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Pellet Club JAPAN 月刊ニュース（2018 年 12 月号） 

 

発行元：ペレットクラブ www.pelletclub.jp 

                                      発行日：2018 年 12 月 28 日 

１．木質バイオマス関連情報                                              

 

■スパークス・グループ（株）（東京）、子会社のスパークス・

アセット・マネジメント（株）（東京）が新設の再生可能エネル

ギー発電所を投資対象とする「未来再エネファンド」の運用を

11 月より開始したと発表。出資者には 9 月に同ファンド設立

を発表した際に既に出資社として公表されていたトヨタ自動

車（株）（愛知）に加え、中部電力（株）（愛知）、（株）三井住

友銀行（東京）、（株）みずほ銀行（東京）が出資を決定し、236

億円でファンドを設立。スパークスは 2018 年 9 月末時点、フ

ァンドで日本全国に 25 件、約 380ＭＷの太陽光・木質バイオ

マス・風力・地熱発電所への投資を行っており、そのうち 17 件、

約 161ＭＷの売電を開始している。2019 年 3 月 29 日まで追

加募集期間とし、最終的にはファンド規模を 300 億円まで拡大

することを目指す。運用期間は 2018 年 11 月 1 日から 25 年間

【スパークス・グループ（株）：2018/11/09】 

https://ssl4.eir-parts.net/doc/8739/tdnet/1645878/00.pdf 

 

■石川県輪島市で建設の進んでいた「輪島バイオマス発電所」

が完成し、11 月 12 日に竣工式と火入れ式。事業主体は（株）

輪島バイオマス発電所（石川県輪島市）で、輪島市のほか、宮

下建設（株）（同）、（株）新出組（同）、（株）トーヨーエネルギ

ーファーム（本社・福島）が出資。EPC(設計・調達・施工)は（株）

トーヨー建設（東京）が担い、O&M（運営・保守）は、（株）ト

ーヨーエネルギーソリューション（東京）が担当する。石川県

森林組合連合会と原木の供給協定を締結しており、輪島バイオ

マス発電所が出資し、発電所の隣地に建設された（株）バイオ

マスチップ輪島が、約 2 万 2,000t/年の原木からチップを製造

し供給する。出力は 1.994MW、年間発電量は約 1 万 6,000MW

（一般家庭の約 2,500 世帯分相当）の見込み。プラントは欧州

で長期稼働実績のあるガス化発電技術に基づき、新たにトーヨ

ーエネルギーソリューションが独自に開発。総務省「地域循環

補助金」および林野庁「間伐材等加工流通施設整備補助金」を

活用。将来的には水素ガスを精製することも可能に。さらに石

川県で熱供給も行う第 2 発電所のほか、福島県など全国でも木

質バイオマス発電所の計画を推進している【（株）輪島バイオマ

ス発電所：2018/11/12、メガソーラービジネス：2018/11/14】 

http://wabec.co.jp/index.php/8-news/9-201811syunkou.html 

https://tech.nikkeibp.co.jp/dm/atcl/news/16/111411689/?ST

=msb 

 

■福島県の喜多方市、会津若松市など会津地方の 13 市町村が、

木質ボイラ最大 100 機導入へ。林業を活性化し山地の荒廃を防

ぐのが狙い。地元産の木材をボイラ燃料として活用する。公営

温浴施設などの給湯を石油燃料から木質バイオマスに段階的

に切り替え、小中学校への小型設備の導入も含め、10 年で最大

100機の木質バイオマスボイラの整備を目指す【日本経済新聞：

2018/11/14】 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37754310U8A111C1L

01000/?ct=ga 

 

■経産省、11 月 12 日に新エネルギー小委員会・系統ワーキン

ググループ（WG）を開催。広域的運営推進機関が、九州電力が

10月 21日に行った九州本土における再生可能エネルギー発電

設備の出力抑制について検証し、「出力抑制の指令は、適切であ

ると判断する」との結果を示した。資源エネ庁は出力制御量の

低減に向けて（1）連系線のさらなる活用、（2）オンライン制御

の拡大、（3）火力等の最低出力の引き下げ、（4）出力制御にお

ける経済的調整の 4 つの取組を追加的に行うことを提案。（1）

については、関門連系線事故の制御対策等を行うことにより、

これまで関門連系線に流せる再エネの量は 45 万 kW であった

のが、135 万 kW 程度に拡大する見込みであると示している。

（3）については、本来定格出力 30％以下に下げるべき 6 事業

者（混焼バイオマス 2 社、専焼バイオマス発電 3 社、火力 1 社）

の最低出力が 55～80％に留まっていることから、「他事業者と

の公平性、太陽光・風力の抑制量低減の観点から可及的速やか

に（少なくとも）最低出力 50％への引き下げを図るべき」とし

ている【経産省：2018/11/12、日経 XTECH：2018/11/14】 

http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_en

ergy/keito_wg/018.html 

https://ssl4.eir-parts.net/doc/8739/tdnet/1645878/00.pdf
http://wabec.co.jp/index.php/8-news/9-201811syunkou.html
https://tech.nikkeibp.co.jp/dm/atcl/news/16/111411689/?ST=msb
https://tech.nikkeibp.co.jp/dm/atcl/news/16/111411689/?ST=msb
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37754310U8A111C1L01000/?ct=ga
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37754310U8A111C1L01000/?ct=ga
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/018.html
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/018.html
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https://tech.nikkeibp.co.jp/dm/atcl/news/16/111411691/ 

 

■和泉産業（株）（山口）が山口県周南市戸田の国道 2 号そば

に木質バイオマスチップを製造する「周南バイオマスセンター」

を開設。同社は 1965 年からセメント用原料の粘土の採掘事業

を続けてきたが、その採掘跡地に整備。約 5,000 ㎡で、投資額

は約 1 億 1 千万円。チップの原料はバイオマスセンターのある

椿峠や同社の他の所有地で伐採、もしくは購入するスギ、ヒノ

キ、竹など。約 1 万 t/年製造し、県内企業等の発電所で使われ

る。10 月に完成しており、11 月下旬稼働予定【（株）新周南新

聞社：2018/11/15】 

http://www.shinshunan.co.jp/info/2018/1115232336.html 

 

■フォレストエナジー（株）（東京、以下「FE」）とボルタージ

ャパン（株）（秋田、以下「VJ」）は、超小型木質バイオマス熱

電併給設備 Volter40（電気 40kW 熱 100kW を供給）の全国事

業展開を加速し、顧客サービスや製品品質向上を目的とした業

務提携について、2018 年 11 月 16 日に基本合意書を締結。こ

れまでは両社共 Volter40 を生産する Volter Oy（フィンランド）

の販売代理店として販売・アフターサービスを別々に行ってい

たが、日本全国での販売・メンテナンス体制を早く構築するた

め業務を連携することに。二社は 2018 年 12 月をめどに新会

社「ボルタージャパン合同会社」を共同で設立（出資比率：FE90%、

VJ10 %）。FE の沼真吾氏が新会社の社長に、VJ の駒田忠嗣氏が

全国統括営業責任者に就き、本社を東京の FE 内に置く。FE は

Volter40 の秋田県を除く全国の販売業務を新会社に移管。VJ は

秋田県での Volter40 販売並びに東北地方でのメンテナンス業

務を行い、社名を「ボルター秋田（株）」に変更。秋田県に資源

を集中した事業独立展開をすると同時に、ボルタージャパン合

同会社の全国展開事業を支える業務も行うとしている【フォレ

ストエナジー（株）：2018/11/18、OSR No.348：2018/11/21】 

http://forestenergy.jp/2018/11/18/volter-

japan%e3%81%a8%e3%81%ae%e6%a5%ad%e5%8b%99%e6%8f%90%

e6%90%ba%e3%81%ab%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e5%90%88%e6%84

%8f/ 

 

■経産省、11月16日に第41回調達価格等算定委員会を開催。

FIT 法による入札制度に基づく、太陽光発電の第 3 回入札とバ

イオマス発電の第 1 回入札の上限価格について検討。この上限

価格は 11 月 22 日の入札募集開始までに決定し、非公表で入

札を行い、開札後に公表される。バイオマス発電の第 1 回入札

の入札量は、10,000kW 以上の一般木材等バイオマス発電が

180MW、全規模のバイオマス液体燃料が 20MW。公表されてい

る委員会参考資料によると、「10,000kW 以上の一般木材等バイ

オマス発電と全規模のバイオマス液体燃料の両区分について、

これまでに設定してきた調達価格等も参考としつつ、効率的な

コストの想定（例：発電効率の高い案件）を基礎として上限価

格の設定を行う」とされている。またこれまでの調達価格等の

設定に当たっては IRR（内部収益率）の供給量勘案上乗せ措置

が維持されてきたが、入札対象となる区分の FIT 認定量が急増

し、競争環境が成立している中でどのような水準で価格設定を

行うことが適切かについても議論された模様【資源エネ庁：

2018/11/16、環境ビジネスオンライン：2018/11/20】 

http://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/041_01_00.pdf 

https://www.kankyo-business.jp/news/021522.php 

 

■岐阜県可児郡御嵩町、役場新庁舎など、町内 5 施設への木質

バイオマス熱利用設備の導入検討へ。導入計画策定を（株）

sonraku（岡山）に委託し、2019 年 1 月 31 日までにまとめる

【建通新聞：2018/11/19】 

https://www.kentsu.co.jp/webnews/html_top/181116300039.h

tml 

 

■佐賀県佐賀市、ごみを焼却する清掃工場の排ガスから CO2を

回収・売却するバイオマス事業で、10 月に装置のトラブルが発

生していたと市議会特別委員会に報告（11 月 22 日）。市の CO2

分離・回収装置は 2016 年 9 月に稼働。CO2 の販売量が当初見

込みを大幅に下回っており、10t/日の生産能力を 5t/日に抑え

て稼働。現在は、藻類を培養してサプリメントや化粧品の原料

に用いている企業１社に約 100 ㎏/日供給している。排ガスを

冷却し、塩分を取り除く「脱塩棟」の循環ポンプの故障が原因

で、10 月 11 日にポンプの圧力が低下し、メーカーによる解体

調査を経て、31 日に新たなポンプと交換。ポンプの作製・納品

までに 20 日かかったためこの間は装置を動かせず、市内の民

間業者から CO2をボンベで購入し、契約企業への供給を継続し

ていた。ポンプの交換費用は 49 万 6,800 円、民間業者から購

入した CO2 の関連費用は 35 万 4,888 円で、合わせて約 85 万

円の支出【佐賀新聞 Live：2018/11/22】 

https://www.saga-s.co.jp/articles/-/305221 

 

https://tech.nikkeibp.co.jp/dm/atcl/news/16/111411691/
http://www.shinshunan.co.jp/info/2018/1115232336.html
http://forestenergy.jp/2018/11/18/volter-japan%e3%81%a8%e3%81%ae%e6%a5%ad%e5%8b%99%e6%8f%90%e6%90%ba%e3%81%ab%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e5%90%88%e6%84%8f/
http://forestenergy.jp/2018/11/18/volter-japan%e3%81%a8%e3%81%ae%e6%a5%ad%e5%8b%99%e6%8f%90%e6%90%ba%e3%81%ab%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e5%90%88%e6%84%8f/
http://forestenergy.jp/2018/11/18/volter-japan%e3%81%a8%e3%81%ae%e6%a5%ad%e5%8b%99%e6%8f%90%e6%90%ba%e3%81%ab%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e5%90%88%e6%84%8f/
http://forestenergy.jp/2018/11/18/volter-japan%e3%81%a8%e3%81%ae%e6%a5%ad%e5%8b%99%e6%8f%90%e6%90%ba%e3%81%ab%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e5%90%88%e6%84%8f/
http://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/041_01_00.pdf
https://www.kankyo-business.jp/news/021522.php
https://www.kentsu.co.jp/webnews/html_top/181116300039.html
https://www.kentsu.co.jp/webnews/html_top/181116300039.html
https://www.saga-s.co.jp/articles/-/305221
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■京都府京丹後市、11 月 21 日にバイオマス発電施設「エコエ

ネルギーセンター」（同市）の発酵槽などの解体・撤去に 2 億

170 万円を予算化すると発表。11 月 28 日開会の 12 月議会に

今年度一般会計補正予算案（債務負担行為）として提案する。

センターは 2009 年、現在の NEDO の実証研究炉の無償譲渡を

受けて始まったもので、施設から出る液体肥料を活用する地域

循環型農業の拠点にする計画だったが、発酵液の漏出事故を起

こし、2018 年 5 月末で閉鎖。市長は今回の予算は建屋を再利

用するための整備と強調したが、市が掲げた経済効果を生まな

いまま発電施設を閉鎖しており、市民の税金で後始末する結果

に【毎日新聞：2018/11/22】 

https://mainichi.jp/articles/20181122/ddl/k26/010/475000c 

 

■北海道胆振東部地震により山林の土砂崩れが広範囲に起き

た厚真町で、押し流された倒木を再利用するための搬出作業を

開始。厚真町幌内地区の日高幌内川の周辺で 11 月 19 日から、

苫小牧広域森林組合が搬出作業に取り組む。倒木は主にカラマ

ツやナラ等。作業員が重機を使ってトラックに積み込み、むか

わ町穂別にある同組合の工場に運び込み、荷台になるパレット

の材木や梱包材にする。枝や土砂に埋もれていたために汚れな

どがあって製材に使えない倒木は現場や工場で選別され、機械

で細かく砕いて「チップ」にし、バイオマス燃料等に活用され

る。幌内の現場では、搬出する倒木は約 3,800 ㎥あるとされ、

作業は年末まで続く見通し【苫小牧民報：2018/11/23】 

https://www.tomamin.co.jp/news/earthquake/15145/ 

 

■高鳥農林水産副大臣が 11 月 24 日、沼田、渋川、川場の群馬

県 3 市村を訪れ、機械化を進める本県林業を視察。県産材セン

ター（渋川市）では、長さ 3m の丸太を太さや曲がり具合など

品質に応じ、瞬時に自動で選別する様子を見学。センターの職

員が建築材料に適さない木材はチップに加工後、トイレットペ

ーパーや段ボールのほか、バイオマス発電の燃料に活用されて

いると説明。同村内のバイオマス発電施設等にも立ち寄った

【上毛新聞：2018/11/25】 

https://this.kiji.is/439169861800625249 

 

■福島県の会津森林機構に（株）東邦銀行（本店：福島県福島

市）など 3 金融機関が出資検討で、木質バイオマスボイラ整備

に弾み。同機構は公共施設等に木質バイオマスボイラを整備す

る事業を進めるため地元企業が 10 月に設立。追加出資に向け

東邦銀行、会津信用金庫（本店：会津若松市）、会津商工信用組

合（同）が最終調整中【日本経済新聞：2018/11/26】 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38192860W8A121C1

L01000/ 

 

■（株）東芝（東京）、福岡県大牟田市にバイオマス発電所新設

を発表。東芝は 2018 年 11 月 8 日に全社変革計画「東芝 Next

プラン」で、今後の成長が見込まれる分野に対し投資を行う旨

を公表。この一環として、東芝は連結子会社の東芝エネルギー

システムズ（株）（東京、以下「ESS」）が、再生可能エネルギー

発電事業の強化を目的として、ESS 傘下で発電事業の運営を行

う連結子会社の（株）シグマパワー有明（東京、以下「SPAC」）

を通じ、新たにバイオマス発電所を建設することを決定。SPAC

は既に福岡県大牟田市にバイオマス発電所である三川発電所

を有しており、この隣接地に発電所を建設することで事業を拡

大する。新発電所は PKS を燃料とし、発電出力 2.2 万 kW の発

電設備を 2 基設置。投資金額は約 200 億円。着工予定は 2019

年秋、2022 年春稼働予定【（株）東芝、日本経済新聞：

2018/11/27】 

https://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/news/20181127_1.pdf 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38234550X21C18A1X

20000/?ct=ga 

 

■イーレックス（株）（東京）子会社の eREX Singapore PTE.LTD

（シンガポール、以下「イーレックス Sg」）、自社調達の PKS の

輸送第一船が、マレーシアマラッカ州 Tanjung Bruas 港より大

分県佐伯市にある佐伯発電所に向けて 11 月 26 日に出港した

と発表。イーレックス Sg は、高品質のバイオマス燃料の安定

的、経済的、弾力的な調達を行うべく、マレーシアとインドネ

シアにおいて、イーレックスの出資事業及び、PKS の集荷・製

造事業を現地パートナーと共に取り組んでいる。今回はその第

一弾として、マレーシアの出資会社「Straits Green Energy Sdn 

Bhd」から出荷。12 月上旬には佐伯発電所に到着予定【イーレ

ックス（株）：2018/11/27】 

https://www.erex.co.jp/news/wp-

content/uploads/2018/11/20181127_pks.pdf 

 

■もがみバイオマス発電（株）（山形）とマルカ林業（株）（山

形）が、新庄市の新庄中核工業団地に建設を進めてきた「もが

み木質バイオマス発電所」が完成し、12 月 1 日に稼働開始。敷

https://mainichi.jp/articles/20181122/ddl/k26/010/475000c
https://www.tomamin.co.jp/news/earthquake/15145/
https://this.kiji.is/439169861800625249
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38192860W8A121C1L01000/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38192860W8A121C1L01000/
https://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/news/20181127_1.pdf
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38234550X21C18A1X20000/?ct=ga
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38234550X21C18A1X20000/?ct=ga
https://www.erex.co.jp/news/wp-content/uploads/2018/11/20181127_pks.pdf
https://www.erex.co.jp/news/wp-content/uploads/2018/11/20181127_pks.pdf
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地面積は 5 万 1,000 ㎡で、タービン棟、ボイラ棟、燃料製造施

設から成る。山形県最上地方や秋田県南地方で発生する残材や

端材などを活用したチップを 7 万～8 万 t/年使用。出力は

6,800kW で、年間発電量は一般家庭約 1 万 3,000 世帯分に相

当。FIT を通じ売電する【河北新報：2018/12/01】 

https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201812/20181201_52

041.html 

 

■（株）IHI（東京）、昭和シェル石油（株）（東京）と藻類由来

によるバイオジェット燃料供給体制構築を目的とした検討を

開始。IHI は、NEDO 委託事業である『バイオジェット燃料生産

技術開発事業／一貫製造プロセスに関するパイロットスケー

ル試験』を 2017 年度から国立大学法人神戸大学と共に受託。

藻類の高速増殖型ボツリオコッカスを活用した純バイオジェ

ット燃料の生産プロセス開発を進めている。IHI はこの技術開発

に加え、藻類由来の純バイオジェット燃料と昭和シェル石油製

の石油系ジェット燃料を混合したバイオジェット燃料の出荷

および航空機への給油までの、バイオジェット燃料の供給体制

構築のための課題の抽出とその対策を検討していく【（株）IHI：

2018/12/03】 

https://www.ihi.co.jp/ihi/all_news/2018/other/2018-12-

03/index.html 

 

■経産省総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギ

ー分科会省エネルギー小委員会「火力発電に係る判断基準ワー

キンググループ」が、12 月 3 日に 2018 年度第 1 回会合を開

催。議題の一つに「石炭火力の新設基準の考え方について」が

含まれる。資料によると、バイオマス混焼の新設設備及び副生

物を石炭と混焼する新設設備の設計効率の算出式の見直しや、

今年度に明確化された発電方式の分類の整理（割合が最も高い

燃料〔主燃料〕に基づく分類）を踏まえて、バイオマス混焼又

は副生物を石炭と混焼する際の実績評価の考え方について案

が出された模様【経産省：2018/12/03】 

http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_en

ergy/karyoku_hatsuden/2018_001.html 

 

■日本製紙が 5 月 28 日に北海道工場勇払事業所（北海道苫小

牧市）の洋紙生産を 2020 年 1 月に停止すると発表してから半

年が経過。協力会社を含め 500 人規模が勤務する勇払事業所を

大幅縮小し、工場敷地内に木質バイオマス発電所を建設。さら

に新規事業を検討すると発表したものの、11 月上旬開催の市

立地企業審議会で木質バイオマス発電所が 30 人規模で運営す

ること等が分かっただけで情報がなく、市や住民も困惑。市産

業経済部の幹部は「岩倉市長が年末あいさつで上京した際に改

めて日本製紙側に確認したい」と情報収集を進める考え【苫小

牧民報：2018/12/03】 

https://www.tomamin.co.jp/news/main/15205/ 

 

■福岡県みやま市が同市山川町重冨に建設したバイオマスセ

ンター「ルフラン」が、本格稼働開始。ルフランとは仏語で「繰

り返し」の意味。2016 年に廃校となった山川南部小跡を活用

し、総工費 21 億円かけて建設。家庭や事業所の生ごみやし尿、

浄化槽汚泥を分解処理し、メタンガスと液体肥料（液肥）を生

産。資源として循環利用する【毎日新聞：2018/12/06、西日

本新聞経済電子版：2018/12/04】 

https://mainichi.jp/articles/20181206/ddl/k40/010/376000c 

http://qbiz.jp/article/145177/1/ 

 

■経産省資源エネ庁、「電気事業者による再生可能エネルギー

電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省

令案等の概要」に関する意見公募の実施結果を公表。意見募集

は 10 月 22 日～11 月 21 日まで実施。「事業用太陽光の『未稼

働』への対応」や「バイオマス比率の変更への対応」等につい

て、1617 件の意見が提出された。意見の概要等については、下

記サイトを参照【資源エネ庁：2018/12/05】 

http://search.e-

gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620

118020&Mode=2 

 

■文部科学省、地球温暖化対策の取り組み推進を目的に行った、

2018 年 5 月 1 日時点での全国の公立学校施設における再生可

能エネルギー設備等の設置状況の調査結果を公表。それによる

と、公立の小中学校における設置率は太陽光発電設備が最も多

く、31.0％（前回調査から 6.4 ポイント増）。種類別設備設置数

では太陽光発電設備 10,657 校、風力発電設備 711 校、太陽熱

利用設備 240 校、バイオマス熱利用設備 218 校と続く。バイ

オマス発電設備は 2 校のみ設置。同調査結果については、都道

府県別・再生可能エネルギー種別の設置状況一覧も公表されて

いる【環境ビジネスオンライン：2018/12/06、文部科学省】 

https://www.kankyo-business.jp/news/021621.php 

https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201812/20181201_52041.html
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201812/20181201_52041.html
https://www.ihi.co.jp/ihi/all_news/2018/other/2018-12-03/index.html
https://www.ihi.co.jp/ihi/all_news/2018/other/2018-12-03/index.html
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/karyoku_hatsuden/2018_001.html
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/karyoku_hatsuden/2018_001.html
https://www.tomamin.co.jp/news/main/15205/
https://mainichi.jp/articles/20181206/ddl/k40/010/376000c
http://qbiz.jp/article/145177/1/
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620118020&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620118020&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620118020&Mode=2
https://www.kankyo-business.jp/news/021621.php
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http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/ecoschool/detail/1296

649.htm 

 

■九州電力グループの九電みらいエナジー（福岡）、熊本県上益

城郡山都町において、2016 年 7 月から敷地造成などの土木工

事に着手し、2018 年 9 月に営業運転を開始した鴨猪（かもし

し）水力発電所（定格出力 1.99MW）の竣工式を 12 月 3 日に

実施。同発電所の営業運転を開始したことに伴い、同社は主要

な再生可能エネルギー5 電源（地熱、風力、バイオマス、太陽

光、水力）がすべて揃うとしている。営業運転中の再エネ電源

は合計約 20 万 kW。また、現在バイオマスなどを中心に約 40

万 kW を開発中【日経 XTECH：2018/12/06、九電未来エナジ

ー：2018/12/04】 

https://tech.nikkeibp.co.jp/dm/atcl/news/16/120611760/ 

https://www.q-mirai.co.jp/news/archives/151 

 

■国土交通省、2018 年 12 月 3 日に社会資本整備審議会建築

分科会建築環境部会を開催。同会合で示された「今後の住宅・

建築物の省エネルギー対策のあり方について（第2次報告案）」

では、新築の住宅や建築物の省エネ基準への適合義務化への慎

重姿勢が浮き彫りに。政府のエネルギー基本計画では、2020 年

までに新築の住宅や建築物の省エネ基準への適合義務化を段

階的に進める方針を示してきた。現在は延べ面積 2000m2以上

の大規模建築物（住宅を除く）が適合義務化の対象。住宅と延

べ面積が 300m2未満の小規模建築物は、省エネ基準への適合率

が 57～69％と比較的低い水準にとどまっており、この数字で

義務化を図ると市場の混乱を招く恐れがある等の理由から適

合義務の対象に加えることに慎重な表現となった。住宅を除く

中規模建築物は、省エネ基準への適合率が既に 91％と高い水

準にある等の理由から義務化対象に適していると判断。会合当

日に配布された検討スケジュールによると、第二次報告案に係

るパブリックコメントの実施 を 12 月上旬～2019 年 1 月上旬

に行い、2019 年 1 月 18 日に第 18 回建築環境部会と第 43 回

建築分科会を開催、第二次報告のとりまとめを行う予定【日経

XTECH：2018/12/05、国土交通省】 

https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00154/00341

/ 

http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/house04_sg_000094.html 

 

■中国電力（株）（広島）と広島ガス（株）（同）の共同出資会

社の海田バイオマスパワー（株）（広島県海田町）、12 月 11 日

に海田発電所着工へ。石炭に木材のチップなどを混ぜた燃料で

電気をつくるバイオマス混焼発電所で、出力は 11.2 万 kW。海

田バイオマスパワーの谷村武志社長は、石炭に混ぜる木質バイ

オマスの混焼比率については「45%を上回る比率を目指したい」

と話した。バイオマス燃料は国内外から調達。木質チップなど

一部は広島県産を使う予定。2021 年 3 月の運転開始を目指す

【日本経済新聞：2018/12/10】 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38744320Q8A211C1L

C0000/ 

 

■ドイツ連邦環境庁は、太陽、風力、バイオマスからなる再生

可能エネルギーにより、2017 年のドイツ国内の温室効果ガス

排出量が CO2 換算で 1 億 7,710 万 t 削減されたと公表。これ

は、ドイツ再生可能エネルギー統計作業部会（AGEE-Stat）が

公表した最新データによるもの【EIC ネット：2018/12/11】 

http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=41563&oversea=

1 

 

■（株）中部プラントサービス（愛知）、三重県多気町で 2016

年 6 月から運営する木質バイオマス発電「多気バイオパワー」

に加えて、「多気第二バイオパワー」を建設することとし、同町

と立地協定を締結したと発表（12 月 13 日）。建設予定地は三

重県多気郡多気町の多気クリスタルタウン工業ゾーン。多気バ

イオパワーの隣地となる。発電出力は 1,990kW、燃料は木質チ

ップで約 3 万 t/年使用する 2020 年 1 月着工予定で、2021 年

1 月を目途に運開予定【（株）中部プラントサービス：

2018/12/13、OSR No.347:2018/11/14】 

www.chubuplant.co.jp/pdf/info_20181213.pdf 

 

 

 

 

 

 

※OSR：バイオマス・再可エネ等の専門情報誌 
「オンサイト・レポート」の略 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/ecoschool/detail/1296649.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/ecoschool/detail/1296649.htm
https://tech.nikkeibp.co.jp/dm/atcl/news/16/120611760/
https://www.q-mirai.co.jp/news/archives/151
https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00154/00341/
https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00154/00341/
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/house04_sg_000094.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38744320Q8A211C1LC0000/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38744320Q8A211C1LC0000/
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=41563&oversea=1
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=41563&oversea=1
http://www.chubuplant.co.jp/pdf/info_20181213.pdf
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２．ペレット関連情報                                                 

 

■（株）IHI（東京）、パームヤシ空果房（EFB）由来の固体バ

イオマス燃料である EFB ペレットの製造・販売・輸出事業を

本格展開するため，マレーシアに IHI SOLID BIOMASS 

MALAYSIA SDN.BHD.を設立。EFB は腐敗しやすく水分・灰分・

塩分も多いため、その大部分は未利用なままで廃棄され、土

壌汚染やメタンガス発生の原因になっていたが、IHI は EFB を

高品質な低灰化 EFB ペレットに変換・量産する手法を確立。

複数のパーム搾油工場と契約し、初年度に年 4 万～5 万 t、3

年後に同 40 万～50 万 t 製造する方針。主に日本のバイオマ

ス発電所向けに輸出する。IHI は同国でパーム廃棄古木ペレッ

ト製造、およびパーム搾油排水処理の実証事業を展開してい

る。また同国の大手印刷会社 Nextgreen Global Berhad および

野村ホールディングス（株）（東京）とパーム残渣の活用に

関する協業検討の覚書を締結。EFB を原料とする製紙用パル

プやバイオマス燃料の生産における協業の事業性評価等を行

う。ＩＨＩはマレーシアの大学と共同で、ペレット製造過程

で発生するカリウムなどを回収し、肥料に使うための技術開

発も進めている【ニュースイッチ：2018/11/09、（株）IHI：

2018/11/14】 

https://newswitch.jp/p/15155 

https://www.ihi.co.jp/ihi/all_news/2018/resources_energy_envir

onment/2018-11-14/index.html 

 

■エクイスバイオエネルギー（株）（東京）、富山県高岡市

の伏木万葉ふ頭にバイオマス発電所建設へ。11 月 16 に同社

のアダム・ベルンハード・バリーン社長らが高岡市役所を訪

れ、市長に発電所建設を報告。発電所建設工事はフルターン

キーにて、東洋エンジニアリング（株）（千葉）が行う。ボ

イラはアンドリッツ社（オーストリア）製、タービン及び発

電機はシーメンス社（ドイツ）製を使用する予定。主燃料は

輸入木質ペレットで、大手総合商社と運転開始後 20 年間にわ

たる燃料供給契約を締結。オペレーション及びメンテナンス

に関しては、東京電力フュエル＆パワー（株）（東京）と業

務委託契約を締結。発電した電力は FIT を通じ北陸電力（株）

（富山）に売電。同事業は、三井住友信託銀行（株）（東

京）および（株）新生銀行（東京）を中心とした 9 行と約

250 憶円のノンリコースローンに関する契約を締結し、燃料

供給契約に基づく為替予約も実施する。建設工事は 2019 年春

に開始、2021 年第 3 四半期に電力供給を開始する予定【チュ

ーリップテレビ：2018/11/16、エクイスバイオエネルギー

（株）：2018/10/01】 

http://www.tulip-

tv.co.jp/news/detail/index.html?TID_DT03=20181116191941 

http://equisbioenergy.com/ja/press-release-jp/ 

 

■福島県西郷村のスパ・ホテルあぶくまが、11 月 15 日に新

館落成式。新館は鉄骨 4 階建てで客室は 19 部屋。木質ペレッ

トを燃料にした木質ガス化熱電供給プラントを床暖房や温泉

の温度管理に活用。新館建設は環境省の二酸化炭素排出抑制

対策事業費等補助金採択事業。同ホテルは藤田建設工業

（株）（福島）のグループ企業「ひかりの里」が経営。11 月

21 日にグランドオープン【福島民報：2018/11/16】 

http://www.minpo.jp/news/detail/2018111657433 

 

■日本トランスシティ（株）（三重）、10 月に発表した霞バ

イオマスセンター（三重県四日市市）の建設工事を鹿島建設

（株）（東京）、（株）大林組（東京）、中日建設（株）

（愛知）三社の共同企業体（JV）の施工で 11 月中旬に着工

【建通新聞：2018/11/29】 

https://www.kentsu.co.jp/webnews/html_top/181128300067.h

tml 

 

■シン・エナジー（株）（兵庫）、木質バイオマス発電所の中山

間地での展開を開始。地元企業と共同出資会社をつくり、小型

の発電所を整備する。愛媛県内で稼働した内子バイオマス発電

所をモデルに 3 年後に約 15 カ所に増やす計画。燃料となる木

材を地元から調達する地産地消型で林業再生もめざす【日本経

済新聞：2018/11/29】 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38290400Y8A121C1L

KA000/?ct=ga 

 

■欧州での持続可能なバイオエネルギー市場の発展等を目指

し活動している「Bioenergy Europe（前・AEBIOM、本部・ベル

ギー）」が、「Statistical Report 2018」を発行。同レポート

は、2017 年の欧州連合賞で業界情報と知識を最も良く提供し

ているとして評価されたもの。ペレットの統計に特化した章

https://newswitch.jp/p/15155
https://www.ihi.co.jp/ihi/all_news/2018/resources_energy_environment/2018-11-14/index.html
https://www.ihi.co.jp/ihi/all_news/2018/resources_energy_environment/2018-11-14/index.html
http://www.tulip-tv.co.jp/news/detail/index.html?TID_DT03=20181116191941
http://www.tulip-tv.co.jp/news/detail/index.html?TID_DT03=20181116191941
http://equisbioenergy.com/ja/press-release-jp/
http://www.minpo.jp/news/detail/2018111657433
https://www.kentsu.co.jp/webnews/html_top/181128300067.html
https://www.kentsu.co.jp/webnews/html_top/181128300067.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38290400Y8A121C1LKA000/?ct=ga
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38290400Y8A121C1LKA000/?ct=ga
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も含め、EU 全体のエネルギーシステム、バイオマスの熱利用

や発電の現状、供給力および供給力学等の、正確で最新の情

報を得ることができる。レポートは下記サイトよりダウンロ

ード可（無料）【Bioenergy Europe：2018 年 11 月】 

https://form.jotform.com/83133159136959 

 

■東洋エンジニアリング（株）（千葉、以下「TOYO」）が、

米子バイオマス発電合同会社が鳥取県米子市に計画する

54,500kW バイオマス発電所建設プロジェクトを受注したと発

表。米子バイオマス発電合同会社は中部電力（株）（愛

知）、東急不動産（株）（東京）、三菱 UFJ リース（株）

（東京）、シンエネルギー開発（株）（群馬）が合同で出資

して設立。同プロジェクトはシンエネルギー開発が約 2 年前

より開発を手掛けてきた案件。発電設備は再熱方式を採用し

た高効率なバイオマス専焼発電設備で、木材の製造過程で生

じるくずから作る木質ペレットや PKS を燃料として使う。電

力は全量を中国電力に売電する。TOYO は発電設備一式の設

計、機器資材調達、建設工事、試運転までの EPC 業務を一括

請負で実施する。受注額は 200 億円程度。完成予定は 2022

年【東洋エンジニアリング（株）、日本経済新聞：

2018/12/05】 

https://www.toyo-eng.com/jp/ja/company/news/?n=679 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38569160V01C18A2X

93000/?ct=ga 

 

■シーメンス（株）（東京）、東洋エンジニアリング（株）

（千葉、以下「TOYO」）から発電出力 54.5MW の蒸気タービ

ン、発電機、周辺機器を鳥取県米子市のバイオマス発電所向

けに受注。同発電所は米子バイオマス発電合同会社が計画す

るプロジェクト。シーメンスが TOYO から受注したのは今回

で茨城県、富山県に続き、3 件目【シーメンス（株）：

2018/12/07】 

https://www.siemens.com/jp/ja/home/kigyou-

jouhou/press/pr-skk-20181207.html 

 

■電源開発（株）（東京、以下「J パワー」）、石炭火力発電

所で木質バイオマスの混焼を推進。住友林業（株）（東京）

と共同出資で設立した SJ ウッドペレット（株）（東京）が

2021 年に木質ペレット生産・販売を事業化するのに併せて導

入を拡大する。国内 7 カ所にある J パワーの石炭火力発電所

のうち、広島県竹原市の竹原新 1 号機（2014 年ニュースリリ

ース情報では 60 万 kW、2020 年 9 月運転開始予定）で導入

へ【日刊工業新聞：2018/12/07、電源開発（株）：

2018/06/19、2014/03/03】 

https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00498762 

http://www.jpower.co.jp/news_release/2018/06/news180619.

html 

http://www.jpower.co.jp/news_release/2014/03/news140303.

html 

 

３．イベント情報（国内）                                               

 

◎：木質ペレット燃料、ストーブ、ボイラの関連イベント 

 

◎山田山光教寺「除夜の鐘と年越しそばのつどい！」 

月日 2018 年 12 月 31 日（月） 

場所 山田山光教寺（富山県南砺市） 

https://ja-

jp.facebook.com/pages/%E5%85%89%E6%95%99%E5%AF%BA/1

39136726176465 

 

◆大阪 JCM ネットワーク「大阪カーボンカンファレンス

2018～COP24 の結果：パリ協定の実施ルールの内容と影響

～」 

月日 2019 年 1 月 8 日（火） 

場所 國民會館住友生命ビル 12 階武藤記念ホール大会議室

（大阪府大阪市） 

http://osaka-jcm.net/seminar/713 

 

◆兵庫県宍粟市「林業就業相談会「集まれ林業男子・林業女

子 in 西播磨」」 

月日 2019 年 1 月 12 日（土） 

場所 宍粟防災センター5 階ホール（兵庫県宍粟市） 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/whk08/ringyo-syu-gyo-re.html 

https://form.jotform.com/83133159136959
https://www.toyo-eng.com/jp/ja/company/news/?n=679
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38569160V01C18A2X93000/?ct=ga
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38569160V01C18A2X93000/?ct=ga
https://www.siemens.com/jp/ja/home/kigyou-jouhou/press/pr-skk-20181207.html
https://www.siemens.com/jp/ja/home/kigyou-jouhou/press/pr-skk-20181207.html
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00498762
http://www.jpower.co.jp/news_release/2018/06/news180619.html
http://www.jpower.co.jp/news_release/2018/06/news180619.html
http://www.jpower.co.jp/news_release/2014/03/news140303.html
http://www.jpower.co.jp/news_release/2014/03/news140303.html
https://ja-jp.facebook.com/pages/%E5%85%89%E6%95%99%E5%AF%BA/139136726176465
https://ja-jp.facebook.com/pages/%E5%85%89%E6%95%99%E5%AF%BA/139136726176465
https://ja-jp.facebook.com/pages/%E5%85%89%E6%95%99%E5%AF%BA/139136726176465
http://osaka-jcm.net/seminar/713
https://web.pref.hyogo.lg.jp/whk08/ringyo-syu-gyo-re.html
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◆（特非）日本環境倶楽部 環境セミナー「エネルギー産業

の 2050 年」～Utility3.0 へのゲームチェンジ～ 

月日 2019 年 1 月 15 日（火） 

場所 （株）NTT データ エグゼクティブセミナールーム

（東京都江東区） 

https://www.kankyouclub.or.jp/event/1901-1.html 

 

◆高知県「平成 30 年度木質バイオマスエネルギー地域実践家

育成研修会 in 高知」 

月日 2018 年 1 月 15 日（火） 

場所 天然温泉はるのの湯２F（高知県高知市） 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030501/2018121200221.h

tml 

 

◎第 18 回バイオマス関連部会・研究会合同交流会「第 18 回

バイオマス関連部会・研究会合同交流会シンポジウム『日本

の森林と小型ガス化炉の最先端』」 

月日 2019 年 1 月 15 日（火） 

場所 広島大学工学部 219 講義室（広島県東広島市） 

http://i-aeu.sakura.ne.jp/bm-godo190115/ 

 

◆EU-Japan small-scale biomass gasification seminar 

月日 2019 年 1 月 16 日（水） 

場所 東広島芸術センターくらら（広島県東広島市） 

http://www.eubce.com/eu-japan-small-scale-biomass-

gasification-seminar.html 

 

◎日本エネルギー学会バイオマス部会「第 1４回バイオマス科

学会議」 

月日 2019 年 1 月 16 日(水)～18 日（金） 

場所 16～17 日：東広島芸術センターくらら（広島県東広島

市）、18 日：テクニカルツアー 

https://www.jie.or.jp/publics/index/629/ 

 

◆（公財）国際緑化推進センター「フォレストカーボンセミ

ナー：COP24 等報告会」 

月日 2019 年 1 月 18 日（金） 

場所 文京シビックホール 3 階会議室 1・2（東京都文京区） 

https://jifpro.or.jp/infomation/2233/ 

 

◆環境省、他 SDGｓパートナーシップシンポジウム「SDGｓ

から考える、活力ある地域づくりとパートナーシップ」 

月日 2019 年 1 月 18 日（月） 

場所 国連大学エリザベス・ローズ国際会議場（東京都渋谷

区） 

https://www.env.go.jp/press/106239.htm 

 

◆NPO 法人農都会議 バイオマス WG／地域 G 1 月勉強会

「森林環境税と新たな森林管理システムの施行に向けて―新

税が地域の将来に及ぼす効果、国産材の利用拡大に向けた運

用―」 

月日 2019 年 1 月 23 日（水） 

場所 港区神明いきいきプラザ 4 階集会室 A（東京都港区） 

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/231 

 

◆木材利用シンポジウム in 千葉実行委員会「木材利用シンポ

ジウム in 千葉～ちばの木を活用する『まちづくり』～」 

月日 2019 年 1 月 23 日（水） 

場所 船橋市勤労市民センターホール（千葉県船橋市） 

http://www.ffpri.affrc.go.jp/event/2019/20190123sympo-

chiba/index.html 

 

◆高知県「第 12 回 協働の森フォーラム 高知の森から持続

可能な未来 ～協働の森から SDGs 貢献への道～」 

月日 2019 年 1 月 24 日（木） 

場所 高知県立県民文化ホールグリーンホール＋1F 多目的室

（高知県高知市） 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030101/2018120700036.h

tml 

 

◆認定 NPO 法人気候ネットワーク「COP24 報告会・京都 パ

リ協定の詳細ルールと脱炭素への道筋」 

月日 2019 年 1 月 24 日（木） 

場所 メルパルク京都 4F 第三研修室（京都府京都市） 

https://www.kikonet.org/event/2019-1-24/ 

 

◆（公社）大日本山林会木材サミット連絡会「大日本山林

会・木材サミット連絡会合同シンポジウム 持続可能な社会

に向けて -木材利用と地球環境-」 

https://www.kankyouclub.or.jp/event/1901-1.html
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030501/2018121200221.html
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030501/2018121200221.html
http://i-aeu.sakura.ne.jp/bm-godo190115/
http://www.eubce.com/eu-japan-small-scale-biomass-gasification-seminar.html
http://www.eubce.com/eu-japan-small-scale-biomass-gasification-seminar.html
https://www.jie.or.jp/publics/index/629/
https://jifpro.or.jp/infomation/2233/
https://www.env.go.jp/press/106239.htm
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/231
http://www.ffpri.affrc.go.jp/event/2019/20190123sympo-chiba/index.html
http://www.ffpri.affrc.go.jp/event/2019/20190123sympo-chiba/index.html
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030101/2018120700036.html
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030101/2018120700036.html
https://www.kikonet.org/event/2019-1-24/
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月日 2019 年 1 月 28 日（月） 

場所 三会堂ビル 9 階石垣記念ホール（東京都港区） 

http://www.jwrs.org/181119SanrinkaiMokuzaiSummit_Symposiu

m.pdf 

 

◆バイオマス産業社会ネットワーク(BIN)第 180 回研究会「気

候変動と持続可能なバイオマス利用～土地利用転換・

BECCS・森林の炭素蓄積機能に関わる国際的議論の動向～

（仮題）」 

月日 2019 年 1 月 29 日（火） 

場所 地球環境パートナーシッププラザ（東京都渋谷区） 

http://www.npobin.net/apply/ 

 

◆WOOD コレクション（モクコレ）2019 実行委員会「WOOD

コレクション（モクコレ）2019」 

月日 2019 年 1 月 29 日（火）～30 日（水） 

場所 東京ビッグサイト東 7・8 ホール（東京都江東区） 

https://www.sekai2020.tokyo/20180625_mokucolle/ 

 

◆東京都環境局「平成 30 年度東京都環境建築フォーラム」 

月日 2019 年 1 月 31 日（木） 

場所 四谷区民ホール（東京都新宿区） 

http://www7.kankyo.metro.tokyo.jp/building/forum/forum2018/

info.html 

 

◆（一財）省エネルギーセンター「ENEX2019 第 43 回地球環

境とエネルギーの調和展」 

月日 2019 年 1 月 30 日（水）～2 月 1 日（金） 

場所 東京ビッグサイト東 1・2 ホール（東京都江東区） 

https://www.low-cf.jp/east/ 

 

◆Jtb Communication Design 「Inter Aqua 2019 第 10 回国際水

ソリューション総合展」 

月日 2019 年 1 月 30 日～2 月 1 日 

場所 東京ビッグサイト東 1 ホール＆会議棟（東京都江東

区） 

https://www.interaqua.jp/ 

 

◆次世代エネルギーワークショップ推進委員会「次世代エネ

ルギーワークショップ(若手社会人編)」 

月日 2019 年 2 月 1 日(金)～2 月 2 日(土) 

場所 国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋

谷区） 

http://inst-dep.com/info/2263362 

 

◆NPO 法人農都会議／日本サステイナブルコミュニティ協会

共同開催「サステイナブルコミュニティ シンポジウム～再生

可能エネルギーでつくる未来社会、官民一体できりひらく地

方創生～」 

月日 2019 年 2 月 6 日（水） 

場所 専修大学 神田キャンパス 7 号館 731 教室（東京都千

代田区） 

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/233 

 

◆（国研）森林研究・整備機構森林総合研究所 REDD 研究開発

センター「平成 30 年度国際セミナ『REDD プラスはどこまで

来たか？ 機会を活かすために』」 

月日 2019 年 2 月 6 日（水） 

場所 東京大学 伊藤謝恩ホール（東京都文京区） 

http://redd.ffpri.affrc.go.jp/events/seminars/2019/20190206_

ja.html 

 

◆林野庁、他「平成 30 年度林業機械化推進シンポジウム」 

月日 2019 年 2 月 8 日（金） 

場所 国立オリンピック記念青少年総合センターカルチャー

棟大ホール（東京都渋谷区） 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaihatu/181226.html 

 

◆（一社）産業環境管理協会産業と環境の会センター「環境

金融と環境保全対策に関するシンポジウム」 

月日 2019 年 2 月 18 日（月） 

場所 東海大学校友会館望星の間(霞ヶ関ビル 35 階）（東京都

千代田区） 

http://www.sankankai.com/sym190218.shtml 

 

◆森林 GIS フォーラム「森林 GIS フォーラム東京大会 

2019」 

月日 2019 年 2 月 20 日（水） 

場所 鉄鋼会館 9 階（東京都中央区） 

http://fgis.jp/archives/1235 

http://www.jwrs.org/181119SanrinkaiMokuzaiSummit_Symposium.pdf
http://www.jwrs.org/181119SanrinkaiMokuzaiSummit_Symposium.pdf
http://www.npobin.net/apply/
https://www.sekai2020.tokyo/20180625_mokucolle/
http://www7.kankyo.metro.tokyo.jp/building/forum/forum2018/info.html
http://www7.kankyo.metro.tokyo.jp/building/forum/forum2018/info.html
https://www.low-cf.jp/east/
https://www.interaqua.jp/
http://inst-dep.com/info/2263362
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/233
http://redd.ffpri.affrc.go.jp/events/seminars/2019/20190206_ja.html
http://redd.ffpri.affrc.go.jp/events/seminars/2019/20190206_ja.html
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaihatu/181226.html
http://www.sankankai.com/sym190218.shtml
http://fgis.jp/archives/1235
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◆グリーンイメージ国際環境映像祭実行委員会「第 6 回グリ

ーンイメージ国際環境映像祭」 

月日 2019 年 2 月 22 日(金)～2 月 24 日(日) 

場所 日比谷図書文化館コンベンションホール（東京都千代

田区） 

https://green-image.jp/filmfestivals/6th/ 

   

◆リードエグジビションジャパン（株）「スマートエネルギー

Week 2019」 

月日 2019 年 2 月 27 日（水）～3 月 1 日（金） 

場所 東京ビッグサイト（東京都江東区） 

http://www.reedexpo.co.jp/ja/Expo/207372/Week 

 

◎リードエグジビションジャパン（株）「第 4 回 国際バイオ

マス発電展」 

月日 2019 年 2 月 27 日（水）～3 月 1 日（金） 

場所 東京ビッグサイト（東京都江東区） 

http://www.reedexpo.co.jp/ja/Expo/1166848 

 

■リードエグジビションジャパン（株）「第 2 回 地方創生

EXPO」 

月日 2019 年 2 月 27 日（水）～3 月 1 日（金） 

場所 幕張メッセ（4-7 ホール）（千葉県千葉市） 

https://www.sousei-expo.jp/ 

  

■日報ビジネス（株）「2019NEW 環境展」 

月日 2019 年 3 月 12 日(火)～15 日(金) 

場所 東京ビッグサイト（東京都江東区） 

http://www.nippo.co.jp/n-expo019/index.htm 

 

■日報ビジネス（株）「2019 地球温暖化防止展」 

月日 2019 年 3 月 12 日(火)～15 日(金) 

場所 東京ビッグサイト（東京都江東区） 

https://www.nippo.co.jp/stop-ondanka19/ 

 

■（一社）日本木材学会「第 69 回日本木材学会大会（函館大

会）」 

月日 2019 年 3 月 14 日(木)～16 日(土) 

場所 函館アリーナ（北海道函館市） 

http://www.jwrs.org/wood2019/index.html 

 

■（一社）日本森林学会「第 130 回日本森林学会大会」 

月日: 2019 年 3 月 20 日（水）～23 日（土） 

場所: 新潟コンベンションセンター「朱鷺メッセ」 （新潟県

新潟市） 

https://www.forestry.jp/ 

 

◎10th Biomass Pellets Trade & Power 

月日 2019 年 5 月 13 日（月）～16 日（木） 

場所 東京 

https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=190501& 

 

■バイオマスエキスポ実行委員会「バイオマスエキスポ

2019」 

月日 2019 年 6 月 5 日（水）～6 月 7 日（金） 

場所 東京ビッグサイト青海展示棟（東京都江東区） 

https://www.biomassexpo.info/expo/ 

 

■第 14 回再生可能エネルギー世界展示会（RE2019） 

月日 2019 年 7 月 10 日（水）～7 月 12 日（金） 

場所 パシフィコ横浜（神奈川県横浜市） 

http://www.renewableenergy.jp/ 

 

◎バイオマスエキスポ実行委員会 

・「次世代森林産業展 2019 FORESTRISE 2019 Innovative & 

Integrative Woods Industries」 

・「バイオマスエキスポ 2019 Nagano」 

月日 2019 年 8 月 1 日（木）～8 月 3 日（土） 

場所 ビッグハット/若里ホール（長野県長野市） 

http://www.forestrise.jp/ 

 

■ISAP2020 日本開催組織委員会「国際応用藻類学会第 7 回大

会（ISAP2020）」 

月日 2020 年 4 月 20 日（月）～24 日（金） 

場所 幕張メッセ（千葉県千葉市） 

http://v4.eir-

parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1627880 

 

■日報ビジネス（株）「2020 地球温暖化防止展」 

https://green-image.jp/filmfestivals/6th/
http://www.reedexpo.co.jp/ja/Expo/207372/Week
http://www.reedexpo.co.jp/ja/Expo/1166848
https://www.sousei-expo.jp/
https://www.nippo.co.jp/stop-ondanka19/
http://www.jwrs.org/wood2019/index.html
https://www.forestry.jp/
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=190501&
https://www.biomassexpo.info/expo/
http://www.renewableenergy.jp/
http://www.forestrise.jp/
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1627880
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1627880
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月日 2020 年 4 月 22 日（水）～24 日（金） 

場所 インテックス大阪（大阪府） 

http://www2.nippo.co.jp/stop-ondanka18/ 

 

 

 

 

 

 

４．イベント情報（海外）                                               

 

◆FLEXIRES 

月日 2019 年 1 月 10 日（木） 

場所 ブリュッセル（ベルギー） 

https://mailchi.mp/aebiom/flexible-renewable-generation-to-

decarbonise-electricity10th-january-2019-brussels-

971729?e=63739d6c4f 

 

◆Value of Biogas 2019 WEST 

月日 2019 年 1 月 15 日（火）～16 日（水） 

場所 BC 州バンクーバー（カナダ） 

http://www.biogasassociation.ca/vob2019%20 

 

◆BIOMASS TRADE SUMMIT EUROPE 

月日 2019 年 1 月 16 日（水）～17 日（木） 

場所 ロッテルダム（オランダ） 

https://www.bioenergy-

news.com/?utm_source=BUSINESS+%28-

+policy%29&utm_campaign=d8b77ca74c-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_13_03_08&utm_medium=email&utm_t

erm=0_bf7c58cc01-d8b77ca74c-245868161 

 

◆Fuels of the Future 2019 

月日 2019 年 1 月 21 日（月）～22 日（火） 

場所 ベルリン（ドイツ） 

https://www.bioenergie.de/ 

 

◎5th Biomass & BioEnergy Asia 

月日 2019 年 1 月 23 日（水）～24 日（木） 

場所 バンコク（タイ） 

https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=190106& 

 

◆Energy Storage 2019 

月日 2019 年 1 月 23 日（水）～24 日（木） 

場所 ブリュッセル（ベルギー） 

https://www.wplgroup.com/aci/event/energy-storage-

conference/ 

 

◆BOIS ENERGIE  

月日 月日 2019 年 1 月 30 日（水）～31 日（木） 

場所 レンヌ（フランス） 

https://www.boisenergie.com/en/ 

 

◆Biogaz Europe 

月日 2019 年 1 月 30 日（水）～31 日（木） 

場所 レンヌ（フランス） 

https://www.biogaz-europe.com/en/ 

 

◆ReGen Europe 

月日 2019 年 1 月 30 日（水）～31 日（木） 

場所 レンヌ（フランス） 

https://www.regen-europe.com/en/ 

 

◎4th Biomass Trade and Power Europe 

月日 2019 年 2 月 12 日（火）～13 日（水） 

場所 コペンハーゲン（デンマーク） 

https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=190203& 

 

◆9th ISCC Global Sustainability Conference 

月日 2019 年 2 月 13 日（水） 

場所 ブリュッセル（ベルギー） 

https://www.iscc-system.org/stakeholders/annual-iscc-global-

sustainability-conference/ 

 

◆LIGNOFUELS 2019 

月日 2019 年 2 月 13 日（水）～14 日（木） 

場所 オスロ（ノルウェー） 

http://www2.nippo.co.jp/stop-ondanka18/
https://mailchi.mp/aebiom/flexible-renewable-generation-to-decarbonise-electricity10th-january-2019-brussels-971729?e=63739d6c4f
https://mailchi.mp/aebiom/flexible-renewable-generation-to-decarbonise-electricity10th-january-2019-brussels-971729?e=63739d6c4f
https://mailchi.mp/aebiom/flexible-renewable-generation-to-decarbonise-electricity10th-january-2019-brussels-971729?e=63739d6c4f
http://www.biogasassociation.ca/vob2019
https://www.bioenergy-news.com/?utm_source=BUSINESS+%28-+policy%29&utm_campaign=d8b77ca74c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_13_03_08&utm_medium=email&utm_term=0_bf7c58cc01-d8b77ca74c-245868161
https://www.bioenergy-news.com/?utm_source=BUSINESS+%28-+policy%29&utm_campaign=d8b77ca74c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_13_03_08&utm_medium=email&utm_term=0_bf7c58cc01-d8b77ca74c-245868161
https://www.bioenergy-news.com/?utm_source=BUSINESS+%28-+policy%29&utm_campaign=d8b77ca74c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_13_03_08&utm_medium=email&utm_term=0_bf7c58cc01-d8b77ca74c-245868161
https://www.bioenergy-news.com/?utm_source=BUSINESS+%28-+policy%29&utm_campaign=d8b77ca74c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_13_03_08&utm_medium=email&utm_term=0_bf7c58cc01-d8b77ca74c-245868161
https://www.bioenergy-news.com/?utm_source=BUSINESS+%28-+policy%29&utm_campaign=d8b77ca74c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_13_03_08&utm_medium=email&utm_term=0_bf7c58cc01-d8b77ca74c-245868161
https://www.bioenergie.de/
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=190106&
https://www.wplgroup.com/aci/event/energy-storage-conference/
https://www.wplgroup.com/aci/event/energy-storage-conference/
https://www.boisenergie.com/en/
https://www.biogaz-europe.com/en/
https://www.regen-europe.com/en/
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=190203&
https://www.iscc-system.org/stakeholders/annual-iscc-global-sustainability-conference/
https://www.iscc-system.org/stakeholders/annual-iscc-global-sustainability-conference/
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https://www.wplgroup.com/aci/event/lignocellulosic-fuel-

conference-europe/ 

 

◆9th ISCC Global Sustainability Conference 

月日 2019 年 2 月 14 日（木） 

場所 ブリュッセル（ベルギー） 

https://www.iscc-system.org/stakeholders/annual-iscc-global-

sustainability-conference/ 

 

◎European Pellet Conference 

月日 2019 年 2 月 26 日（火）～28 日（木） 

場所 ヴェルス（オーストリア） 

http://www.wsed.at/en/programme/european-pellet-

conference.html 

 

◆12th Carbon Dioxide Utilization Summit 2019 

月日 2019 年 2 月 27 日（水）～28 日（木） 

場所 テキサス州ヒューストン（USA） 

https://www.wplgroup.com/aci/event/co2-us/ 

 

◆ENEX/ENEX New Energy  

月日 2019 年 2 月 27 日（水）～3 月 1 日（金） 

場所 キエルツェ（ポーランド） 

http://targikielce.pl/pl/enex.htm 

 

◆World Sustainable Energy Days 2019 

月日 2019 年 2 月 27 日（水）～3 月 1 日（金） 

場所 ヴェルス（オーストリア） 

http://www.wsed.at/en/world-sustainable-energy-days.html 

 

◎European Pellet Conference 2019 

月日 2019 年 2 月 26 日（火）～28 日（木） 

場所 ヴェルス（オーストリア） 

http://www.wsed.at/en/programme/european-pellet-

conference.html 

 

◆Argus Biomass to Power Day 

月日 2019 年 3 月 5 日（火） 

場所 シンガポール（シンガポール） 

https://www.argusmedia.com/conferences-events-

listing/biomass-to-power-day 

 

◆Argus Biomass 

月日 2019 年 3 月 6 日（水）～7 日（木） 

場所 シンガポール（シンガポール） 

https://www.argusmedia.com/conferences-events-

listing/biomass-asia 

 

◆ISH 2019 

月日 2019 年 3 月 11 日（月）～15 日（金） 

場所 フランクフルト（ドイツ） 

https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html 

 

◆Dubai Wood Show 

月日 2019 年 3 月 12 日（火）～14 日（木） 

場所 ドバイ（アラブ首長国連邦） 

http://www.dubaiwoodshow.com/ 

 

◆Gasification 2019 

月日 2019 年 3 月 13 日（水）～14 日（木） 

場所 ブリュッセル（ベルギー） 

https://www.wplgroup.com/aci/event/gasification/ 

 

◆Sweet 2019 – Solar, Wind & Earth Energy Trade Fair 

月日 2019 年 3 月 13 日（水）～3 月 15 日（金） 

場所 光州（韓国） 

https://www.sweet.or.kr/fairDash.do 

 

◆Las-Expo Kielce 

月日 2019 年 3 月 15 日（金）～17 日（日） 

場所 キェルツェ（ポーランド） 

https://www.tradefairdates.com/Las-Expo-M4201/Kielce.html 

 

◆2019 International Biomass Conference & Expo  

月日 2019 年 3 月 18 日（月）～20 日（水） 

場所 ジョージア州サバンナ （USA） 

http://biomassmagazine.com/events/browse/ 

 

◆Value of Biogas 2019 EAST 

月日 2019 年 3 月 21 日（木）～22 日（金） 

https://www.wplgroup.com/aci/event/lignocellulosic-fuel-conference-europe/
https://www.wplgroup.com/aci/event/lignocellulosic-fuel-conference-europe/
https://www.iscc-system.org/stakeholders/annual-iscc-global-sustainability-conference/
https://www.iscc-system.org/stakeholders/annual-iscc-global-sustainability-conference/
http://www.wsed.at/en/programme/european-pellet-conference.html
http://www.wsed.at/en/programme/european-pellet-conference.html
https://www.wplgroup.com/aci/event/co2-us/
http://targikielce.pl/pl/enex.htm
http://www.wsed.at/en/world-sustainable-energy-days.html
http://www.wsed.at/en/programme/european-pellet-conference.html
http://www.wsed.at/en/programme/european-pellet-conference.html
https://www.argusmedia.com/conferences-events-listing/biomass-to-power-day
https://www.argusmedia.com/conferences-events-listing/biomass-to-power-day
https://www.argusmedia.com/conferences-events-listing/biomass-asia
https://www.argusmedia.com/conferences-events-listing/biomass-asia
https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
http://www.dubaiwoodshow.com/
https://www.wplgroup.com/aci/event/gasification/
https://www.sweet.or.kr/fairDash.do
https://www.tradefairdates.com/Las-Expo-M4201/Kielce.html
http://biomassmagazine.com/events/browse/
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場所 オンタリオ州トロント（カナダ） 

http://www.biogasassociation.ca/vob2019%20 

 

◆FORST live 

月日 2019 年 3 月 29 日（金）～31 日（日） 

場所 オッフェンブルク（ドイツ） 

https://www.forst-live.de/en/forst-live-en 

 

◆WORLD BIO MARKETS   

月日 2019 年 4 月 1 日（月）～3 日（水） 

場所 アムステルダム（オランダ） 

https://www.biobasedworldnews.com/events/world-bio-

markets 

 

◆International Green Energy Expo & Conference 2019 

月日 2019 年 4 月 3 日（水）～5 日（金） 

場所 Exhibition Hall, EXCO（韓国） 

http://www.energyexpo.co.kr/eng/ 

 

◆Argus Biomass 2019 

月日 2019 年 4 月 8 日（月）～10 日（水） 

場所 ロンドン（UK） 

https://www.argusmedia.com/ja/conferences-events-

listing/biomass 

 

◆9th European Algae Industry Summit 

月日 2019 年 4 月 10 日（水）～11 日（木） 

場所 リスボン（ポルトガル） 

https://www.wplgroup.com/aci/event/european-algae-

industry-summit/ 

 

◆14th Exhibition & Conference for South-East Europe -Energy 

Efficiency & Renewables- 

月日 2019 年 4 月 16 日（火）～18 日（木） 

場所 ソフィア（ブルガリア） 

https://viaexpo.com/en/pages/ee-re-exhibition 

 

◆Waste EXPO 

月日 2019 年 5 月 6 日（月）～9 日（木） 

場所 ネバダ州ラスベガス（USA） 

https://www.wasteexpo.com/en/home.html 

 

◆6th Africa Oil Palm & Rubber Summit  

月日 2019 年 5 月 8 日（水）～9 日（木） 

場所 アビジャン（コートジボアール） 

https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=190512& 

 

◆ALL-ENERGY EXHIBITION AND CONFERENCE 2019 

月日 2019 年 5 月 15 日（水）～16 日（木） 

場所 グラスゴー（UK） 

http://www.all-energy.co.uk/ 

 

◆ENVEX 2019 The 41st International Exhibition on Environmental 

Technology & Green Energy  

月日 2019 年 5 月 15 日（水）～17 日（金） 

場所 ソウル（韓国） 

http://www.envex.or.kr/kor/main/index.asp 

 

◆FORLENER 

月日 2019 年 5 月 17 日（金）～19 日（日） 

場所 エルバ（イタリア） 

http://www.forlener.it/default.aspx?idC=186 

 

◆ 6th International Conference on Renewable Energy Gas 

Technology, REGATEC 2019 

月日 2019 年 5 月 20 日（月）～2１日（火）  

場所 マルメ（スウェーデン） 

http://regatec.org/ 

 

◆EUBCE 2019 

月日 2019 年 5 月 27 日（月）～30 日（木） 

場所 リスボン（ポルトガル） 

http://www.eubce.com/ 

 

◆LIGNA 2019 

月日 2019 年 5 月 27 日（月）～31 日（金） 

場所 ハノーバー（ドイツ） 

http://www.ligna.de/home 

 

◆Asean Sustainable Energy Week 2019 

http://www.biogasassociation.ca/vob2019
https://www.forst-live.de/en/forst-live-en
https://www.biobasedworldnews.com/events/world-bio-markets
https://www.biobasedworldnews.com/events/world-bio-markets
http://www.energyexpo.co.kr/eng/
https://www.argusmedia.com/ja/conferences-events-listing/biomass
https://www.argusmedia.com/ja/conferences-events-listing/biomass
https://www.wplgroup.com/aci/event/european-algae-industry-summit/
https://www.wplgroup.com/aci/event/european-algae-industry-summit/
https://viaexpo.com/en/pages/ee-re-exhibition
https://www.wasteexpo.com/en/home.html
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=190512&
http://www.all-energy.co.uk/
http://www.envex.or.kr/kor/main/index.asp
http://www.forlener.it/default.aspx?idC=186
http://regatec.org/
http://www.eubce.com/
http://www.ligna.de/home
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月日 2019 年 6 月 5 日（水）～8 日（土） 

場所 バンコク（タイ） 

http://www.asew-expo.com/ 

 

◆SkogsElmia 

月日 2019 年 6 月 6 日（木）～8 日（土） 

場所 ヨンショーピン（スウェーデン） 

https://www.elmia.se/SkogsElmia/ 

 

◆35th Annual International Fuel Ethanol Workshop & Expo 

月日 2019 年 6 月 10 日（月）～12 日（水） 

場所 インディアナ州インディアナポリス（USA） 

http://www.fuelethanolworkshop.com/ema/DisplayPage.aspx?pa

geId=Home 

 

◎VICTAM INTERNATIONAL 2019 

月日 2019 年 6 月 12 日（水）～14 日（金） 

場所 ケルン（ドイツ） 

https://victaminternational.com/ 

 

◆ASTURFORESTA  

月日 2019 年 6 月 20 日（木）～22 日（土） 

場所 ティネオ（スペイン） 

http://en.asturforesta.es/ 

 

◆25. Internationale Forstmesse 

月日 2019 年 8 月 15 日（木）～18 日（日） 

場所 ルツェルン（スイス） 

http://www.forstmesse.com/htm/home.htm 

 

◆POWERGEN Asia Conference & Exhibition 

月日 2019 年 9 月 3 日（火）～5 日（木） 

場所 クアラルンプール（マレーシア） 

https://www.powergenasia.com/en/index.html 

 

◆Forest Romania 2019 

月日 2019 年 9 月 5 日（木）～7 日（土） 

場所 ジジン（ルーマニア） 

http://www.forestromania.com/en/ 

 

◆EXPOBIOMASA 2019 

月日 2019 年 9 月 24 日（火）～26 日（木） 

場所 バリャドリッド（スペイン） 

https://www.expobiomasa.com/ 

 

◆EFE 2019 – 3rd Trade Fair for Energy Efficiency in Industry  

月日 2019 年 10 月 2 日（水）～3 日（木） 

場所 クラクフ（ポーランド） 

http://www.efe.krakow.pl/gb/ 

 

◆Austrofoma 2019 

月日 2019 年 10 月 8 日（火）～10 日（木） 

場所 エステルハージー・フォルヒテンシュタイン（オースト

リア） 

http://www.austrofoma.at/en/allgemeine-infos.html 

 

◎Biomass Brno 

月日 2020 年 3 月 31 日（火）～4 月 4 日（土） 

場所 ブルノ（チェコ共和国） 

https://www.bvv.cz/en/biomass/ 

 

◆KWF Tagung 2020 

月日 2020 年 7 月 1 日（水）～4 日（土） 

場所 ヘッセン州シュヴァルツェンボルン（ドイツ） 

http://www.kwf-tagung.org/kwf-tagung.html 

 

◆Elmia Wood  

月日 2021 年 6 月 2 日（水）～5 日（土） 

場所 ヨンショーピン（スウェーデン） 

https://www.elmia.se/wood/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.asew-expo.com/
https://www.elmia.se/SkogsElmia/
http://www.fuelethanolworkshop.com/ema/DisplayPage.aspx?pageId=Home
http://www.fuelethanolworkshop.com/ema/DisplayPage.aspx?pageId=Home
https://victaminternational.com/
http://en.asturforesta.es/
http://www.forstmesse.com/htm/home.htm
https://www.powergenasia.com/en/index.html
http://www.forestromania.com/en/
https://www.expobiomasa.com/
http://www.efe.krakow.pl/gb/
http://www.austrofoma.at/en/allgemeine-infos.html
https://www.bvv.cz/en/biomass/
http://www.kwf-tagung.org/kwf-tagung.html
https://www.elmia.se/wood/
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５．公募等情報（締切順）                                              

 

◇茨木県「中小規模事業所省エネ対策設備導入補助金（平成 30

年度省エネ補助金）」 

受付期間 2018 年 6 月 21 日（木）～2019 年 1 月 10 日（木） 

http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chikyu/hojoki

n.html 

 

◇滋賀県「平成 30 年度滋賀県地域エネルギー活動支援事業補

助金の追加募集について」 

受付期間 2018 年 10 月 15 日（月）～2019 年 1 月 11 日（金） 

http://www.pref.shiga.lg.jp/hodo/e-

shinbun/ai00/20181015.html 

 

◇経産省資源エネ庁平成 30 年度補正予算「災害時にも再生可

能エネルギーを供給力として稼働可能とするための蓄電池等

補助金」に係る補助事業者（執行団体）の公募について」 

公募期間 2018 年 12 月 27 日（木）～2019 年 1 月 17 日（木） 

http://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/1812/181227

a/ 

 

◇徳島県「平成 30 年度脱炭素型設備転換支援事業補助金の公

募について」 

公募期間 2018 年 8 月 8 日（水）～2019 年 1 月 25 日（金） 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kurashi/shizen

/5003482/ 

 

◇あわら市観光協会「もりもりバイオマス視察研修」参加者募

集中 

募集期間 2019 年 2 月中旬まで全 7 回（下記サイト参照） 

http://awara.info/3542 

 

◇神奈川県小田原市「市民参加型再生可能エネルギー事業奨励

金（認定設備）」 

申請書提出期限 2019 年 2 月 28 日（木） 

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/energy/citizen_

participation/shoureikin-setubi.html 

 

◇神奈川県小田原市「市民参加型再生可能エネルギー事業奨励

金（土地）」 

申請書提出期限 2019 年 2 月 28 日（木） 

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/energy/citizen_

participation/shoureikin-setubi-t.html 

 

◇兵庫県宍粟市「平成 30 年度：木質バイオマス燃料製造設備

補助金」 

受付期間 2018 年 4 月 2 日（月）～2019 年 3 月 14 日（木） 

http://www.city.shiso.lg.jp/kurashi/gomishinyokankyo/kankyoris

aikuru/1515747829708.html 

 

◇長野県 平成 30 年度「1 村 1 自然エネルギープロジェクト」

の登録募集 

募集期間 三次募集：2018 年 12 月 3 日（月）～2019 年 3 月

15 日（金） 

http://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/kurashi/ondanka/shizen/bos

hutoroku.html 

 

◇東京都「地産地消型再生可能エネルギー導入拡大事業」 

申請期間 2018 年 5 月 7 日（月）～2019 年 3 月 29 日（金） 

https://www.tokyo-co2down.jp/page.jsp?id=9304 

 

◇経産省資源エネルギー庁「省エネ再エネ高度化投資促進税制

（再生可能エネルギー部分）」 

適用期限 2018 年 6 月 20 日（水）～2019 年 3 月 31 日（日） 

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/new/in

formation/180404a/index.html 

※対象設備に対する特別償却 20％の税制優遇 

 

◇林野庁「省エネ再エネ高度化投資促進税制」 

適用期間 2018 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日 

https://www.jwba.or.jp/%E6%96%B0%E8%A6%8F%E3%83%9A%E

3%83%BC%E3%82%B8-

1/%E7%9C%81%E3%82%A8%E3%83%8D%E5%86%8D%E3%82%A8

%E3%83%8D%E9%AB%98%E5%BA%A6%E5%8C%96%E4%BF%83%E

9%80%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6/ 

 

◇京都府「自立型再生可能エネルギー導入等計画の認定及び導

入支援制度」 

http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chikyu/hojokin.html
http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chikyu/hojokin.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/hodo/e-shinbun/ai00/20181015.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/hodo/e-shinbun/ai00/20181015.html
http://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/1812/181227a/
http://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/1812/181227a/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kurashi/shizen/5003482/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kurashi/shizen/5003482/
http://awara.info/3542
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/energy/citizen_participation/shoureikin-setubi.html
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/energy/citizen_participation/shoureikin-setubi.html
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/energy/citizen_participation/shoureikin-setubi-t.html
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/energy/citizen_participation/shoureikin-setubi-t.html
http://www.city.shiso.lg.jp/kurashi/gomishinyokankyo/kankyorisaikuru/1515747829708.html
http://www.city.shiso.lg.jp/kurashi/gomishinyokankyo/kankyorisaikuru/1515747829708.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/kurashi/ondanka/shizen/boshutoroku.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/kurashi/ondanka/shizen/boshutoroku.html
https://www.tokyo-co2down.jp/page.jsp?id=9304
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/new/information/180404a/index.html
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/new/information/180404a/index.html
https://www.jwba.or.jp/%E6%96%B0%E8%A6%8F%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8-1/%E7%9C%81%E3%82%A8%E3%83%8D%E5%86%8D%E3%82%A8%E3%83%8D%E9%AB%98%E5%BA%A6%E5%8C%96%E4%BF%83%E9%80%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6/
https://www.jwba.or.jp/%E6%96%B0%E8%A6%8F%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8-1/%E7%9C%81%E3%82%A8%E3%83%8D%E5%86%8D%E3%82%A8%E3%83%8D%E9%AB%98%E5%BA%A6%E5%8C%96%E4%BF%83%E9%80%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6/
https://www.jwba.or.jp/%E6%96%B0%E8%A6%8F%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8-1/%E7%9C%81%E3%82%A8%E3%83%8D%E5%86%8D%E3%82%A8%E3%83%8D%E9%AB%98%E5%BA%A6%E5%8C%96%E4%BF%83%E9%80%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6/
https://www.jwba.or.jp/%E6%96%B0%E8%A6%8F%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8-1/%E7%9C%81%E3%82%A8%E3%83%8D%E5%86%8D%E3%82%A8%E3%83%8D%E9%AB%98%E5%BA%A6%E5%8C%96%E4%BF%83%E9%80%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6/
https://www.jwba.or.jp/%E6%96%B0%E8%A6%8F%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8-1/%E7%9C%81%E3%82%A8%E3%83%8D%E5%86%8D%E3%82%A8%E3%83%8D%E9%AB%98%E5%BA%A6%E5%8C%96%E4%BF%83%E9%80%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6/
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計画認定申請期間 2015 年 10 月 1 日（木）～2021 年 3 月 31

日（水） 

http://www.pref.kyoto.jp/energy/documents/ninteiseidogaiyou.p

df 

 

◇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_suppo

rt/current.html 

 

◇熊本県熊本市「平成 30 年度熊本市省エネルギー機器等導入

推進事業補助金」 

http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=

19867&class_set_id=2&class_id=65 

 

◇高知県「再生可能エネルギー利活用事業費補助金」 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/610301/2015060100117.h

tml 

 

◇新潟県柏崎市「柏崎市 ECO2 プロジェクト」 

https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/kankyoseisaku/machi/kankyo

/eco2/ondanka.html 

 

◇山形県「木質バイオマス発電施設整備支援事業費補助金」 

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/050016/bioma

ss.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/syoue

ne-setubi-yuusi.html 

※融資制度 

 

◇徳島県「自然エネルギー立県とくしま推進資金貸付制度」 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kurashi/shizen

/5007685/ 

※融資制度 

 

◇奈良県「新エネルギー等対策資金」 

http://www.pref.nara.jp/23346.htm 

※融資制度 

 

◇資源エネルギー庁「グリーン投資減税」 

http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/green_tax/gree

nsite/green/index.html 

 

◇千葉県「環境保全資金（制度全般事業認定）」 

https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/chikyuukankyou/ne/shien-

jigyousha.html 

 

◇千葉県市原市「市原市企業立地促進条例」 

http://www.city.ichihara.chiba.jp/kanko/0205sangyou/kigyouritt

igaido.html 

  

◇千葉県南房総市「南房総市施設園芸用木質バイオマス暖房機

設置費等補助金」 

http://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000007149.html 

 

◇福岡県「福岡県エネルギー利用モデル構築促進事業」 

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/enegymodel.html 
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