはまたはまたは    ファクスファクスファクスファクス    03030303----5940594059405940----2374237423742374    でででで    
    

全国小水力利用推進協議会全国小水力利用推進協議会全国小水力利用推進協議会全国小水力利用推進協議会        （事務局（事務局（事務局（事務局    春増・渡辺）春増・渡辺）春増・渡辺）春増・渡辺）    

〒〒〒〒170170170170----0005000500050005 東京都豊島区南大塚東京都豊島区南大塚東京都豊島区南大塚東京都豊島区南大塚 1111－－－－31313131－－－－17  17  17  17  マイスターマイスターマイスターマイスターSY202SY202SY202SY202        

（（（（なお、なお、なお、なお、４月２６日～５月６日は事務所移転のため４月２６日～５月６日は事務所移転のため４月２６日～５月６日は事務所移転のため４月２６日～５月６日は事務所移転のため FAXFAXFAXFAX の受付はできまの受付はできまの受付はできまの受付はできま

せん。せん。せん。せん。新事務所の新事務所の新事務所の新事務所の FAXFAXFAXFAX 番号は別途お知らせします。番号は別途お知らせします。番号は別途お知らせします。番号は別途お知らせします。））））    

受講料受講料受講料受講料（（（（１１１１

日当り）日当り）日当り）日当り）    

    

    

全国小水力利用推進協議会全国小水力利用推進協議会全国小水力利用推進協議会全国小水力利用推進協議会    正会員正会員正会員正会員    8888,000,000,000,000 円円円円、、、、賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員    10,00010,00010,00010,000 円円円円    

((((一般一般一般一般はははは    12,00012,00012,00012,000 円円円円です。です。です。です。))))    

各地域団体の会員は各地域団体の会員は各地域団体の会員は各地域団体の会員は 10101010,000,000,000,000 円円円円    

（但し地域団体経由で申込みいただいた場合（但し地域団体経由で申込みいただいた場合（但し地域団体経由で申込みいただいた場合（但し地域団体経由で申込みいただいた場合のみのみのみのみ））））    

    

    

    

    

    



 
    

小水小水小水小水力発電実務力発電実務力発電実務力発電実務研修研修研修研修会会会会    プログラム（予定）プログラム（予定）プログラム（予定）プログラム（予定）    
    

                                            時時時時    間間間間    テテテテ    ーーーー    ママママ（仮題）（仮題）（仮題）（仮題）    内内内内    容容容容    講講講講    師（予定）師（予定）師（予定）師（予定）    

第１日第１日第１日第１日    

１ 
9:30 - 10:30 

 (60 分） 

再生可能エネルギーを巡る現

状と課題 

小水力発電の固定価格買取制度

の現状、設備認定状況、推進政

策、等。 

経済産業省 

２ 
10:40 -11:40 

(60 分） 

河川行政と小水力発電につい

て 

河川行政における小水力発電の

位置づけ、施策、 河川法手続き

と規制改革について 等 

国土交通省 

３ 
13:00 - 14:00  

(60 分） 

農山漁村地域への再生可能

エネルギーの導入促進 

農山漁村再生可能エネルギー促

進法を中心に地域での再生可能

エネルギー促進に関する農水省

の施策等 

農林水産省 

４ 
14:10 - 15:30 

 (80 分） 

各地域における小水力発電

への取り組み 

各地域の小水力発電への取り組

みの概要、特徴のある取り組みを

モデルとして紹介 

全国小水力利用推進

協議会 事務局長  

５ 
15:40 - 17:00  

(80 分） 
小水力発電事業 事例紹介 

那須野が原土地改良区における

小水力発電事業 

那須野が原土地改良

区連合 

第２日第２日第２日第２日    

６ 
9:30 - 10:30  

(60 分） 
小水力発電の開発ステップ 

小水力発電の開発ステップについ

て（可能性調査、許認可設計 諸

手続き、詳細設計 工事発注準

備、等） 

水力発電コンサルタ

ント（株） 

７ 
10:40 – 11:40  

(60 分） 

水車・発電機等の機械設備の

特徴と選択について 

小水力発電の機械設備（水車、発

電機）の種類・特徴と選択の基準、

コストの考え方、等 

全国小水力利用推進

協議会 理事 

８ 
13:00 – 14:30  

(90 分） 

小水力発電開発の課題と解決

策 

課題を抱えた発電所の開発の解

決策とその事例 
講師依頼中 

９ 
14:40 - 15:40 

 (60 分） 
系統連系の要件と必要な設備 

小水力発電所の系統連系要件な

らびに必要な設備について 
住友共同電力（株）  

10 
15:50 - 17:20  

(90 分） 

小水力発電・・・ファイナンスの

考え方 

1．キャッシュフローと事業計画 

2．事業リスクの極小化と契約手

法 

プロジェクト・ソフィア

＆コンサルティング  

 

プログラムの内容、講師は一部変更する可能性がありますことを予めご了解ください。 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

以下に記載の上以下に記載の上以下に記載の上以下に記載の上 FAX(FAX(FAX(FAX(03030303----5940594059405940----2374237423742374))))またはまたはまたはまたは、、、、    

同内容をメール同内容をメール同内容をメール同内容をメール((((seminarseminarseminarseminar@j@j@j@j----water.orgwater.orgwater.orgwater.org    宛宛宛宛))))でお送りください。でお送りください。でお送りください。でお送りください。 
    

全国全国全国全国小水力利用推進協議会御中小水力利用推進協議会御中小水力利用推進協議会御中小水力利用推進協議会御中    

 

小水力発電実務小水力発電実務小水力発電実務小水力発電実務研修研修研修研修会会会会に参加を申し込みます。に参加を申し込みます。に参加を申し込みます。に参加を申し込みます。    

    

1.1.1.1. 参加参加参加参加申込申込申込申込    

    小水力発電実務小水力発電実務小水力発電実務小水力発電実務研修会研修会研修会研修会    参加申込書参加申込書参加申込書参加申込書    

申込日 年   月   日 

会員区分 

 

□団体正会員 □団体賛助会員 □個人正会員 □個人賛助会員  

□地域団体正会員（地域団体名：                  ） 

受講希望会場 □東京  □京都 

受講希望日 □ 2 日間とも □ １日目のみ □ ２日目のみ 

お名前 
 

 

住 所 
〒   

会社名  部署  

電 話  Fax  

E-mail  

 

2.2.2.2. 申込申込申込申込方法方法方法方法    
お申し込みを受け付けた方には受講料払込先を記載した受付票受付票受付票受付票を全国小水力利用推進協議会協事

務局よりお送りします。受講料は平成受講料は平成受講料は平成受講料は平成２６２６２６２６年年年年５５５５月月月月１１１１１１１１日日日日（金）（金）（金）（金）までにお振り込みください。までにお振り込みください。までにお振り込みください。までにお振り込みください。それより遅れる場

合にはご連絡ください。 

受講料をお振込み頂きました時点で正式受講申し込みとさせて頂き、受講票をお送り致します。 

 

3.  ご質問等ご質問等ご質問等ご質問等    
事前に質問のある方は、メール、ファクスなどで下記事務局にお送りいただけましたら、講師にお

伝えし、言及していただくようにいたします。 

 

＊＊＊＊お問合せはお問合せはお問合せはお問合せは    全国全国全国全国小水力利用推進協議会小水力利用推進協議会小水力利用推進協議会小水力利用推進協議会////事務局事務局事務局事務局 03030303----6671667166716671----3788378837883788    までまでまでまで    


