
 

 
2019 年度 合同分科会（輸送分科会・分級ふるい分け分科会）開催のご案内 

2019 年 8 月吉日 

会員 各位 
一般社団法人 日本粉体工業技術協会 

 輸送分科会 
コーディネータ   大阪大学大学院 教授  田中 敏嗣 
副コーディネータ 千葉大学大学院 教授  武居 昌宏 
代表幹事        ツカサ工業㈱ 井上 照男 

                当番幹事      日本スピンドル製造㈱  増田 勇 
                       ㈱日清製粉グループ本社 中村 二郎 

 分級ふるい分け分科会 
コーディネータ    広島大学 名誉教授    吉田 英人 
副コーディネータ  早稲田大学 教授      所 千晴 
代表幹事        日清エンジニアリング㈱ 秋山 聡 

 

2019 年度 合同分科会開催のご案内 

（第 2 回輸送分科会、第 2 回分級ふるい分け分科会） 

 

拝啓  貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は当会の活動にご理解とご協力を賜り厚く御礼

申し上げます。 

さて、この度、輸送分科会と分級ふるい分け分科会では合同分科会を、王子製紙株式会社様と苫小牧バイオ

マス発電株式会社様のご協力をいただき、開催することになりました。 

 今回の合同分科会では「環境資源分野における粉体技術」をテーマとし、北海道内森林の未利用木材を発電

用燃料として有効活用した苫小牧バイオマス発電所、および世界最大の新聞用再生紙の生産工場である王子

製紙苫小牧工場を見学いたします。ただし、苫小牧バイオマス発電所は、定期修繕期間中のためボイラー・発

電棟への入場はできず、屋外からの見学となります。施設見学の後、室蘭工業大学大学院の山中真也先生に

ホタテ貝殻の再資源化と粉体工学の関りについてご講演いただく予定です。 

何かとご多用のこととは存じますが、多数ご参加いただきますようお願い申し上げます。誠に勝手ながら、会

場の都合で先着４０名までとさせて頂きます。また、見学先と同業の方のご参加はご遠慮頂きたく、お願い申し

上げます。 

敬具 

記 
 

1. 主 催： 一般社団法人 日本粉体工業技術協会 輸送分科会、分級ふるい分け分科会 

 

2. 開催日時： 2019 年 10 月 11 日（金）  9：00～16：50 
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3. 会 場： 第１部：苫小牧バイオマス発電株式会社 

          〒059-1374 北海道苫小牧市晴海町40-4、TEL:0144-53-0111 

第２部：王子製紙株式会社 苫小牧工場 

             〒053-8711 北海道苫小牧市王子町2-1-1、TEL:0144-32-0198  

 

4. 集合場所：   札幌千歳空港3、4到着口間レンタカー受付付近（第1、2部参加、第2部のみ参加とも） 

               ＊集合場所に来られない方は、現地集合にてお願いします。また、その旨、申し込み時に 

ご連絡下さい。 

              道内の方の参加で、車で移動の場合も現地集合にてお願いします。 

5. 開催プログラム： 

 9:00       集合・受付（第 2 部から参加の方は 12:15 集合、バスにて迎えに行きます） 

9:10～9:40  バスにて移動 札幌千歳空港→苫小牧バイオマス発電㈱ ＊バス内で参加費集金 

9:45～    第１部 開会挨拶 分級ふるい分け分科会コーディネータ 吉田 英人 名誉教授 

9:50～11:15  ご挨拶    苫小牧バイオマス発電㈱ 事業部 部長 山崎 治央 様 

会社紹介・工場見学（発電所の定期修繕期間のため屋外からの見学） 

11:30～13:00 みなと市場にて昼食（自由行動）、移動  

13:20～13:30  第２部 開会挨拶       輸送分科会コーディネータ 田中 敏嗣 教授 

13:30～15:30  ご挨拶    王子製紙㈱苫小牧工場 事務部 

グループマネージャー 伊藤 隆雄 様 

会社紹介・工場見学 

15:30～15:45 ＜休憩＞ 

15:45～16:35   技術講演「ホタテ貝殻の粉砕、再資源化に関する研究」 

室蘭工業大学大学院 山中 真也 准教授 

16:35～16:45  質疑 

16:45～         閉会挨拶      輸送分科会副コーディネータ 武居 昌宏 教授 

札幌千歳空港までバスで移動（17:30頃 到着・解散予定） 

＊天候不順で飛行機が遅れ、集合時間に間に合わない場合は担当幹事にご連絡いただければ参加可能とし

ます。（交通費は自己負担にてお願いします） 

  6. 申込締切: 2019 年 9 月 30 日（月）（必着） 

7. 定員：40 名 

8. 参加費： （第 1、2 部参加） 会員\5,000  非会員\7,500  

        （第 2 部のみ参加） 会員￥3,000 非会員￥4,500（当日、バス、会場受付にて集金致しま
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す） 

9. 申込方法： 別紙の申込書により下記いずれかの宛先へ E-mail にてお申し込み下さい。 

   ・輸送分科会 

            エステック㈱ 大阪支店 営業チーム 山本 洋一 宛 

            E-mail: yamamoto@snecon.co.jp 

                Fax: 06-6394-3149  /Tel: 06-6394-3131 

・分級ふるい分け分科会 

日清エンジニアリング（株） 経営企画部 秋山 聡 宛 

E-mail: akiyama.satoshi@nisshin.com   

Fax: 03-3660-3098  /Tel: 03-3660-3440 

10. 当日の緊急連絡先：  

   ・輸送分科会（増田）：          090-1440-8299 

・分級ふるい分け分科会（秋山）： 080-6861-5883  

 

  

mailto:yamamoto@snecon.co.jp
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≪２０１９年度 輸送・分級ふるい分け合同分科会 参加申込書≫ 

 貴 社 名 ：                                            

会員区分 ：  （一社）日本粉体工業技術協会   会員  ・  非会員  （いずれかに○） 

参加登録 ：   輸送分科会  ・ 分級ふるい分け分科会  （いずれかに○）  

貴事業所名 ：                                              

連絡先住所 ： 〒                                           

連絡先 TEL：                     FAX：                    

参加種別 ：  第 1、2 部参加  ・  第 2 部のみ参加  （いずれかに○）  

 

 ①  ② ③ 

参加者氏名    

所属部課    

役職名    

E-mail    

携帯番号    

 

注） 参加者の中で 1 名様の携帯番号を記入するようお願い致します。 

なお、携帯番号の管理には十分注意し、緊急連絡以外には使用致しません。 

  

個人情報に関わる事項は，本会合以外には使用いたしません。当日配布する参加者名簿には、 

会社名および氏名を記載させていただきます。 

 

※１（一社）日本粉体工業技術協会会員で、分科会に入会されていない方 

  ・分科会会員登録の希望 

   輸送分科会  ・  分級ふるい分け分科会  ・  希望しない  （いずれかに○） 

 

※２（一社）日本粉体工業技術協会 非会員の方 

  ・今後の分科会案内送付の希望 

      輸送分科会  ・  分級ふるい分け分科会  ・  希望しない   （いずれかに○） 
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交通案内と集合場所、みなと市場、見学先 

≪往路≫ 

飛行機＜羽田空港 ⇒ 札幌千歳空港＞   

JAL501   06:30          08:05 

SKY703   06:45          08:20 

ADO011   06:50          08:20(AIR DO) 

ANA051   07:00          08:30 

 

＊当日移動は羽田空港からのみ集合時間に間に合うこととなります。当日、羽田空港から 

 移動できない場合は、前日から北海道に宿泊いただき、当日、札幌千歳空港集合場所まで 

 移動をお願いします。 

 

（第 2 部のみ参加の方） 

飛行機＜羽田空港 ⇒ 札幌千歳空港＞   

ANA059   10:00          11:35 

ADO019   10:15          11:45(AIR DO) 

 

飛行機＜成田空港 ⇒ 札幌千歳空港＞   

JJP105   09:55           11:45(Jetstar) 

 

飛行機＜中部国際空港 ⇒ 札幌千歳空港＞   

ANA703    09:45           11:30 

 

飛行機＜伊丹空港 ⇒ 札幌千歳空港＞   

ANA773   09:50          11:45 

 

飛行機＜関西国際空港 ⇒ 札幌千歳空港＞   

JAL2501  09:30             11:25 

 

≪復路≫ 

飛行機＜札幌千歳空港 ⇒ 羽田空港＞ 

JAL522    18:00           19:35 

ADO032    18:00           19:35(AIR DO) 

ANA076    18:30           20:35 

 

飛行機＜札幌千歳空港 ⇒ 成田空港＞ 

JJP112    18:25           20:00(Jetstar) 
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飛行機＜札幌千歳空港 ⇒ 伊丹空港＞ 

JAL2016   18:05           19:55 

 

飛行機＜札幌千歳空港 ⇒ 関西国際空港＞ 

JAL2506   18:00           20:10 

ANA1718   18:45           20:55 

 

飛行機＜札幌千歳空港 ⇒ 中部国際空港＞ 

JJP1188   19:25           21:15 (Jetstar) 

ANA714   19:30           21:15 

JAL3118   19:30           21:10 

 

≪集合場所≫ 

札幌千歳空港 1 階 3、4 到着口間レンタカー受付付近 

09:00 集合 
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≪みなと市場≫ 

11:30～13:00 
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≪苫小牧バイオマス発電≫ 
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≪王子製紙苫小牧工場≫ 

 


