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Pellet Club JAPAN 月刊ニュース（2019 年 4 月号） 

 

発行元：ペレットクラブ www.pelletclub.jp 

                                      発行日：2019 年 4 月 26 日 

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

 

■発電事業を行っている（株）岐阜バイオマスパワー（岐阜）

と（株）バイオマスエナジー東海（同）が、再造林費の負担を

軽減する基金を造成。発電燃料として使用する未利用木材につ

いて各 20 円/t を拠出して基金を積み立て、森林所有者等に 5

万円/ha を助成する【林政ニュース：2019/03/12】 

http://www.j-fic.com/news/page/4 

 

■次世代型農業に取り組むベンチャー企業のグリーンラボ（株）

（福岡）、佐賀県佐賀市と進出協定を締結（3 月 12 日）。同社は

IoT を活用し、土を使わない縦置きのプランターに培養液を循

環させる水耕栽培でバジルなどを生産、販売している。佐賀市

は清掃工場と下水浄化センターに集まってくるごみや排水な

どのバイオマス資源をエネルギーとして循環させる事業を展

開しており、同社は藻類培養ハウスなどがあるこの地域に進出

し、その廃熱や CO2を利用してバジルの収量を高める。まず 4

棟（1 棟約 500 ㎡）建設して 5 月中旬から栽培を開始【日本経

済新聞：2019/03/12、グリーンラボ（株）】 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42363460S9A310C1L

X0000/?ct=ga 

http://green-lab.co.jp/pg44.html 

 

■兵庫県内の消費電力に占める再生可能エネルギー発電の比

率は 2017 年度で 8.6%と、2012 年度比で約 3 倍増。県温暖化

対策課によると、県内の再生エネ発電は年々増えており、2012

年度の 12 億 8,300 万 kWh から 5 年で 36 億 500 万 kWh に膨

らんだ。FIT などを背景に太陽光やバイオマスが伸びており、

県は今後も導入が広がるとみて 2030 年度に約 17%とする目標

を掲げる【ひょうご経済+：2019/03/12】 

https://www.kobe-

np.co.jp/news/keizai/201903/0012138381.shtml 

 

■フルハシ EPO（株）（愛知）が愛知県半田市で建設を進めてい

た愛知第七工場（半田）が完成。同社と中部電力グループの（株）

シーエナジー（愛知）が共同で設立。2019 年 10 月完成予定の

CEPO 半田バイオマス発電所（発電能力約 5 万 kW）に隣接して

おり、発電用のチップを製造する。平成 31 年 3 月 28 日産業

廃棄物処分業許可を取得し操業を開始。50,000t/年の木質バイ

オマス燃料供給を目指す。CEPO 半田バイオマス発電稼働まで

はバイオマスボイラ用燃料・製紙用チップ原料等として有効活

用する。投資額は十数億円【中部経済新聞：2019/03/13、フ

ルハシ EPO：2019/04/02、他】 

https://www.chukei-

news.co.jp/news/201903/13/articles_33412.php 

http://www.fuluhashi.co.jp/news/%e6%84%9b%e7%9f%a5%e7%ac

%ac%e4%b8%83%e5%b7%a5%e5%a0%b4%ef%bc%88%e5%8d%8a%e

7%94%b0%ef%bc%89%e3%81%8c%e8%a8%b1%e5%8f%af%e5%8f%

96%e5%be%97%e3%80%81%e6%93%8d%e6%a5%ad%e9%96%8b%e

5%a7%8b%e3%81%97%e3%81%be/ 

http://www.2684shigen.jp/handa/ 

 

■新日鉄住金エンジニアリング（株）（東京）、広畑バイオマス

発電（株）（兵庫）から兵庫県姫路市に計画する 75MW 級バイ

オマス専焼発電所建設工事と、同発電所の運転・保守業務を受

注したと発表（3 月 13 日）。運転開始は 2023 年 8 月を予定。

※同社は 4 月 1 日より「日鉄エンジ二アリング（株）」に社名

変更【産業新聞：2019/03/14】 

https://www.japanmetal.com/news-t2019031487212.html 

 

■川崎重工業（株）（東京）、韓国のエンジニアリング会社「三

千里 ES」を通じて同国大手製紙会社の全州製紙に大型ボイラを

納入したと発表（3 月 14 日）。引き渡したボイラは内部循環流

動床式ボイラ（ICFB）。ICFB の構造上の特徴により、ボイラ内の

伝熱管を腐食させる恐れのある塩素分や、カリウム・ナトリウ

ムなどのアルカリ成分を含む燃料を安定的かつ連続的に燃焼

させられるため、塩素分を多く含む廃棄物固形燃料やアルカリ

成分を多く含むバイオマス燃料も使用できる。ICFB から供給さ

れた蒸気と蒸気タービンで発電された電気は全州製紙の工場

設備の操業に使い、余剰電力については電力事業者に売る。バ

http://www.j-fic.com/news/page/4
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42363460S9A310C1LX0000/?ct=ga
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42363460S9A310C1LX0000/?ct=ga
http://green-lab.co.jp/pg44.html
https://www.kobe-np.co.jp/news/keizai/201903/0012138381.shtml
https://www.kobe-np.co.jp/news/keizai/201903/0012138381.shtml
https://www.chukei-news.co.jp/news/201903/13/articles_33412.php
https://www.chukei-news.co.jp/news/201903/13/articles_33412.php
http://www.fuluhashi.co.jp/news/%e6%84%9b%e7%9f%a5%e7%ac%ac%e4%b8%83%e5%b7%a5%e5%a0%b4%ef%bc%88%e5%8d%8a%e7%94%b0%ef%bc%89%e3%81%8c%e8%a8%b1%e5%8f%af%e5%8f%96%e5%be%97%e3%80%81%e6%93%8d%e6%a5%ad%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%97%e3%81%be/
http://www.fuluhashi.co.jp/news/%e6%84%9b%e7%9f%a5%e7%ac%ac%e4%b8%83%e5%b7%a5%e5%a0%b4%ef%bc%88%e5%8d%8a%e7%94%b0%ef%bc%89%e3%81%8c%e8%a8%b1%e5%8f%af%e5%8f%96%e5%be%97%e3%80%81%e6%93%8d%e6%a5%ad%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%97%e3%81%be/
http://www.fuluhashi.co.jp/news/%e6%84%9b%e7%9f%a5%e7%ac%ac%e4%b8%83%e5%b7%a5%e5%a0%b4%ef%bc%88%e5%8d%8a%e7%94%b0%ef%bc%89%e3%81%8c%e8%a8%b1%e5%8f%af%e5%8f%96%e5%be%97%e3%80%81%e6%93%8d%e6%a5%ad%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%97%e3%81%be/
http://www.fuluhashi.co.jp/news/%e6%84%9b%e7%9f%a5%e7%ac%ac%e4%b8%83%e5%b7%a5%e5%a0%b4%ef%bc%88%e5%8d%8a%e7%94%b0%ef%bc%89%e3%81%8c%e8%a8%b1%e5%8f%af%e5%8f%96%e5%be%97%e3%80%81%e6%93%8d%e6%a5%ad%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%97%e3%81%be/
http://www.fuluhashi.co.jp/news/%e6%84%9b%e7%9f%a5%e7%ac%ac%e4%b8%83%e5%b7%a5%e5%a0%b4%ef%bc%88%e5%8d%8a%e7%94%b0%ef%bc%89%e3%81%8c%e8%a8%b1%e5%8f%af%e5%8f%96%e5%be%97%e3%80%81%e6%93%8d%e6%a5%ad%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%97%e3%81%be/
http://www.2684shigen.jp/handa/
https://www.japanmetal.com/news-t2019031487212.html
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イオマス発電は世界各地で普及が進んでいるが、高品質の燃料

は需要が供給を上回り価格も上昇している。今後も安価な燃料

に対応できるボイラの引き合いが強まるとみられ、川重は販売

を強化する【日本経済新聞、日経 XTECH：2019/03/15】 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42487840U9A310C1X

A0000/?ct=ga 

https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/news/18/04426/ 

 

■イーレックス（株）（東京）と東京電力エナジーパートナー（株）

（東京）、以下「東電 EP」）が、小売電気事業を担う共同出資会

社「エバーグリーン・マーケティング（株）」を 3 月 29 日に設

立。新会社は全国の特別高圧・高圧の顧客を対象に 4 月から順

次営業を開始。加えて、これまで培ってきた小売電気事業者と

しての経験と地域に密着した営業力を活かし、電気はもとより、

省エネルギー・省コストに資する付加価値サービス及び RE100

企業向けの再生可能エネルギー電源による環境価値等を付加

したサービスを提供していく。出資比率はイーレックス 66％、

東電 EP34％【PR TIMES：2019/03/18】 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000029914.ht

ml 

 

■伊藤忠エネクス（株）（東京）と王子ホールディングス（株）

（東京）が、徳島県阿南市に出力 7 万 5,000kW のバイオマス

発電所を建設し、発電事業実施で合意したと発表。合弁発電事

業会社は、王子グリーンエナジー徳島（株）（東京）となり、資

本金は 1 億円で出資比率は王子 HD の 100％子会社の王子グリ

ーンリソース（株）（東京）が 80％、伊藤忠エネクスの 100％

子会社のエネクス電力（株）（東京）が 20％。徳島県阿南市の

王子製紙富岡工場内に発電所を建設。ボイラ工事を住友重機械

工業（株）（東京）、タービン工事は富士電機（株）（東京）が施

工。設備投資額は約 2,300 億円。年間発電量は一般家庭約 17

万世帯に相当する約 5 億 2 千万 kWh の見込み。2022 年 9 月運

転開始予定。発電した電力は FIT を活用して四国電力に売電す

る【電気新聞：2019/03/20、excite ニュース：2019/03/22、

建通新聞：2019/03/25】 

https://www.denkishimbun.com/archives/38786 

https://www.excite.co.jp/news/article/Leafhide_eco_news_eOHX

ZzHBky/ 

https://www.kentsu.co.jp/webnews/html_top/190322200011.h

tml 

 

■経産省資源エネルギー庁、3 月 19 日に開催した第 30 回総合

資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政

策小委員会制度検討作業部会で、「容量市場におけるバイオマ

ス混焼設備の扱いについて」議論。これまでは石炭混焼設備に

ついても、バイオマス燃焼分はバイオマス専焼設備をモデルと

して算定された調達価格で買い取りがされてきたが、調達価格

等算定委員会の検証により、石炭混焼設備はバイオマス専焼設

備を基にした価格区分の想定値よりも低い費用で事業が実施

できており、既に自立可能な水準に達していることが確認され

た。その結果石炭混焼設備については、「バイオマス燃料区分に

よって段階的に FIT 制度の新規認定対象から外れ、」二重払いを

さけるために「既に認定を受けている設備については、容量市

場に参加する場合は FIT 制度の対象から外れることとされた。」

事務局からは、FIT 制度の対象とされる期間内に認定を受けた

設備は、容量市場と FIT 制度どちらの適用を受けるか事業者が

選択することとしてはどうか、石炭以外の非バイオマス燃料と

の混焼設備については引き続き専焼設備と同等の取り扱いを

行うこととなったが、FIT による買取の対象となっているバイ

オマス発電部分以外の非バイオマス燃料による発電分につい

ては、容量市場からの支払いを受けることを認めてはどうか、

といった提案が出された【経産省資源エネルギー庁：

2019/03/19】 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryok

u_gas/seido_kento/030.html 

 

■熊本県八代市日奈久馬越町で木質バイオマス発電を始める

新会社「日奈久バイオマス」が 3 月 19 日、同市と立地協定を

締結。新会社は宮崎県の電気工事会社「イワハラ」の子会社で、

昨年 5 月に設立。ゴルフ練習場跡地約 1 万 7,000 ㎡を購入（一

部借り受け）し、昨年 9 月から発電所の建設を進めている。ガ

ス化発電方式で、出力 70kW の発電機を 25 台導入し、総出力

1,750kW。24 時間稼働で年間約 6 億円の売電を見込む。燃料と

なる木材チップの約 9 割は県産木材を使用。敷地内には果物を

栽培するビニールハウスや食品乾燥工場なども建設し、全体で

約 20 人を地元採用する計画。11 月操業開始予定【熊本日日新

聞：2019/03/20】 

https://this.kiji.is/483507398579848289?c=3138969603842

87841 

 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42487840U9A310C1XA0000/?ct=ga
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42487840U9A310C1XA0000/?ct=ga
https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/news/18/04426/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000029914.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000029914.html
https://www.denkishimbun.com/archives/38786
https://www.excite.co.jp/news/article/Leafhide_eco_news_eOHXZzHBky/
https://www.excite.co.jp/news/article/Leafhide_eco_news_eOHXZzHBky/
https://www.kentsu.co.jp/webnews/html_top/190322200011.html
https://www.kentsu.co.jp/webnews/html_top/190322200011.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/030.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/030.html
https://this.kiji.is/483507398579848289?c=313896960384287841
https://this.kiji.is/483507398579848289?c=313896960384287841


3 

 

■経産省資源エネルギー庁、発電設備の系統接続に関する様々

なルール・手続きに関する情報提供サイト「なるほど！グリッ

ド」サイトを新たに開設【経産省資源エネルギー庁：

2019/03/22】 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene

/grid/ 

 

■三重県紀北町上里坂ノ下でバイオマス発電所計画。小型木質

バイオマス発電事業で、出力は 450kW。一般家庭約 1000 世帯

分を発電する。近隣市町のスギやヒノキの丸太を買い取ってチ

ップにした後、チップをいぶした際に出るガスを使って発電す

る計画。3 月 24 日に同町上里の上里福祉会館で事業者による

住民説明会が開かれ、運営会社の（株）パワーエイト（三重）、

機械メーカーの新宮エネルギー（株）（大阪）、事業予定地の土

地所有者（株）エコリソース（愛知）の担当者 4 人、町職員、

住民らが出席。同事業は、民間の汚染土壌処理施設が上里地区

で計画され、住民の反対運動が起き、のちに町が建設を中止し

た施設を利用する。住民側からは質問や意見が相次ぎ、事業者

側は「説明会を重ねて住民の理解を得られるようにしたい」と

話した。稼働予定日は未定【伊勢新聞：2019/03/25】 

https://this.kiji.is/482716381259924577?c=3954674183946

2401 

 

■青森県平川市、東京都港区と再生可能エネルギーの活用に関

する協定を締結（3 月 25 日）。平川市内で津軽地方の間伐材と

りんごの剪定枝を使って発電している（株）津軽バイオマスエ

ナジーの電力を、市内小売り電気事業者の（株）津軽あっぷる

パワーが港区に電力供給する計画。4 月 1 日から区有施設の「麻

布図書館」と「生涯学習センター」に電力供給を開始。両地域

で、観光・産業等の再生可能エネルギーの活用以外の分野でも

連携事業の実施に向けて協議中【平川市：2019/03/25】 

https://www.city.hirakawa.lg.jp/jouhou/city_promotion/houdou/

201903_minatokukyoutei.html 

 

■中部電力（株）（愛知）、再生可能エネルギー「200 万 kW 以

上の新規開発（～2030 年頃）」を目標に掲げ、取り組みを加速

するため「再生可能エネルギーカンパニー」を 2019 年 4 月に

設置。3月 26日に発表した「2019年度経営課題への取り組み」

の中で示した。これまでスパークス・グループの「未来再エネ

ファンド」に 50 億円出資し、再生可能エネルギー分野に投資

するなどしてきたが、今後はさらに様々な企業と連携し、ファ

ンドへの出資等を通じた国内の再生可能エネルギー電源の開

発・普及に加え、地域レベルでの地産・地消モデルの実施・支

援等にも取り組んでいく。グループ全体で企業価値を持続的に

高める ESG 経営を推進する中、発電から販売に至るすべてのバ

リューチェーンで、あらゆる施策を講じて CO2排出量の削減に

取り組むことで、エネルギー自給率の向上と低炭素社会の実現

を目指す【中部電力（株）：2019/03/26、日本経済新聞：

2019/04/01】 

https://www.chuden.co.jp/corporate/publicity/pub_release/pres

s/3270578_21432.html 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43171980R00C19A40

00000/ 

 

■森林環境税を創設する法律「森林環境税法」が 3 月 27 日の

参院本会議で可決、成立。2024 年度から個人住民税に上乗せ

して 1 人当たり 1000 円を徴収する。私有林の面積や林業就業

者数などに応じて市町村に配り、間伐による林道整備や放置さ

れた森林の整備費用に充てる。2019 年度から徴収開始までの

5 年間は国の特別会計の借金を使い、森林環境譲与税として都

道府県や市町村に配分。2024 年度に森林環境税が創設された

後、一部の税収を借金返済に回す【日本経済新聞：2019/03/27】 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4298133027032019P

P8000/ 

 

■「但馬牛」などで知られる兵庫県養父市に、家畜のふん尿や

食品残渣を活用するバイオメタンガス発電所が完成。トーヨー

グループの（株）トーヨー養父バイオエネルギー（兵庫）、（株）

トーヨー建設（東京）、（株）トーヨーエネルギーソリューショ

ン（東京）が建設を進めてきた「トーヨーバイオメタンガス発

電所」で、2019 年 3 月 28 日に竣工式を開催。同発電所の出力

は 1,426kW、年間発電量は 1,200 万 kWh の見込みで、発電し

た電力は FIT を利用し売電する。一般にメタン発酵には向かな

いとされる鶏糞を、独自の技術でメタンガスの原料として利用

できるようにしたという。さらに事業の副産物として生成され

る消化液は、安価な有機質肥料として市内の農業で活用する計

画。今後は同発電所の隣接地にトマトを栽培する植物工場の建

設を予定しており、栽培に発電所の排熱を活用する方針で、こ

うした取り組みによって通年栽培を可能にし、養父市のブラン

ドトマトの確立を図る方針【トーヨーグループ、スマートジャ

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/grid/
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/grid/
https://this.kiji.is/482716381259924577?c=39546741839462401
https://this.kiji.is/482716381259924577?c=39546741839462401
https://www.city.hirakawa.lg.jp/jouhou/city_promotion/houdou/201903_minatokukyoutei.html
https://www.city.hirakawa.lg.jp/jouhou/city_promotion/houdou/201903_minatokukyoutei.html
https://www.chuden.co.jp/corporate/publicity/pub_release/press/3270578_21432.html
https://www.chuden.co.jp/corporate/publicity/pub_release/press/3270578_21432.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43171980R00C19A4000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43171980R00C19A4000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4298133027032019PP8000/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4298133027032019PP8000/
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パン：2019/03/29、トーヨーグループ：2019/03/11】 

http://toyo-group.com/inline.php?link=http://www.toyo-

group.com/wpimgs/2019/03/9f0ad409307c31f3d40e982fd3

3ebda1-1.pdf 

https://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1903/29/news

047.html 

http://toyo-group.com/news/post.php?no=3126 

 

■鳥取県の林業・木材産業・バイオマス発電事業者等の関係者

が相互に協力・連携し、森林資源の持続的循環利用を推進する

ため「鳥取県森林(もり)づくり協議会」を設立。3 月 18 日に設

立総会を開催。この総会で鳥取県森林組合連合会の前田幸己代

表理事会長が同協議会の会長に選出され、将来にわたる森林資

源の確保と県産材の安定供給に向け鳥取県と同協議会とが協

力・連携する「とっとりの森林（もり）づくり協定」を締結し

た【鳥取県：2019/3 月】 

https://www.pref.tottori.lg.jp/283932.htm 

 

■林野庁、「平成 31 年民間団体に対する林野庁補助事業の補助

金交付候補者について（第 1 回公募分）」を決定し、公表【林野

庁：2019/3 月】 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/supply/hojyo/attach/pdf/index-

11.pdf 

 

■資源エネルギー庁、2019 年 4 月 1 日より、固定価格買取制

度（FIT 法）の認定審査期間短縮を図るため、申請者の添付書類

が不足している場合などの対応について運用を変更。50kW 未

満の太陽光発電を除く各地方経済産業局における審査に関し

て標準処理期間を 3 カ月（バイオマス発電設備については 4 カ

月）としているが、主に「書類不足」が原因で一部の経済産業

局でこれを超過する状況が発生しているため。それを踏まえて、

（1）添付書類が不足している申請・届出の対応について、（2）

新規申請への接続同意書類の添付必須化について、運用変更し

ている。また現在の運用に基づいて認定された案件について、

新規認定後にトラブルや事業の開始が見込めなくなる案件が

多数報告されていることから、2019 年 6 月 1 日以降（3）「権

利者の証明書」の廃止について定め、当該期日以降は、停止条

件付の契約などを締結して認定申請を行うこととしている【環

境ビジネスオンライン：2019/04/03、資源エネルギー庁：

2019/04/01】 

https://www.kankyo-business.jp/news/022258.php 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene

/kaitori/dl/announce/20190401.pdf 

 

■（株）タクマ（兵庫）、（株）サラ（岡山）が推進する世界最

先端の施設園芸プロジェクト向けに建設を進めてきたバイオ

マス発電プラントを竣工・引渡しし、その O＆M（Operation & 

Maintenance）業務ならびに発電した電力の購入・供給業務を開

始したと発表。サラは岡山県笠岡湾の干拓地において、国内最

大規模となる 13ha の半閉鎖型グリーンハウスを用いた野菜栽

培とバイオマス発電プラントを組み合わせた施設園芸事業を

推進。2019 年４月より操業を開始しチェリートマト、パプリ

カ、リーフレタスの栽培と出荷を行っている。タクマはバイオ

マス発電プラントを同社へ納入し、また現在燃焼ガス浄化装置

を建設工事中で、これら設備は同社のグリーンハウスで必要と

なる電力や暖房・除湿冷房用の熱、野菜の生長促進用の二酸化

炭素を供給するバイオマストリジェネレーションシステムの

コア機能を担う。2019 年４月１日より 20 年間、グループ会社

で都市ごみ焼却施設等の運転・維持管理事業を行う（株）タク

マテクノス（東京）と共同で運転管理とメンテナンスを行う。

発電した電力は子会社の（株）タクマエナジー（兵庫）が購入

し、グリーンハウスのほか一部を笠岡市内の中学校に供給し、

地産地消を推進する計画。またタクマは、O＆M 等業務の開始

に際し、本プロジェクトのサポートならびにパートナーシップ

の強化を目的としてサラへの出資も行っている【（株）タクマ：

2019/04/01】 

https://www.takuma.co.jp/news/2019/20190401.html 

 

■（株）タケエイ（東京）、電力の小売事業を行うため、2019

年 4 月 1 日付で新電力会社「（株）横須賀アーバンウッドパワ

ー」（神奈川）を設立。現在発電所建設を進めている（株）横須

賀バイオマスエナジー（神奈川）は公園樹・街路樹の剪定枝を

主燃料とし、また一部助燃材として 建設系廃棄物に含まれる

廃プラスチック等を利用した「都市型バイオマス発電」事業で

あることから、今年秋の営業運転開始を前に横須賀市や神奈川

県内へ電力を供給するため新電力会社を設立した。売電開始時

期は横須賀バイオマスエナジーの事業開始と同時期の 2019 年

11 月の予定【（株）タケエイ：2019/04/01】 

https://ssl4.eir-parts.net/doc/2151/tdnet/1689204/00.pdf 

 

http://toyo-group.com/inline.php?link=http://www.toyo-group.com/wpimgs/2019/03/9f0ad409307c31f3d40e982fd33ebda1-1.pdf
http://toyo-group.com/inline.php?link=http://www.toyo-group.com/wpimgs/2019/03/9f0ad409307c31f3d40e982fd33ebda1-1.pdf
http://toyo-group.com/inline.php?link=http://www.toyo-group.com/wpimgs/2019/03/9f0ad409307c31f3d40e982fd33ebda1-1.pdf
https://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1903/29/news047.html
https://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1903/29/news047.html
http://toyo-group.com/news/post.php?no=3126
https://www.pref.tottori.lg.jp/283932.htm
http://www.rinya.maff.go.jp/j/supply/hojyo/attach/pdf/index-11.pdf
http://www.rinya.maff.go.jp/j/supply/hojyo/attach/pdf/index-11.pdf
https://www.kankyo-business.jp/news/022258.php
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20190401.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20190401.pdf
https://www.takuma.co.jp/news/2019/20190401.html
https://ssl4.eir-parts.net/doc/2151/tdnet/1689204/00.pdf
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■京セラコミュニケーションシステム（株）（京都）、100％再

生可能エネルギーゼロエミッション・データセンター設立に向

け、北海道石狩市と連携協定を締結（3 月 26 日）。同データセ

ンターは、自社で設置した太陽光発電設備（2MW）と風力発電

設備（2MW）、および近隣の提携バイオマス発電所を自営線で

結び、発電所から再エネ電力を直接供給する。AI を活用した需

給制御技術により再エネ電力を安定的に供給する。地域の特性

を生かして、夏場は冬に貯めた雪でサーバーを冷却する雪氷冷

房を備える。4 月に着工し、2021 年中に稼働開始する予定。太

陽光、風力、バイオマス発電と順次連系し、2022 年に再エネ

100％で稼働する計画【京セラコミュニケーションシステム

（株）：2019/04/02、メガソーラービジネス：2019/03/28】 

https://www.kccs.co.jp/news/info/2019/0402/ 

https://tech.nikkeibp.co.jp/dm/atcl/news/16/032812084/?ST

=msb 

 

■環境省、ESG 金融懇談会提言（2018 年 7 月取りまとめ）を

踏まえ、ESG地域金融の先行事例調査に関する検討会を開催し、

「事例から学ぶ ESG 地域金融のあり方～ESG 地域金融の普及

に向けて～」を取りまとめて公表。パリ協定や持続可能な開発

目標（SDGs）などを背景として、環境（Environment）、社会（Social）、

ガバナンス（Governance）を考慮した資金の流れが世界的にか

つ急速に広がっている。同事例集は、地域金融機関が環境・社

会へインパクトをもたらす事業に対し、ESG 要素を考慮した事

業性評価を行うきっかけとなり、事業者の収益向上、地域金融

機関のリスクの低減、機会の獲得、地域の持続可能な成長につ

ながることを目的としている。個別案件の先行事例として、島

根県江津市の「しまね森林発電」に関わる山陰合同銀行や秋田

県の秋田市向浜バイオマス発電所に関わる北都銀行等全国各

地の事例 8 件を紹介し、各取組効果について分析・整理してい

る【環境省：2019/04/04】 

https://www.env.go.jp/press/106663.html 

 

■（株）神鋼環境ソリューション（兵庫）、下関市上下水道局山

陰終末処理場消化ガス発電事業を 4 月 1 日に開始し、4 月 3 日

に開始式を実施したと発表。同社が山口合同ガス（株）（山口）、

ヤンマーエネルギーシステム（株）（大阪）と共同で山口県下関

市と「上下水道局山陰終末処理場消化ガス発電事業」に関する

事業契約を締結。山陰終末処理場内に発電設備を建設し、処理

場で発生する消化ガスを下関市から買い取り FIT の適用を受け

た民設民営の消化ガス発電事業を行うというもの。発電容量は

300kW（消化ガスエンジン 25kW×12 台）、年間発電量(最大)は

約 2,700,000kWh／年（一般家庭約 800 世帯相当）。事業期間は

2019 年 4 月 1 日～2039 年 3 月 31 日までの 20 年間【（株）神

鋼環境ソリューション：2019/04/04】 

http://www.kobelco-

eco.co.jp/topics/news/2019/20190404.html 

 

■東急不動産（株）（東京）とリニューアブル・ジャパン（株）

（同）は、再生可能エネルギー事業の領域において業務提携を

強化することと、リニューアブル・ジャパンが第三者割当増資

により発行する普通株式を東急不動産が追加で引き受けるこ

とについて 2019 年 3 月 29 日付で合意。両社は 2017 年 8 月

に業務提携し、北海道から九州まで太陽光発電の業務提携事業

の展開を図ってきた。また 2018 年に政府が「再生可能エネル

ギーの主力電源化」などを記載した第 5 次エネルギー基本計画

を閣議決定したことを受け、業務提携を一層強固なものとして

いくことに合意。今回の業務提携強化により、提携範囲を太陽

光発電事業に限定せず、洋上を含めた風力発電事業、バイオマ

ス発電事業、及び次世代再生可能エネルギー事業全般に拡大す

る【リニューアブル・ジャパン（株）：2019/04/05】 

http://www.rn-j.com/wp/wp-

content/uploads/2019/04/20190405.pdf 

 

■福岡県北九州市、CO2 削減と放置竹林対策を目的として、竹

などの地元産材を使った木質バイオマス熱供給事業を計画。

2018 年度に福岡県のエネルギー利用モデル構築促進事業の支

援を受けて実施（調査業務はエックス都市研究所が担当）した

事業構築可能性調査では実現可能との結果が出ており、2019

年度にも小規模施設での実証実験に着手する。市内の竹、木く

ず、廃木などを合わせた木質燃料材の供給可能量は約 6,000t/

年あると試算。ヒアリングした民間事業者から１MW 相当の熱

電併給施設や蒸気ボイラなどによる木質バイオマス燃料の利

用などの提案があり、こうした施設整備により供給側のエネル

ギー効率が向上して事業性が高まるため、まずは温浴施設や病

院などのボイラ設置施設で熱供給事業を導入する考え。将来的

に木質燃料材が安定した供給量を得ることができれば、バイオ

マス発電事業を実施する可能性があるとしている【建設通信新

聞：2019/04/10】 

https://www.kensetsunews.com/archives/308639 

https://www.kccs.co.jp/news/info/2019/0402/
https://tech.nikkeibp.co.jp/dm/atcl/news/16/032812084/?ST=msb
https://tech.nikkeibp.co.jp/dm/atcl/news/16/032812084/?ST=msb
https://www.env.go.jp/press/106663.html
http://www.kobelco-eco.co.jp/topics/news/2019/20190404.html
http://www.kobelco-eco.co.jp/topics/news/2019/20190404.html
http://www.rn-j.com/wp/wp-content/uploads/2019/04/20190405.pdf
http://www.rn-j.com/wp/wp-content/uploads/2019/04/20190405.pdf
https://www.kensetsunews.com/archives/308639
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■DSJ ホールディングス（東京）、パーム油生産過程の廃棄物を

無害化してバイオマス燃料を生産する事業で、マレーシアに進

出。4 月 5 日に同国ペラ州皇太子と基本合意書を締結。年内に

も燃料生産設備が稼働を始める予定。バイオマス燃料は日本や

中国、欧州など石炭火力発電所のある国々に販売する予定【電

気新聞：2019/04/10】 

https://www.denkishimbun.com/archives/39506 

 

■（株）NTT ファシリティーズ（東京）、（株）モリショウ（大

分）、TJ グループホールディングス（株）（大阪）及び前田商行

（株）（三重）は、フォレストエナジー（株）（東京）が和歌山

県新宮市において推進する木質バイオマス発電事業（新宮プラ

ント）に参画することを決定。新宮プラントは約 2 万 t/年の原

木を紀南地域から集材し、ウッドチップにして利用。オースト

リア Syncraft Engineering GmbH のガス化発電設備を 4 台設置

し、約 1,800kW の電気（約 3,900 世帯分）及び約 3,800kW の

熱を供給。想定年間発電量は約 1,428 万 kWh（一般家庭 3,900

世帯の年間使用電力量に相当）。新宮プラントの運営は新宮フ

ォレストエナジー合同会社が行う。2020 年 12 月頃商業運転開

始予定【（株）NTT ファシリティーズ：2019/04/11】 

https://www.ntt-f.co.jp/news/2019/190410-2.html 

 

■林野庁、2017 年の木材自給率を昨年 9 月 28 日に公表した

36.1％から 36.2％に 0.1 ポイント引き上げると４月２日に発表。

自給率の算定に使用している「木材統計」の確定値が出たこと

に伴い、再計算を行って修正したため【林政ニュース：

2019/04/11】 

http://www.j-fic.com/news/page/2 

 

■三重県名張市の NPO 法人赤目の里山を育てる会と錦生自治

協議会などが共同で、伐採木を燃料とする薪ボイラを使ってキ

クラゲを通年栽培。赤目の里山を育てる会は 1996 年に発足し、

これまでに約 30ha で里山保全の活動を継続。福祉施設の「赤

目の森作業所」の利用者は、伐採木を利用したシイタケやシメ

ジなどの栽培、出荷などに携わってきた。キクラゲの栽培は夏

だけ行っていたが、昨年 7 月から薪ボイラと栽培室（約 16 ㎡）

を設置。コナラやクヌギなど近隣の伐採木を燃料にし、栽培室

は季節にかかわらず室温 25～30 度、湿度 100％を維持。2 月

末に入れた菌床が 3 月末から収穫できるようになり、主に伊賀

地域のスーパーや直売所などで 1 パック（70～80ｇ）220 円で

販売されている。約 6t/年出荷する見込み【産経新聞：

2019/04/11】 

https://www.sankei.com/region/news/190411/rgn190411001

1-n1.html 

 

■丸紅（株）（東京）、中部電力（株）（愛知）、長野県伊那市の

三者で 4 月 16 日、丸紅が昨年 6 月に設立した「丸紅伊那みら

いでんき」（伊那市）の電力小売り事業を中心とした地域密着型

ビジネスに関する株主間協定を締結。出資比率は丸紅 56%、中

電 34%、市 10%。丸紅は 2000 年から子会社の三峰川電力（株）

（伊那市）を通じて伊那市内で小水力発電所を運営。丸紅伊那

みらいでんきは当面三峰川電力から供給を受け、5 月から市が

所有する施設への電力供給を始める予定。上伊那広域連合が同

市富県で運営する新ごみ処理施設「上伊那クリーンセンター」

で発電した電気を買い取ることも検討。また小水力やバイオマ

ス発電所を新設する構想もあり、雇用の創出を目指す【Nagano 

Nippo Web、信濃毎日新聞：2019/04/17】 

http://www.nagano-np.co.jp/articles/46903 

 

■九州電力（株）（福岡）、豪州ビクトリア州政府と木質バイオ

マス資源を利用した技術開発及び利活用に関する覚書を締結。

同社は 2018 年 10 月から NEDO の委託事業として、日鉄エン

ジニアリング（株）（東京）とバイオマス混合新燃料の実用化に

向けた研究を進めている。その材料となる木質バイオマス資源

が豊富な同州と連携を深め、新燃料開発を加速させる。将来的

には新燃料を国内の石炭火力発電所で混焼することで、CO2 排

出抑制にもつなげていきたい考え【九州電力（株）：2019/04/18、

電気新聞：2019/04/19】 

http://www.kyuden.co.jp/press_h190418b-1.html 

https://www.denkishimbun.com/archives/39839 

 

■日本一の木炭生産地・岩手県を代表する谷地林業が４月から

生産能力を 1.7 倍に増大。同社は、独自の構造を持つ 1.5～2.0

ｔクラスの岩手大量窯を７基保有しているが、新たに５基を増

設して 12 基体制に拡充した【林政ニュース：2019/04/18】 

http://www.j-fic.com/news 

 

 

 

https://www.denkishimbun.com/archives/39506
https://www.ntt-f.co.jp/news/2019/190410-2.html
http://www.j-fic.com/news/page/2
https://www.sankei.com/region/news/190411/rgn1904110011-n1.html
https://www.sankei.com/region/news/190411/rgn1904110011-n1.html
http://www.nagano-np.co.jp/articles/46903
http://www.kyuden.co.jp/press_h190418b-1.html
https://www.denkishimbun.com/archives/39839
http://www.j-fic.com/news


7 

 

 

２．ペレット関連情報                                                 

 

■長野県伊那市で移転新築を進めていた高遠保育園が竣工。新

園舎の敷地面積は約 5,000 ㎡。建物は鉄骨平屋建て、延べ床面

積は約 1,200 ㎡。内装に地元産のヒノキなど木材をふんだんに

使い、全保育室にエアコンを完備。環境に配慮し、木質ペレッ

トボイラや太陽光発電を設置。定員は 120 人。総事業費は約 6

億 7,000 万円。新園舎は 4 月の入園式から使用する【Nagano 

Nippo Web：2019/03/18】 

http://www.nagano-np.co.jp/articles/45670 

 

■熊本県、豊田通商（株）（愛知）子会社の（株）エネ・ビジョ

ン（愛知）が熊本県八代市に国内最大級の木質バイオマス発電

施設を建設すると発表（3 月 20 日）。熊本県と八代市が同日ま

でにエネ・ビジョンと立地協定を締結。同社は八代港にある約

6 万 6,000 ㎡の用地を確保。発電出力は 7 万 5,000kW、年間の

発電量は約 5 億 kWh で 10 万～12 万世帯の消費電力をまかな

える。燃料は、米国やカナダから八代港に輸入する木質ペレッ

ト、熊本県産木材の未利用材など残材を使う。約 40 万 t/年を

使ううち、熊本県産は当初の約 3 万 t から徐々に増やしていく

という。総事業費は約 300 億～400 億円の見込み。2020 年 3 月

に着工し、2023 年 1 月発電を始める予定【日本経済新聞：

2019/03/20】 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42715490Q9A320C1L

X0000/?ct=ga 

 

■イーレックス（株）（東京）、バイオマス発電用にロシアから

木質ペレットを輸入へ。極東地域の発展を国家の最優先課題と

位置づけているロシアのプーチン政権が、極東への投資を呼び

かける会合を 3 月 20 日にウラジオストクで開催し、日本や中

国などから 12 社が参加。このうちイーレックスがロシア極東

の間伐材や木くずなどを固めた木質ペレットを 200万 t/年ロシ

アから輸入し、バイオマス発電に利用するとしてロシア側と覚

書を締結（3 月 20 日）。ロシア側は 105 億円余りの投資が見込

まれることに。イーレックスは 2018 年 8 月 15 日に同社 HP 上

で「FIT を利用しない、競争力を源泉とする経済的に自立した

大型バイオマス発電事業の構築を進めるべく、検討に入ってい

る」とコメントしており、今回の覚書締結はその一連の流れの

中で行ったとしている。また、ロシアから最も近い立地の優位

性と、花角新潟県知事から積極的な招致をうけていた事もあり、

3 月 27 日に同知事に対し状況を報告。今後、大規模バイオマス

発電所建設の候補地の１つとして新潟県での検討を開始する

とも発表【NHK NEWS WEB：2019/03/21、イーレックス（株）：

2019/03/28】 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190321/k1001185560100

0.html 

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

content/uploads/2019/02/Niigata_Attraction_v3.pdf 

 

■富山県高岡市の伏木万葉ふ頭に建設される木質バイオマス発

電所の工事が始まり、3 月 22 日に現地で安全祈願祭を実施。発

電所の出力は 5 万 1,500kW、総事業費は約 300 億円。2021 年

春の完成を予定し、試運転を経て同年秋の稼働を目指す。エク

イスバイオエネルギー（株）（東京）が 2018 年 10 月に発表し

たプレスリリースによると、県から取得した約 4 万 5,000 ㎡に

発電設備が入ったタービン棟のほか、管理棟、燃料倉庫 2 棟な

どを整備するもので、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

ツ社製（オーストリア）、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。主燃料は森林認証を取得してい

るもののみを使用している輸入木質ペレットで、国内大手総合

商社と運転開始後 20 年間に渡る燃料供給契約を締結済。オペ

レーションおよ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）社と業務委託契約を締結。発電した電力

は FIT を通じ 24 円/kWh にて北陸電力（株）（富山）に販売。同

事業は三井住友信託銀行および新生銀行を中心とした 9 行と、

約 250 億円のノンリコースローンに関する契約を締結してお

り、また燃料供給契約に基づく為替予約も実施しているとのこ

と【北日本新聞社：2019/03/23、エクイスバイオエネルギー

（株）：2018/10/01】 

http://webun.jp/item/7549993 

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

 

■（一社）「えねこや」（東京）、太陽光発電パネルと蓄電池で電

気を自給自足する木製のトレーラーハウス「移動式えねこや」

の製作プロジェクトを進行中。同団体は福島第一原発事故をき

http://www.nagano-np.co.jp/articles/45670
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42715490Q9A320C1LX0000/?ct=ga
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42715490Q9A320C1LX0000/?ct=ga
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190321/k10011855601000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190321/k10011855601000.html
https://www.erex.co.jp/news/wp-content/uploads/2019/02/Niigata_Attraction_v3.pdf
https://www.erex.co.jp/news/wp-content/uploads/2019/02/Niigata_Attraction_v3.pdf
http://webun.jp/item/7549993
http://equisbioenergy.com/ja/press-release-jp/
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っかけに、原発のない暮らしを目指す活動の中で出会った市民

が集まり、2016 年に設立。現在取り組んでいるプロジェクトは、

より多くの人に自然エネルギーでの生活を体験してもらうた

めの「移動式えねこや」を製作するもの。自動車でけん引する

ためのシャーシ（タイヤ付きスチール製車台）の上に、ソーラ

ーパネルや小型蓄電池付きで電力を自給自足し、夏はエアコン、

冬はペレットストーブを使う約 5 畳の木造小屋を建築する。そ

の材料費の一部をクラウドファンディングによる支援で募り、

小屋の組み立てや太陽光発電パネルの設置などを行う小屋づ

くりワークショップへの参加券を返礼品の一つとして用意。完

成した「動くおうち」は地域や学校などでのエネルギー教室、

カフェ、ミニシアターなど半公共空間として広くアイデアを募

り活用していく予定【調布経済新聞：2019/03/27】 

https://chofu.keizai.biz/headline/2879/ 

 

■関西電力（株）（大阪）、福島県いわき市で「エイブルエナジ

ー合同会社」が行う、バイオマス発電事業へ出資参画すること

を決定。50%の出資で、出資額は非公表。発電所は福島県いわ

き市好間工業団地内に建設し、燃料は海外バイオマス燃料（木

質ペレット）。定格出力は 112,000kW で、発電電力量は約 7 億

7,000 万 kWh/年。住友重機械工業（株）（東京）がエイブルエ

ナジー合同会社よりバイオマス発電設備を受注し、同社グルー

プが国内外で 490 缶以上の実績を持つ「循環流動層（CFB）ボ

イラ」を採用する。2020 年 1 月着工、2022 年 4 月営業運転開

始を目指す【関西電力（株）、住友重機械工業（株）：2019/03/28、

日刊工業新聞：2019/03/29】 

https://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2019/0328_2j.html 

http://www.shi.co.jp/info/2018/6kgpsq00000087e0.html 

https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00511456 

 

■東洋エンジニアリング（株）（千葉）、石狩新港新エネルギー

発電合同会社（北海道）が北海道石狩市に計画するバイオマス

発電所建設プロジェクトを受注。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、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。発電出力 51.5MW の蒸気タービン、発電

機、周辺機器はシーメンス（株）（東京）に発注。燃料は輸入バ

イオマス燃料である木質ペレットと PKS。同社が取組むバイオ

マス専焼発電所としては、第 4 号目の案件。2022 年完成予定

【東洋エンジニアリング（株）：2019/03/26、シーメンス（株）：

2019/04/01】 

https://www.toyo-eng.com/jp/ja/company/news/?n=693 

https://new.siemens.com/jp/ja/kigyou-jouhou/press/pr-skk-

20190401.html 

 

■岐阜県郡上市の長良川鉄道美濃白鳥駅で、駅舎待合スペース

に今冬、ペレットストーブがお目見え。駅舎にはそれまで暖房

器具はなく、雪の日に列車を待つ子どもたちの姿を見かねて地

元自治会や企業が協力して設置。設置されたのは（株）奥美濃

プロデュース（岐阜）が自社開発したペレットストーブ「Lucia

（ルチア）」で、同社が１月下旬から無償で貸し出し、設置工事

も行うなど全面的に協力した。燃料の木質ペレットの費用は白

鳥自治会、白鳥駅前発展会、市商工会白鳥支部、白鳥観光協会

などが負担。4 月下旬にも取り外し、来冬にまた取り付ける予

定【岐阜新聞：2019/04/07】 

https://www.gifu-np.co.jp/news/20190407/20190407-

128104.html 

 

■（株）レノバ（東京）、4 月 11 日付で静岡県環境影響評価条

例に基づき、「(仮称)御前崎港バイオマス発電事業環境影響評価

書」及びこれを要約した「要約書」を静岡県に提出。あわせて

評価書及び要約書の縦覧を関係地域の 7 カ所で実施。同事業は

御前崎港に面した遊休港湾用地を活用し、出力 74,950kW 規模

のバイオマス発電事業を行うもので、燃料には木質ペレットや

木質チップ、PKS 等を使う予定。関係地域での縦覧および同社

サイトでの評価書の公表・電子縦覧期間は 4 月 12 日～5 月 12

日まで【（株）レノバ：2019/04/12】 

https://www.renovainc.com/omaezakikou_biomass_EIA_2019.html 

 

■4 月 16 日午前 2 時頃、神奈川県川崎市川崎区扇町の東洋埠

頭の倉庫内にある発電会社「（株）京浜バイオマスパワー」の燃

料搬送設備から出火し、倉庫約 1 万 5000 ㎡等が焼損。消防な

どによると、敷地内にはバイオマス発電施設があり、ベルトコ

ンベヤー（高さ約 10～15m、幅約 2m、長さ約 500m）で木材

の切りくずなどでできた固形燃料を船から運ぶ仕組みだった

が、当時は稼働していなかった。固形燃料から出火したとみて、

詳しい原因を調べている。京浜バイオマスパワーは、2011 年に

閉鎖した京浜製油所扇町工場の跡地の一部を活用して出光興

産（株）（東京）が建設した京浜バイオマス発電所の運営会社。

同発電所の出力は 4.9 万 kW、燃料は木質ペレットや PKS を使

https://chofu.keizai.biz/headline/2879/
https://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2019/0328_2j.html
http://www.shi.co.jp/info/2018/6kgpsq00000087e0.html
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00511456
https://www.toyo-eng.com/jp/ja/company/news/?n=693
https://new.siemens.com/jp/ja/kigyou-jouhou/press/pr-skk-20190401.html
https://new.siemens.com/jp/ja/kigyou-jouhou/press/pr-skk-20190401.html
https://www.gifu-np.co.jp/news/20190407/20190407-128104.html
https://www.gifu-np.co.jp/news/20190407/20190407-128104.html
https://www.renovainc.com/omaezakikou_biomass_EIA_2019.html
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用。2015 年 11 月 2 日より稼働。出光興産の発表によると、「燃

料棟内の燃料への延焼により白煙が発生」しており、「燃焼して

いる燃料は木質ペレットおよびパームヤシ種殻」とのこと。4 月

19 日 14 時時点で公設消防から鎮火は宣言されておらず、火災

発生原因を調査中。負傷者はおらず、顧客への電力供給は代替

調達により影響なしとのこと【日刊スポーツ：2019/04/16、出

光興産（株）：2019/04/19】 

https://www.nikkansports.com/general/news/20190416000026

5.html 

https://www.idss.co.jp/content/100023812.pdf 

 

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 

 

■群馬県上野村「第 33 回十石市＆第 21 回～創造の森～木工

フェスティバル」 

月日 2019 年 5 月 4 日（土）～5 日（日） 

場所 十石市：芝生広場、木工フェスティバル：河川敷（群

馬県上野村内） 

http://www.uenomura.jp/2019/04/jukkokuichi2019.html 

 

■（株）札幌副都心開発公社、北海道「『木育ってなんだ！』

新さっぽろもくもくフェスティバル」 

月日 2019 年 5 月 5 日（日）～6 日（月） 

場所 サンピアザ光の広場（北海道札幌市） 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/sky/mokuiku/pr/31sunpizza_

ol_light.pdf 

 

■NPO 法人農都会議 5 月勉強会「森林環境税どう使う？ 林道

整備の方向性 ～山から木を出す施策・新技術と路網整備を

考える」 

月日 2019 年 5 月 9 日（木） 

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/ 

 

■グリーンピープルズパワー(GPP)「GPP 応援フェス！気候変

動アクション学習会」 

月日 2019 年 5 月 10 日（金） 

場所 地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）（東京都渋

谷区） 

https://gpp-event.blogspot.com/2019/02/gppfes.html 

 

■国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 平

成 31 年度（前期）森林講座「樹木の葉に隠された巧妙な仕組

み」 

月日 2019 年 5 月 11 日（土） 

場所 国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所

多摩森林科学園（東京都八王子市） 

http://www.ffpri.affrc.go.jp/news/2019/20190306shinrinkouza

/index.html 

 

■みどりの感謝祭運営委員会「みどりとふれあうフェスティ

バル」 

月日 2019 年 5 月 11 日（土）～12 日（日） 

場所 東京都立日比谷公園にれの木広場等（東京都千代田

区） 

http://midorinokanshasai.com/index.html 

 

■（特非）気候ネットワークフォーラム「2050 年脱炭素ビジ

ョンを語る〜IPCC の科学とパリ協定〜」 

月日 2019 年 5 月 12 日（日） 

場所 メルパルク京都会議場 C（京都府京都市） 

https://www.kikonet.org/event/2019-05-12/ 

 

■農水省「気候変動に対応する農業技術国際シンポジウム

『地球規模で考える気候変動と農山漁村』」 

月日 2019 年 5 月 13 日（月）～15 日（水） 

場所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール（滋賀県大津市） 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/190222_8.html 

 

◎10th Biomass Pellets Trade & Power 

月日 2019 年 5 月 13 日（月）～16 日（木） 

https://www.nikkansports.com/general/news/201904160000265.html
https://www.nikkansports.com/general/news/201904160000265.html
https://www.idss.co.jp/content/100023812.pdf
http://www.uenomura.jp/2019/04/jukkokuichi2019.html
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/sky/mokuiku/pr/31sunpizza_ol_light.pdf
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/sky/mokuiku/pr/31sunpizza_ol_light.pdf
http://blog.canpan.info/bioenergy/
https://gpp-event.blogspot.com/2019/02/gppfes.html
http://www.ffpri.affrc.go.jp/news/2019/20190306shinrinkouza/index.html
http://www.ffpri.affrc.go.jp/news/2019/20190306shinrinkouza/index.html
http://midorinokanshasai.com/index.html
https://www.kikonet.org/event/2019-05-12/
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/190222_8.html
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場所 東京マリオットホテル（東京都品川区） 

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

 

■（一社）日本木材学会「産学官連携推進シンポジウム 地

球環境保全に貢献する森林・木材利用 〜新時代の幕開け

〜」 

月日 2019 年 5 月 14 日（火） 

場所 東京大学農学部弥生講堂・一条ホール（東京都文京

区） 

http://www.jwrs.org/events/event.html 

 

■（株）新社会システム総合研究所「東北電力株式会社 送

配電カンパニー 再エネ連系拡大に向けた課題と最新の取り

組み」 

月日 2019 年 5 月 15 日(水) 

場所 紀尾井フォーラム（東京都千代田区） 

http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_19189.html 

 

◎固体バイオ燃料国際規格化研究会「設立総会」「固体バイオ

燃料国際規格化シンポジウム」 

月日 2019 年 5 月 17 日（金） 

場所 リロの会議室「銀座中央通り」（東京都中央区） 

https://solidbiofuelsforum.wixsite.com/symposium2019 

 

■JPI（日本計画研究所）「次世代のエネルギーシステムはこう

なる エネルギーのトリプル・トランスフォーメーション 

個別需要に対応した超分散化 バイオマス起点の気体燃料シ

ステム データ活用による産業スコープ拡大」 

月日 2019 年 5 月 17 日（金） 

場所 JPI カンファレンススクエア（東京都港区） 

https://www.jpi.co.jp/seminar/14522 

 

■Protect Our Winters Japan、他「気候変動＆地域経済シンポ

ジウム『－ 雪を守る、白馬で滑り続ける －地域を豊かにす

る山岳リゾートを目指して』」 

月日 2019 年 5 月 18 日（土） 

場所 白馬ウィング 21 文化ホール（長野県北安曇郡白馬村） 

http://www.shin-ene.net/information/4667 

 

■NPO 法人バイオマス産業社会ネットワーク（BIN）第 183 回

研究会「持続可能な開発目標（SDGs）とバイオマス利用（仮

題）」 

月日 2019 年 5 月 21 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/ 

 

■JPI（日本計画研究所）「（一財）電力中央研究所 石炭火力

のバイオマス混焼の現状と高混焼率利用を目指したバイオマ

ス炭化技術への取組み」 

月日 2019 年 5 月 21 日（火） 

場所 港区南麻布/JPI カンファレンススクエア（東京都港

区） 

https://www.jpi.co.jp/seminar/14540 

 

■ESRI ジャパン（株）「第 15 回 GIS コミュニティフォーラ

ム」 

月日 2019 年 5 月 23 日（木）～24 日（金）（プレフォーラ

ム・セミナー 22 日（水）） 

場所 東京ミッドタウン 六本木 ホール＆カンファレンス

（東京都港区） 

https://www.esrij.com/news/details/116020/ 

 

■岩手･木質バイオマス研究会第 14 回定例セミナー「日本と

オーストリアにおける林業と木質バイオマス利用」 

月日 2019 年 5 月 24 日（金） 

場所 アイーナ 7 階  県立大学アイーナキャンパス学習室 4

（岩手県盛岡市） 

https://wbiwate.jimdo.com/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3

%E3%83%88%E6%83%85%E5%A0%B1/ 

 

■長野県松本市「松本地域における木質バイオマス利用に関

するシンポジウム / 竜島温泉せせらぎの湯チップボイラー完

成見学会」 

月日 2019 年 5 月 25 日（土） 

場所 松本市波田公民館 2F 大会議室（長野県松本市） 

http://www.city.matsumoto.nagano.jp/shisei/kankyojoho/earth/

torikumi/mokushitu_riyou.html 

 

■（株）新社会システム総合研究所「脱炭素化を実現するエ

ネルギー電化によるイノベーション」 

https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=190501&
http://www.jwrs.org/events/event.html
http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_19189.html
https://solidbiofuelsforum.wixsite.com/symposium2019
https://www.jpi.co.jp/seminar/14522
http://www.shin-ene.net/information/4667
http://www.npobin.net/apply/
https://www.jpi.co.jp/seminar/14540
https://www.esrij.com/news/details/116020/
https://wbiwate.jimdo.com/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E6%83%85%E5%A0%B1/
https://wbiwate.jimdo.com/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E6%83%85%E5%A0%B1/
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/shisei/kankyojoho/earth/torikumi/mokushitu_riyou.html
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/shisei/kankyojoho/earth/torikumi/mokushitu_riyou.html
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月日 2019 年 5 月 28 日(火)  

場所 SSK セミナールーム（東京都港区） 

http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_19173.html 

 

■（一社）コンサベーション・インターナショナル・ジャパ

ン「世界の SATOYAMA を知る、持続可能な開発を考える」 

月日 2019 年 5 月 29 日（水） 

場所 地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）（東京都渋

谷区） 

https://www.conservation.org/global/japan/Pages/gef-

s.seminar2019spring.aspx  

 

■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/ 

 

◎日本ペレットストーブ工業会「第 1 回ジャパン・ペレット

ストーブ・ショー」 

月日 2019 年 6 月 6 日（木） 

場所 総曲輪グランドプラザ（富山県富山市） 

https://sancoh.toyama.jp/inf.html#if2 

 

■NPO 法人農都会議 2019 年度総会記念講演会「『シュタット

ベルケ研究』―地域エネルギー・インフラサービス会社の課

題と実現方法を考える―」 

月日 2019 年 6 月 11 日（火） 

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/254 

 

■国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 平

成 31 年度（前期）森林講座「地形から高尾の山の成り立ちを

考える」 

月日 2019 年 6 月 14 日（金） 

場所 国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所

多摩森林科学園（東京都八王子市） 

http://www.ffpri.affrc.go.jp/news/2019/20190306shinrinkouza

/index.html 

 

■NPO 法人バイオマス産業社会ネットワーク（BIN）第 184 回

研究会「バイオマス利用の動向 2018 年～2019 年」 

月日 2019 年 6 月 19 日（水） 

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.geoc.jp/rashinban/event_detail_36868.html 

 

■NPO 法人市民電力連絡会「SDGs で考える〜持続可能な再生

可能エネルギーとは？」 

月日 2019 年 6 月 22 日（土） 

場所 地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）（東京都渋

谷区） 

http://www.geoc.jp/rashinban/event_detail_36880.html 

 

■バイオマスエキスポ実行委員会「バイオマスエキスポ 2019

九州」 

月日 2019 年 6 月 26 日（水）～27 日（木） 

場所 マリンメッセ福岡（福岡県福岡市） 

https://www.biomassexpo.info/ 

 

■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/ 

 

■国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 平

成 31 年度（前期）森林講座「殺して活かす、ニホンジカ ―

捕獲個体から得られるアレコレ―」 

月日 2019 年 7 月 19 日（金） 

場所 国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所

多摩森林科学園（東京都八王子市） 

http://www.ffpri.affrc.go.jp/news/2019/20190306shinrinkouza

/index.html 

 

◎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/ 

http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_19173.html
https://www.conservation.org/global/japan/Pages/gef-s.seminar2019spring.aspx
https://www.conservation.org/global/japan/Pages/gef-s.seminar2019spring.aspx
https://www.biomassexpo.info/expo/
https://sancoh.toyama.jp/inf.html#if2
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/254
http://www.ffpri.affrc.go.jp/news/2019/20190306shinrinkouza/index.html
http://www.ffpri.affrc.go.jp/news/2019/20190306shinrinkouza/index.html
http://www.geoc.jp/rashinban/event_detail_36868.html
http://www.geoc.jp/rashinban/event_detail_36880.html
https://www.biomassexpo.info/
http://www.renewableenergy.jp/
http://www.ffpri.affrc.go.jp/news/2019/20190306shinrinkouza/index.html
http://www.ffpri.affrc.go.jp/news/2019/20190306shinrinkouza/index.html
http://www.forestrise.jp/
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■（一社）日本エネルギー学会「第 28 回日本エネルギー学会

大会」 

月日 2019 年 8 月７日(水)～8 日(木)、9 日（金）はテクニカ

ルツアー 

場所 関西大学千里山キャンパス（大阪府吹田市） 

https://www.jie.or.jp/publics/index/664/ 

 

■国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 平

成 31 年度（前期）森林講座「火に負けない木づかい」 

月日 2019 年 9 月 13 日（金） 

場所 国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所

多摩森林科学園（東京都八王子市） 

http://www.ffpri.affrc.go.jp/news/2019/20190306shinrinkouza

/index.html 

 

◎リードエグジビションジャパン（株）「国際バイオマス展

（関西展）」 

月日 2019 年 9 月 25 日（水）～27 日（金） 

場所 インテックス大阪（大阪府大阪市住之江区） 

https://www.bm-expo.jp/ja-jp.html 

 

◎（一社）日本木工機械工業会「日本木工機械展/ウッドエコ

テック 2019」 

月日 2019 年 10 月 3 日（木）～6 日（日） 

場所 ポートメッセなごや「名古屋市国際展示場」（愛知県名

古屋市） 

https://mokkiten.com/ 

 

■国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 平

成 31 年度（前期）森林講座「放射能に汚染されたシイタケ原

木林の利用再開に向けて」 

月日 2019 年 10 月 11 日（金） 

場所 国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所

多摩森林科学園（東京都八王子市） 

http://www.ffpri.affrc.go.jp/news/2019/20190306shinrinkouza

/index.html 

 

■びわ湖環境ビジネスメッセ実行委員会「びわ湖環境ビジネ

スメッセ 2019」 

月日 2019 年 10 月 16 日（水）～ 10 月 18 日（金） 

場所 長浜バイオ大学ドーム（滋賀県長浜市） 

http://www.biwako-messe.com/ 

 

◎（一社）日本能率協会「Japan Home & Building Show 2019

内、第 41 回ジャパンホームショー」 

月日 2019 年 11 月 13 日（水）～15 日（金） 

場所 東京ビッグサイト 西 1・2・3・4 ホール（東京都江東

区） 

https://www.jma.or.jp/homeshow/ 

 

■日本経済新聞社文化事業局イベント事業部「エコプロ

2019」 

月日 2019 年 12 月 5 日（木）～7 日（土） 

場所 東京ビッグサイト西・南ホール（東京都江東区） 

http://eco-pro.com/2018/outline/001304.html 

 

◎リードエグジビションジャパン「スマートエネルギーWeek

内バイオマス展」【東京展】 

月日 2020 年 2 月 26 日（水）～28 日（金） 

場所 東京ビッグサイト（東京都江東区） 

https://www.bm-expo.jp/ja-jp.html 

 

■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 NEW 環境展」「2020 地球温暖化

防止展」 

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/ 

 

◎リードエグジビションジャパン「スマートエネルギーWeek

内バイオマス展」【関西展】 

月日 2020 年 9 月 9 日（水）～11 日（金） 

場所 インテックス大阪（大阪府大阪市） 

https://www.jie.or.jp/publics/index/664/
http://www.ffpri.affrc.go.jp/news/2019/20190306shinrinkouza/index.html
http://www.ffpri.affrc.go.jp/news/2019/20190306shinrinkouza/index.html
https://www.bm-expo.jp/ja-jp.html
https://mokkiten.com/
http://www.ffpri.affrc.go.jp/news/2019/20190306shinrinkouza/index.html
http://www.ffpri.affrc.go.jp/news/2019/20190306shinrinkouza/index.html
http://www.biwako-messe.com/
https://www.jma.or.jp/homeshow/
http://eco-pro.com/2018/outline/001304.html
https://www.bm-expo.jp/ja-jp.html
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1627880
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1627880
http://www2.nippo.co.jp/stop-ondanka18/
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https://www.bm-expo.jp/ja-jp.html 

 

◎リードエグジビションジャパン「スマートエネルギーWeek

内バイオマス展」【東京展】 

月日 2021 年 3 月 3 日（水）～5 日（金） 

場所 東京ビッグサイト（東京都江東区） 

https://www.bm-expo.jp/ja-jp.html 

 

■日報ビジネス（株）「2021 NEW 環境展」「2021 地球温暖化

防止展」 

月日 2021 年 5 月 

場所 東京ビッグサイト（東京都江東区） 

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

 

◎リードエグジビションジャパン「スマートエネルギーWeek

内バイオマス展」【関西展】 

月日 2021 年 9 月 29 日（水）～10 月 1 日（金） 

場所 インテックス大阪（大阪府大阪市） 

https://www.bm-expo.jp/ja-jp.html 

 

 

４．イベント情報（海外）                                               

 

◆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/ 

 

◆日本エネルギー学会「欧州小型バイオマスガス化発電ツアー」

/「EU-Japan Biomass Seminar」 

月日・場所  

ツアー：2019 年 5 月 23 日（木）～24 日（金）、ボルツァーノ

（イタリア） 

セミナー：2019 年 5 月 27 日（月）、リスボン（ポルトガル） 

https://www.jie.or.jp/publics/index/699/ 

 

◆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 

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/ 

https://www.bm-expo.jp/ja-jp.html
https://www.bm-expo.jp/ja-jp.html
https://www.nippo.co.jp/n-expo019/index.htm
https://www.bm-expo.jp/ja-jp.html
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/
https://www.jie.or.jp/publics/index/699/
http://www.eubce.com/
http://www.ligna.de/home
http://www.asew-expo.com/
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◆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/ 

 

◆11th ASIA Sustainable Oil Palm Summit  

月日 2019 年 7 月 2 日（火）～3 日（水） 

場所 ジャカルタ（インドネシア） 

https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=190717& 

 

◆INDO RENERGY 2019 Expo & Forum 

月日 2019 年 7 月 17 日（水） ～ 7 月 19 日（金） 

場所 ジャカルタ（インドネシア） 

http://www.indorenergy.com/ 

 

◆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/ 

 

◆Advanced Biofuels Conference 

月日 2019 年 9 月 17 日（火）～19 日（木） 

場所 ストックホルム（スウェーデン） 

https://www.svebio.se/en/evenemang/advanced-biofuels-

conference-2/ 

 

◆Renewable Energy India Expo 

月日 2019 年 9 月 18 日～20 日 

場所 グレーター・ノイダ（インド） 

https://www.renewableenergyindiaexpo.com/ 

 

◆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/ 

 

◆3rd Biomass Trade and BioEnergy Africa 

月日 2019 年 9 月 25 日（水）～26 日（木） 

場所 アビジャン（コートジボワール） 

https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=190921& 

 

◆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 

 

◆IGEM 2019 - International Greentech & Eco Products Exhibition 

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/
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=190717&
http://www.indorenergy.com/
http://www.forstmesse.com/htm/home.htm
https://www.powergenasia.com/en/index.html
http://www.forestromania.com/en/
https://www.svebio.se/en/evenemang/advanced-biofuels-conference-2/
https://www.svebio.se/en/evenemang/advanced-biofuels-conference-2/
https://www.renewableenergyindiaexpo.com/
https://www.expobiomasa.com/
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=190921&
http://www.efe.krakow.pl/gb/
http://www.austrofoma.at/en/allgemeine-infos.html
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& Conference Malaysia 

月日 2019 年 10 月 9 日（水） ～ 10 月 11 日（金） 

場所 クアラルンプール（マレーシア） 

http://www.igem.my 

 

◆Progress in Biomethane Mobility  

月日 2019 年 10 月 15 日（火）～17 日（木） 

場所 シュヴェービッシュ・ハル（ドイツ） 

http://www.ibbk-biogas.de/en-gb/conference-biomethane-

mobility-oct2019 

 

◆NAEE 2019 - Nigeria Alternative Energy Expo 

月日 2019 年 10 月 15 日（火）～10 月 17 日（木） 

場所 アブジャ（ナイジェリア） 

http://www.nigeriaalternativeenergyexpo.org/ 

 

◆GLOBAL BIOFUELS SUMMIT 

月日 2019 年 10 月 22 日（火）～23 日（水） 

場所 シンガポール（シンガポール） 

https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=191022& 

   

◆5th Power & Energy Tanzania 2019 

月日 2019 年 11 月 7 日（木） ～ 11 月 9 日（土） 

場所 ダルエスサラーム（タンザニア） 

https://www.expogr.com/tanzania/powerenergy/ 

 

◎The WORLD SUSTAINABLE ENERGY DAYS 2020 

月日 2020 年 3 月 4 日（水）～6 日（金） 

場所 ヴェルス（オーストリア） 

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

 

 

 

５．平成 31 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】 

◆北海道「平成 31 年度新エネルギー導入支援事業（設備導入

支援）」 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/setsubidounyuu.htm 

 

◇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/ 

 

 

◇札幌市「2019 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/gaiy

ou4.html 

 

◆札幌市「2019 年度中小企業者等向け札幌・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/kigyou/kigy

ou.html 

 

◇恵庭市「平成 31 年度恵庭市低炭素まちづくり促進事業補助

金」 

https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/kurashi_tetsuzuki/ka

http://www.igem.my/
http://www.ibbk-biogas.de/en-gb/conference-biomethane-mobility-oct2019
http://www.ibbk-biogas.de/en-gb/conference-biomethane-mobility-oct2019
http://www.nigeriaalternativeenergyexpo.org/
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=191022&
https://www.expogr.com/tanzania/powerenergy/
http://www.wsed.at/en/world-sustainable-energy-days.html
https://www.bvv.cz/en/biomass/
http://www.kwf-tagung.org/kwf-tagung.html
https://www.elmia.se/wood/
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/setsubidounyuu.htm
http://www.town.nanporo.hokkaido.jp/seisaku/energiesuisinn/
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/energy/ecopro/gaiyou/gaiyou4.html
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/energy/ecopro/gaiyou/gaiyou4.html
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/energy/ecopro/kigyou/kigyou.html
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/energy/ecopro/kigyou/kigyou.html
https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/kurashi_tetsuzuki/kankyo_pet/shinenergy_shoenergy/4871.html
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nkyo_pet/shinenergy_shoenergy/4871.html 

 

◇厚真町「厚真町地球温暖化防止対策推進補助金」 

http://www.town.atsuma.lg.jp/office/reception/moving_living/ho

use/support/stove/ 

 

◇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 

 

◇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/ 

 

◆占冠村「木質バイオマスエネルギー導入促進事業」 

http://www.vill.shimukappu.lg.jp/shimukappu/section/nourin/ring

you/nmudtq000002u9z7.html 

※対象は薪ストーブ、薪ボイラ 

 

◇猿払村「平成 31 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 

 

◇網走市「網走市住環境改善資金補助制度」 

http://www.city.abashiri.hokkaido.jp/060soshiki/200kensetsuke

nchiku/juukankyoukaizen.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/ 

 

◇津別町「木質ペレットストーブ導入支援事業」 

https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/05guide/2014-0707-

0902-7.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 

 

◇帯広市「平成 31 年度新エネルギー導入促進補助金」 

https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/shiminkankyoubu/kankyouka

/h25subsidy02.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 

 

◇釧路市「2019 年度釧路市 eco ライフ促進支援補助金」 

https://www.city.kushiro.lg.jp/common/000102971.pdf 

 

◇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/0012

3629.html 

 

◇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 

 

◇当麻町「木質燃料ストーブ等設置補助金」 

http://www.town.tohma.hokkaido.jp/kurashino-

madoguchi/kurashi-sumai/jyuutaku-tochi-

koutuu/mokusitunenryou/ 

◇東川町「東川町薪ストーブ設置補助金」 

https://town.higashikawa.hokkaido.jp/living/support/pdf/10-

03youkou.pdf 

※対象は薪ストーブ 

 

◇下川町「下川町快適住まいづくり促進事業」 

https://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/kurashi/kankyo/jyuta

ku/sumaizukuri.html 

 

【岩手県】 

◇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 

 

◇一関市「薪ストーブ設置費補助金（平成 31 年度）」 

https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/29,94777,84,html 

※対象は薪ストーブ 

 

◇陸前高田市「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/tiiki-fukusi/energy/honbun-20181108.pdf 

https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/kurashi_tetsuzuki/kankyo_pet/shinenergy_shoenergy/4871.html
http://www.town.atsuma.lg.jp/office/reception/moving_living/house/support/stove/
http://www.town.atsuma.lg.jp/office/reception/moving_living/house/support/stove/
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/290/291/p005154.html
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/290/291/p005154.html
http://www.city.furano.hokkaido.jp/docs/2015022400163/
http://www.vill.shimukappu.lg.jp/shimukappu/section/nourin/ringyou/nmudtq000002u9z7.html
http://www.vill.shimukappu.lg.jp/shimukappu/section/nourin/ringyou/nmudtq000002u9z7.html
http://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00002272.html
http://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00002272.html
http://www.city.abashiri.hokkaido.jp/060soshiki/200kensetsukenchiku/juukankyoukaizen.html
http://www.city.abashiri.hokkaido.jp/060soshiki/200kensetsukenchiku/juukankyoukaizen.html
http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2015042300030/
https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/05guide/2014-0707-0902-7.html
https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/05guide/2014-0707-0902-7.html
http://engaru.jp/kurasi/03kikaku/sin-energy/hojyo/secchi-hojo.html
http://engaru.jp/kurasi/03kikaku/sin-energy/hojyo/secchi-hojo.html
https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/shiminkankyoubu/kankyouka/h25subsidy02.html
https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/shiminkankyoubu/kankyouka/h25subsidy02.html
https://www.urahoro.jp/nogyojoho/syokogyo/syokogyo.html
https://www.city.kushiro.lg.jp/common/000102971.pdf
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00123629.html
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00123629.html
http://www.town.tsukigata.hokkaido.jp/4206.htm
http://www.town.tohma.hokkaido.jp/kurashino-madoguchi/kurashi-sumai/jyuutaku-tochi-koutuu/mokusitunenryou/
http://www.town.tohma.hokkaido.jp/kurashino-madoguchi/kurashi-sumai/jyuutaku-tochi-koutuu/mokusitunenryou/
http://www.town.tohma.hokkaido.jp/kurashino-madoguchi/kurashi-sumai/jyuutaku-tochi-koutuu/mokusitunenryou/
https://town.higashikawa.hokkaido.jp/living/support/pdf/10-03youkou.pdf
https://town.higashikawa.hokkaido.jp/living/support/pdf/10-03youkou.pdf
https://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/kurashi/kankyo/jyutaku/sumaizukuri.html
https://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/kurashi/kankyo/jyutaku/sumaizukuri.html
http://www.city.miyako.iwate.jp/norin/baiomasusutobuhojokin_2.html
http://www.city.miyako.iwate.jp/norin/baiomasusutobuhojokin_2.html
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/29,94777,84,html
http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/shisei/kakuka-oshirase/tiiki-fukusi/energy/honbun-20181108.pdf
http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/shisei/kakuka-oshirase/tiiki-fukusi/energy/honbun-20181108.pdf
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◇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_11

35.php 

 

◇雫石町「平成 31 年度クリーンエネルギー設備導入補助金」 

http://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2014120200057/ 

 

◇田野畑村「再生可能エネルギー等導入促進費補助金」 

https://www.vill.tanohata.iwate.jp/docs/2015082500186/ 

 

◇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/0

1_home/index.htm#maki 

 

【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」 

http://www.city.sendai.jp/kankyo/jigyosha/kankyo/hozen/kobo.

html 

 

◇加美町「平成 31 年度加美町再生可能エネルギー活用推進事

業補助金」 

http://www.town.kami.miyagi.jp/index.cfm/6,12881,22,257,html 

 

◆登米市「平成 31 年度住宅用新エネルギー設備導入支援事業

補助金」 

https://www.city.tome.miyagi.jp/kankyo/shisejoho/machizukuri/

kankyo/hojojose/jyuutakuyosinsy」ouenerugi/index.html 

 

◇栗原市「平成 31 年度（2019 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/w012/010/010/020/210/50899.

html 

 

◆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 

 

【秋田県】 

◇秋田市「秋田市木質ペレットストーブ導入補助金」 

https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/recycle/1006073/100611

0.html 

 

◇大館市「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/kankyo/58-8261.html 

 

◇羽後町「羽後町ペレットストーブ導入促進補助金」 

https://www.town.ugo.lg.jp/life/detail.html?id=1768&category_id

=132 

 

【山形県】 

◇鮭川村「平成 31 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/585 

 

◇寒河江市「寒河江市再生可能エネルギー設備導入事業費補助

金」 

https://www.pref.yamagata.jp/tsearchs/?action=detail&id=924 

 

◆鶴岡市「2019 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/kank

yoene.html 

 

◇金山町「薪ストーブ・ペレットストーブ等設置補助金」 

http://town.kaneyama.yamagata.jp/sangyo/entry-1644.html 

 

◆村山市「木質バイオマス燃焼機器設置事業補助」 

https://www.city.murayama.lg.jp/kurashi/josei/josei/biomass.ht

ml 

 

◇南陽市「平成 31 年度南陽市木質燃料利用促進事業補助金」 

http://www.city.nanyo.yamagata.jp/rinmu/2855 

 

◇最上町「エネルギー利用効率化推進補助事業」 

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

http://www.city.hachimantai.lg.jp/cat51/cat52/cat555/post_1135.php
http://www.city.hachimantai.lg.jp/cat51/cat52/cat555/post_1135.php
http://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2014120200057/
https://www.vill.tanohata.iwate.jp/docs/2015082500186/
http://www.town.ichinohe.iwate.jp/03_center/04_environment/01_home/index.htm#maki
http://www.town.ichinohe.iwate.jp/03_center/04_environment/01_home/index.htm#maki
http://www.city.sendai.jp/kankyo/jigyosha/kankyo/hozen/kobo.html
http://www.city.sendai.jp/kankyo/jigyosha/kankyo/hozen/kobo.html
http://www.town.kami.miyagi.jp/index.cfm/6,12881,22,257,html
https://www.city.tome.miyagi.jp/kankyo/shisejoho/machizukuri/kankyo/hojojose/jyuutakuyosinsy」ouenerugi/index.html
https://www.city.tome.miyagi.jp/kankyo/shisejoho/machizukuri/kankyo/hojojose/jyuutakuyosinsy」ouenerugi/index.html
https://www.kuriharacity.jp/w012/010/010/020/210/50899.html
https://www.kuriharacity.jp/w012/010/010/020/210/50899.html
http://www.village.ohira.miyagi.jp/03kurashi/04seikatsu/2011-0330-1549-8.html
http://www.village.ohira.miyagi.jp/03kurashi/04seikatsu/2011-0330-1549-8.html
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/recycle/1006073/1006110.html
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/recycle/1006073/1006110.html
http://www.city.odate.akita.jp/dcity/kankyo/58-8261.html
https://www.town.ugo.lg.jp/life/detail.html?id=1768&category_id=132
https://www.town.ugo.lg.jp/life/detail.html?id=1768&category_id=132
http://www.vill.sakegawa.yamagata.jp/topics/585
https://www.pref.yamagata.jp/tsearchs/?action=detail&id=924
http://www.city.tsuruoka.lg.jp/seibi/kankyo/recycleenergy/kankyoene.html
http://www.city.tsuruoka.lg.jp/seibi/kankyo/recycleenergy/kankyoene.html
http://town.kaneyama.yamagata.jp/sangyo/entry-1644.html
https://www.city.murayama.lg.jp/kurashi/josei/josei/biomass.html
https://www.city.murayama.lg.jp/kurashi/josei/josei/biomass.html
http://www.city.nanyo.yamagata.jp/rinmu/2855
http://mogami.tv/life/04jyuutaku/24jyosei-enagy.php
http://www.town.funagata.yamagata.jp/docs/2013010900015/
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/ 

 

◆遊佐町「平成 31 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/environment/43126pd

0416145656.html 

 

◆大蔵村「木質バイオマス利用拡大支援事業」 

http://www.vill.ohkura.yamagata.jp/life/juuseikatsu-

kankyou/wood-biomass/ 

 

◇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/ju

taku_hojokin/ 

 

◇飯豊町「ペレットストーブ導入事業費補助金」 

https://www.town.iide.yamagata.jp/001/teijyuu_kurashi.html 

 

【福島県】 

◇いわき市「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/1517549231702/in

dex.html 

 

◇喜多方市「平成 31 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/14385.ht

ml 

 

◇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 

 

◆柳津町「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/ 

 

◇古殿町「古殿町新エネルギー設備設置費補助金」 

http://www.town.furudono.fukushima.jp/kurashi/jyuutaku-tochi-

koutu/taiyoukouhatuden/11 

 

◇広野町「住宅等用太陽光発電システム設置費補助」 

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

 

【栃木県】 

◇鹿沼市「平成 3１年度鹿沼市家庭用再生可能エネルギー設備

導入報奨金」 

https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0007/info-0000005228-

0.html 

 

◇さくら市「2019 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/saiseikanouh30.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 

 

【群馬県】 

◇沼田市「平成 31 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 

 

◇中之条町「薪ストーブ等購入費補助」 

https://www.town.nakanojo.gunma.jp/~info/12-

nourin/firewoodstove/firewoodstove.html 

 

◇嬬恋村「薪ストーブ購入・設置費の補助制度」 

https://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/nougyou/nourin/2016-

0218-1133-22.html 

※対象は薪ストーブ 

 

◇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/421902500055000

000MH/421902500055000000MH/421902500055000000MH

.html 

 

【埼玉県】 

◇所沢市「2019 年度所沢市スマートハウス化推進補助金【家

http://www.town.funagata.yamagata.jp/docs/2013010900015/
http://www.town.yuza.yamagata.jp/living/environment/43126pd0416145656.html
http://www.town.yuza.yamagata.jp/living/environment/43126pd0416145656.html
http://www.vill.ohkura.yamagata.jp/life/juuseikatsu-kankyou/wood-biomass/
http://www.vill.ohkura.yamagata.jp/life/juuseikatsu-kankyou/wood-biomass/
http://www.vill.tozawa.yamagata.jp/life/seikatsu_kotsu_jutaku/jutaku_hojokin/
http://www.vill.tozawa.yamagata.jp/life/seikatsu_kotsu_jutaku/jutaku_hojokin/
https://www.town.iide.yamagata.jp/001/teijyuu_kurashi.html
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1517549231702/index.html
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1517549231702/index.html
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/kikaku/14385.html
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/kikaku/14385.html
https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/soshiki/2/20.html
http://www.town.yanaizu.fukushima.jp/docs/2015021600069/
http://www.town.furudono.fukushima.jp/kurashi/jyuutaku-tochi-koutu/taiyoukouhatuden/11
http://www.town.furudono.fukushima.jp/kurashi/jyuutaku-tochi-koutu/taiyoukouhatuden/11
http://www.town.hirono.fukushima.jp/kikaku/jutaku_taiyoko.html
https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0007/info-0000005228-0.html
https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0007/info-0000005228-0.html
http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/soshiki/15/saiseikanouh30.html
http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/soshiki/15/saiseikanouh30.html
http://www.town.mashiko.tochigi.jp/page/page001518.html
http://www.city.numata.gunma.jp/life/kankyo/taiyoko/1003684.html
http://www.city.numata.gunma.jp/life/kankyo/taiyoko/1003684.html
https://www.town.nakanojo.gunma.jp/~info/12-nourin/firewoodstove/firewoodstove.html
https://www.town.nakanojo.gunma.jp/~info/12-nourin/firewoodstove/firewoodstove.html
https://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/nougyou/nourin/2016-0218-1133-22.html
https://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/nougyou/nourin/2016-0218-1133-22.html
http://www.vill.kawaba.gunma.jp/d1w_reiki/421902500055000000MH/421902500055000000MH/421902500055000000MH.html
http://www.vill.kawaba.gunma.jp/d1w_reiki/421902500055000000MH/421902500055000000MH/421902500055000000MH.html
http://www.vill.kawaba.gunma.jp/d1w_reiki/421902500055000000MH/421902500055000000MH/421902500055000000MH.html
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庭用】」 

http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukankyo/k

ankyo/ekojyosei/smartenergy2016.html 

 

◆小鹿野町「木質バイオマスストーブ等設置費助成」 

https://www.town.ogano.lg.jp/kurashi-tetsuzuki/sumai-

sien/baiomasusutobu-secchihi-jyosei/ 

 

【千葉県】 

◇香取市「住宅用省エネルギー設備設置補助金制度（平成 31 年

度）」 

https://www.city.katori.lg.jp/living/kankyohozen/shoene/hojokin

seido.html 

※対象は薪ストーブ 

 

◇山武市「山武市木質バイオマス燃料利活用補助金」 

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

 

【東京都】 

◇八王子市「平成 31 年度（2019 年度） 再生可能エネルギー

利用機器設置費補助制度」 

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/004/a546973/a

871645/p007132.html 

 

【神奈川県】 

◆川崎市「市内事業者エコ化支援事業」 

http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000013853.html 

 

【新潟県】 

◇長岡市「2019 年度長岡市省エネルギー設備等設置事業補助

制度」 

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate09/kankyo-

hojyo/energy.html 

 

◆柏崎市「ECO2 プロジェクト」 

http://www.city.kashiwazaki.lg.jp/machi/kankyo/eco2/purojekut

o/index.html 

 

◇柏崎市「低炭素型創エネ・省エネ機器導入補助金」 

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

/hojo/1805151123.html#setsubi 

 

◆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/kurashi_tetuduki/A014/A019/1

522147909800.html 

 

◇糸魚川市「糸魚川市ペレットストーブ設置事業補助金」 

http://www.city.itoigawa.lg.jp/dd.aspx?menuid=5637 

 

◇上越市「平成 31 年度住宅リフォーム促進事業」 

https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/koho-joetsu/h31reform-

1.html 

 

◇魚沼市「平成 31 年度（2019 年度）再生可能エネルギー普及

促進事業」 

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

 

◇南魚沼市「木質バイオマスストーブ設置補助金制度」 

http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/business/sangyoushinko

u/hojyoseido/1454742303562.html 

 

◇阿賀町「阿賀町ペレットストーブ購入補助金」 

http://www.town.aga.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/r174RG00000

795.html 

 

◆湯沢町「再生可能エネルギー普及促進事業補助金制度」 

http://www.town.yuzawa.lg.jp/cyosei/jyosei/kankyou/kankyou_

saiseikanou.html 

 

【富山県】 

◇富山市「富山市省エネ設備等導入補助事業（平成 31 年度）」 

http://www.city.toyama.toyama.jp/kankyobu/kankyoseisakuka/o

ndankataisakukikaku/shoenesetsubihojo_2.html 

 

◇氷見市「氷見市木質バイオマスストーブ設置補助金交付制度」 

https://www.city.himi.toyama.jp/hp/departmentTop/sangyou/no

urin/ringyou/node_18987 

 

◇立山町「立山町環境保全型住宅設備普及・リフォーム促進事

業補助金」 

http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukankyo/kankyo/ekojyosei/smartenergy2016.html
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukankyo/kankyo/ekojyosei/smartenergy2016.html
https://www.town.ogano.lg.jp/kurashi-tetsuzuki/sumai-sien/baiomasusutobu-secchihi-jyosei/
https://www.town.ogano.lg.jp/kurashi-tetsuzuki/sumai-sien/baiomasusutobu-secchihi-jyosei/
https://www.city.katori.lg.jp/living/kankyohozen/shoene/hojokinseido.html
https://www.city.katori.lg.jp/living/kankyohozen/shoene/hojokinseido.html
https://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/13/stove-hojo1.html
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/004/a546973/a871645/p007132.html
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/004/a546973/a871645/p007132.html
http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000013853.html
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate09/kankyo-hojyo/energy.html
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate09/kankyo-hojyo/energy.html
http://www.city.kashiwazaki.lg.jp/machi/kankyo/eco2/purojekuto/index.html
http://www.city.kashiwazaki.lg.jp/machi/kankyo/eco2/purojekuto/index.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/kankyoseisaku/machi/kankyo/hojo/1805151123.html#setsubi
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/kankyoseisaku/machi/kankyo/hojo/1805151123.html#setsubi
http://www.city.tokamachi.lg.jp/kurashi_tetuduki/A014/A019/1522147909800.html
http://www.city.tokamachi.lg.jp/kurashi_tetuduki/A014/A019/1522147909800.html
http://www.city.itoigawa.lg.jp/dd.aspx?menuid=5637
https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/koho-joetsu/h31reform-1.html
https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/koho-joetsu/h31reform-1.html
http://www.city.uonuma.niigata.jp/docs/2017031300052/
http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/business/sangyoushinkou/hojyoseido/1454742303562.html
http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/business/sangyoushinkou/hojyoseido/1454742303562.html
http://www.town.aga.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/r174RG00000795.html
http://www.town.aga.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/r174RG00000795.html
http://www.town.yuzawa.lg.jp/cyosei/jyosei/kankyou/kankyou_saiseikanou.html
http://www.town.yuzawa.lg.jp/cyosei/jyosei/kankyou/kankyou_saiseikanou.html
http://www.city.toyama.toyama.jp/kankyobu/kankyoseisakuka/ondankataisakukikaku/shoenesetsubihojo_2.html
http://www.city.toyama.toyama.jp/kankyobu/kankyoseisakuka/ondankataisakukikaku/shoenesetsubihojo_2.html
https://www.city.himi.toyama.jp/hp/departmentTop/sangyou/nourin/ringyou/node_18987
https://www.city.himi.toyama.jp/hp/departmentTop/sangyou/nourin/ringyou/node_18987
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http://www.town.tateyama.toyama.jp/pub/event-

topics/svTopiDtl.aspx?servno=5446 

 

◇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/soshiki/minseibu/seikatsu/go

mikankyo/chikyuondanka/pellet/hojyokin/1461230164661.html 

 

◇南砺市「南砺市ペレットストーブ等設置事業」 

https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-

sypher/www/info/detail.jsp?id=12585 

 

◇上市町「上市町ペレットストーブ導入促進事業補助金」 

https://www.town.kamiichi.toyama.jp/event-

topics/svTopiDtl.aspx?servno=599 

 

【石川県】 

◇金沢市「金沢市木質ペレットストーブ設置費補助金」 

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/25001/seisaku/jyosei_yushi/

stove_hojyo.html 

 

◆小松市「小松市バイオマス設備設置費補助制度」 

https://www.city.komatsu.lg.jp/kurasi_tetuzuki/2/2/7/7520.ht

ml 

 

◇珠洲市「珠洲市木質バイオマスストーブ購入費補助金」 

https://www.city.suzu.lg.jp/kikakuzaisei/biomass_stove_subsidy_

1.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/in

dex_4750.html 

 

◇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/re

cyclable_energy/biomass/biomass-stove.html 

 

◇能美市「能美市自然エネルギー設備設置補助」 

https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1001000000

179/index.html 

 

◇内灘町「平成 31 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.js

p?id=9545 

 

◇能登町「木質バイオマスストーブ購入補助制度」 

http://www.town.noto.lg.jp/www/service/detail.jsp?common_id=

11721 

 

【福井県】 

◇若桜町「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 

 

◇勝山市「平成 31 年度勝山市定住化促進事業（多世帯同居リ

フォーム）」 

https://www.city.katsuyama.fukui.jp/soshiki/15/109.html 

 

【山梨県】 

◇甲府市「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 

 

◇富士吉田市「ペレットストーブ設置費等補助金」 

https://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/Info/1926 

 

◇都留市「都留市自立型再生可能エネルギー設備普及促進事業

補助金」 

https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/shimin/gomi/5/9670.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/ 

 

◇南アルプス市「南アルプス市エコライフ促進補助金」 

https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/1397.html 

 

◇北杜市「北杜市再生可能エネルギー設備設置費に対する補助

金」 

http://www.town.tateyama.toyama.jp/pub/event-topics/svTopiDtl.aspx?servno=5446
http://www.town.tateyama.toyama.jp/pub/event-topics/svTopiDtl.aspx?servno=5446
http://www.city.oyabe.toyama.jp/soshiki/minseibu/seikatsu/gomikankyo/chikyuondanka/pellet/hojyokin/1461230164661.html
http://www.city.oyabe.toyama.jp/soshiki/minseibu/seikatsu/gomikankyo/chikyuondanka/pellet/hojyokin/1461230164661.html
https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=12585
https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=12585
https://www.town.kamiichi.toyama.jp/event-topics/svTopiDtl.aspx?servno=599
https://www.town.kamiichi.toyama.jp/event-topics/svTopiDtl.aspx?servno=599
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/25001/seisaku/jyosei_yushi/stove_hojyo.html
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/25001/seisaku/jyosei_yushi/stove_hojyo.html
https://www.city.komatsu.lg.jp/kurasi_tetuzuki/2/2/7/7520.html
https://www.city.komatsu.lg.jp/kurasi_tetuzuki/2/2/7/7520.html
https://www.city.suzu.lg.jp/kikakuzaisei/biomass_stove_subsidy_1.html
https://www.city.suzu.lg.jp/kikakuzaisei/biomass_stove_subsidy_1.html
http://www.city.kahoku.ishikawa.jp/www/01/102/003/000/index_4750.html
http://www.city.kahoku.ishikawa.jp/www/01/102/003/000/index_4750.html
http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/shiminseikatsubu/kankyo/recyclable_energy/biomass/biomass-stove.html
http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/shiminseikatsubu/kankyo/recyclable_energy/biomass/biomass-stove.html
https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1001000000179/index.html
https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1001000000179/index.html
http://www.town.uchinada.lg.jp/webapps/www/service/detail.jsp?id=9545
http://www.town.uchinada.lg.jp/webapps/www/service/detail.jsp?id=9545
http://www.town.noto.lg.jp/www/service/detail.jsp?common_id=11721
http://www.town.noto.lg.jp/www/service/detail.jsp?common_id=11721
https://www.town.fukui-wakasa.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r194RG00000460.html
https://www.town.fukui-wakasa.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r194RG00000460.html
https://www.city.katsuyama.fukui.jp/soshiki/15/109.html
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/kankyohozen/machi/kankyo/shisaku/20130328.html
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/kankyohozen/machi/kankyo/shisaku/20130328.html
https://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/Info/1926
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/shimin/gomi/5/9670.html
https://www.city.nirasaki.lg.jp/docs/2015032400030/
https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/1397.html
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https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/ene_subsidy.html 

 

◇道志村「道志村エコライフ促進事業助成金」 

http://www.vill.doshi.lg.jp/info/info.php?if_id=181&ka_id=3 

 

◇忍野村「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/ 

 

◇山中湖村「山中湖村木質ペレットストーブ設置費補助金」 

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

 

【長野県】 

◇松本市「松本市薪ストーブ購入事業補助金」 

http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/sigoto/ringyo/osir

ase/H31maki.files/H31makikoufusinnseisyo.pdf 

※対象は薪ストーブ 

 

◇大町市「大町市住宅性能向上リフォーム支援事業補助金」 

http://www.city.omachi.nagano.jp/00011000/00012400/0001

2301_2_2.html 

 

◆塩尻市「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/mokushitsubiomass

/mokusitubaiomasu.html 

 

◆千曲市「森のエネルギー推進事業」 

http://www.city.chikuma.lg.jp/docs/2013081600036/ 

 

◆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/4229025000270

00000MH/422902500027000000MH/422902500027000000

MH_j.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/fs/2/4/7/4/_/_______________.pdf 

 

◇立科町「住宅用薪ストーブ購入助成事業補助金」 

http://www.town.tateshina.nagano.jp/0000000590.html 

※対象は薪ストーブ 

 

◆長和町「長和町森のエネルギー推進事業補助金」 

http://www.nagawa.ne.jp/reiki_int/reiki_honbun/r233RG000006

88.html 

 

◆原村「原村森のエネルギー推進事業補助金」 

https://www.vill.hara.lg.jp/reiki/428902500019000000MH/428

902500019000000MH/428902500019000000MH.html 

 

◇辰野町「ペレットストーブ購入の補助金」 

http://www.town.tatsuno.nagano.jp/pellet.html 

 

◆南箕輪村「住宅用新エネルギー施設設置補助金」 

https://www.vill.minamiminowa.lg.jp/soshiki/jyumin/jyutakuyoutai

youkou.html 

 

◇宮田村「宮田村林業振興事業補助金」 

https://www1.g-

reiki.net/miyada/reiki_honbun/e750RG00000246.html 

 

◆高森町「バイオマスエネルギー利用推進事業補助金」 

http://www.town.nagano-

takamori.lg.jp/soshiki/11/2/1/5/2600.html 

 

◆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.lg.jp/site/teiju/20140404jyutaku.html 

 

◇売木村「売木村薪ストーブ設置補助金」 

http://www.urugi.jp/d1w_reiki/426902600003000000MH/426

902600003000000MH/426902600003000000MH.html 

※対象は薪ストーブ 

 

◇天龍村「太陽と森林エネルギー等活用推進補助金」 

http://www.vill-

tenryu.jp/juuminka/onndanntaisaku/taiyoukou/index.htm 

 

◇木曽町「森林エネルギー活用事業補助金」 

https://www.town-

kiso.com/kurashi/hojyokin1/100257/m100043/ 

 

◇朝日村「新エネルギー普及促進事業補助金」 

https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/ene_subsidy.html
http://www.vill.doshi.lg.jp/info/info.php?if_id=181&ka_id=3
http://www.vill.oshino.lg.jp/docs/2015042800011/
http://www.vill.yamanakako.lg.jp/docs/2014120400013/
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/sigoto/ringyo/osirase/H31maki.files/H31makikoufusinnseisyo.pdf
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/sigoto/ringyo/osirase/H31maki.files/H31makikoufusinnseisyo.pdf
http://www.city.omachi.nagano.jp/00011000/00012400/00012301_2_2.html
http://www.city.omachi.nagano.jp/00011000/00012400/00012301_2_2.html
http://www.city.shiojiri.lg.jp/kurashi/kankyo/mokushitsubiomass/mokusitubaiomasu.html
http://www.city.shiojiri.lg.jp/kurashi/kankyo/mokushitsubiomass/mokusitubaiomasu.html
http://www.city.chikuma.lg.jp/docs/2013081600036/
http://www.vill.kawakami.nagano.jp/d1w_reiki/422902500027000000MH/422902500027000000MH/422902500027000000MH_j.html
http://www.vill.kawakami.nagano.jp/d1w_reiki/422902500027000000MH/422902500027000000MH/422902500027000000MH_j.html
http://www.vill.kawakami.nagano.jp/d1w_reiki/422902500027000000MH/422902500027000000MH/422902500027000000MH_j.html
http://vill.kitaaiki.nagano.jp/fs/2/4/7/4/_/_______________.pdf
http://www.town.tateshina.nagano.jp/0000000590.html
http://www.nagawa.ne.jp/reiki_int/reiki_honbun/r233RG00000688.html
http://www.nagawa.ne.jp/reiki_int/reiki_honbun/r233RG00000688.html
https://www.vill.hara.lg.jp/reiki/428902500019000000MH/428902500019000000MH/428902500019000000MH.html
https://www.vill.hara.lg.jp/reiki/428902500019000000MH/428902500019000000MH/428902500019000000MH.html
http://www.town.tatsuno.nagano.jp/pellet.html
https://www.vill.minamiminowa.lg.jp/soshiki/jyumin/jyutakuyoutaiyoukou.html
https://www.vill.minamiminowa.lg.jp/soshiki/jyumin/jyutakuyoutaiyoukou.html
https://www1.g-reiki.net/miyada/reiki_honbun/e750RG00000246.html
https://www1.g-reiki.net/miyada/reiki_honbun/e750RG00000246.html
http://www.town.nagano-takamori.lg.jp/soshiki/11/2/1/5/2600.html
http://www.town.nagano-takamori.lg.jp/soshiki/11/2/1/5/2600.html
http://www.vill.achi.lg.jp/site/teiju/20140404jyutaku.html
http://www.urugi.jp/d1w_reiki/426902600003000000MH/426902600003000000MH/426902600003000000MH.html
http://www.urugi.jp/d1w_reiki/426902600003000000MH/426902600003000000MH/426902600003000000MH.html
http://www.vill-tenryu.jp/juuminka/onndanntaisaku/taiyoukou/index.htm
http://www.vill-tenryu.jp/juuminka/onndanntaisaku/taiyoukou/index.htm
https://www.town-kiso.com/kurashi/hojyokin1/100257/m100043/
https://www.town-kiso.com/kurashi/hojyokin1/100257/m100043/
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http://www.vill.asahi.nagano.jp/sinseisyoget/310.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/4

23902500010000000MH/423902500010000000MH_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/e797

RG00000590.html 

 

◇白馬村「白馬村森のエネルギー推進事業補助金」 

https://www.vill.hakuba.lg.jp/gyosei/nogyo_shoko_kensetsu_nyus

atsu/nogyo/1982.html 

 

◇小谷村「定住促進事業補助金」 

http://www.vill.otari.nagano.jp/www/contents/100100000006

0/index.html 

 

◇高山村「森のエネルギー推進事業補助金」 

https://www.vill.takayama.nagano.jp/docs/641.html 

 

◆木島平村「木島平村信州産ペレット消費拡大事業補助金」 

http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/d1w_reiki/H430902500072/H4

30902500072_j.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.h

tml 

 

◇小川村「木質燃料ストーブ購入補助事業」 

http://www.vill.ogawa.nagano.jp/ogawahojyojigyo/ 

 

◆飯綱町「飯綱町森のエネルギー推進事業補助金」 

https://www.town.iizuna.nagano.jp/docs/307.html 

 

【岐阜県】 

◆高山市「木質バイオマス活用促進事業補助金」 

http://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000024/1000130/10

01311/1001315.html 

 

◇郡上市「郡上市木質燃料ストーブ購入補助金」 

https://www.city.gujo.gifu.jp/business/detail/post-117.html 

 

◇白川村「薪ストーブ購入支援補助金」 

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

 

◇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/page/051008.html 

 

◇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 

 

【愛知県】 

◇豊橋市「家庭用エネルギー設備導入補助金」 

http://www.city.toyohashi.lg.jp/34039.htm 

 

【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 

 

◆多賀町「多賀町木質バイオマス燃焼機器購入促進事業」 

http://www.town.taga.lg.jp/contents_detail.php?frmId=275 

 

【京都府】 

◆京都市「平成 31 年度木質ペレットボイラー・ストーブ導入

補助金」 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000250112.html 

 

◇亀岡市「薪ストーブ及び木質ペレットストーブ購入助成事業」 

https://www.city.kameoka.kyoto.jp/rinmu/rinmu-

tyouju/pelletstove.html 

 

◇長岡京市「薪ストーブ購入設置補助制度」 

http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000007560.html 

※対象は薪ストーブ 

 

◇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/i

ndex_10647.html 

http://www.vill.asahi.nagano.jp/sinseisyoget/310.html
http://www.ikedamachi.net/reiki/423902500010000000MH/423902500010000000MH/423902500010000000MH_j.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.matsukawa.nagano.jp/reiki_int/reiki_honbun/e797RG00000590.html
https://www.vill.hakuba.lg.jp/gyosei/nogyo_shoko_kensetsu_nyusatsu/nogyo/1982.html
https://www.vill.hakuba.lg.jp/gyosei/nogyo_shoko_kensetsu_nyusatsu/nogyo/1982.html
http://www.vill.otari.nagano.jp/www/contents/1001000000060/index.html
http://www.vill.otari.nagano.jp/www/contents/1001000000060/index.html
https://www.vill.takayama.nagano.jp/docs/641.html
http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/d1w_reiki/H430902500072/H430902500072_j.html
http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/d1w_reiki/H430902500072/H430902500072_j.html
http://www.vill.nozawaonsen.nagano.jp/living/W003H0000137.html
http://www.vill.nozawaonsen.nagano.jp/living/W003H0000137.html
http://www.vill.ogawa.nagano.jp/ogawahojyojigyo/
https://www.town.iizuna.nagano.jp/docs/307.html
http://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000024/1000130/1001311/1001315.html
http://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000024/1000130/1001311/1001315.html
https://www.city.gujo.gifu.jp/business/detail/post-117.html
http://shirakawa-go.org/kurashi/seikatsu/9715/
http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/page/051008.html
http://www.fuji-oyama.jp/kurashi_04_SHsCM0D5.html
http://www.city.toyohashi.lg.jp/34039.htm
https://www.city.nagahama.lg.jp/0000000200.html
http://www.town.taga.lg.jp/contents_detail.php?frmId=275
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000250112.html
https://www.city.kameoka.kyoto.jp/rinmu/rinmu-tyouju/pelletstove.html
https://www.city.kameoka.kyoto.jp/rinmu/rinmu-tyouju/pelletstove.html
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000007560.html
http://www.city.nantan.kyoto.jp/www/kurashi/101/005/007/index_10647.html
http://www.city.nantan.kyoto.jp/www/kurashi/101/005/007/index_10647.html
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◇井手町「薪ストーブ等設置費補助金」 

http://www.town.ide.kyoto.jp/lifeevent/tetuduki/13941807006

80.html 

 

◇宇治田原町「薪ストーブ・木質ペレットストーブの設置補助

金」 

http://www.town.ujitawara.kyoto.jp/0000000155.html 

 

◆京丹波町「京丹波町薪ストーブ等購入補助金」 

https://www.town.kyotamba.kyoto.jp/0000002374.html 

※対象は薪ストーブと薪ボイラ 

 

【大阪府】 

◇高槻市「令和元年度エコハウス補助金」 

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/kankyogomi/kankyop

age/hojokin/1430110621924.html 

 

【兵庫県】 

◇篠山市「平成 31 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」 

https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/group/kankyo/environ

ment/shinene-katei.html 

 

◇篠山市「平成 31 年度【事業者用】新エネルギー・省エネル

ギー普及促進補助金」 

https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/group/kankyo/environ

ment/shinene-jigyo.html 

 

◇丹波市「平成 31 年度薪ボイラー・薪ストーブ設置補助金」 

https://www.city.tamba.lg.jp/site/kankyouseisakuka/h31makiboi

ra-suto-bu.html 

※対象は薪ストーブと薪ボイラ 

 

◆新温泉町「新温泉町再生可能エネルギー導入促進事業」 

https://www.town.shinonsen.hyogo.jp/page/?mode=detail&detail

_mode=topics&page_id=4608e6edfca1d28e114ab35a483bb4d7 

 

◆豊岡市「平成 31（2019）年度 木質ペレットストーブ・ボ

イラー、薪（まき）ストーブ・ボイラーの設置補助」 

http://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/gomikankyo/kankyo/100

0972/1004641.html 

 

【和歌山県】 

◇有田川町「薪ストーブ等設置補助金」 

https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/kurashi_info/hojyokin/16

91.html 

 

【鳥取県】 

◇鳥取市「鳥取市自然エネルギー等導入促進事業費補助金」 

http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1395796056263/ 

 

◇岩美町「家庭用発電設備等導入推進補助金」 

http://www.iwami.gr.jp/item/6660.htm#itemid6660 

 

◇八頭町「平成 31 年度八頭町家庭用発電設備等導入推進補助

金」 

http://www.town.yazu.tottori.jp/2053.htm 

 

◇伯耆町「伯耆町家庭用発電設備等導入推進補助金」 

http://www.houki-town.jp/new1/10/12/c167/ 

 

◇北栄町「平成 31 年度「北栄町創エネルギー等設備設置費補

助金」 

http://www.e-hokuei.net/1833.htm 

 

◇南部町「南部町木質ペレットストーブ等購入費補助金」 

http://www.town.nanbu.tottori.jp/photolib/kikaku/5732.pdf 

 

【島根県】 

◇松江市「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/sais

eikanouenerugi-.html 

 

◆大田市「2019 年度大田市木質燃料活用機器導入促進事業費

補助金」 

https://www.city.ohda.lg.jp/update_info/1671 

 

◇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.ide.kyoto.jp/lifeevent/tetuduki/1394180700680.html
http://www.town.ide.kyoto.jp/lifeevent/tetuduki/1394180700680.html
http://www.town.ujitawara.kyoto.jp/0000000155.html
https://www.town.kyotamba.kyoto.jp/0000002374.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/kankyogomi/kankyopage/hojokin/1430110621924.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/kankyogomi/kankyopage/hojokin/1430110621924.html
https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/group/kankyo/environment/shinene-katei.html
https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/group/kankyo/environment/shinene-katei.html
https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/group/kankyo/environment/shinene-jigyo.html
https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/group/kankyo/environment/shinene-jigyo.html
https://www.city.tamba.lg.jp/site/kankyouseisakuka/h31makiboira-suto-bu.html
https://www.city.tamba.lg.jp/site/kankyouseisakuka/h31makiboira-suto-bu.html
https://www.town.shinonsen.hyogo.jp/page/?mode=detail&detail_mode=topics&page_id=4608e6edfca1d28e114ab35a483bb4d7
https://www.town.shinonsen.hyogo.jp/page/?mode=detail&detail_mode=topics&page_id=4608e6edfca1d28e114ab35a483bb4d7
http://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/gomikankyo/kankyo/1000972/1004641.html
http://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/gomikankyo/kankyo/1000972/1004641.html
https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/kurashi_info/hojyokin/1691.html
https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/kurashi_info/hojyokin/1691.html
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1395796056263/
http://www.iwami.gr.jp/item/6660.htm#itemid6660
http://www.town.yazu.tottori.jp/2053.htm
http://www.houki-town.jp/new1/10/12/c167/
http://www.e-hokuei.net/1833.htm
http://www.town.nanbu.tottori.jp/photolib/kikaku/5732.pdf
http://www1.city.matsue.shimane.jp/gomi/kankyou/hojokin/saiseikanouenerugi-.html
http://www1.city.matsue.shimane.jp/gomi/kankyou/hojokin/saiseikanouenerugi-.html
https://www.city.ohda.lg.jp/update_info/1671
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https://www.town.okuizumo.shimane.jp/www/contents/100100

0000410/index.html 

 

◆隠岐の島町「木質ペレット熱利用設備設置事業補助金」 

http://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/149636

3746740/index.html 

 

◇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/reiki_int/reiki_honbun/r120RG00000813.htm

l 

 

◆美郷町「美郷町新エネルギー設備導入促進事業補助金」 

http://www.town.shimane-

misato.lg.jp/soshiki/65/68/1054/872 

 

◇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/inde

x.html 

 

◇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 

 

◇吉賀町「住宅用木質バイオマス熱利用設備導入促進事業費補

助金」 

https://www.town.yoshika.lg.jp/kurashi/josei/saiseikanou/y_wbi

omass.html 

 

【岡山県】 

◇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/145040

0655287.html 

※対象は薪ストーブ 

 

◆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%8

2%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%E

9%87%91%E3%81%AE%E5%88%B6%E5%BA%A6/ 

 

【広島県】 

◆広島県「平成 31 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/31setubihojokin.html 

 

◇北広島町「北広島町薪ストーブ購入補助金」 

https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/soshiki/7/1327.html 

※対象は薪ストーブ 

 

◆世羅町「平成 31 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/tyouminka/kankyouseibi/sais

eikanouenergy.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/town/introduction/formation/kankyoue

isei/kankyoueisei/eco/stove/ 

 

【山口県】 

◇山口県「山口県産省・創・蓄エネ関連設備導入支援補助金」 

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

html 

 

◇山口市「山口市空き家バンク改修事業補助金」 

http://www.city.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/6010.pdf 

 

◇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 

 

【高知県】 

◆高知県「高知県木質資源利用促進事業費補助金」 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030501/2019022200068.h

tml 

 

◇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 

 

【福岡県】 

◇大木町「平成 31 年度地球温暖化防止対策支援補助金」 

http://www.town.ooki.lg.jp/kankyo/9/4387.html 

https://www.town.okuizumo.shimane.jp/www/contents/1001000000410/index.html
https://www.town.okuizumo.shimane.jp/www/contents/1001000000410/index.html
http://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/1496363746740/index.html
http://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/1496363746740/index.html
http://www.iinan.jp/reiki_int/reiki_honbun/r120RG00000813.html
http://www.iinan.jp/reiki_int/reiki_honbun/r120RG00000813.html
http://www.town.shimane-misato.lg.jp/soshiki/65/68/1054/872
http://www.town.shimane-misato.lg.jp/soshiki/65/68/1054/872
http://www.tsuwano.net/www/contents/1355814871354/index.html
http://www.tsuwano.net/www/contents/1355814871354/index.html
http://www.town.ama.shimane.jp/kurashi/guide/10900/10906/post-106.html
http://www.town.ama.shimane.jp/kurashi/guide/10900/10906/post-106.html
https://www.town.yoshika.lg.jp/kurashi/josei/saiseikanou/y_wbiomass.html
https://www.town.yoshika.lg.jp/kurashi/josei/saiseikanou/y_wbiomass.html
http://www.city.mimasaka.lg.jp/shimin/kurashi/nogyou/1450400655287.html
http://www.city.mimasaka.lg.jp/shimin/kurashi/nogyou/1450400655287.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/
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/
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/
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/
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/
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/31setubihojokin.html
https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/soshiki/7/1327.html
http://www.town.sera.hiroshima.jp/tyouminka/kankyouseibi/saiseikanouenergy.html
http://www.town.sera.hiroshima.jp/tyouminka/kankyouseibi/saiseikanouenergy.html
http://www.jinsekigun.jp/town/introduction/formation/kankyoueisei/kankyoueisei/eco/stove/
http://www.jinsekigun.jp/town/introduction/formation/kankyoueisei/kankyoueisei/eco/stove/
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15500/saieneh/saiene.html
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15500/saieneh/saiene.html
http://www.city.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/6010.pdf
https://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/42/12181.html
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030501/2019022200068.html
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030501/2019022200068.html
http://www.town.yusuhara.kochi.jp/town/kakuka/seibi/entry-531.html
http://www.town.yusuhara.kochi.jp/town/kakuka/seibi/entry-531.html
http://www.town.ooki.lg.jp/kankyo/9/4387.html


25 

 

 

【熊本県】 

◇水俣市「水俣市家庭部門低炭素総合事業（住宅設備機器）補

助金」 

http://www.city.minamata.lg.jp/2011.html 

http://www.city.minamata.lg.jp/Material/18686.pdf 

 

◇大津町「大津町省エネルギー機器設置費補助金」 

https://www1.g-

reiki.net/ozu/reiki_honbun/q437RG00001045.html#e000000252 

 

◇山都町「山の都エコライフ支援事業」 

http://www.town.kumamoto-

yamato.lg.jp/life/pub/detail.aspx?c_id=47&id=1105&q=%e5%a4%

aa%e9%99%bd%e5%85%89&radiobutton=4&now_P=1&show_num=

20&type=search&sc_id=2 

 

 

６．公募等情報（締切順）                                              

 

◇（一財）環境イノベーション情報機構「平成 30 年度 2 次公

募及び平成 31 年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

（地域の防災・減災と低炭素化を同時実現する自立・分散型エ

ネルギー設備等導入推進事業）公募のお知らせ」 

公募期間 2019 年 4 月 8 日（月）～4 月 26 日（金） 

※予算額に達していない場合は下記日程で公募予定 

・５月７日（火）～５月３１日（金） 

  ・６月３日（月）～６月２８日（金） 

  ・７月１日（月）～７月３１日（水） 

  ・８月１日（木）～８月３０日（金） 

  ・９月２日（月）～９月３０日（月） 

http://www.eic.or.jp/eic/topics/2019/0404_bs.html 

 

◇愛知県「平成 31 年度 愛知県循環型社会形成推進事業費補助

金」 

募集期限 2019 年 3 月 7 日（木）～4 月 26 日（金） 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/31hojokinbosyuu.html 

 

◇農林中央金庫「2019 年度林業労働安全性向上対策事業」 

募集期間 

①上期募集：2019 年 4 月 1 日（月）～同年 4 月 30 日（火） 

②下期募集：2019 年 9 月 2 日（月）～同年 9 月 30 日（月） 

https://www.nochubank.or.jp/news/news_release/2019/2019.h

tml 

 

◇福島県「平成 31 年度再生可能エネルギー発電設備等導入基

盤整備支援事業費補助金（福島県再エネ復興支援事業）の７次

公募」 

公募期間 2019 年 3 月 11 日（月）～5 月 10 日（金） 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/energy570.html 

 

◇環境省「2019 年度（平成 31 年度）地域低炭素化推進事業体

設置モデル事業の公募について」 

公募期間 2019 年 4 月 8 日（月）～5 月 10 日（金） 

http://www.env.go.jp/press/106681.html 

 

◇長野県「平成 31 年度（2019 年）薪によるエネルギーの地消

地産推進事業の募集」 

応募期間 2019 年 4 月 9 日（火）～2019 年 5 月 10 日（金） 

https://www.pref.nagano.lg.jp/mokuzai/31makiene.html 

 

◇NEDO「再生可能エネルギーの大量導入時の電力系統の課題に

かかる調査」に係る公募について 

公募期間 2019 年 4 月 19 日（金）～2019 年 5 月 10 日（金） 

https://www.nedo.go.jp/koubo/AT522_100093.html 

 

◇北海道「平成 31 年度新エネルギー設計支援事業補助金」 

公募受付期限 2019 年 5 月 10 日（金） 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/sekkeishien.htm 

 

◇北海道「平成 31 年度地域新エネルギー導入加速化調査支援

事業補助金」 

公募受付期限 2019 年 5 月 10 日（金） 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/chousashien.htm 

 

◇（株）レノバ「（仮称）御前崎港バイオマス発電事業環境影響

http://www.city.minamata.lg.jp/2011.html
http://www.city.minamata.lg.jp/Material/18686.pdf
https://www1.g-reiki.net/ozu/reiki_honbun/q437RG00001045.html#e000000252
https://www1.g-reiki.net/ozu/reiki_honbun/q437RG00001045.html#e000000252
http://www.town.kumamoto-yamato.lg.jp/life/pub/detail.aspx?c_id=47&id=1105&q=%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89&radiobutton=4&now_P=1&show_num=20&type=search&sc_id=2
http://www.town.kumamoto-yamato.lg.jp/life/pub/detail.aspx?c_id=47&id=1105&q=%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89&radiobutton=4&now_P=1&show_num=20&type=search&sc_id=2
http://www.town.kumamoto-yamato.lg.jp/life/pub/detail.aspx?c_id=47&id=1105&q=%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89&radiobutton=4&now_P=1&show_num=20&type=search&sc_id=2
http://www.town.kumamoto-yamato.lg.jp/life/pub/detail.aspx?c_id=47&id=1105&q=%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89&radiobutton=4&now_P=1&show_num=20&type=search&sc_id=2
http://www.eic.or.jp/eic/topics/2019/0404_bs.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/31hojokinbosyuu.html
https://www.nochubank.or.jp/news/news_release/2019/2019.html
https://www.nochubank.or.jp/news/news_release/2019/2019.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/energy570.html
http://www.env.go.jp/press/106681.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/mokuzai/31makiene.html
https://www.nedo.go.jp/koubo/AT522_100093.html
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/sekkeishien.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/chousashien.htm
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評価書縦覧のお知らせ」 

評価書縦覧期間 2019 年 4 月 12 日（金）～5 月 12 日（日） 

https://www.renovainc.com/omaezakikou_biomass_EIA_2019.html 

 

◇（一財）環境イノベーション情報機構「2019 年度（平成 31

年度）二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（地方公共団体

カーボン・マネジメント強化事業）公募のお知らせ」 

公募期間 2019 年 4 月 5 日（金）～5 月 16 日（木） 

http://www.eic.or.jp/eic/topics/2019/0405_cb.html 

 

◇資源エネルギー庁「平成 31 年度第 2 回『エネルギー構造高

度化・転換理解促進事業』に係る補助事業者の公募について」 

募集期間 2019 年 4 月 22 日（月）～5 月 17 日（金） 

https://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/1904/19042

2a/ 

 

◇茨木県「森林づくりや木づかい、森林環境学習を支援します

～平成 31 年度元気な森林づくり活動支援事業のお知らせ～」 

受付期間 2019 年 4 月 19 日（金）～5 月 24 日（金） 

http://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/rinsei/morizukuri/moridu

kuri/genkina-shinrin/index.html 

 

◇NEDO「2019 年度『エネルギー消費の効率化等に資する我が

国技術の国際実証事業（実証要件適合性等調査）』に係る公募に

ついて」 

公募期間 2019 年 4 月 18 日（木）～5 月 27 日（月） 

https://www.nedo.go.jp/koubo/AT092_100139.html 

 

◇長野県「平成 31 年度地域主導型自然エネルギー創出支援事

業」 

（1）第一次募集 2019 年 4 月 22 日（月）～5 月 27 日（月）  

（2）第二次募集 2019 年 6 月 27 日（木）～8 月 1 日（木） 

（3）第三次募集 2019 年 9 月 5 日（木）～10 月 3 日（木） 

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

 

◇トヨタ自動車（株）「トヨタ環境活動助成プログラム 2019

年度助成プロジェクト公募開始」 

募集期間 2019 年 4 月 5 日（金）～6 月 6 日（木） 

https://global.toyota/jp/sustainability/esg/challenge2050/chall

enge6/ecogrant/ 

 

◇福岡県北九州市「北九州市次世代エネルギー設備導入促進事

業」 

申請期間 2019 年 4 月 19 日(金)～6 月 10 日(月) 

https://www.kitakyushucci.or.jp/topics/003564 

 

◇京都府「京の森林文化を守り育てる支援事業の平成 31(2019)

年度助成団体」募集 

募集期間 2019 年年 4 月 3 日（水）～6 月 14 日（金） 

http://www.pref.kyoto.jp/rinmu/moribunka.html 

 

◇農林中央金庫「農中森力(もりぢから)基金」第 6 回助成事業

の募集について 

募集期間 2019 年 4 月 1 日（月）～6 月 28 日（金） 

https://www.nochubank.or.jp/news/news_release/2019/post-

514.html 

 

◇熊本県「平成 31 年度 森林吸収量認証制度申請募集について」 

募集期間 2019 年 4 月 1 日（月）～6 月 28 日（金） 

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_23131.html 

 

◇兵庫県「平成 31 年度地域創生！再エネ発掘プロジェクトの

募集について（設備導入無利子貸付事業）」 

募集期間 2019 年 3 月 14 日（木）～7 月 19 日（金） 

http://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/warming/%E8%9E%8D%E

8%B3%87%E3%83%BB%E5%8A%A9%E6%88%90/tiikisaiene/ 

 

◇環境省「2019 年度（平成 31 年度）『二国間クレジット制度

資金支援事業のうち設備補助事業』の公募について」 

募集期間 2019 年 4 月 5 日（金）～11 月 29 日（金） 

http://www.env.go.jp/press/106662.html 

 

◇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/ 

 

https://www.renovainc.com/omaezakikou_biomass_EIA_2019.html
http://www.eic.or.jp/eic/topics/2019/0405_cb.html
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◇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」 

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

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/policy_others/municipal_suppo

rt/current.html 

 

◇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 

 

◇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 

 

◇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 
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