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Pellet Club JAPAN メールニュース（No.143-4） 補助・公募情報 2017/4/13

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

◎ 平成 29 年度ペレットストーブ、ボイラ補助金情報

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

※締切や公募の条件等の詳細は各自治体にお問い合わせください。

◇：ストーブ

◆：ストーブ・ボイラ共

【北海道】

◇音更町「平成 29年度音更町木質ペレットストーブ購入費補助金」
http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/life/mainichi-seikatu/gami-kankyou/peretto-hozyo.
data/H29peretto-osirase.pdf

◇和寒町「省エネルギー促進支援事業 木質バイオマス燃料ストーブ設置事業」

http://www.town.wassamu.hokkaido.jp/affairs/city-building/energy-conservation/

◇帯広市「平成 29年度新エネルギー導入促進補助金」
http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/shiminkankyoubu/kankyouka/h25subsidy02.html

◇札幌市「平成 29年度 市民向け札幌・エネルギー ecoプロジェクト補助金制度」
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/energy/ecopro/gaiyou/gaiyou4.html
※5月 8日より募集開始

◇音更町「木質ペレットストーブ購入費補助金」

http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/life/mainichi-seikatu/gami-kankyou/peretto-hozyo.
html

◇網走市「網走市住環境改善資金補助制度」

http://www.city.abashiri.hokkaido.jp/060soshiki/200kensetsukenchiku/juukankyoukaize
n.html

◇旭川市「旭川市地域エネルギー設備等導入促進事業補助金」

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/290/291/p005154.html

http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/life/mainichi-seikatu/gami-kankyou/peretto-hozyo.data/H29peretto-osirase.pdf
http://www.town.wassamu.hokkaido.jp/affairs/city-building/energy-conservation/
http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/shiminkankyoubu/kankyouka/h25subsidy02.html
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/energy/ecopro/gaiyou/gaiyou4.html
http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/life/mainichi-seikatu/gami-kankyou/peretto-hozyo.html
http://www.city.abashiri.hokkaido.jp/060soshiki/200kensetsukenchiku/juukankyoukaizen.html
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/290/291/p005154.html
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◇北広島市「北広島市住宅用省エネルギーシステム設置補助金」

http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00123629.html

◇和寒町「木質バイオマス燃料ストーブ設置事業」

http://www.town.wassamu.hokkaido.jp/affairs/city-building/energy-conservation/

◇上川町「平成 29年度上川町住宅リフォーム等補助金」
http://www.town.hokkaido-kamikawa.lg.jp/section/kensetsusuidou/d57c9r0000000wah-
att/d57c9r0000000we2.pdf

【青森】

◇五所川原市「五所川原市新エネルギー設備導入促進事業」

http://www.city.goshogawara.lg.jp/kurashi/kurashi/2016-0125-1259-100.html

【岩手】

◇釜石市「平成 29年度釜石市住宅用新エネルギー導入支援事業費補助金」
http://www.city.kamaishi.iwate.jp/kurasu/kankyo/oshirase/detail/1191691_2179.html

【宮城】

◇栗原市「平成 29年度栗原市住宅用省エネルギー機器導入支援事業補助金」
https://www.kuriharacity.jp/index.cfm/10,42957,52,html

◇登米市「平成 29年度住宅用新・省エネルギー設備導入支援事業補助金」
http://www.city.tome.miyagi.jp/kankyo/h28_jyuutakuyosinsyouenerugi.html

【秋田】

◇秋田県「平成 29年度（県内版）ウッドファーストあきた木材利用ポイント事業」
http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/22879
※申請受付開始は 6月 1日を予定

◇秋田市「秋田市木質ペレットストーブ導入補助金」

http://www.city.akita.akita.jp/city/ev/mn/pellt/pellet.htm

◇三種町「三種町ペレットストーブ設置費補助金」

https://www.town.mitane.akita.jp/administration/detail.html?category_id=122&article_
id=4857

http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00123629.html
http://www.town.wassamu.hokkaido.jp/affairs/city-building/energy-conservation/
http://www.town.hokkaido-kamikawa.lg.jp/section/kensetsusuidou/d57c9r0000000wah-att/d57c9r0000000we2.pdf
http://www.city.goshogawara.lg.jp/kurashi/kurashi/2016-0125-1259-100.html
http://www.city.kamaishi.iwate.jp/kurasu/kankyo/oshirase/detail/1191691_2179.html
http://www.city.tome.miyagi.jp/kankyo/h28_jyuutakuyosinsyouenerugi.html
http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/22879
http://www.city.akita.akita.jp/city/ev/mn/pellt/pellet.htm
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【山形】

◇天童市「ペレットストーブ等設置支援事業費補助金」

http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/gomi/tendokannkyou.html

◇鮭川村「平成 29年度鮭川村再生可能エネルギー設備導入事業」
http://www.vill.sakegawa.yamagata.jp/topics/329

◇飯豊町「ペレットストーブ導入促進事業」

http://www.town.iide.yamagata.jp/001/teijyuu_kurashi.html
※ペレット燃料の「木質ペレット版ポイント事業」も有り。

【福島】

◇喜多方市「平成 29年度喜多方市住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助金」
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/kikaku/5795.html

◇いわき市「平成 29年度 いわき市環境負荷軽減機器導入促進補助制度」

http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1489369402308/index.html

◇田村市「田村市住宅用新エネルギー設備等設置費補助制度」

http://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/4/sinene29.html

【栃木】

◇さくら市「平成 29年度さくら市再生可能エネルギー利用機器設置費補助金」
http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/soshiki/15/saiseikanou01.html

◇鹿沼市「平成 29年度 鹿沼市家庭用『省・創・蓄』エネルギー設備導入報奨金」

https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0007/info-0000000935-0.html

◇益子町「益子町住宅用木質バイオマスストーブ設置費補助金制度」

http://www.town.mashiko.tochigi.jp/page/page001518.html

【群馬】

◇沼田市「平成 29年度沼田市住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金」
http://www.city.numata.gunma.jp/life/kankyo/taiyoko/1003684.html

http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/gomi/tendokannkyou.html
http://www.vill.sakegawa.yamagata.jp/topics/329
http://www.town.iide.yamagata.jp/001/teijyuu_kurashi.html
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1489369402308/index.html
http://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/4/sinene29.html
http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/soshiki/15/saiseikanou01.html
http://www.town.mashiko.tochigi.jp/page/page001518.html
http://www.city.numata.gunma.jp/life/kankyo/taiyoko/1003684.html
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◇みどり市「平成 29年度 みどり市住宅用新エネルギーシステム等設置補助事業」

http://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1490079430266/index.html

【東京】

◇八王子市「再生可能エネルギー利用機器設置費補助制度」

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/004/a546973/a871645/p007132.html

【新潟】

◇南魚沼市「ペレットストーブ設置補助金制度」

http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/shizen/kankyou/kankyou/1454742303353.ht
ml

◆長岡市「平成 29年度 長岡市省エネルギー設備等設置事業補助制度」

http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate09/kankyo-hojyo/energy.html

◇村上市「村上市木質バイオマスストーブ設置費補助金」

http://www.city.murakami.lg.jp/site/eco/shinene-biomass25.html

◇上越市「平成 29年度（前期）新エネルギーシステム設置費補助事業」
http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kankyo/h29-hojo.html

◆十日町市「十日町市再生可能エネルギー活用促進費補助金」

http://www.city.tokamachi.lg.jp/boshu/1459166751751.html

◇妙高市「平成 29年度妙高市住宅取得等支援事業」
http://www.city.myoko.niigata.jp/hojyokin/image/29370download.pdf

【富山】

◇富山市「平成 29年度富山市省エネ設備等導入補助事業」
https://www.city.toyama.toyama.jp/kankyobu/kankyoseisakuka/ondankataisakukikaku/
shoenesetsubihojo.html

◇小矢部市「小矢部市ペレットストーブ設置推進事業補助金」

http://www.city.oyabe.toyama.jp/kurashi/gomikankyo/chikyuondanka/1464913339112.h
tml

http://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1490079430266/index.html
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/004/a546973/a871645/p007132.html
http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/shizen/kankyou/kankyou/1454742303353.html
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate09/kankyo-hojyo/energy.html
http://www.city.murakami.lg.jp/site/eco/shinene-biomass25.html
http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kankyo/h29-hojo.html
http://www.city.tokamachi.lg.jp/boshu/1459166751751.html
http://www.city.myoko.niigata.jp/hojyokin/image/29370download.pdf
http://www.city.oyabe.toyama.jp/kurashi/gomikankyo/chikyuondanka/1464913339112.html
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◇南砺市「南砺市ペレットストーブ等設置事業補助金」

https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=12585

【石川】

◇内灘町「平成 29年度内灘町新エネルギー・省エネルギーシステム設置費補助制度」
http://www.town.uchinada.lg.jp/webapps/www/service/detail.jsp?id=9545

◇金沢市「木質ペレットストーブ設置費補助制度」

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/25001/seisaku/jyosei_yushi/stove_hojyo.html

【福井】

◇勝山市「勝山市木質バイオマスストーブ設置促進事業補助金」

http://www.city.katsuyama.fukui.jp/docs/page/index.php?cd=2481

【山梨】

◇都留市「都留市住宅用自然エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金交付事業」

http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=20696

◇甲府市「平成 29年度地球温暖化対策導入促進助成金制度」
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/kankyohozen/machi/kankyo/shisaku/20130328.html

◇北杜市「北杜市再生可能エネルギー設備設置費補助金」

http://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/ene_subsidy.html

【長野】

◇長野県 JAバンク「住宅用太陽光発電システム等助成金交付制度」
http://www.naganoken-jabank.or.jp/root/campaign/post_18.php

◆塩尻市「平成 29年度 塩尻市木質バイオマス利用設備設置費等補助金」

http://www.city.shiojiri.lg.jp/kurashi/kankyo/kankyohozen/mokusitubaiomasu.html
※ペレット燃料購入補助もあります。

◇伊那市「平成 29年度ペレットストーブの設置に対する補助金」
http://www.inacity.jp/sangyo_noringyo/noringyo/ringyo/pelletstove.html
※募集開始は 6月頃の予定

http://www.town.uchinada.lg.jp/webapps/www/service/detail.jsp?id=9545
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/25001/seisaku/jyosei_yushi/stove_hojyo.html
http://www.city.katsuyama.fukui.jp/docs/page/index.php?cd=2481
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=20696
http://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/ene_subsidy.html
http://www.naganoken-jabank.or.jp/root/campaign/post_18.php
http://www.city.shiojiri.lg.jp/kurashi/kankyo/kankyohozen/mokusitubaiomasu.html
http://www.inacity.jp/sangyo_noringyo/noringyo/ringyo/pelletstove.html
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◆下諏訪町「ペレットストーブ・ペレットボイラー購入補助金」

http://www.town.shimosuwa.lg.jp/www/contents/1001000001268/index.html
※募集情報は 7月頃掲載予定

◆上田市「平成 29年度ペレットストーブ、ペレットボイラーの購入費補助」
※募集開始は夏頃の予定

◇朝日村「新エネルギー普及促進事業補助金」

http://www.vill.asahi.nagano.jp/sinseisyoget/310.html

◇北相木村「北相木村新エネルギー設備設置費補助金」

http://vill.kitaaiki.nagano.jp/jyosei/

【岐阜】

◇中津川市「自然エネルギー（太陽光・小水力・木質バイオマスストーブ）活用推進事業

補助」

http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E3%82%A8%E3
%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%EF%BC%88%E5%A4%AA%E9%99
%BD%E5%85%89%E3%83%BB%E5%B0%8F%E6%B0%B4%E5%8A%9B%E3%83%BB
%E6%9C%A8%E8%B3%AA%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%9E%E3%
82%B9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%96%EF%BC%89%E6%B4%B
B%E7%94%A8%E6%8E%A8%E9%80%B2%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A3%9C%E
5%8A%A9

【愛知】

◇豊橋市「『平成 29年度』家庭用エネルギー設備導入補助金」
http://www.city.toyohashi.lg.jp/31800.htm

【兵庫】

◆豊岡市「平成 29年度 豊岡市木質バイオマス利用機器導入促進事業補助金」

http://www.city.toyooka.lg.jp/www/contents/1426206888717/

◇神戸市「平成 29年度 薪ストーブ設置補助制度」

http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/environment/kankyomoderutoshi/woodsto
ve.html
※薪ストーブの補助

http://www.town.shimosuwa.lg.jp/www/contents/1001000001268/index.html
http://www.vill.asahi.nagano.jp/sinseisyoget/310.html
http://vill.kitaaiki.nagano.jp/jyosei/
http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%EF%BC%88%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%85%89%E3%83%BB%E5%B0%8F%E6%B0%B4%E5%8A%9B%E3%83%BB%E6%9C%A8%E8%B3%AA%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%
http://www.city.toyohashi.lg.jp/31800.htm
http://www.city.toyooka.lg.jp/www/contents/1426206888717/
http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/environment/kankyomoderutoshi/woodstove.html
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【鳥取】

◇鳥取市「鳥取市自然エネルギー等導入促進事業費補助金 平成 29年度補助制度」
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1395796056263/

◇若桜町「木質燃料の燃焼機器助成」

http://www.town.wakasa.tottori.jp/?page_id=20#josei

【島根】

◇松江市「平成 29年度松江市再生可能エネルギー機器等導入促進事業補助金」
http://www1.city.matsue.shimane.jp/gomi/kankyou/hojokin/H29suto-bu.html

◇津和野町「津和野町ペレットストーブ等購入補助金」

http://www.tsuwano.net/www/contents/1355814871354/index.html

◇吉賀町「住宅用木質バイオマス熱利用設備導入促進事業」

http://www.town.yoshika.lg.jp/kurashi/josei/saiseikanou/mokushitu.html

◆安来市「ペレットストーブ等設置費補助金」

http://www.city.yasugi.shimane.jp/kankyou/eco/ondanka/peretto_hojo.html

◆大田市「平成 29年度大田市木質燃料活用機器導入促進事業費補助金」
http://public-ohda.webpage21a.jp/tag/1743/20095

【岡山】

◆真庭市「平成 29年度木質バイオマス利用開発推進事業補助金」
http://www.city.maniwa.lg.jp/webapps/www/service/detail_1.jsp?id=9297

【広島】

◆広島県「平成 29年度広島県省エネ設備導入促進補助金」
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/29setubihojokin.html

◆世羅町「平成 29年度再生可能エネルギー設備設置費補助金」
http://www.town.sera.hiroshima.jp/kankyou/saiseikanouenerugi-.html

【山口】

http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1395796056263/
http://www.town.wakasa.tottori.jp/?page_id=20#josei
http://www1.city.matsue.shimane.jp/gomi/kankyou/hojokin/H29suto-bu.html
http://www.tsuwano.net/www/contents/1355814871354/index.html
http://www.town.yoshika.lg.jp/kurashi/josei/saiseikanou/mokushitu.html
http://www.city.yasugi.shimane.jp/kankyou/eco/ondanka/peretto_hojo.html
http://public-ohda.webpage21a.jp/tag/1743/20095
http://www.city.maniwa.lg.jp/webapps/www/service/detail_1.jsp?id=9297
http://www.town.sera.hiroshima.jp/kankyou/saiseikanouenerugi-.html
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◇山口県「県産品利用・やまぐち再エネ等補助金」

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15500/saieneh/saiene.html

◇光市「平成 29年度光市省エネ生活普及促進事業（エコライフ補助金）」
https://www.city.hikari.lg.jp/seisaku/taiyoukou-hojo16.html

【愛媛】

◆内子町「平成 29年度内子町地球温暖化対策機器導入促進事業」
https://www.town.uchiko.ehime.jp/soshiki/10/hojyo29.html

【熊本】

◇小国町「小国町エコハウス設備設置費補助金」

http://www.aso-oguni.com/seisaku/seisakukurashi.html

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

◎ 公募等情報（締切順）

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

◇岡山県「平成 29年度岡山バイオマスイノベーション創出補助事業の公募について」
受付期間 2017年 4月 7日（金）～4月 21日（金）
http://www.pref.okayama.jp/page/425530.html

◇広島県「平成 29年度広島県省エネ活動促進補助金の公募のお知らせ」
受付期間 2017年 3月 13日（月）～4月 24日（月）
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/29katudohojokin.html

◇林野庁「新たな木材需要創出総合プロジェクト事業のうち 地域材利用促進のうち 木

質バイオマスの利用拡大のうち 木質バイオマス加工・利用システム開発事業」

公募期間 2017年 3月 28日（火）～4月 24日（月）
http://www.rinya.maff.go.jp/j/supply/hojyo/29koubo_2/29mhk0201.html

◇長野県「平成 29年度 信州の木活用モデル地域支援事業の募集について」

応募期間 2017年 3月 15日（火）～5月 9日（月）
http://www.pref.nagano.lg.jp/mokuzai/26moderujigyou.html

◇NEDO「バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業／事業性評価（FS）」に係

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15500/saieneh/saiene.html
http://www.aso-oguni.com/seisaku/seisakukurashi.html
http://www.pref.okayama.jp/page/425530.html
http://www.rinya.maff.go.jp/j/supply/hojyo/29koubo_2/29mhk0201.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/mokuzai/26moderujigyou.html
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る第四回公募について

公募期間 2017年 3月 24日（金）～5月 10日（水）
http://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100185.html

◇長野県「平成 29年度自然エネルギー地域発電推進事業」
募集期間 第一次募集：2017年４月 10日（月）～5月 10日（水）

第二次募集；2017年 6月 20日（火）～7月 20日（木）
第三次募集：2017年 8月 29日（火）～9月 26日（火）

http://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/kurashi/ondanka/shizen/tiikihatuden-suishin.html

◇滋賀県「森の資源を使った研究に取り組む団体を募集します（平成 29年度）」
応募期間 2017年 4月 4日（火）～5月 12日（金）
http://www.pref.shiga.lg.jp/d/rimmu/290324.html

◇静岡県「ふじのくにエネルギー地産地消推進事業費補助金」

公募期間 2017年 4月 3日（月）～5月 15日（月）
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-150/enetisantisho/hozyokin2017.html

◇（公財）イオン環境財団 平成 29年度木質バイオマス資源活用補助金事業「平成 29年
度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（木質バイオマス資源の持続的活用による再生

可能エネルギー導入計画策定事業）」

公募期間 2017年 4月 12日（水）～5月 15日（月）
https://www.aeon.info/ef/environmental_activities_grant/env_woody_biomass/index.htm
l

◇（一財）地球・人間環境フォーラム「公益信託地球環境日本基金平成 29年度の募集につ
いて」

申請締切日 2017年 5月 22日（月）
http://www.gef.or.jp/news/info/1703kouekisintaku/

◇長野県「平成 29年度地域主導型自然エネルギー創出支援事業」
募集期間 （1）第一次募集：2017年 4月 10日（月）～5月 24日（水）

（2）第二次募集：2017年 6月 27日（火）～8月 7日（月）
（3）第三次募集：2017年 9月 5日（火）～10月 10日（火）

http://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/tiikisyudou.html

http://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100185.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/kurashi/ondanka/shizen/tiikihatuden-suishin.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/d/rimmu/290324.html
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-150/enetisantisho/hozyokin2017.html
http://www.gef.or.jp/news/info/1703kouekisintaku/
http://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/tiikisyudou.html
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◇岡山県「エコプロダクツ製品化支援事業費補助金」

公募受付 2017年 4月 6日（木）～5月 26日（金）
http://www.pref.okayama.jp/page/508272.html

◇（一社）低炭素投資促進機構「平成 29年度地域の特性を活かしたエネルギーの地産地消
促進事業費補助金（分散型エネルギーシステム構築支援事業のうち構想普及支援事業及び

エネルギーシステム構築事業）」

募集期間 2017年 4月 10日（月）～7月 11日（火）
一次締切：5月 30日（火）17時（必着）
二次締切：7月 11日（火）17時（必着）

http://www.teitanso.or.jp/sc_top

◇資源エネ庁「平成 29年度『微細藻類を活用したバイオ燃料生産のための実証事業費補助
金』に係る補助事業者の公募について（第 2回公募）」
公募期間 2017年 3月 23日（木）～5月 31日（水）
http://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/1703/170323a/

◇（一財）福島県林業会館「フォレスト助成金(協賛)事業」
受付期間 2017年 4月 3日（月）～5月末日まで
http://fukurinkan.main.jp/forest.html

◇農林中央金庫「平成 29年度林業労働安全性向上対策事業」
募集期間 ①上期募集：2017年 4月 3日（月）～4月 28日（金）

②下期募集：2017年 9月 1日（金）～9月 29日（金）
https://www.nochubank.or.jp/news/news_release/2017/29-4.html

◇長野県諏訪市「平成 29年度再生可能エネルギー等導入設置補助金」
申請受付 2017年 4月 3日（月）～
http://www.city.suwa.lg.jp/www/service/detail.jsp?id=8470

◇東京都「地産地消型再生可能エネルギー導入拡大事業開始のお知らせ」

申請期間（第 2回）2017年 5月頃予定
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/09/07/02.html

◇東京都「東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業」

事業期間 2014年度～2023年度までの 10年間

http://www.pref.okayama.jp/page/508272.html
http://www.teitanso.or.jp/sc_top
http://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/1703/170323a/
http://fukurinkan.main.jp/forest.html
http://www.city.suwa.lg.jp/www/service/detail.jsp?id=8470
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/09/07/02.html
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http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/policy_others/municipal_support/cat8849/

◇新潟県柏崎市「柏崎市 ECO2プロジェクト」
http://www.city.kashiwazaki.lg.jp/ondan/machi/kankyo/eco2/ondanka.html

◇高知県香南市「香南市燃料タンク対策事業費補助金」

http://www.city.kochi-konan.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r254RG00001291.html

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/policy_others/municipal_support/cat8849/
http://www.city.kashiwazaki.lg.jp/ondan/machi/kankyo/eco2/ondanka.html
http://www.city.kochi-konan.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r254RG00001291.html

