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Pellet Club JAPAN メールニュース（No.144-4） 補助・公募情報 2017/5/15

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

◎ 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】

◆札幌市「平成 29年度『中小企業者等向け札幌エネルギー ecoプロジェクト』」
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/energy/ecopro/kigyou/kigyou.html

◇足寄町「平成 29年度 住宅用太陽光発電導入補助金及びペレットストーブ導入補助金」

http://www.town.ashoro.hokkaido.jp/shigoto/hojo2.html

◇浦幌町「浦幌町木質ペレットストーブ導入支援事業補助金」

https://www.urahoro.jp/nogyojoho/syokogyo/syokogyo.html#pellet_stove

◇猿払村「平成 29年度猿払村新エネ・省エネ設備等導入促進補助金」
http://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00002272.html

◇釧路市「平成 29年度釧路市 ecoライフ促進支援補助金制度」
http://www.city.kushiro.lg.jp/kurashi/kankyou/ondanka/hatsuden/8686.html

◇美幌町「木質ペレットストーブ購入補助金」

http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2015042300030/

◇森町「平成 29年度森町ペレットストーブ購入費補助金」
https://mykoho.jp/article/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E6%A3%AE%E7%9
4%BA/%E5%BA%83%E5%A0%B1%E3%82%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%A1
no-146%E5%B9%B3%E6%88%9029%E5%B9%B45%E6%9C%881%E6%97%A5%E5%8
F%B7/%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%99%E5%B9%B4%E5%BA%
A6%E6%A3%AE%E7%94%BA%E3%83%9A%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E

http://www.city.sapporo.jp/kankyo/energy/ecopro/kigyou/kigyou.html
http://www.town.ashoro.hokkaido.jp/shigoto/hojo2.html
http://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00002272.html
http://www.city.kushiro.lg.jp/kurashi/kankyou/ondanka/hatsuden/8686.html
http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2015042300030/
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3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%96%E8%B3%BC%E5%85%A5%E8%B2
%BB%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91/

◇鶴居村「一般家庭用木質系燃料ストーブ購入事業補助金」

http://www.vill.tsurui.lg.jp/keizai/keizai/2016-0317-1754-32.html

◇南幌町「家庭用ペレットストーブ購入費補助金」

http://www.town.nanporo.hokkaido.jp/seisaku/energiesuisinn/

◇恵庭市「恵庭市低炭素まちづくり促進事業補助金」

http://www.city.eniwa.hokkaido.jp/www/contents/1489642979603/index.html

◇遠軽町「ペレットストーブ購入費補助金」

http://engaru.jp/kurasi/03kikaku/sin-energy/hojyo/secchi-hojo.html

◇蘭越町「住宅エコ化支援事業」

http://www.town.rankoshi.hokkaido.jp/kurashi/index2.html#no02

◇津別町「木質ペレットストーブ購入費補助」

https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/04syokai/60koho/29nendo/files/20170409.pdf

◇厚真町「ペレットストーブ等購入費補助」

http://www.town.atsuma.lg.jp/office/content/uploads/2017/04/9a05840801d2023199bed3
6985348879.pdf

◇月形町「月形町木質ペレットストーブ等購入補助金」

http://www.town.tsukigata.hokkaido.jp/4206.htm
※木質ペレット燃料補助も有り

◇士別市「木質バイオマス燃料ストーブ導入モニター助成事業」

http://www.shibetsu.jp/www/contents/1253855893770/index.html

◇東川町「薪ストーブ等設置事業補助金」

http://town.higashikawa.hokkaido.jp/living/support/#anchor01_06

◇下川町「下川町快適住まいづくり促進事業」

http://www.vill.tsurui.lg.jp/keizai/keizai/2016-0317-1754-32.html
http://www.town.nanporo.hokkaido.jp/seisaku/energiesuisinn/
http://www.city.eniwa.hokkaido.jp/www/contents/1489642979603/index.html
http://engaru.jp/kurasi/03kikaku/sin-energy/hojyo/secchi-hojo.html
http://www.town.rankoshi.hokkaido.jp/kurashi/index2.html#no02
http://www.town.atsuma.lg.jp/office/content/uploads/2017/04/9a05840801d2023199bed36985348879.pdf
http://www.town.tsukigata.hokkaido.jp/4206.htm
http://www.shibetsu.jp/www/contents/1253855893770/index.html
http://town.higashikawa.hokkaido.jp/living/support/#anchor01_06
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http://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/kurashi/kankyo/jyutaku/sumaizukuri.html

◇富良野市「再生可能エネルギー導入促進事業補助金」

http://www.city.furano.hokkaido.jp/docs/2015022400163/

【青森】

◆七戸町「平成 29年度クリーンエネルギー促進事業費補助金」
http://www.town.shichinohe.lg.jp/gyosei/kankyo/jyosei/29-4.html

◇三沢市「平成 29年度建物リフォーム等事業費補助金」
http://www.city.misawa.lg.jp/index.cfm/22,13592,17,132,html

【岩手】

◇宮古市「宮古市木質バイオマスストーブ設置事業補助金」

http://www.city.miyako.iwate.jp/norin/baiomasusutobuhojokin_2.html

◇一戸町「一戸町薪ストーブ普及促進事業」

http://www.town.ichinohe.iwate.jp/03_center/04_environment/01_home/#mak

◇八幡平市「木質バイオマスエネルギー利用設備設置補助」

http://www.city.hachimantai.lg.jp/cat51/cat52/cat555/post_1135.php

◇陸前高田市「新エネルギー設備導入促進事業」

http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/shisei/kakuka-oshirase/kakuka-oshirase.html

◇野田村「住宅用再生可能エネルギー等導入促進事業」

http://www.vill.noda.iwate.jp/jutakukurashi/113.html

◇住田町「木質燃料燃焼機器設置費補助金」

http://www.town.sumita.iwate.jp/docs/2015022700096/

◇紫波町「循環型エコプロジェクト推進事業」

http://www.town.shiwa.iwate.jp/kurashi/gomi/3/1482.html

◇田野畑村「再生可能エネルギー等導入促進費補助金」

http://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/kurashi/kankyo/jyutaku/sumaizukuri.html
http://www.city.furano.hokkaido.jp/docs/2015022400163/
http://www.town.shichinohe.lg.jp/gyosei/kankyo/jyosei/29-4.html
http://www.city.misawa.lg.jp/index.cfm/22,13592,17,132,html
http://www.city.miyako.iwate.jp/norin/baiomasusutobuhojokin_2.html
http://www.town.ichinohe.iwate.jp/03_center/04_environment/01_home/#mak
http://www.city.hachimantai.lg.jp/cat51/cat52/cat555/post_1135.php
http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/shisei/kakuka-oshirase/kakuka-oshirase.html
http://www.vill.noda.iwate.jp/jutakukurashi/113.html
http://www.town.sumita.iwate.jp/docs/2015022700096/
http://www.town.shiwa.iwate.jp/kurashi/gomi/3/1482.html
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http://www.vill.tanohata.iwate.jp/docs/2015082500186/

【宮城】

◆大衡村「木質バイオマスボイラー普及促進事業」

http://www.village.ohira.miyagi.jp/03kurashi/04seikatsu/2011-0330-1549-8.html

◇加美町「平成 29年度薪ストーブ等導入助成事業」
http://www.town.kami.miyagi.jp/index.cfm/6,9272,22,257,html
※薪ストーブ、ボイラの補助

【秋田】

◇羽後町「羽後町ペレットストーブ導入促進補助金」

http://www.town.ugo.lg.jp/life/detail.html?id=1768

◇大館市「平成 29年度大館市ペレットストーブ設置費補助金事業」
http://www.city.odate.akita.jp/dcity/sigen/70-6738.html

◇由利本荘市「由利本荘市ペレットストーブ等設置費補助金」

http://www.city.yurihonjo.lg.jp/www/contents/1392190240931/index.html

◇東成瀬村「ペレットストーブ等導入促進補助金」

http://www.higashinaruse.com/?page_id=2869

【山形】

◆山形県「平成 29年度再生可能エネルギー設備導入事業費補助金」
http://www.pref.yamagata.jp/kurashi/seikatsu/jutakushien/6050016saiseikanou_hojo_h
29.html

◆山形市「平成 29年度薪ストーブ等利用拡大支援事業補助金」
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/shimin/sub4/energy/a67d9wood-stove.html

◇南陽市「木質燃料利用促進事業補助金」

http://www.city.nanyo.yamagata.jp/rinmu/119.html

◆鶴岡市「平成 29年度鶴岡市再生可能エネルギー設備普及促進事業費補助金」
http://www.city.tsuruoka.lg.jp/seibi/kankyo/recycleenergy/kankyoene.html

http://www.vill.tanohata.iwate.jp/docs/2015082500186/
http://www.village.ohira.miyagi.jp/03kurashi/04seikatsu/2011-0330-1549-8.html
http://www.town.kami.miyagi.jp/index.cfm/6,9272,22,257,html
http://www.town.ugo.lg.jp/life/detail.html?id=1768
http://www.city.odate.akita.jp/dcity/sigen/70-6738.html
http://www.city.yurihonjo.lg.jp/www/contents/1392190240931/index.html
http://www.higashinaruse.com/?page_id=2869
http://www.pref.yamagata.jp/kurashi/seikatsu/jutakushien/6050016saiseikanou_hojo_h29.html
http://www.city.nanyo.yamagata.jp/rinmu/119.html
http://www.city.tsuruoka.lg.jp/seibi/kankyo/recycleenergy/kankyoene.html
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◆村山市「木質バイオマス燃焼機器設置事業補助」

http://www.city.murayama.lg.jp/kurashi/josei/josei/biomass.html

◆遊佐町「平成 29年度遊佐町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金」
http://www.town.yuza.yamagata.jp/living/energy/43126pd0416145656.html

◆長井市「平成 29年度 長井市再生可能エネルギー設備導入事業費補助金」

http://www.city.nagai.yamagata.jp/gomikankyou/4398.html

◆中山町「中山町住宅リフォーム総合支援事業補助金」

http://www.town.nakayama.yamagata.jp/kurasi/hojyokin/reform_hojyo.html

◇高畠町「平成 29年度再生可能エネルギー設備導入補補助金」
http://www.town.takahata.yamagata.jp/004/saiene2017.html

◇尾花沢市「平成 29年度尾花沢市再生可能エネルギー設備導入事業」
http://www.city.obanazawa.yamagata.jp/9151.html

◇白鷹町「平成 29年度白鷹町再生可能エネルギー推進事業費補助金制度」
http://www.town.shirataka.lg.jp/dd.aspx?menuid=1962

◇最上町「最上町エネルギー利用効率化推進補助金」

http://mogami.tv/life/04jyuutaku/24jyosei-enagy.php

◇最上町「エコ住宅新増改築支援事業」

http://mogami.tv/life/04jyuutaku/23jyosei-eco-jyutaku.php

◇舟形町「舟形町再生可能エネルギー設備等導入設置費補助金」

http://www.town.funagata.yamagata.jp/docs/2013010900015/

◇戸沢村「太陽光発電設備・木質バイオマス燃焼機器（ペレットストーブ、チップストー

ブ、薪ストーブ）、太陽熱利用装置設置事業費補助事業」

http://www.vill.tozawa.yamagata.jp/life/seikatsu_kotsu_jutaku/jutaku_hojokin/

◇金山町「薪ストーブ・ペレットストーブ等設置補助金」

http://www.city.murayama.lg.jp/kurashi/josei/josei/biomass.html
http://www.town.yuza.yamagata.jp/living/energy/43126pd0416145656.html
http://www.city.nagai.yamagata.jp/gomikankyou/4398.html
http://www.town.nakayama.yamagata.jp/kurasi/hojyokin/reform_hojyo.html
http://www.town.takahata.yamagata.jp/004/saiene2017.html
http://www.city.obanazawa.yamagata.jp/9151.html
http://www.town.shirataka.lg.jp/dd.aspx?menuid=1962
http://mogami.tv/life/04jyuutaku/24jyosei-enagy.php
http://mogami.tv/life/04jyuutaku/23jyosei-eco-jyutaku.php
http://www.town.funagata.yamagata.jp/docs/2013010900015/
http://www.vill.tozawa.yamagata.jp/life/seikatsu_kotsu_jutaku/jutaku_hojokin/
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http://town.kaneyama.yamagata.jp/sangyo/entry-1644.html

◇真室川町「薪ストーブ等利用拡大支援事業」

http://www.yume-net.org/docs/2016052400017/

【福島】

◇福島県「平成 29年度バイオマス暖房で CO2ダイエット事業」
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36055c/sutobu.html

◇古殿町「太陽光発電システム、薪ストーブ・ペレットストーブ設備設置費用の補助」

http://www.town.furudono.fukushima.jp/kurashi/jyuutaku-tochi-koutu/taiyoukouhatud
en/11

◇広野町「広野町住宅等用新エネルギーシステム設置費補助事業」

http://www.town.hirono.fukushima.jp/kikaku/jutaku_taiyoko.html

◇大玉村「大玉村住宅用再生可能エネルギー設備設置費補助」

https://www.vill.otama.fukushima.jp/gyousei_jouhou/h28_kakusyushienjigyou/seikatuk
ankyou/

◇柳津町「平成 29年度住宅用新エネルギー設備等設置費補助金」
http://www.town.yanaizu.fukushima.jp/docs/2015021600069/files/29sinene.pdf

◇川内村「川内村住宅用新エネルギー設備設置費補助金」

http://www.kawauchimura.jp/data/doc/1492675891_doc_16_0.pdf

◇西会津町「再生可能エネルギー設備等設置費補助事業」

https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/soshiki/2/20.html

【栃木】

◇那須烏山市「平成 29年度再生可能エネルギー機器設置費補助金制度」
https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/index.cfm/7,19018,95,187,html

◇那珂川町「平成 29年度那珂川町低炭素まちづくり推進設備等導入事業費補助金」
http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/30section/020taisaku/02news/2015-0326-1533-
23.html

http://town.kaneyama.yamagata.jp/sangyo/entry-1644.html
http://www.yume-net.org/docs/2016052400017/
http://www.town.furudono.fukushima.jp/kurashi/jyuutaku-tochi-koutu/taiyoukouhatuden/11
http://www.town.hirono.fukushima.jp/kikaku/jutaku_taiyoko.html
http://www.town.yanaizu.fukushima.jp/docs/2015021600069/files/29sinene.pdf
http://www.kawauchimura.jp/data/doc/1492675891_doc_16_0.pdf
http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/30section/020taisaku/02news/2015-0326-1533-23.html
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【群馬】

◇中之条町「薪ストーブ購入補助制度」

http://www.town.nakanojo.gunma.jp/~info/12-nourin/firewoodstove/firewoodstove.html
※薪ストーブ補助

◇嬬恋村「嬬恋村薪ストーブ購入費補助金」

https://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/nougyou/nourin/2016-0218-1133-22.html
※薪ストーブ補助

【埼玉】

◇所沢市「平成 29年度所沢市スマートエネルギー補助金」」
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukankyo/kankyo/ekojyosei/smarte
nergy2016.html

【千葉】

◇山武市「ペレットストーブ等補助金」

http://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/13/stove-hojo1.html

【東京】

◇稲城市「平成 29年度稲城市住宅用創エネルギー機器等導入促進事業補助金」
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kankyo/kankyou/juutakuyousouenergy/souenehojyo.htm
l

◇羽村市「創省エネルギー化助成制度（創省エネエコポイント）」（平成 29年度分）
http://www.city.hamura.tokyo.jp/0000004638.html

【神奈川】

◇秦野市「平成 29年度木質バイオマスストーブ購入補助」
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000000513/index.html

◇清川村「木質バイオマスストーブ設置補助事業」

http://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/Life_procedure/sumaijutaku/hojo/811.html

【新潟】

◇糸魚川市「ペレットストーブ設置補助」

http://www.town.nakanojo.gunma.jp/~info/12-nourin/firewoodstove/firewoodstove.html
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukankyo/kankyo/ekojyosei/smartenergy2016.html
http://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/13/stove-hojo1.html
http://www.city.hamura.tokyo.jp/0000004638.html
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000000513/index.html
http://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/Life_procedure/sumaijutaku/hojo/811.html
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http://www.city.itoigawa.lg.jp/5637.htm

◇魚沼市「再生可能エネルギー普及促進事業」

http://www.city.uonuma.niigata.jp/docs/2017031300052/

◇湯沢町「ペレットストーブ購入補助金」

http://www.town.yuzawa.lg.jp/cyosei/jyosei/nourinsuisangyou/peretto_hojyokin.html

◇燕市「平成 29年度燕市住宅リフォーム助成事業」
http://www.city.tsubame.niigata.jp/lifeline/021000006.html

◆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

【富山】

◇氷見市「氷見市木質バイオマスストーブ設置補助金」

http://www.city.himi.toyama.jp/hp/departmentTop/node_951/nourin/ringyou/node_1898
7

◇立山町「立山町三世代同居住宅設備環境保全化支援事業補助金」

http://www.town.tateyama.toyama.jp/pub/event-topics/svTopiDtl.aspx?servno=5446

◇上市町「上市町ペレットストーブ導入促進事業補」

http://www.town.kamiichi.toyama.jp/event-topics/svTopiDtl.aspx?servno=599

【石川】

◆小松市「小松市バイオマス設備設置費補助制度」

http://www.city.komatsu.lg.jp/8771.htm

◇白山市「再生可能エネルギー設備設置事業費補助（木質バイオマスストーブ）」

http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/shiminseikatsubu/kankyo/recyclable_energy/biom
ass/biomass-stove.html

◇かほく市「かほく市住宅用自然エネルギーシステム設置費補助金」

http://www.city.kahoku.ishikawa.jp/www/01/102/003/000/index_4750.html

http://www.city.itoigawa.lg.jp/5637.htm
http://www.city.uonuma.niigata.jp/docs/2017031300052/
http://www.town.yuzawa.lg.jp/cyosei/jyosei/nourinsuisangyou/peretto_hojyokin.html
http://www.city.tsubame.niigata.jp/lifeline/021000006.html
http://www.city.kashiwazaki.lg.jp/ondan/machi/kankyo/eco2/ondanka.html
http://www.city.himi.toyama.jp/hp/departmentTop/node_951/nourin/ringyou/node_18987
http://www.town.tateyama.toyama.jp/pub/event-topics/svTopiDtl.aspx?servno=5446
http://www.town.kamiichi.toyama.jp/event-topics/svTopiDtl.aspx?servno=599
http://www.city.komatsu.lg.jp/8771.htm
http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/shiminseikatsubu/kankyo/recyclable_energy/biomass/biomass-stove.html
http://www.city.kahoku.ishikawa.jp/www/01/102/003/000/index_4750.html
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◇珠洲市「珠洲市木質バイオマスストーブ購入費補助金」

http://www.city.suzu.ishikawa.jp/kikakuzaisei/biomass_stove_subsidy_1.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】

◆山梨市「木質バイオマス資源利活用補助金」

http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/citizen/docs/biostove.html

◇南アルプス市「南アルプス市エコライフ促進補助金」

http://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/kurashi/kurasu/kankyou/ondanka-taisaku/s
olar-energy-system.html

◇韮崎市「クリーンエネルギー普及促進事業費補助金」

https://www.city.nirasaki.lg.jp/docs/2015032400030/

◇忍野村「木質ペレットストーブ設置費補助金」

http://www.vill.oshino.lg.jp/docs/2015042800011/

◇道志村「道志村エコライフ促進事業助成金」

http://www.vill.doshi.lg.jp/ka/info.php?if_id=181

◇山中湖村「木質ペレットストーブ設置費補助金制度」

http://www.vill.yamanakako.lg.jp/docs/2014120400013/

◇富士吉田市「ペレットストーブ設置費等補助金」

http://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=5583

【長野】

◇長野市「長野市森のエネルギー推進事業補助金」

https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/shinrin/110283.html
※平成 29年 7月 10日（月）～7月 21日（金）の 8時 30分～17時 15分まで森林整備課（第
二庁舎 8階）で受付

http://www.city.suzu.ishikawa.jp/kikakuzaisei/biomass_stove_subsidy_1.html
http://www.city.katsuyama.fukui.jp/docs/page/index.php?cd=2481
http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/citizen/docs/biostove.html
http://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/kurashi/kurasu/kankyou/ondanka-taisaku/solar-energy-system.html
http://www.vill.oshino.lg.jp/docs/2015042800011/
http://www.vill.doshi.lg.jp/ka/info.php?if_id=181
http://www.vill.yamanakako.lg.jp/docs/2014120400013/
http://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=5583
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◆阿智村「阿智村環境にやさしい住宅設備導入補助金」

https://www.vill.achi.nagano.jp/uploaded/life/5224_11301_misc.pdf

◇宮田村「林業振興事業補助金」

http://www.vill.miyada.nagano.jp/index.php?f=hp&ci=10294&i=11274

◇伊那市「伊那市山林資源活用機器設置補助金」

http://www.inacity.jp/sangyo_noringyo/noringyo/ringyo/makistove.html
※薪ストーブ補助

◇駒ケ根市「平成 29年度えがおポイント」
http://www.city.komagane.nagano.jp/index.php?f=hp&ci=10106&i=15544

【岐阜】

◆高山市「木質バイオマス活用促進事業補助金」

https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/04syokai/60koho/29nendo/files/20170409.pdf

◇郡上市「薪ストーブ・ペレットストーブの購入補助金」

http://www.city.gujo.gifu.jp/admin/info/post-104.html

◇白川村「薪ストーブ購入支援補助金」

http://shirakawa-go.org/kurashi/seikatsu/9715/

【静岡】

◇掛川市「新エネルギー機器等設置支援事業」

http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/life/kankyou/shinene/hojoseido/ecomyhouse_h27.
html

◇浜松市「浜松市木質バイオマス利用促進事業費補助金」

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/portal/ringyou/pellet_stove/

◇小山町「木質燃料ストーブ購入補助金」

http://www.fuji-oyama.jp/kurashi_04_SHsCM0D5.html

【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.vill.miyada.nagano.jp/index.php?f=hp&ci=10294&i=11274
http://www.inacity.jp/sangyo_noringyo/noringyo/ringyo/makistove.html
http://www.city.komagane.nagano.jp/index.php?f=hp&ci=10106&i=15544
http://www.city.gujo.gifu.jp/admin/info/post-104.html
http://shirakawa-go.org/kurashi/seikatsu/9715/
http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/life/kankyou/shinene/hojoseido/ecomyhouse_h27.html
http://www.fuji-oyama.jp/kurashi_04_SHsCM0D5.html
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http://www.city.toyohashi.lg.jp/31800.htm

【滋賀】

◆滋賀県「木質バイオマス利活用促進事業」

http://www.pref.shiga.lg.jp/hodo/e-shinbun/dj00/20170417.html

◇多賀町「多賀町木質バイオマス燃焼機器購入促進事業」

https://www.town.taga.lg.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=275&frmCd=1-3-9-2-0

【京都】

◆京都市「京都市木質ペレットストーブ購入補助金」、「京都市木質ペレットボイラー導入

補助金」

http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000149130.html

◆京丹後市「平成 29年度京丹後市地産地消型エネルギー導入促進支援補助金（第 1次）」
https://www.city.kyotango.lg.jp/kurashi/oshirase/norinsuisankankyo/kankyo/saiene/h27
saienehojyo1/documents/3.html

◇南丹市「薪ストーブ及び木質ペレット購入助成事業」

http://www.city.nantan.kyoto.jp/www/kurashi/101/005/007/index_10647.html

◇井手町「薪ストーブ等設置費補助金」

http://www.town.ide.kyoto.jp/lifeevent/tetuduki/1394180700680.html

【大阪】

◇高槻市「平成 29年度エコハウス補助金」
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/kankyogomi/kankyopage/hojokin/143011062
1924.html

【兵庫】

◇猪名川町「ペレットストーブ等購入助成補助金」

http://www.town.inagawa.lg.jp/kurashi/hojo_enjo/1468124902628.html

◇宍粟市「平成 29年度 木質バイオマス燃焼機器補助金（薪ストーブ、ペレットストーブ）」

http://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/seikatsueisei/tantojoho/kankyorisaik

http://www.city.toyohashi.lg.jp/31800.htm
http://www.pref.shiga.lg.jp/hodo/e-shinbun/dj00/20170417.html
http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000149130.html
http://www.city.nantan.kyoto.jp/www/kurashi/101/005/007/index_10647.html
http://www.town.ide.kyoto.jp/lifeevent/tetuduki/1394180700680.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/kankyogomi/kankyopage/hojokin/1430110621924.html
http://www.town.inagawa.lg.jp/kurashi/hojo_enjo/1468124902628.html
http://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/seikatsueisei/tantojoho/kankyorisaikuru/1488260086656.html
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uru/1488260086656.html

◇篠山市「平成 29年度【家庭用、自治会等用】新エネルギー・省エネルギー普及促進補助
金」

http://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/group/kankyo/environment/shinene-katei.html

◇丹波市「平成 29年度薪ボイラー・薪ストーブ設置補助金」
http://www.city.tamba.lg.jp/site/kankyouseisakuka/h29makiboira-suto-bu.html
※薪ボイラー、ストーブの補助

 新温泉町「新温泉町再生可能エネルギー導入促進事業」

http://www.town.shinonsen.hyogo.jp/page/?mode=detail&detail_mode=topics&page_id=
a9e5b4b83df5e47bda141f08de3b293d

【鳥取】

◇琴浦町「平成 29年度琴浦町家庭用発電設備等導入推進補助金」
http://www.town.kotoura.tottori.jp/docs/2015033000079/

◆日南町「日南町家庭用発電設備等導入推進補助金」

http://www.town.nichinan.lg.jp/p/1/15/7/9/2/

 岩美町「家庭用発電設備等導入推進補助金」

http://www.iwami.gr.jp/dd.aspx?itemid=6660#itemid6660

◇大山町「薪ストーブ設置費補助金」

http://www.daisen.jp/p/1/10/2/53/

【島根】

◆飯南町「飯南町新エネルギー設備導入促進事業補助金」

http://www.iinan.jp/category302/category329/page716

◆美郷町「美郷町新エネルギー設備導入促進事業」

http://www.town.shimane-misato.lg.jp/soshiki/65/68/1054/872

◇奥出雲町「奥出雲町新エネルギー設備導入促進事業奨励金」

http://www.town.okuizumo.shimane.jp/life/event/event040/post-1036.html

http://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/seikatsueisei/tantojoho/kankyorisaikuru/1488260086656.html
http://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/group/kankyo/environment/shinene-katei.html
http://www.city.tamba.lg.jp/site/kankyouseisakuka/h29makiboira-suto-bu.html
http://www.town.shinonsen.hyogo.jp/page/?mode=detail&detail_mode=topics&page_id=a9e5b4b83df5e47bda141f08de3b293d
http://www.town.kotoura.tottori.jp/docs/2015033000079/
http://www.town.nichinan.lg.jp/p/1/15/7/9/2/
http://www.iwami.gr.jp/dd.aspx?itemid=6660#itemid6660
http://www.daisen.jp/p/1/10/2/53/
http://www.iinan.jp/category302/category329/page716
http://www.town.shimane-misato.lg.jp/soshiki/65/68/1054/872
http://www.town.okuizumo.shimane.jp/life/event/event040/post-1036.html


13

◇海士町「薪ストーブ等設置費補助金」

http://www.town.ama.shimane.jp/kurashi/guide/10900/10906/post-106.html
※薪ストーブ補助

【岡山】

◇西粟倉村「低炭素なむらづくり推進施設設置補助金」

http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/%E4%BD%8E%E7%82%AD%E7%B4%A0
%E3%81%AA%E3%82%80%E3%82%89%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E6%8
E%A8%E9%80%B2%E6%96%BD%E8%A8%AD%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E8%A3%
9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%81%AE%E5%88%B6%E5%BA%A6-2/

◇美作市「美作市薪ストーブ設置事業補助金」

http://www.city.mimasaka.lg.jp/shimin/kurashi/nogyou/1450400655287.html
※薪ストーブ補助

【広島】

◇安芸太田町「ペレットストーブ等購入促進制度」

http://www.akiota.jp/sangyo/pellet-stove.html

◇神石高原町「ペレットストーブ等購入補助事業」

http://www.jinsekigun.jp/ja/town/introduction/formation/kankyoueisei/kankyoueisei/eco
/stove/

【山口】

◇岩国市「岩国市ペレットストーブ購入費補助金」

https://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/42/12181.html

【高知】

◇梼原町「新エネルギーに関するものへの助成」

http://www.town.yusuhara.kochi.jp/town/kakuka/seibi/entry-531.html

【長崎】

◇対馬市「平成 29年度低炭素機器等導入補助金」
http://www.city.tsushima.nagasaki.jp/policy/cat106/post_109.html

【熊本】

http://www.town.ama.shimane.jp/kurashi/guide/10900/10906/post-106.html
http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/%E4%BD%8E%E7%82%AD%E7%B4%A0%E3%81%AA%E3%82%80%E3%82%89%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E6%8E%A8%E9%80%B2%E6%96%BD%E8%A8%AD%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%81%AE%E5%88%B6%E5%BA%A6-2/
http://www.city.mimasaka.lg.jp/shimin/kurashi/nogyou/1450400655287.html
http://www.akiota.jp/sangyo/pellet-stove.html
http://www.jinsekigun.jp/ja/town/introduction/formation/kankyoueisei/kankyoueisei/eco/stove/
http://www.town.yusuhara.kochi.jp/town/kakuka/seibi/entry-531.html
http://www.city.tsushima.nagasaki.jp/policy/cat106/post_109.html
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◇水俣市「水俣市家庭部門低炭素総合補助金」

http://www.city.minamata.lg.jp/2761.html

◆高森町「高森町ペレットストーブ等設置費補助金」

http://www.town.takamori.kumamoto.jp/chosha/seisaku/2017/05/post-79.html

◇益城町「ペレットストーブ設置補助金」

http://www.town.mashiki.lg.jp/nikonikolife/life/pub/Detail.aspx?c_id=54&id=73&pg=1&

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

◎ 公募等情報（締切順）

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

◇北海道「先進的エネルギー関連技術開発支援事業補助金」

公募締切：2017年 5月 18日（木）
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/sensintekiene.htm

◇北海道「先進的エネルギー関連製品開発支援事業補助金」

公募締切：2017年 5月 18日（木）
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/sensintekiene.htm

◇北海道「次世代エネルギープロジェクト事業化推進事業補助金」

公募受付締切 2017年 5月 19日（金）
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/H29project_hojyo.htm

◇（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/

◇大分県「平成 29年度木質バイオマス燃焼灰有効利用調査研究事業委託業務に係る提案競
技の実施について」

提出期限 2017年 5月 23日（火）
http://www.pref.oita.jp/soshiki/16060/mokusitubaiomasumokuhai.html

◇北海道「平成 29年度木質バイオマス資源活用促進事業（林地未利用材集荷システム実証

http://www.city.minamata.lg.jp/2761.html
http://www.town.takamori.kumamoto.jp/chosha/seisaku/2017/05/post-79.html
http://www.town.mashiki.lg.jp/nikonikolife/life/pub/Detail.aspx?c_id=54&id=73&pg=1&
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/sensintekiene.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/sensintekiene.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/H29project_hojyo.htm
http://www.gef.or.jp/news/info/1703kouekisintaku/
http://www.pref.oita.jp/soshiki/16060/mokusitubaiomasumokuhai.html
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事業）委託業務」

参加表明書提出期限 2017年 5月 23日（火）
企画提案書提出期限 2017年 5月 30日（火）
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/rrm/chizai/syuukasisutemupuropo-zaru.htm

◇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

◇環境省「平成 29年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（先進対策の効率的実施に
よる二酸化炭素排出量大幅削減設備補助事業）に係る対象事業者の公募について」

公募期間 2017年 4月 27日（木）～5月 25日（木）
http://www.env.go.jp/press/103982.html

◇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）静岡県環境資源協会：環境省「平成 29年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補
助金（業務用施設等における省 CO2促進事業）」
公募受付 2017年 4月 17日（月）～5月 26日（金）
http://www.siz-kankyou.jp/co2.html

◇山口県「森林環境活動サポート事業」の募集開始

募集期間 2017年 4月 14日（金）～5月 26日（金）
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a17700/sinrinkankyo/dantaibosyuu/201504130001.
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.pref.hokkaido.lg.jp/sr/rrm/chizai/syuukasisutemupuropo-zaru.htm
http://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/tiikisyudou.html
http://www.env.go.jp/press/103982.html
http://www.pref.okayama.jp/page/508272.html
http://www.siz-kankyou.jp/co2.html
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a17700/sinrinkankyo/dantaibosyuu/201504130001.html
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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

◇北海道「地域新エネルギー導入加速化調査支援事業」

公募期間：2017年 4月 17日（月）～5月 31日（水）
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/chousashien.htm

◇北海道「新エネルギー設計支援事業」

公募期間：2017年 4月 17日（月）～5月 31日（水）
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/sekkeishien.htm

◇北海道「新エネルギー導入支援事業（設備導入支援）」

公募期間：2017年 4月 17日（月）～5月 31日（水）
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/setsubidounyuu.htm

◇（一社）環境共創イニシアチブ（SII） 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（再生可能エネルギー熱事業者支援事業）」

公募期間 2017年 4月 28日（金）～5月 31日（水）
http://sii.or.jp/re_energy29/shinsei/note.html

◇北海道「平成 29年度地域資源活用基盤整備支援事業費補助金」
公募受付期限 2017年 5月 31日（水）
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/kiban.htm

◇北海道「平成 29年度戦略的省エネ促進事業費補助金」
公募受付締切 2017年 5月 31日（水）
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/senryaku.htm

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.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/chousashien.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/sekkeishien.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/setsubidounyuu.htm
http://sii.or.jp/re_energy29/shinsei/note.html
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/kiban.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/senryaku.htm
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◇（公財）日本環境協会：環境省「平成 29年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（再
生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業）」

申請受付期間 2017年 4月 28日（金）～6月 8日（木）
http://www.jeas.or.jp/activ/prom_18_02.html

◇（一社）温室効果ガス審査協会 ASSET事業運営センター：環境省「平成 29年度二酸化
炭素排出抑制対策事業費等補助金(廃熱・湧水等の未利用資源の効率的活用による低炭素社
会システム整備推進事業）対象事業者の公募について」

※バイオマスは「低炭素型の融雪設備導入支援事業（「融雪」）」のみ

公募期間 2017年 5月 9日（火）～6月 9日（金）
http://www.env.go.jp/press/104030.html

◇（一社）環境技術普及促進協会：環境省「平成 29年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等
補助金（公共施設等先進的 CO2排出削減対策モデル事業）の一次公募について」
公募期間 2017年 5月 9日（火）～6月 9日（金）
http://www.env.go.jp/press/104023.html

◇環境省「平成 29年度地域連携・低炭素水素技術実証事業の公募について」
公募期間 2017年４月 17日（月）～6月 9日（金）
http://www.env.go.jp/press/103934.html

◇三井物産環境基金 2017年度活動助成
応募締切 2017年 6月 10日（土）
http://www.mitsui.com/jp/ja/csr/contribution/environment/fund/application/1223071_76
61.html

◇栃木県「栃木県木質バイオマス熱利用加速化事業費補助金」

受付期間 2017年 5月 15日（月）～6月 16日（金）
http://www.pref.tochigi.lg.jp/d01/eco/kankyou/sesaku/mokushitsu_biomass/h29_baio.ht
ml

◇（一社）環境共創イニシアチブ 平成 29年度「エネルギー使用合理化等事業者支援事業」
公募期間 2017年 5月 25日（木）～6月 26日（月）
http://sii.or.jp/cutback29/overview.html

◇北海道「エネルギー地産地消事業化モデル支援事業」

http://www.jeas.or.jp/activ/prom_18_02.html
http://www.env.go.jp/press/104030.html
http://www.env.go.jp/press/104023.html
http://www.env.go.jp/press/103934.html
http://www.mitsui.com/jp/ja/csr/contribution/environment/fund/application/1223071_7661.html
http://www.pref.tochigi.lg.jp/d01/eco/kankyou/sesaku/mokushitsu_biomass/h29_baio.html
http://sii.or.jp/cutback29/overview.html
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公募期間：2017年 4月 17日（月）～6月 30日（金）
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/emodel.htm

◇農林中央金庫「平成 29年度『公益信託農林中金森林再生基金（農中森力(もりぢから)基
金）』助成事業の募集について

募集期間 2017年 5月 1日（月）～6月 30日(金)
http://zenmori.org/topics/315_list_detail.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

◇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 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

◇宮城県仙台市「民間防災拠点施設への再生可能エネルギー等導入補助」

募集期間 2017年 5月 1日（月）～11月 30日（木）
http://www.city.sendai.jp/kankyo/jigyosha/kankyo/hozen/kobo.html

◇神奈川県川崎市「平成 29年度市内事業者エコ化支援事業」
募集期間 ～2018年 1月 31日（水）
http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000013853.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）～2018年 3月末
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.kankyo.metro.tokyo.jp/policy_others/municipal_support/cat8849/

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/emodel.htm
http://zenmori.org/topics/315_list_detail.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/kurashi/ondanka/shizen/tiikihatuden-suishin.html
http://www.city.sendai.jp/kankyo/jigyosha/kankyo/hozen/kobo.html
http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000013853.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
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/policy_others/municipal_support/cat8849/
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◇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

◇栃木県「栃木県環境保全資金（省エネ設備等の導入）」

http://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/eco/kankyou/ondanka/syouene-setubi-yuusi.html
※融資制度

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
http://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/eco/kankyou/ondanka/syouene-setubi-yuusi.html

