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※講師名、講演タイトル、講演時間等は詳細が決まり次第、JWPA のホームページにて順

次公開いたします。また、内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 

 

≪開催日時・場所≫ 

■日時 2019 年 10 月 31 日（木）～ 11 月 1 日（金） 

■場所 北九州国際会議場 メインホール 

 

 

≪プログラム内容（敬称略）：1 日目≫ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

『JWPA10 周年記念 洋上風力シンポジウム』公開講演会 

日 時 2019 年 10 月 31 日（木）13：00～17：20（開場 12：00） 

参加費 無料 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

［ご挨拶と基調講演］ 

 13：00～13：10 ・開会挨拶 

   北九州市長 北橋 健治 

 13：10～13：30 ・主催者挨拶 

   一般社団法人日本風力発電協会 代表理事 加藤 仁 

 13：30～13：50 ・基調講演① 

「再生可能エネルギー政策の今後の展望と洋上風力発電への期待」（仮） 

   経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 

    新エネルギー課長 清水 淳太郎 

 13：50～14：10 ・基調講演② 

  「洋上風力発電の導入促進に向けた取り組みと将来展望」（仮） 

   国土交通省（調整中） 

 14：10～14：30 ・基調講演③ 

  「地域循環共生圏の実現に向けた取り組みと洋上風力発電への期待」 

   環境省 地球環境局 地球温暖化対策課長 奥山 祐矢 

 

［セッション 1：関係機関並びに地方公共団体と洋上風力発電］ 

 14：50～15：10 

  「NEDO における洋上風力発電に係る技術研究開発及び事業開発支援」（仮） 

    国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

    新エネルギー部 風力・海洋グループ 主査 日置 史紀 

 15：10～15：30 

  「洋上風力発電市場に対する金融面からの貢献」 

    株式会社日本政策投資銀行 企業金融第 5 部 課長 保田 真一 

 

～北九州港開港 130 周年記念事業～ 

『JWPA10 周年記念 洋上風力シンポジウム』 

プログラム 
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 15：30～15：50 

  「洋上風力産業創出への貢献を目指した長崎の産学官の取り組み」 

   長崎県産業労働部 参事監 兼 

国立大学法人長崎大学 海洋未来イノベーション機構 機構長特別補佐 森田 孝明 

 15：50～16：10 

  「福島風力産業創出戦略 ～CENTER for Wind Energy 構想の取組み～」 

   福島県いわき市 産業振興部 部長 石曽根 智昭 

 

［セッション 2：北九州市と洋上風力発電］ 

 16：30～16：40 ・地域情報発信 

  「北九州市における洋上風力発電の導入促進に向けた取り組み」（仮） 

   北九州市 港湾空港局 理事 光武 裕次 

 16：40～17：00 ・研究発表 

  「高校生ができる風力発電普及の試み」 

   明治学園中学高等学校 教諭    田中 佳太 

              高等部２年 池田 直樹、玉中 光、早川 巧真、 

平岡 杏珠、平山 陽菜 

 17：00～17：20 ・事例紹介 

  「ひびきウインドエナジーの概要」 

   ひびきウインドエナジー株式会社 川﨑 耕一  

   （九電みらいエナジー株式会社 事業企画本部 事業企画第 1 部 次長） 

 

【JWPA10 周年記念 洋上風力シンポジウム 懇親会（交流会）】 

 日 時 2019 年 10 月 31 日（木） 17：45～19：45 

 会 場 ミクニワールドスタジアム北九州 ビジネスラウンジ 

 参加費 5,000 円 

 

 

≪プログラム内容（敬称略）：2 日目≫ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

『JWPA10 周年記念 洋上風力シンポジウム』公開セミナー 

日 時 2019 年 11 月 1 日（金）9：00～15：00（開場 8：00） 

参加費 有料（一般 10,000 円 ／ JWPA 会員 8,000 円 ／ 大学生 3,000 円） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

［特別講演］ 

 09：00～09：20 ・特別講演 

  「洋上風力発電の最新動向と将来展望」 

   国立大学法人東京大学 大学院工学系研究科 社会基盤学専攻 教授 石原 孟 

   （一般社団法人日本風力エネルギー学会 会長） 

 

［セッション 1：日本国内における洋上風力発電関連の動向］ 

 09：20～09：40 

  「九州電力の再生可能エネルギーの大量導入への取り組みについて」 

   九州電力株式会社 送配電カンパニー 技術計画部長 木戸 啓人 
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 09：40～10：00 ・事例紹介 

  「港湾・海上空港工事の経験と洋上風力発電への取り組み」 

   一般財団法人港湾空港総合技術センター 業務執行理事 小平田 浩司 

 10：00～10：20 ・事例紹介 

  「浮体式洋上風車の認証とマリンワランティサーベイについて」 

   一般財団法人日本海事協会 事業開発本部 再生可能エネルギー部長 赤星 貞夫 

 

［セッション 2：世界における洋上風力発電関連の動向①］ 

 10：40～11：00 

  「英国洋上風力発電産業政策」 

   駐日英国大使館 エネルギー・インフラストラクチャー担当参事官 トム・ラフ 

 11：00～11：20 

  「台湾における洋上風力発電の動向」 

   ベーカー＆マッケンジー法律事務所  

再生可能エネルギーグループ代表・パートナー弁護士 江口 直明 

 11：20～11：40 

  「Sif in Japan」 

   Sif Japan Co., Ltd Representative Director Justus SCHOEMAKER 

 11：40～12：00 ・洋上風力関連企業によるショートプレゼンテーション 

   ① Offshore Design Engineering Ltd 

   ② IHC IQIP 

 

［セッション 3：世界における洋上風力発電関連の動向②］ 

 13：00～13：20 

  「洋上風力発電の世界情勢について」（仮） 

   Ørsted A/S President, Asia Pacific マティアス・バウゼンバイン 

 13：20～13：40 

  「港湾での洋上風車の荷受けから積み出しまで」 

   MHI ヴェスタスオフショアウィンド プロジェクトマネジャー 天野 義如 

 13：40～14：00 

  「世界における洋上風力開発での経験と教訓」 

   wpd AG アジア太平洋新規事業開発ディレクター  

ハンス－クリストフ・ブルンベルグ 

 14：00～14：20 

  「台湾での洋上風力発電プロジェクトにおける現地調達要求とその影響」（仮） 

   シーメンス ガメサ リニューアブル エナジーPty Ltd Niels Steenberg 

 

［質疑応答とご挨拶］ 

 14：20～14：50 ・質疑応答 

 14：50～15：00 ・閉会挨拶 

   一般社団法人日本風力発電協会 副代表理事 安  茂 
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【JWPA10 周年記念 洋上風力シンポジウム オプショナルツアー】 

 日 時 2019 年 10 月 31 日（木） 09：00～12：00 

 集合場所 小倉駅北口 貸切バス駐車場 

 参加人数 定員 50 名 

      注 1）オプショナルツアー単独でのお申込みはできません。必ず 11 月 1 日の

洋上風力シンポジウム・公開セミナーとセットでお申し込みください。 

      注 2）参加希望の方は、「10 月 31 日 洋上風力シンポジウム オプショナル

ツアー参加」チケットをお申し込みください。 

注 3）ツアー代金は 11 月 1 日の洋上風力シンポジウム・公開セミナー参加費 

に含みます。 

注 4）お飲み物等は各自にてご準備ください。 

 スケジュール（予定） 

  09：00 小倉駅北口出発 ⇒ ①ニッスイマリン工業株式会社 ⇒ ②株式会社北拓 

  ⇒ （小倉駅） ⇒ 12：00 北九州国際会議場到着・解散 

 

 


