
◎ フォーラム
日 時 ２００７年２月２３日（金） １１：００～１７：３０
開催会場 久世エスパスランド【真庭市久世鍋屋17-1】
定 員 ５００名（入場無料）

◎ 交流会
日 時 ２００７年２月２３日（金） １８：３０～
開催会場 湯原国際観光ホテル「菊之湯」【真庭市湯原温泉１６】
定 員 ２００名（参加費 ４，０００円）

◎ 見学ツアー
日 時 ２００７年２月２４日（土） ９：００～１４：１５
集合場所 中鉄美作バス(株)湯原営業所
ツアー代金 ２，５００円 （昼食代込） ※フォーラム参加の方の特別料金となっております。

ゼロエミッションフォーラム・イン・真庭
Zero Emissions Forum in MANIWA

～ バイオマスを活用したゼロエミッション型産業と地域振興 ～

・ゼロエミッションフォーラムは、ゼロエミッション型社会の実現を目指して、国際連合大学と各地域
の自治体とが共同で開催するものです。

・今回は真庭市でフォーラムを開催し、バイオマスを活かした地域づくりを実現しようと、エネルギー
利用、マテリアル利用により、循環型社会の形成を目指している真庭市の構想実現に向けた取組
みを全国に紹介するとともに、その構想の一層の普及・推進を図ります。

また、本フォーラムの成果は循環型社会の形成に活用します。

※全国各地から、興味のある方々にお越しいただき、市民･事業者・行政及び関係団体と連携して
バイオマス利活用を推進している真庭地域の取り組みについて、意見交換等を行うことで、よりよ
い地域づくりにつなげたいと思いますので、お気軽にご参加をお願いいたします。

【主催】
真庭市
国際連合大学ゼロエミッションフォーラム

※申請中

【後援】 （順不同）

農林水産省、環境省、経済産業省、岡山県
独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
日本エネルギー学会バイオマス部会
NPO法人バイオマス産業社会ネットワーク
岡山県森林組合連合会、岡山県木材組合連合会



フォーラム会場案内
「久世エスパスランド」

（岡山県真庭市鍋屋17-1）
℡：０８６７－４２－７０００

○お車 久世ICから約５分
落合ICから約１０分

○公共機関
ＪＲ津山線～姫新線を乗継～久世駅～
タクシーで3分

※岡山空港・岡山駅からは送迎バス（有料）が
ございますので申込書をご覧ください。
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見学ツアー予定 （真庭市のバイオマスに関する取り組みの現場を地域観光を含めて一見できます）

９：００ 湯原国際観光ホテル「菊之湯」 前発
９：３０ 銘建工業㈱ 【エコ発電施設の見学、ペレット製造設備の見学】
１０：５０ 水夢（温水プール） 【ペレット焚きボイラーの見学】
１１：５０ 昼食
１２：２０ かつやま町並み保存地区散策
１３：３０ ランデス㈱ 【木片コンクリート製品見学】

１４：１５ 見学ツアー終了

フォーラムプログラム

１１：００ 開会あいさつ 井手 紘一郎（真庭市長）

藤村 宏幸（国際連合大学ゼロエミッションフォーラム会長）

１１：１５ 真庭地域における事例紹介
銘建工業株式会社
ランデス株式会社
三井造船株式会社

１２：３０ 昼食
１３：３０ 基調講演１ 「森から未来をみる」

C.W.ニコル（財団法人C.W.ニコル・アファンの森財団 理事長）

１４：３５ 基調講演２ 「持続可能な地域発展とバイオマス利用」

泊 みゆき （NPO法人バイオマス産業社会ネットワーク 理事長）

１５：４５ パネルディスカッション
「バイオマスを活用したゼロエミッション型産業と地域振興 」

コーディネーター
竹林 征雄（国際連合大学ゼロエミッションフォーラム運営委員）

パネリスト
渋澤 寿一（NPO法人樹木・環境ネットワーク協会 専務理事）
古林 伸美（湯原町旅館協同組合 理事長）
長田 正之（真庭バイオエネルギー㈱ 取締役総務部長）
末松 広行（農林水産省 環境政策課長）
井手 紘一郎（真庭市長）

１７：３０ 閉会

フォーラム終了後、フォーラム関係者（講演者、パネリスト等）との情報交換や親睦を図るために夕食を兼ねて開催。
１８：３０～ 立食形式（地元食材を用いての料理等）
※フォーラム会場から交流会会場・湯原国際観光ホテル「菊之湯」まではバスでお送りいたします。

交流会



フォーラム（交流会、見学ツアー、送迎）参加申込みのご案内

※「ゼロエミッションフォーラム・イン・真庭」参加のお申込みにつきましては、別紙の申込書に必要事項をご記
入の上、真庭市観光協会までＦＡＸにてお送りください。 （電話によるお申込は一切お受けできませんのでご了承ください）

①参加申込み方法と注意事項

※参加ご希望の内容を申込書のフォーラム、ツアー等申込欄へ○印をご記入のうえＦＡＸにてお送りください。

a)フォーラム参加（2/23 １１：００～）

・フォーラムのみご参加の場合も、申込欄へ○印をご記入のうえ申込書を送信願います。
b)フォーラム当日の昼食（2/23 １２：３０～）

・フォーラムご参加の方で昼食弁当をご希望の方は、事前予約が必要です。申込欄へ○印をご記入ください。
昼食弁当のお支払いは、当日現金にて引き換えとさせていただきます。 （会場周辺に食堂はあまりありません）

c)交流会参加（2/23 １８：３０～）

・夕食を兼ねて開催いたします。申込欄へ○印をご記入ください。

d）宿泊希望

・宿泊先は、湯原温泉の旅館・ホテルをご案内いたします。お部屋は、シングル（和室一人利用）として用意させていた

だいております。部屋数に限りがあるためお早めにお申込みください。
・宿泊先のお宿につきましては、申込の先着順で真庭市観光協会が配宿手配を行います。
・洋室希望、同室希望のある場合は申込欄の備考欄に必ずその旨ご記入の上お送りください。

e)見学ツアー参加（2/24 ９：００～）

・見学ツアーの金額につきましては、ゼロエミッションフォーラム参加の方の特別料金となっております。
ｆ）送迎バスについて

・ＪＲ岡山駅、岡山空港からは公共交通機関の便が少ないため、送迎につきましてご準備させていただいております。
・送迎希望の方は、希望内容によって送迎希望欄へ○印をご記入ください。

②取消料金について

【お申込、ご宿泊・送迎、見学ツアーについて】
真庭市観光協会（〒717-0013 岡山県真庭市勝山420-2） 担当：森田・森脇 9：00～17：30

TEL：0867-44-4111 FAX：0867-44-3002 HPアドレス：http://www.e-maniwa.net/

【フォーラムの内容について】
真庭市商工振興課バイオマス推進室（〒719-3292 岡山県真庭市久世2928） 月～金（祝祭日を除く） 8:30～17:15

TEL：0867-42-5022 FAX：0867-42-6115 HPアドレス：http://www.city.maniwa.lg.jp/webapps/www/index.jsp

問い合わせ先

折り返し、参加費の振込み先や宿泊先のご案内等を郵送にてお送りいたします。
（フォーラムおよびお弁当のみの申込み者には、折り返しのご連絡はいたしません）

当日から起算して２日前
にあたる日以前の取消

前日の取消 当日または無連絡取消

無料 宿泊代金の50％ 100%

当日から起算して２日前
にあたる日以前の取消

前日の取消 当日または無連絡取消

無料 宿泊代金の50％ 100%

当日から起算して２日前
にあたる日以前の取消

前日の取消 当日または無連絡取消

無料 ツアー代金の50％ ツアー代金の100％

宿泊取消料

交流会取消料

見学ツアー取消料



送信先 ； 真庭市観光協会 FAX：０８６７－４４－3002

申込日 平成１９年 月 日（参加締切日 平成１９年２月１３日【必着】）

○送迎希望欄

団体参加の方で参加者人数が多い場合はコピーしてご使用願います。 （用紙NO． ／ ）

フ ォ ー ラ ム 申 込 書 湯原温泉HP発

○フォーラム、ツアー等申込欄

○２３日弁当申込欄

（ふりがな）

お申込者または代表者

勤務先住所

（または郵送希望先）

電話番号

勤務先・所属団体等

〒

（ふりがな）

お申込者または代表者
個弁当個数

(ふりがな) 送り（23日）

JR岡山駅中央改札(9:00) 岡山空港(9:30) フォーラム会場(17:40) 真庭(9:00) 真庭(14:30)
ご参加者氏名 →真庭 →真庭 →JR岡山駅(19:30) →岡山空港(11:00) →岡山空港(16:00)

フォーラム会場(11:00) フォーラム会場(11:00) →JR岡山駅(11:30) →JR岡山駅(16:30)
交流会会場(18:30) 交流会会場(18:30)

※羽田へ13:10発(ANA) ※羽田へ17:45発(ANA)
※新大阪方面から8:37着(新幹線) ※羽田から8:50着(ANA) ※20:03東京方面発(新幹線) ※12:06東京方面発(新幹線) ※17:05東京方面発(新幹線)

※　 〃  8:53着(新幹線) ※羽田から9:10着(JAL) ※20:02広島方面発(新幹線) ※12:02広島方面発(新幹線) ※17:14広島方面発(新幹線)

※広島方面から8:41着(新幹線)

※印は、送迎時間に伴う交通機関の発着参考時刻を記載しております。

ご希望の項目に○を付けて下さい。（真庭⇔岡山空港・JR岡山駅）

迎え（23日） 送り（24日）

(ふりがな) 24日(土)

a)フォーラム b)昼食 c)交流会 d)宿泊 e)見学ツアー 往路 復路 合計

ご参加者氏名 性別 (無料・
要予約)

(夕食を兼
ねる）

一泊朝食付 昼食込 (岡山空
港・JR岡山
駅→真庭)

(真庭→岡
山空港・JR
岡山駅)

4,000円 6,000円 2,500円 2,000円 2,000円

（弁当）
要予約

1,000円・
当日代金引
き換え

備考欄

(宿泊を希望する場合の
「洋室」「同室」希望)

23日(金)

（合計金額
をご記入く
ださい）

ご希望の項目に○を付けて下さい。

f)送迎バス


