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Pellet Club JAPAN メールニュース（No.147-4） 補助・公募情報 2017/8/8
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◎ 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

【岩手県】

◇一関市「薪ストーブ設置費補助（平成 29年度第 1期）」
http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/29,94777,84,html
※薪ストーブのみの補助

【群馬県】

◇川場村「川場村木質系エネルギー導入促進事業費補助金」

http://www.vill.kawaba.gunma.jp/d1w_reiki/421902500055000000MH/42190250005500
0000MH/421902500055000000MH.html

◇前橋市「木質燃料ストーブ購入事業補助金」

http://www.city.maebashi.gunma.jp/sisei/499/506/010/014/p017988.html

【埼玉県】

◆小鹿野町「木質バイオマスストーブ等設置費補助金」

http://www.town.ogano.lg.jp/menyu/seikatu/mokusitubaio/top.html

【福井県】

◇若狭町「若狭町ペレットストーブ購入補助金」

https://www.town.fukui-wakasa.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r194RG00000460.html

【新潟県】

◇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」（追加募集）
http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kankyo/shinene-hojokin.html

http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/29,94777,84,html
http://www.vill.kawaba.gunma.jp/d1w_reiki/421902500055000000MH/421902500055000000MH/421902500055000000MH.html
http://www.city.maebashi.gunma.jp/sisei/499/506/010/014/p017988.html
http://www.town.ogano.lg.jp/menyu/seikatu/mokusitubaio/top.html
http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kankyo/shinene-hojokin.html
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【長野県】

◆阿智村「阿智村環境に優しい住宅設備導入補助金」

http://www.vill.achi.nagano.jp/site/teiju/20140404jyutaku.html

◆飯綱町「飯綱町森のエネルギー推進事業補助金」

http://www.town.iizuna.nagano.jp/14/111/004284.html

◆飯山市「飯山市県産材供給体制整備事業補助金」

http://www.city.iiyama.nagano.jp/reikisyu/d1w_reiki/419902500096000000MH/4199025
00096000000MH/419902500096000000MH.html

◆川上村「川上村木質バイオマス熱利用システム設置補助金」

http://www.vill.kawakami.nagano.jp/d1w_reiki/422902500027000000MH/42290250002
7000000MH/422902500027000000MH_j.html

◆木島平村「森のエネルギー推進事業補助金」

http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/articles/2017052400076/file_contents/20174HP.pdf
※5/14ページ目

◆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/1499047967809/index.html

◆南箕輪村「住宅用新エネルギー施設設置補助金」

http://www.vill.minamiminowa.nagano.jp/soshiki/jyumin/jyutakuyoutaiyoukou.html

◆高山村「森のエネルギー推進事業」

http://www.vill.takayama.nagano.jp/life/value/forestenergy.html

◇白馬村「白馬村森のエネルギー推進事業補助金」

http://www.vill.hakuba.lg.jp/category/industry/pellet.html

◇野沢温泉村「森のエネルギー推進事業補助金」

http://www.vill.nozawaonsen.nagano.jp/living/W003H0000137.html

◇木曽町「森林エネルギー活用事業補助金」

http://www.town-kiso.com/kurashi/hojyokin1/100257/m100043/

http://www.vill.achi.nagano.jp/site/teiju/20140404jyutaku.html
http://www.town.iizuna.nagano.jp/14/111/004284.html
http://www.city.iiyama.nagano.jp/reikisyu/d1w_reiki/419902500096000000MH/419902500096000000MH/419902500096000000MH.html
http://www.vill.kawakami.nagano.jp/d1w_reiki/422902500027000000MH/422902500027000000MH/422902500027000000MH_j.html
http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/articles/2017052400076/file_contents/20174HP.pdf
http://www.town.shimosuwa.lg.jp/www/contents/1499047967809/index.html
http://www.vill.minamiminowa.nagano.jp/soshiki/jyumin/jyutakuyoutaiyoukou.html
http://www.vill.takayama.nagano.jp/life/value/forestenergy.html
http://www.vill.hakuba.lg.jp/category/industry/pellet.html
http://www.vill.nozawaonsen.nagano.jp/living/W003H0000137.html
http://www.town-kiso.com/kurashi/hojyokin1/100257/m100043/
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◆上田市「ペレットストーブ、ペレットボイラーの購入費補助」

http://www.city.ueda.nagano.jp/sinrin/kurashi/joho/pelletstove.html

◇山ノ内町「ペレットストーブ等設置事業補助金」

http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/hojo.html

◇池田町「池田町森のエネルギー推進事業補助金」

http://www.ikedamachi.net/reiki/423902500010000000MH/423902500010000000MH/42
3902500010000000MH_j.html

◇松川村「松川村森のエネルギー推進事業補助金」

http://www.vill.matsukawa.nagano.jp/reiki_int/reiki_honbun/e797RG00000590.html

◇小谷村「定住促進補助事業」

http://www.vill.otari.nagano.jp/www/contents/1001000000060/index.html

【愛知県】

◆設楽町「設楽町木質バイオマスストーブ等購入設置補助制度」

http://www.town.shitara.aichi.jp/index.cfm/15,5142,52,206,html

◇豊根村「豊根村ペレットストーブ購入補助金」

http://www.vill.toyone.aichi.jp/kouhyo/reiki_int/reiki_honbun/i577RG00000654.html#e0
00000007

【滋賀県】

◇長浜市「長浜市森のエネルギー活用推進事業補助金」

https://www.city.nagahama.lg.jp/0000000200.html

【京都府】

◇亀岡市「薪ストーブ及び木質ペレットストーブ購入補助金」

http://www.city.kameoka.kyoto.jp/reiki_int/reiki_honbun/k108RG00001290.html

【島根県】

◆隠岐の島町「木質ペレット熱利用設備設置事業補助金（平成 29年度分）」
http://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/1496363746740/index.html

http://www.city.ueda.nagano.jp/sinrin/kurashi/joho/pelletstove.html
http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/hojo.html
http://www.ikedamachi.net/reiki/423902500010000000MH/423902500010000000MH/423902500010000000MH_j.html
http://www.vill.matsukawa.nagano.jp/reiki_int/reiki_honbun/e797RG00000590.html
http://www.vill.otari.nagano.jp/www/contents/1001000000060/index.html
http://www.town.shitara.aichi.jp/index.cfm/15,5142,52,206,html
http://www.vill.toyone.aichi.jp/kouhyo/reiki_int/reiki_honbun/i577RG00000654.html#e000000007
http://www.city.kameoka.kyoto.jp/reiki_int/reiki_honbun/k108RG00001290.html
http://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/1496363746740/index.html
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【鳥取県】

◇江府町「薪ストーブ設置助成」

http://www.town-kofu.jp/2/1/7/e599/
※薪ストーブのみの補助

【福岡県】

◇東峰村「新エネルギー設備導入促進事業補助金」

http://vill.toho-info.com/detail?num=231
※薪ストーブのみの補助

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

◎ 公募等情報（締切順）

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

◇福島県「第 42回福島県林業祭（10月 21日、22日）の出展者を募集します」
申込期限 2017年 8月 17日（木）
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36055c/h29ringyousai-01.html

◇福島県いわき市 平成 29年度「いわき市木質バイオマスエネルギー活用可能性調査事業
補助金」について

公募期間 2017年 7月 24日（月）～8月 17日（木）
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1500886525387/index.html

◇NEDO「再生可能エネルギー熱利用システムの普及に向けた技術開発に関する調査」に
係る公募について

公募期間 2017年 7月 27日（木）～8月 17日（木）
http://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100199.html

◇（公財）北海道環境財団「平成 29年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（L2-Tech
導入実証事業）公募のお知らせ」

公募期間 2017年 7月 18日（火）～ 8月 21日（月）
http://www.heco-hojo.jp/cat-02/competition.html

◇愛知県「循環型林業に取り組む林業事業体を募集します」

事業提案書提出期間 2017年 8月 1日(火)～8月 22日（火）

http://www.town-kofu.jp/2/1/7/e599/
http://vill.toho-info.com/detail?num=231
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36055c/h29ringyousai-01.html
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1500886525387/index.html
http://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100199.html
http://www.heco-hojo.jp/cat-02/competition.html


5

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rinmu/29jyunkangataringyou-trial.html

◇林野庁近畿中国森林管理局「水都おおさか森林の市 2017『森林(もり)と木材！ フォトコ

ンテスト』」あなたが感動し、伝えたい 森林(もり)での発見！森林(もり)での体験！木材と
の触れあい！」をテーマとした作品を募集！

募集期間 2017年 6月 1日（木）～8月 31日（木）
http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/press/minoo_fc/170531.html

◇長野県「平成 29年度松くい虫被害木の木質バイオマス燃料等への活用モデル事
業を募集します。（森林づくり県民税活用事業）」

応募期間 2017年 7月 31日（月）～8月 31日（木）
http://www.pref.nagano.lg.jp/shinrin/happyou/290731press.html

◇滋賀県「平成 29年度滋賀県エネルギー社会トップモデル検討支援事業補助金の募集につ
いて」

募集期間 2017年 7月 28日（金）～8月 31日（木）
http://www.pref.shiga.lg.jp/f/hodo/e-shinbun/20170728.html

◇滋賀県「平成 29年度滋賀県分散型エネルギーシステム導入加速化事業補助金の募集につ
いて」

募集期間 3次締切：2017年 8月 31日（木曜日）
4次締切：2017年 9月 29日（金曜日）

http://www.pref.shiga.lg.jp/f/eneshin/29bunsangatahojokin.html

◇滋賀県「平成 29年度滋賀県省エネ設備導入加速化事業補助金」
募集期間 3次募集：2017年 8月 1日（火）～8月 31日（木）
http://www.pref.shiga.lg.jp/f/eneshin/29syouenehojokin.html

◇宮城県「みやぎ海岸林再生みんなの森林づくり活動～活動団体を募集します～」

募集期間 2017年年 8月 31日（木）まで
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sinrin/sinseitisanhan.html

◇（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）

新規事業の 3次公募について」
公募期間 2017年 7月 28日（金）～9月 1日（金）

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rinmu/29jyunkangataringyou-trial.html
http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/press/minoo_fc/170531.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/shinrin/happyou/290731press.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/f/hodo/e-shinbun/20170728.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/f/eneshin/29bunsangatahojokin.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/f/eneshin/29syouenehojokin.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sinrin/sinseitisanhan.html
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https://sii.or.jp/re_energy29/shinsei/note_third.html

◇（公財）日本環境協会「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）に係る第二次公募について」

公募期間 2017年 8月 1日（火）～9月 5日（火）
http://www.jeas.or.jp/activ/prom_18_05.html

◇（一社）低炭素エネルギー技術事業組合「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（CO2
削減ポテンシャル診断推進事業） 低炭素機器導入事業」

受付期間 2017年 8月 1日（火）～9月 11日（月）（第 2次公募）
http://lcep.jp/h29/setsubi/koubo.html

◇低炭素杯事務局（〔一社〕地球温暖化防止全国ネット）低炭素杯 2018エントリー募集
募集締切 2017年 9月 12日(火)
https://www.zenkoku-net.org/teitansohai/entry.php

◇兵庫県「ひょうごバイオマス ecoモデルの登録募集について」
応募締切 2017年 9月 15日（金）
https://web.pref.hyogo.lg.jp/press/20170605_4c0a4f32eb943df0492581360005bdf3.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

◇福井県福井市「中小企業者等省エネ設備投資支援補助金」

募集期間 2017年 4月 3日（月）～9月 29日（金）
http://www.city.fukui.lg.jp/sigoto/syoukou/hojo/syouenesetubi.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

◇（公財）緑の地球防衛基金「地球にやさしいカード」による助成事業

募集期間 2017年 8月 1日（火）～9月 30日（土）
http://green-earth-japan.net/kikin_zyosei.html

http://www.jeas.or.jp/activ/prom_18_05.html
http://lcep.jp/h29/setsubi/koubo.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/kurashi/ondanka/shizen/tiikihatuden-suishin.html
http://www.city.fukui.lg.jp/sigoto/syoukou/hojo/syouenesetubi.html
http://green-earth-japan.net/kikin_zyosei.html
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◇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 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

◇「花王・みんなの森づくり活動」2017年度助成対象団体を募集
応募受付期間 2017年 8月 1日（火）～10月 14日（土）
http://www.kao.com/jp/corp_news/2017/20170801_001.html

◇三井物産環境基金「2017年度研究助成案件募集について」
応募締切 2017年 10月 21日（土）
http://www.mitsui.com/jp/ja/csr/contribution/environment/fund/application/1224082_76
61.html

◇奈良県「再生可能エネルギー活用調査支援事業」

募集期間 2017年 4月 20日（木）～10月 31日（火）
http://www.pref.nara.jp/43635.htm

◇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

◇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 2017年 5月 31日（水）～2018年 1月 31日（水）
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/05/11/08.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

◇鳥取県「鳥取県再生可能エネルギー活用事業可能性調査支援補助金」

募集期間 2017年 4月 1日（土）～2018年 2月 28日（水）
http://www.pref.tottori.lg.jp/195435.htm

◇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

http://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/tiikisyudou.html
http://www.kao.com/jp/corp_news/2017/20170801_001.html
http://www.mitsui.com/jp/ja/csr/contribution/environment/fund/application/1224082_7661.html
http://www.pref.nara.jp/43635.htm
http://www.city.sendai.jp/kankyo/jigyosha/kankyo/hozen/kobo.html
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/05/11/08.html
http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000013853.html
http://www.pref.tottori.lg.jp/195435.htm
http://www.city.suwa.lg.jp/www/service/detail.jsp?id=8470
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◇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/

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

