NPO法人農都会議（旧 市民キャビネット農都地域部会）・バイオマスWG
行事等一覧 2011年～2017年5月
開催日

行事名

報告ページ

2017年7月18日

バイオマス発電事業者協会・農都会議共催講演会「バイオマ
ス発電産業のめざすもの」

2017年6月15日

講演会「バイオマス発電産業の課題と未来像」

2017年5月29日

勉強会「木質バイオマス発電所の研究 2」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/161

2017年4月18日

勉強会「バイオマス熱利用社会の実現へ」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/157

2017年4月8日

「飯能バイオマス施設見学」フィールドワーク

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/156

2017年3月28日

講演会「国産材の利用拡大とCNF開発」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/155

2017年3月13日

勉強会「FIT申請の審査担当者から聞く制度の運用」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/153

2017年2月28日
2017年1月24日
2017年1月14日
2016年12月12日
2016年11月24日
2016年11月14日

食と健康シンポジウム「築地から『食と健康シンポジウム』を考
http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/213
える」
勉強会「木質バイオマス発電所の研究 ～九州の二つの発電
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/147
所の事例から運営の課題を考える」
「飯能バイオマス施設見学」フィールドワーク

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/150

セミナー「バイオマス発電と輸入材 ～輸入木材のFITにおける
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/145
一般木材としての利用」
遺伝子組換え シリーズ・シンポジウム 第３回「育種の視点か
http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/205
ら農業と環境を考える」
バイオマスWG経過報告会・意見交換会

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/143

第２回政策提言SG
2016年10月26日
2016年9月27日
2016年8月30日
2016年7月19日
2016年6月27日
2016年6月23日
2016年6月17日
2016年6月6日
2016年6月4日
2016年4月18日

2016年4月3日

2016年3月24日
2016年3月14日

第１回官民交流勉強会

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/141

セミナー「森林・林業基本計画とバイオマス需要 ～エネルギー
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/137
ミックス実現のためにどう考えるか」
セミナー「国産バイオマス燃料の課題 ～伐採・搬出の現場か
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/134
ら考える」
セミナー「バイオマス燃料調達の課題 ～FIT発電用木質バイオ
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/131
マスの需給見通し」
勉強会「ＦＩＴ法改正の目的と改正内容について」
遺伝子組換え シリーズ・シンポジウム 第２回「世界の遺伝子
組換え問題の実情と日本」
石炭混焼SG「大幅なCO2排出削減はどうすれば可能なのか
『CASA2030モデル』の試算結果」
バイオマスエキスポフォーラム講演「バイオマス産業の未来」
勉強会「電力自由化・構造変革の行方を考える ～ドイツのエ
ネルギー転換を参考に」
「土づくりへのこだわり ～埼玉県三芳町冨田農園での現地研
修」フィールドワーク
講演会「バイオマスエネルギーの未来 ～上伊那森林組合のペ
レット製造の現場から考える」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/129
http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/193
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/128

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/125
http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/192
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/123

「ちば里山・バイオマス シンポジウム ～さと・ひと・しごと 未
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/121
来のストックから考える」フィールドワーク
遺伝子組換えシリーズ・シンポジウム「遺伝子組換えの現状と
http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/183
未来を考える」
勉強会「バイオマス燃料調達の課題 ～国産材と輸入材、事
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/117
例をもとに考える」
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NPO法人農都会議（旧 市民キャビネット農都地域部会）・バイオマスWG
行事等一覧 2011年～2017年5月
開催日

行事名

報告ページ

2016年2月29日

勉強会「低炭素社会づくりへの道筋」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/116

2016年2月15日

勉強会「ごみ発電・ごみ資源化を考える」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/114

2016年1月25日

勉強会「国有林の現状を知る」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/112

2015年12月21日

勉強会「隣国・中国の再エネ状況を知る」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/109

2015年12月7日

勉強会「資源エネルギー庁に聞く“電力改革”」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/107

2015年11月25日

バイオマス発電事業化促進WG経過報告会・意見交換会

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/106

2015年11月14・15日第１１回NPOまつり2015

http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/175

2015年11月8日

「養老渓谷 森林・竹林シンポジウム ～地域の人々と考える
森林・竹林の活かし方」フィールドワーク

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/105

2015年10月20日

食・農・環境 講演会 『有機農業・農産物の“いま”を知る』 Ⅱ

http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/173

2015年10月13日

勉強会「バイオマス発電燃料の伐採と搬出」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/102

2015年10月8日

第２回会員発表会「インドネシアのPKS事業」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/99

2015年10月2日

第２回会員セミナー・第５回石炭混焼SG会合として「熊崎実氏
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/98
に聞くこれからの石炭混焼」

2015年9月28日

勉強会「全国木質バイオマス発電所動向と事例」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/96

2015年9月14日

「箱根山系列状間伐見学」フィールドワーク

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/95

2015年8月3日

勉強会「バイオマス発電業界を取り巻く環境変化」、意見交換 http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/92

2015年7月27日

勉強会「バイオマス産業都市と地域の再エネ」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/91

2015年7月13日

勉強会「輸入材の運用状況と課題」、意見交換

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/90

2015年6月29日

勉強会「キャッシュフロー型林業経営」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/87

2015年6月17・18日 「上野村CHP見学」フィールドワーク

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/89

2015年6月15日

会員セミナー「地域エネルギー事業の課題」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/86

2015年6月10日

第１回石炭混焼SG

2015年5月29日

勉強会「ふくしま南相馬の暮らし、農林業のいま」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/84

2015年5月21・22日 ふくしま南相馬・相馬フィールドワーク

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/80

2015年5月18日

勉強会「再生可能エネルギーの現状と課題」、意見交換

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/79

農都地域部会第２回総会

http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/152

バイオマスWG第２回総会

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/78

勉強会「ふくしまの森林・バイオマス活用の可能性」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/77

2015年4月11日

石岡市「搬出間伐・ペレット工場見学」フィールドワーク

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/74

2015年3月27日

「有機農業・農産物の“いま”を知る」講演会

http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/148

2015年3月23日

勉強会「第２回 バイオマス発電所のつくり方」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/72

2015年3月9日

勉強会「バイオマス燃料とボイラー導入」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/70

2015年4月27日
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NPO法人農都会議（旧 市民キャビネット農都地域部会）・バイオマスWG
行事等一覧 2011年～2017年5月
開催日

2015年2月20日
2015年2月10日
2015年1月29日

行事名

報告ページ

第５５回部会、ふくしま準備会第１回
低炭素社会づくりシンポジウム「地域エネルギーから温暖化を
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/69
考えよう～利根川上流と下流をつないで」
千葉県山武市有機農場見学フィールドワーク
http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/145

2015年1月24・25日 『みなかみ町 地域エネルギーフェスタ』

http://chiikiene.net/minakami/wp/?p=364

2014年12月17日

ミニ勉強会「輸入材に関する木材証明ガイドラインの運用状況
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/67
と課題」
勉強会「バイオマス発電所のつくり方すべて話します！」
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/63

2014年12月8日

バイオマス発電事業化促進WG第３次政策提言

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/62

2014年12月2日

ミニ勉強会「ふくしまの現在（いま）を考える」

http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/140

勉強会「林業の成長産業化」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/59

バイオマス発電事業化促進WG経過報告会

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/58

2014年10月27日

勉強会「農山漁村再エネ法と６次化ファンド」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/56

2014年10月22日

再生可能エネルギー接続保留問題に対する提言

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/54

2014年10月17日

WG緊急会合（第２０回）「再エネ接続保留問題について」

2015年1月19日

2014年11月10日

第１０回NPOまつり2014
2014年10月18・19日
展示、青空ワールドカフェ、実演、その他

http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/134

2014年8月30・31日 みなかみ町「熊崎先生講演・林材おろし実習」フィールドワーク http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/52
2014年8月25日

勉強会「再生可能エネルギー普及と農山村地域の活性化」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/51

2014年8月8日

勉強会「木質バイオマス活用の事業化研究 ―“発電所・ペ
レット・プラント”事業の事例紹介と交流」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/48

第１回会員交流会
2014年7月26日

「農薬から農業と環境を考える」フォーラム

http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/128

2014年7月14日

勉強会「木材の搬出の取り組み」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/43

2014年6月30日

第５３回部会、「何でも意見交換、交流会」

http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/124

2014年6月23日

WG意見交換会

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/41

2014年6月18日

ネットワークイベント「バイオエネルギー」（ドイツ大使館交流会） http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/40

2014年5月24日

「農薬から農業と環境を考える」シンポジウム第２回

http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/122

2014年5月12日

勉強会「新しいエネルギー基本計画について」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/36

2014年4月30日

第１回合同運営会議
第５１回部会・総会

http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/114

「これからの農業・農政を考える」討論カフェ

http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/115

WG第１５回会合・総会

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/33

記念講演会「ドイツのバイオエネルギー村などあれこれ」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/34

2014年3月23日

埼玉県農林総合研究センター園芸研究所フィールドワーク

http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/111

2014年3月10日

勉強会「木質バイオマス発電について」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/21

2014年4月21日

2014年4月14日

2014年2月24日

農薬から農業と環境を考える勉強会シリーズ・シンポジウム第
http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/107
１回
ミニ勉強会「木質バイオマス発電の事業化の状況と課題」
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/26

2014年1月26日

ミニ勉強会「下川町の事例から学ぶ」

2014年1月25日

バイオマス発電事業化促進フォーラム ～森林・バイオマスを http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/24
いかす地域創造と協働を考える

2014年3月1日

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/23
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NPO法人農都会議（旧 市民キャビネット農都地域部会）・バイオマスWG
行事等一覧 2011年～2017年5月
開催日

2014年1月25日

行事名
報告ページ
バイオマス発電事業化促進フォーラム
～森林・バイオマスを
いかす地域創造と協働を考える
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/25

2014年1月20日

ミニ勉強会「バイオマス利用のオプション ―ドイツの経験より」 http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/22

2013年12月

バイオマス発電事業化促進WG第２次政策提言

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/17

2013年11月26日

バイオマス発電事業化促進WG経過報告会

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/18

2013年10月

農都地域部会2013年度政策提言

http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/112

NPOヒアリング（富士山クラブなど６団体）
2013年10月19・20日
第９回NPOまつり2013【出展】

http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/104

2013年10月11日

ミニ勉強会「小規模バイオマス・コジェネの将来像」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/31

2013年10月2日

飯能市ガス化炉見学フィールドワーク

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/30

2013年9月24・25日 群馬バイオマス発電・森林再生フィールドワーク２

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/29

2013年9月11日

ミニ勉強会「熱電併給（コジェネ）について考える」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/32

2013年7月16日

ミニ勉強会「製紙業界のバイオマス発電への取組状況と課題」 http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/5

2012年6月

バイオマス発電事業化促進WG第１次政策提言

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/4

2013年6月17日

ミニ勉強会「海洋エネルギーへの期待と課題」

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/3

2013年6月12・13日 群馬バイオマス発電・森林再生フィールドワーク
2013年4月15日
2013年2月28日
2013年1月23日

http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/84

バイオマス発電事業化促進WG第１回会合
http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/95
島の政策研究会第３回「“自然エネルギーで電力自給”の島か
http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/82
ら学ぶ」【共催】
再生可能エネルギーフォーラム２「バイオマスの供給ポテン
シャルとFITの展開 ～2030年代、原発ゼロ・再エネ比率35％の実 http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/79
現性をバイオマスから探求する」

2012年11月16日
2012年9月29・30日

農林水産省職員意見交換会２

http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/78

NPOヒアリング（富士山クラブなど５団体）
第８回NPOまつり2012【出展】

2012年9月8日

http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/89

霜里農場見学会
グリーン・再生可能エネルギーフォーラム』 原発ゼロは可能
2012年8月31日
か？地域からエネルギーを変える！日本を変える！」
2012年7月10・11日 相馬地方フィールドワーク

http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/50

2012年7月

http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/63

2012年度政策提言

http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/76
http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/65

2012年5月11日

新しい公共フォーラム2012 第６回「白熱討論！ これからの『農
http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/60
業』を語ろう」【共催】
林野庁職員意見交換会
http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/46

2012年4月21日

内閣府職員意見交換会

2012年3月17日

新しい公共フォーラム2012 第３回「3.11後、これからの『地域』
http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/36
の話をしよう」【共催】

2012年1月20日

環境・森林フォーラム ～BDF活用によるふくしま復興と、森林･林

2012年1月17日

農水省職員意見交換会

2011年12月19日

第２２回部会 ＆ふくしまふっこうフォーラムフォローアップ勉強会
http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/31

2011年10月16日

第７回NPOまつり2011【出展】

2011年9月19日

ふくしま復興フォーラム２『住民・行政・支援ＮＰＯ等の協働で取
http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/54
り組む復興』【共催】

2012年6月18日

業の再生

http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/37

http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/33
http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/32
http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/39

4

NPO法人農都会議（旧 市民キャビネット農都地域部会）・バイオマスWG
行事等一覧 2011年～2017年5月
開催日

行事名

報告ページ

2011年9月5日

ふくしま復興フォラーム１『除染とバイオマスによる風評対策を
http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/53
考える』【共催】

2011年8月4日

農都創造サロン第１回

http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/24

2011年6月

2011年度政策提言

http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/61

2011年6月9日

震災復興支援フォーラム2 “我が国森林・林業の再生をいかに
http://blog.canpan.info/noutochiiki/archive/7
進めるか”

2011年2月25日

島の政策勉強会「離島振興法の改正議論のポイント いま、島 http://shimakouryu.seesaa.net/article/1881986
好きの若者が増えている！島と都市住民がともに考える」【共催】 68.html
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