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Pellet Club JAPAN 月刊ニュース（2019 年 11 月号） 

 

発行元：ペレットクラブ 

                                                         発行日：2019 年 11 月 29 日 

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

 

■（株）長大（東京）の子会社（株）南部町バイオマスエナジ

ー（山梨、以下「NBE」）が、木質バイオマスガス化発電事業を

実施するにあたり、公民連携事業パートナーである山梨県南部

町と「公民連携木質バイオマスガス化事業に関わる協定書」を

締結。同事業は南部町内のアルカディア南部総合公園スポーツ

センター敷地内にバイオマス発電所（熱分解方式、800kW）を

建設し、南部町及び近隣地域からスギ、ヒノキの間伐材由来の

木質バイオマス資源（7,000t/年）を調達して発電事業を行うも

の。発電した電気は FIT を利用して（株）東京電力パワーグリ

ッド（東京）へ供給し、排熱はスポーツセンター内併設の温水

プールの保温用熱源、並びに間伐材由来の木質チップの乾燥用

熱源として発電所内で利活用する。またスポーツセンターは南

部町最大の防災拠点であることから災害時には木質バイオマ

ス発電所から電気を送電する「非常用電源」の仕組みも取り入

れる【（株）長大：2018/09/02】 

https://www.chodai.co.jp/news/2019/09/013021.html 

 

■エフビットコミュニケーションズ（株）（京都）、高知県本山

町の町有地を活用して次世代園芸施設とバイオマス発電設備

（出力 2MW 規模）を併設し、電気と熱、CO2を活用する「トリ

ジェネレーションシステム」構築へ。9 月 12 日、高知県および

本山町との間で進出協定を締結。次世代型ハウスは、統合環境

制御装置や養液栽培設備などを備えパプリカを栽培。2021 年

2 月完成予定。木質バイオマス発電所は木質チップなどを燃料

としたもので、発電した電力は自家消費や次世代型ハウスで利

用するほか、FIT を利用し売電する。バイオマス発電は地元林

業者との協業を進めていく。2021 年 5 月完成予定【メガソー

ラービジネス：2019/09/17、エフビットコミュニケーション

ズ（株）：2019/08/06】 

https://project.nikkeibp.co.jp/ms/atcl/19/news/00001/00231

/?ST=msb 

https://www.fbit.co.jp/news-parent/news/960.html 

 

 

■DSJ ホールディングス（株）（東京）、パーム油を生産する過

程で捨てられるアブラヤシの殻を炭化させ、バイオマス燃料と

する際の新技術を開発。パーム油の生産地インドネシア北部バ

タム島のカビル工業団地内の工場で、同社が（株）ガイア環境

技術研究所（宮城）とともに開発した炭化機を用いて試験生産

を開始。同社によると、酸素を遮断した状態で高温で熱分解す

ることでウイルスや菌を除去する「無害化」に成功。他社も炭

化機を開発しているが、より短時間で処理でき熱効率も良いと

いう。5 万 t/月製造を計画し、将来的に増産を目指す。石炭火

力発電やバイオマス発電の燃料にと売り込む【SankeiBiz：

2019/09/24】 

https://www.sankeibiz.jp/macro/news/190924/mcb19092405

00002-n1.htm 

 

■資源エネ庁、9 月 24 日に第 46 回調達価格等算定委員会を開

催。会議の議事要旨によると、バイオマス発電については「①

2020 年度の取扱いを決定する必要のある一般木材等バイオマ

ス発電・バイオマス液体燃料は、今年度の委員会で具体的な取

扱いを決定し、②既に 2021 年度までの取扱いを決定している

その他のバイオマスは、具体的な価格算定は行わず、方向性の

み議論する」ことでまとまり、委員から燃料の持続可能性の問

題に関する意見があったとのこと。地域活用の促進に向けては、

「地域の燃料を利用する案件や熱電併給案件など、地域に便益

をもたらす案件に FIT 制度の対象を限定していく方向性で議論

が行われた」ことが書かれている。資料は下記サイトより閲覧

可【資源エネ庁：2019/09/24】 

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/046.html 

 

■DMG 森精機（株）（奈良）、三重県伊賀市内で木質バイオマス

発電施設などの建設を計画。同社が保有する社宅の隣接地を造

成して、新たな社宅とともに整備する。バイオマス発電設備は

燃料消費量（木質チップ）が 19kg/時。12 月から造成工事に取

り掛かり、2020 年 5 月中旬の完成を目指す予定【建通新聞：

2019/09/26】 

https://www.chodai.co.jp/news/2019/09/013021.html
https://project.nikkeibp.co.jp/ms/atcl/19/news/00001/00231/?ST=msb
https://project.nikkeibp.co.jp/ms/atcl/19/news/00001/00231/?ST=msb
https://www.fbit.co.jp/news-parent/news/960.html
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/190924/mcb1909240500002-n1.htm
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/190924/mcb1909240500002-n1.htm
https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/046.html
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https://www.kentsu.co.jp/webnews/view.asp?cd=1909263000

04&area=4&yyyy=0&pub=1 

 

■林野庁が平成 30 年の木材需給に関するデータを集約・整理

した「平成 30 年木材需給表」を取りまとめ、公表。平成 30 年

の木材の総需要量は 8,247 万 8,000 ㎥で前年比 0.8%（燃料材は

前年比 15.6%）増加。同じく国内生産量は 3,020 万 1,000 ㎥で

前年比 1.8%（同、前年比 3.5%）増加。輸入量は 5,227 万 7,000

㎥で前年比 0.2%（同、前年比 57.1%）増加。木材自給率は 36.6%

（前年比 0.4 ポイント上昇）となり、平成 23 年から 8 年連続

で上昇【林野庁：2019/09/27】 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kikaku/190927.html 

 

■宮崎県、10 月から伐採跡地への再造林を確約する山林所有

者らに対し、山に放置されてきた林地残材を木質バイオマス発

電施設まで運搬する経費の助成事業を開始。バイオマス資源に

よって生み出された収益を分配することで、100ha/年以上の再

造林が可能に。災害を誘発する林地残材の回収にもつながり、

各方面から循環型林業を実践したい考え【宮崎日日新聞：

2019/09/27】 

http://www.the-miyanichi.co.jp/kennai/_41200.html 

 

■三恵観光（株）（京都）の関連会社が運営しているにバイオマ

ス発電所（京都府福知山市）周辺で稼働音や臭気を巡る苦情が

発生している問題で、福知山市議会が 9 月 26 日、地域住民が

提出した同問題の対策を求める請願を賛成多数で採択。請願は、

運営側がこれまで行ってきた騒音や臭気の対策が不十分で、住

民が精神的苦痛を受けているとして行政による指導を求めて

いる【京都新聞：2018/09/29】 

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/25437 

 

■国際環境 NGO FoE Japan（東京）等複数の環境保護団体およ

び研究者らが、FIT におけるバイオマス発電に、ライフサイク

ルアセスメントによる温室効果ガス（GHG）排出を考慮した制

度の導入を求める声明文を出し、賛同者を募集。バイオマス発

電の FIT 認定量の 9 割は輸入燃料に依存し、本来の FIT 法の目

的（環境負荷低減、地域活性化）に沿っていないことや、パー

ム油など原料の生産段階で森林減少や生物多様性の破壊が懸

念される計画も多く存在することを問題視している。10 月 7 日

には 276 人 10 団体が連名で声明を発表し、経産省、環境省な

どに提出【FoE Japan：2019/09/28、2019/10/07】 

http://foejapan.org/forest/biofuel/190928.html 

http://foejapan.org/forest/biofuel/191007.html 

 

■中部電力（株）（愛知）、三菱 UFJ リース（株）（東京）、バイ

オ燃料（株）（東京）の三社で、Solariant Capital（株）（東京）

が設立した「神栖バイオマス発電所合同会社」（以下「同事業会

社」、東京）に出資することに合意し、9 月 30 日に同事業会社

が三井住友信託銀行（株）（東京）をアレンジャーとするプロジ

ェクトファイナンスによる融資契約を締結したと発表。同日、

（株）JERA（東京）が同事業会社より、神栖バイオマス発電所

におけるオーナーズエンジニアリング業務および O&M 業務を

受託したと発表。10 月 9 日には日立造船（株）（大阪）が（株）

奥村組（同）との共同企業体で発電所建設工事を受注したとリ

リース。日立造船は主に発電設備の供給・据付・試運転を担当

する。発電所は茨城県神栖市奥野谷浜工業団地内に建設予定で、

発電出力は 5 万 kW、想定年間発電電力量は約 3.5 億 kWh（一

般家庭約 11 万世帯分に相当）。燃料は PKS。本工事開始は 2020

年 12 月、運転開始は 2023 年 7 月の予定【中部電力（株）、（株）

JERA：2019/09/30、OSR No.390、日立造船（株）：2019/10/09】 

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

press/3271869_24203.html 

https://www.jera.co.jp/information/20190930_399 

https://www.hitachizosen.co.jp/news/2019/10/003400.html 

 

■（株）シーエナジー (愛知)がフルハシ EPO（株）(同)と共同

で設立した特別目的会社「CEPO 半田バイオマス発電(株)」（同）、

10 月 1 日よりバイオマス発電所の営業運転を開始。発電設備

は（株）タクマ（兵庫）が受注し、2017 年 10 月より建設工事

を行ってきた。CEPO 半田バイオマス発電所は、建設廃材等由

来の木質リサイクルチップ（約 15 万 t/年）と PKS（約 13 万

t/年）を燃料とし、出力は 50,000kW。想定年間発電量は一般

家庭約 119,000 世帯分に相当する約 3.7 億 kWh【（株）シーエ

ナジー：2019/10/01、（株）タクマ：2017/08/23】 

http://www.cenergy.co.jp/information/2019/documents/press_

191001.pdf 

https://www.takuma.co.jp/news/2017/20170823.html 

 

■銘建工業（岡山）、現本社工場敷地内にある木材保管倉庫を解

体し、跡地にバイオマス発電施設を新築へ。（株）大本組（岡山）

https://www.kentsu.co.jp/webnews/view.asp?cd=190926300004&area=4&yyyy=0&pub=1
https://www.kentsu.co.jp/webnews/view.asp?cd=190926300004&area=4&yyyy=0&pub=1
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kikaku/190927.html
http://www.the-miyanichi.co.jp/kennai/_41200.html
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/25437
http://foejapan.org/forest/biofuel/190928.html
http://foejapan.org/forest/biofuel/191007.html
https://www.chuden.co.jp/smt/corporate/publicity/pub_release/press/3271869_24203.html
https://www.chuden.co.jp/smt/corporate/publicity/pub_release/press/3271869_24203.html
https://www.jera.co.jp/information/20190930_399
https://www.hitachizosen.co.jp/news/2019/10/003400.html
http://www.cenergy.co.jp/information/2019/documents/press_191001.pdf
http://www.cenergy.co.jp/information/2019/documents/press_191001.pdf
https://www.takuma.co.jp/news/2017/20170823.html
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の施工で 8 月下旬に着工。完成は 2021 年 7 月【建通新聞：

2019/10/01】 

https://www.kentsu.co.jp/webnews/html_top/191001600005.h

tml 

 

■国際紙パルプ商事（株）（東京）、10 月 1 日よりバイオマスパ

ワーテクノロジーズ（株）（三重）の松阪木質バイオマス発電所

において、国際紙パルプ商事が開発したバイオマス発電所運転

支援システム「BM ecomo」の実証運転を開始。BM ecomo は、

AI・IoT 等の最新テクノロジーを活用し、バイオマス発電所から

得られるあらゆるデータを収集・解析。バイオマス発電所の

日々の運転にとどまらず、事業経営まで支援することを目的と

したバイオマス発電業界初となる運転支援システム。同システ

ムの開発期間・販売時期については現時点では未定で、明らか

になったら速やかに開示するとのこと【国際紙パルプ商事

（株）：2019/10/01】 

http://www.kppc.co.jp/ja/news/news/news-

908554080068572052002.html 

 

■（一財）地域総合整備財団（ふるさと財団）、令和元年度ふる

さと企業大賞（総務大臣賞）受賞者を決定。バイオマス関連で

は青森県平川市で木質バイオマス発電事業を行う（株）津軽バ

イオマスエナジーが受賞。 

同社は平成 25 年設立。平成 25～27 年度に同財団の「ふるさ

と融資」を活用し、木質バイオマス発電施設を整備。発電所は

平成 27 年 12 月より稼働し、森林管理で発生する間伐材やリ

ンゴ栽培で発生する剪定枝等の地域資源を活用し、電力は地元

公共施設等に供給するなど、エネルギーの地産地消を実現、地

元雇用にも貢献している。さらに発電時の排熱を利用してミニ

トマトを栽培し、「平川市バイオマス産業都市構想」における 

「農業促進～冬の農業展開プロジェクト～」の一翼を担ってい

ることなどが受賞のポイントとなった【（一財）地域総合整備財

団；2019/10/04】 

https://www.furusato-zaidan.or.jp/yushi/kigyotaisho/ 

 

■（株）タケエイ子会社の（株）横須賀バイオマスエナジー（神

奈川）、10 月 7 日に横須賀バイオマス発電所の竣工式を実施。

同発電所は地元横須賀市をはじめとする首都圏近郊の自治体・

造園業・建設業等から排出される伐採木、剪定枝ならびに森林

間伐材、建設現場などから出る木くずといった木質資源を主な

燃料とする「都市型」バイオマス発電事業。所内に樹木を木質

チップに加工する大型破砕機や、三菱日立パワーシステムズイ

ンダストリー（株）（神奈川）の発電プラントなどを設置してい

る。出力は 6,950kW で、一般家庭 1 万 5,000 世帯分の電力を

まかなえる。投資額は約 48 億円。発電した電気は、タケエイ

子会社で小売電気事業者の（株）横須賀アーバンウッドパワー

（神奈川）を通じて地元の企業等に供給する。11 月 1 日から

は、同発電所で発電した電力を生活協同組合コープみらい（埼

玉）のコープひばりが丘店（東京）、コープ南浦和店（埼玉）、

コープ新松戸店（千葉）に（株）地球クラブ（東京）を通じ調

達を開始。3 店舗で使用する電力を 100％FIT 電気でまかなう

【日本経済新聞：2019/10/07、（株）横須賀バイオマスエナジ

ー：2019/10/08、生活協同組合コープみらい：2019/10/31】 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50700850X01C19A0L

82000/?ct=ga 

http://www.yokosuka-be.co.jp/shunkou.pdf 

https://mirai.coopnet.or.jp/info/docs/191031_fitelectrical.pdf 

 

■（株）IHI（東京）グループ会社の（株）IHI 汎用ボイラ（東京、

以下「IBK」）が，廃食油焚ボイラ『K-T シリーズ』を組み込ん

だ新システムを開発し，本格販売を開始。IBK の高性能貫流ボ

イラにマルチ燃料対応バーナを採用することで、食品加工工場

などで発生する廃食油を100％燃料として運転することが可能

に。新たに燃料を購入するのに比べ最大約 65％コスト削減が

可能となり、同時に廃食油をバイオマス燃料として再利用する

ことで省資源化およびCO2削減に貢献できるとしている【（株）

IHI：2019/10/07】 

https://www.ihi.co.jp/ihi/all_news/2019/industrial_general_machi

ne/2019-10-07/index.html 

 

■経産省資源エネ庁、総合資源エネルギー調査会基本政策分科

会再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会（第 2 回）

を 10 月 15 日に開催。「競争電源に係る制度のあり方」として、

(1)市場における電力取引(2)市場への統合に向けた課題と環境

整備(3)FIP 制度の詳細設計について検討【経産省：2019/10/15】 

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_s

ubcommittee/saiene_shuryoku/002/ 

 

■経産省の総合エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー

分科会新エネルギー小委員会バイオマス持続可能性ワーキン

https://www.kentsu.co.jp/webnews/html_top/191001600005.html
https://www.kentsu.co.jp/webnews/html_top/191001600005.html
http://www.kppc.co.jp/ja/news/news/news-908554080068572052002.html
http://www.kppc.co.jp/ja/news/news/news-908554080068572052002.html
https://www.furusato-zaidan.or.jp/yushi/kigyotaisho/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50700850X01C19A0L82000/?ct=ga
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50700850X01C19A0L82000/?ct=ga
http://www.yokosuka-be.co.jp/shunkou.pdf
https://mirai.coopnet.or.jp/info/docs/191031_fitelectrical.pdf
https://www.ihi.co.jp/ihi/all_news/2019/industrial_general_machine/2019-10-07/index.html
https://www.ihi.co.jp/ihi/all_news/2019/industrial_general_machine/2019-10-07/index.html
https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/saiene_shuryoku/002/
https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/saiene_shuryoku/002/
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ググループが、10 月 9 日に第 5 回会合を開催。当日の議題の

一つ、「バイオマス燃料の持続可能性に関する確認項目及び確

認手段について」の議論の中で、バイオマス燃料の FIT 制度で

認められる第三者認証の取扱については、現行で認められてい

る RSPO（Roundtable on Sustainable Palm Oil：持続可能なパーム

油のための円卓会議）認証に加えて、RSB(Roundtable on 

Sustainable Biomaterials：持続可能なバイオ燃料のための円卓会

議)認証を追加して認めることに。事務局は、バイオマス燃料の

栽培・加工・輸送等の工程で排出されている温室効果ガス（GHG）

の地球環境への影響や土地利用変化による地域環境への影響

等、これまで議論してきた内容を整理した「中間整理（案）」を

提示。委員からの意見を反映し、取りまとめる予定【経産省：

2019/10/09、新エネルギー新聞：2019/10/17】 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_e

nergy/biomass_sus_wg/005.html 

http://www.newenergy-news.com/?p=21064 

 

■（株）テクノシステム（神奈川）、沖縄県石垣市に牛ふんを使

ったバイオマス発電所を建設へ。牛ふんを大型のタンクに集め

て 1 カ月以上かけて発酵させ、取り出したメタンガスを燃焼し

て発電する。発電能力は約 550kW で、1,300 世帯の消費量相

当。沖縄電力と売電の契約を結んでいる。投資額は 15 億円で、

2020 年 8 月の発電開始を目指す【日本経済新聞ｌ：

2019/10/14】 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO50817280Z01C19A0F

FR000/ 

 

■災害時にエネルギーや水を自給自足できる賃貸アパートが

宮城県大崎市鳴子温泉に完成。経営する（株）サスティナヴィ

レッジ（同市）によると国内初の事例。木質バイオマスのコジ

ェネレーション（熱電併給）プラントを備えているのが特徴。

丸太の製材過程で出る端材をチップにして燃料とし、ガス化発

電で電力 50kW を生み出し、回収した熱 110kW で一般家庭 30

戸分の冷暖房と給湯を賄う。電力は全量売電し、災害などで長

期停電が見込まれる場合はアパートに送電する。災害時の備え

として、飲用できる地下水も確保している【河北新報：

2019/10/16、（株）サスティナライフ森の家：2019/09/12、

2019/09/25】 

https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201910/20191016_13

044.html 

https://www.sustainalife.co.jp/event/2019/09/921%E5%9C%9

F%E3%83%BB22%E6%97%A5%E3%80%90%E3%82%B5%E3%82%B9

%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%B4%E3%82%A3%E

3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B8%E9%B3%B4%E5%AD%90%E3%

80%91-%E5%AE%8C%E6%88%90%EF%BC%86%E6%A7%8B.html/ 

https://www.sustainalife.co.jp/blog/2019/09/%E3%80%90%E3%

82%B5%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83

%B4%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B8%E9%B3%B

4%E5%AD%90-%E5%AE%8C%E6%88%90%EF%BC%86%E6%A7%8B

%E9%80%A0%E8%A6%8B%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E3%80%91.ht

ml/ 

 

■（株）エフオン（東京）、100%子会社の（株）エフオン壬生

（栃木）が、10 月 15 日に壬生発電所の火入式および安全祈願

祭を実施したと発表。発電所の立地場所は栃木県下都賀郡壬生

町で、2017 年に着工。栃木県内を中心とする未利用木材、一般

材、リサイクル木材の木質チップを 100%燃料とし、定格出力

は 18,000kW、送電電力量は約 12 万 MWh/年。竣工は 2019 年

12 月の予定【（株）エフオン：2019/10/21、（一社）環境パー

トナーシップ会議資料】 

http://www.ef-on.co.jp/news/news/2019102102.pdf 

https://epc.or.jp/wp-

content/uploads/2018/02/a597395aa7d757db751a56dfb1c5b

331.pdf 

 

■太平電業（株）（東京）、西風新都バイオマス発電所（広島）

の営業運転を 2019 年 10 月 26 日付で開始へ。事業サイトは広

島市安佐南区（西風新都奥畑地区産業団地内）。発電出力は

7,100kW、想定年間送電電力量は約 49,000MWｈ。燃料は未利

用材、一般材、建設廃材を木質チップにして使用。EPC は三菱

日立パワーシステムズインダストリー（株）（神奈川）。事業費

は約 50 億円。発電所見学会を 2020 年より実施する予定【OSR 

No.392：2019/10/23、太平電業（株）：2019/10/16】 

https://www.taihei-

dengyo.co.jp/news/20191016_hiroshima_biomass_st.pdf 

https://www.taihei-dengyo.co.jp/business/seihushinto/ 

 

■新見バイオマス発電所の建設が進む岡山県北の新見市で、燃

料チップを加工して発電所に供給する合同会社バイオマスサ

プライ（同市）が燃料用素材の受け入れ開始（10 月 15 日）。

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/biomass_sus_wg/005.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/biomass_sus_wg/005.html
http://www.newenergy-news.com/?p=21064
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO50817280Z01C19A0FFR000/
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO50817280Z01C19A0FFR000/
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201910/20191016_13044.html
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201910/20191016_13044.html
https://www.sustainalife.co.jp/event/2019/09/921%E5%9C%9F%E3%83%BB22%E6%97%A5%E3%80%90%E3%82%B5%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B8%E9%B3%B4%E5%AD%90%E3%80%91-%E5%AE%8C%E6%88%90%EF%BC%86%E6%A7%8B.html/
https://www.sustainalife.co.jp/event/2019/09/921%E5%9C%9F%E3%83%BB22%E6%97%A5%E3%80%90%E3%82%B5%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B8%E9%B3%B4%E5%AD%90%E3%80%91-%E5%AE%8C%E6%88%90%EF%BC%86%E6%A7%8B.html/
https://www.sustainalife.co.jp/event/2019/09/921%E5%9C%9F%E3%83%BB22%E6%97%A5%E3%80%90%E3%82%B5%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B8%E9%B3%B4%E5%AD%90%E3%80%91-%E5%AE%8C%E6%88%90%EF%BC%86%E6%A7%8B.html/
https://www.sustainalife.co.jp/event/2019/09/921%E5%9C%9F%E3%83%BB22%E6%97%A5%E3%80%90%E3%82%B5%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B8%E9%B3%B4%E5%AD%90%E3%80%91-%E5%AE%8C%E6%88%90%EF%BC%86%E6%A7%8B.html/
https://www.sustainalife.co.jp/event/2019/09/921%E5%9C%9F%E3%83%BB22%E6%97%A5%E3%80%90%E3%82%B5%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B8%E9%B3%B4%E5%AD%90%E3%80%91-%E5%AE%8C%E6%88%90%EF%BC%86%E6%A7%8B.html/
https://www.sustainalife.co.jp/blog/2019/09/%E3%80%90%E3%82%B5%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B8%E9%B3%B4%E5%AD%90-%E5%AE%8C%E6%88%90%EF%BC%86%E6%A7%8B%E9%80%A0%E8%A6%8B%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E3%80%91.html/
https://www.sustainalife.co.jp/blog/2019/09/%E3%80%90%E3%82%B5%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B8%E9%B3%B4%E5%AD%90-%E5%AE%8C%E6%88%90%EF%BC%86%E6%A7%8B%E9%80%A0%E8%A6%8B%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E3%80%91.html/
https://www.sustainalife.co.jp/blog/2019/09/%E3%80%90%E3%82%B5%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B8%E9%B3%B4%E5%AD%90-%E5%AE%8C%E6%88%90%EF%BC%86%E6%A7%8B%E9%80%A0%E8%A6%8B%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E3%80%91.html/
https://www.sustainalife.co.jp/blog/2019/09/%E3%80%90%E3%82%B5%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B8%E9%B3%B4%E5%AD%90-%E5%AE%8C%E6%88%90%EF%BC%86%E6%A7%8B%E9%80%A0%E8%A6%8B%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E3%80%91.html/
https://www.sustainalife.co.jp/blog/2019/09/%E3%80%90%E3%82%B5%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B8%E9%B3%B4%E5%AD%90-%E5%AE%8C%E6%88%90%EF%BC%86%E6%A7%8B%E9%80%A0%E8%A6%8B%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E3%80%91.html/
https://www.sustainalife.co.jp/blog/2019/09/%E3%80%90%E3%82%B5%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B8%E9%B3%B4%E5%AD%90-%E5%AE%8C%E6%88%90%EF%BC%86%E6%A7%8B%E9%80%A0%E8%A6%8B%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E3%80%91.html/
http://www.ef-on.co.jp/news/news/2019102102.pdf
https://epc.or.jp/wp-content/uploads/2018/02/a597395aa7d757db751a56dfb1c5b331.pdf
https://epc.or.jp/wp-content/uploads/2018/02/a597395aa7d757db751a56dfb1c5b331.pdf
https://epc.or.jp/wp-content/uploads/2018/02/a597395aa7d757db751a56dfb1c5b331.pdf
https://www.taihei-dengyo.co.jp/news/20191016_hiroshima_biomass_st.pdf
https://www.taihei-dengyo.co.jp/news/20191016_hiroshima_biomass_st.pdf
https://www.taihei-dengyo.co.jp/business/seihushinto/
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同発電所は全量未利用材を燃料に発電を計画しており、2020

年稼働予定【日刊木材新聞社：2019/10/24】 

https://jfpj.jp/mokuzai_news/6574 

 

■東芝エネルギーシステムズ（株）（神奈川）のグループ会社で

発電事業の運営を行う（株）シグマパワー有明（SPAC）（福岡）

が、福岡県大牟田市におけるバイオマス発電所の建設に向けて

10 月 25 日に地鎮祭を開催。同発電所は、SPAC が既に大牟田

市で運営しているバイオマス発電所（三川発電所）の隣接地に

「大牟田第一・第二発電所」として建設するそれぞれ出力

22.1MW のバイオマス発電所。11 月 1 日から建設工事を開始

し、当初予定よりも早い 2021 年秋に運転を開始する予定【東

芝エネルギーシステムズ（株）：2019/10/25】 

https://www.toshiba-energy.com/info/info2019_1025.htm 

 

■（株）エフオンの 100％子会社である（株）エフオン新宮（東

京)が、10 月 25 日に和歌山県新宮市新宮港第二期工業用地に

建設する「新宮発電所」新設工事の起工式を開催。同社はこの

土地に、発電出力 1 万 8,000kW の発電所と木質チップ製造工

場を設け、年間約 18 万 t の木質燃料を使用する。送電電力量

は約 120,000MWh/年。2022 年春の操業開始を目指す【（株）

エフオン、紀伊民報：2019/10/25】 

http://www.ef-on.co.jp/news/news/20191025002.pdf 

https://www.agara.co.jp/article/29867 

 

■沖縄県糸満市において、官民連携によるエネルギーの地産地

消実現に向けた「バイオガス（消化ガス）を活用した発電およ

び廃熱活用事業」が始動。（株）オカノ（沖縄）、（株）青い海（同）、

沖縄ガス（株）（同）、ヤンマー沖縄（株）（同）、（株）沖縄ガス

ニューパワー（同、以下「沖縄 NP」）、東京ガスエンジニアリン

グソリューションズ（株）（東京）およびヤンマーエネルギーシ

ステム（株）（大阪）の 7 社が合弁で、「いとまんバイオエナジ

ー（株）」（沖縄）を 2019 年 1 月に設立。青い海の構内にバイ

オマス発電装置（25kW×5 基）を設置し、商業運転を開始した。

同事業では、糸満市浄化センターの下水処理工程で発生するバ

イオガスを燃料とし、コジェネレーションシステム（CGS）を

用いて発電を行い、発電した電気を FIT を活用して売電する。

発電時の廃熱から温水を作り、青い海の塩製造工程において有

効活用する。また、売電する電力については沖縄ガス NP を介

し、糸満市の工業団地等へ供給する【ヤンマー（株）：

2019/10/25】 

https://www.yanmar.com/jp/energy/news/2019/10/25/6330

8.html 

 

■中国科学院（中科院）水生生物研究所（中国）と国家投資開

発公司微細藻類科学技術センター（同）、曁南大学（同）の科学

研究員合同チームが、世界に先駆けて超高密度の微細藻類（油

脂類含有量の多いイカダモ）の過程の最適化、特に正確なブド

ウ糖濃度制御というコア技術のブレークスルーを通じ、従属栄

養培養に成功。微細藻類は単細胞生物で、エネルギー、食品、

飼料の生産原料のほか、工業分野での利用にも大きな可能性を

秘めている。従属栄養培養は微細藻類バイオマスの新しい生産

方法で、従来の光合成独立栄養培養と比べて効率と可制御性が

高く、工業化生産しやすいのがメリット【AFPBB News：

2019/10/27】 

https://www.afpbb.com/articles/-/3251478 

 

■英国の今年の第 3 四半期（7～9 月）の再生可能エネルギー

による発電は 29.5TW/h。同時期の化石燃料による発電量は

29.1TW/h。英国のウェブサイト「カーボン・ブリーフ」による

と、英国で最初の発電所が稼働を始めた 1882 年以来初めて再

生可能エネルギーによる発電が化石燃料による発電を上回っ

たことに。第 3 四半期の全発電量に占める割合を種類別に見る

と、石炭、石油、ガスによるものが約 39％、再生可能エネルギ

ーは約 40％（うち、バイオマスは 12％）を占めた。しかしカ

ーボン・ブリーフは、暖房や運輸からの炭素排出を抑えない限

り、2050 年までにカーボンニュートラルにするという目標を

英国が達成できる可能性は低いとの考えを示している

【Newsweek 日本版：2019/10/28】 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/10/post-

13271_1.php 

 

■川崎汽船（株）（東京）、日本製紙（株）（東京）と 2022 年竣

工の新造 360 万 CFT 型木材チップ専用船の連続航海傭船に関

する基本協定を締結。海外から調達する製紙用木質チップ輸送

に従事する。また日本製紙と双日（株）が共同出資して設立し、

2023 年に北海道苫小牧市で稼働予定の「勇払エネルギーセン

ター合同会社」のバイオマス専焼発電事業（発電出力 74,950kw）

向け燃料チップ輸送の一部も担う予定【川崎汽船（株）：

2019/10/28、日本製紙（株）：2019/05/10】 

https://jfpj.jp/mokuzai_news/6574
https://www.toshiba-energy.com/info/info2019_1025.htm
http://www.ef-on.co.jp/news/news/20191025002.pdf
https://www.agara.co.jp/article/29867
https://www.yanmar.com/jp/energy/news/2019/10/25/63308.html
https://www.yanmar.com/jp/energy/news/2019/10/25/63308.html
https://www.afpbb.com/articles/-/3251478
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/10/post-13271_1.php
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/10/post-13271_1.php
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https://www.kline.co.jp/ja/news/drybulk/drybulk36787542102

36589682/main/0/link/20191028%20_JP%20.pdf 

https://www.nipponpapergroup.com/news/year/2019/news190

510004431.html 

 

■日本アジアグループ（株）（東京）傘下の JAG 国際エナジー

（株）（東京）が、国際航業（株）（東京）、宮城県気仙沼市、出

光興産（株）（東京）、（一財）気仙沼しんきん復興支援基金（宮

城）と共同で、「気仙沼グリーンエナジー（株）」（宮城）を設立。

10 月より気仙沼市内公共施設への電力供給を開始。同社は（一

社）気仙沼市住みよさ創造機構（宮城）より気仙沼市へ事業を

提案、同市より承認されて2019年4月4日に設立された会社。

地域内の再生可能エネルギー（太陽光、木質バイオマス、風力）

発電施設により発電された電力等を購入し、地域内の公共施設

や企業、家庭等に電力を供給することにより、「エネルギーの地

産地消」、「電気料金の削減」、「地域防災力の強化」、「地域経済

循環の促進」を目指す【日本アジアグループ（株）：2019/10/28、

気仙沼市：2019/10/31】 

https://www.japanasiagroup.jp/wordpress/wp-

content/uploads/2019-10-28.pdf 

https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s028/020/010/010/0

60/20191029152144.html 

 

■資源エネルギー庁、10 月 28 日に総合資源エネルギー調査会

基本政策分科会再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委

員会（第 3 回）を開催。バイオマス発電を含む地域活用電源に

ついて、事務局が「電源の立地制約等の特性に応じて、自家消

費や地域消費（熱電併給を含む）を通じて、レジリエンスの強

化に資するよう、地域活用要件を設定する」とする案を提示。

地域活用要件として、電気・熱共、「災害時の活用を市町村の防

災計画等に位置付け」、「自家消費や地域における融通」を挙げ、

これらを充足する案件について FIT 制度の対象とするとしてい

る【資源エネルギー庁：2019/10/28】 

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_s

ubcommittee/saiene_shuryoku/003/ 

 

■経産省、10 月 29 日に「第 47 回調達価格等算定委員会」を

開催し、業界団体へのヒアリングを実施。バイオマス発電関連

では、（一社）バイオマス発電事業者協会、（一社）バイオマス

発電協会、（一社）日本木質バイオマスエネルギー協会、バイオ

ガス事業推進協議会、（一社）日本有機資源協会の 5 団体が参

加。FIT 見直しにおける木質バイオマス発電事業、バイオマス

液体燃料発電事業、メタン発酵バイオガス発電事業等につぃて、

それぞれの意見や要望、現状報告等を行った。各団体資料等、

詳細は以下のサイトを参照【経産省：2019/10/29】 

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/047.html 

 

■フィリピンエネルギー省（DOE）、バイオマス発電所の所有と

運営に係る外資規制を撤廃し、外資系企業による 100％の出資

を認めるためのガイドラインを作成すると発表。DOE の再生可

能エネルギー管理局（REMB）のマリッサ・セレゾ氏は、外資規

制撤廃の理由として、バイオマス発電が他の天然資源を活用し

ないことと、フィリピン企業にバイオマス発電の技術の蓄積が

ない点を挙げた上で、「40％までしか認めない既存の外資規制

を撤廃することで、バイオマス発電事業への海外からの投資を

呼び込む」と説明。フィリピン政府は FIT に基づくバイオマス

発電の買取り価格を 2018 年に 1kWh 当たり 6.5639 ペソ（約

13.8 円、1 ペソ＝約 2.1 円）、2019 年に同 6.5310 ペソと定め

ている【JETRO：2019/10/29】 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/10/bc1f796b3004442

4.html 

 

■兵庫県内の原木（丸太）生産量が 2018 年に約 46 万 9,000 ㎥

と、5 年連続で増加。大規模木質バイオマス発電所の燃料需要

が近年拡大し、2016 年以降の生産量は年 40 万㎥超と約 30 年

前の水準に匹敵。県内では 2015 年に赤穂市、2016 年に朝来

市、2017 年に丹波市でそれぞれ民間企業が発電所を稼働。主

に間伐材を加工した燃料チップを使っている。2020 年度には

赤穂市で新たな発電所が稼働する予定【神戸新聞：2019/10/29】 

https://www.kobe-

np.co.jp/news/keizai/201910/0012830039.shtml 

 

■NEDO（神奈川）、「バイオマスエネルギーの地域自立システム

化実証事業」で実証事業と FS についてそれぞれ新たに公募を

実施し、計7テーマを採択。実証事業に採択されたのは１件で、

社会福祉法人ウイズユー（鳥取）が「廃棄バイオマスを利用し

たクリーニング工場への蒸気供給事業の実証事業」を行う。FS

事業は北海道エア・ウォーター（株）（北海道）の「家畜ふん尿

に由来する液化バイオメタンの都市部へのエネルギー供給シ

ステムの事業性評価（FS）」や、広島県北広島町および国立大学

https://www.kline.co.jp/ja/news/drybulk/drybulk3678754210236589682/main/0/link/20191028%20_JP%20.pdf
https://www.kline.co.jp/ja/news/drybulk/drybulk3678754210236589682/main/0/link/20191028%20_JP%20.pdf
https://www.nipponpapergroup.com/news/year/2019/news190510004431.html
https://www.nipponpapergroup.com/news/year/2019/news190510004431.html
https://www.japanasiagroup.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019-10-28.pdf
https://www.japanasiagroup.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019-10-28.pdf
https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s028/020/010/010/060/20191029152144.html
https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s028/020/010/010/060/20191029152144.html
https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/saiene_shuryoku/003/
https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/saiene_shuryoku/003/
https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/047.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/10/bc1f796b30044424.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/10/bc1f796b30044424.html
https://www.kobe-np.co.jp/news/keizai/201910/0012830039.shtml
https://www.kobe-np.co.jp/news/keizai/201910/0012830039.shtml
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法人広島大学（広島）の「地域バイオマス持ち込みシステムと

スマートバイオマスネットワークの事業性評価（FS）」等 6 件

【NEDO：2019/10/29】 

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101225.html 

 

■NEDO、「バイオジェット燃料生産技術開発事業／一貫製造プ

ロセスに関するパイロットスケール試験／サプライチェーン

事業性評価（FS）」に係る実施体制を決定し、公表。決定した事

業は、（株）エジソンパワー、JXTG エネルギー（株）、国立大学

法人富山大学が共同で実施する「バイオジェット燃料製造に最

適なガス化・FT 合成による一貫製造プロセス・サプライチェー

ン構築の事業性評価（FS）」等、4 件【NEDO:2019/10/31】 

https://www.nedo.go.jp/koubo/FF3_100263.html 

 

■愛知海運（株）（愛知）、PKS 等のバイオマス燃料の一貫輸送

サービスを本格稼働へ。同社初となるマレーシア現地法人

「AICHI KAIUN (MALAYSIA) SDN.BHD.」を 10 月に設立し、クア

ラルンプール市内で事務所を開設。11 月からはバイオマス燃

料の輸送業務拡大に向けて、現地から国内までの一貫輸送サー

ビス「AIL（Aikai Integrated Logistics）」（アイル）の提供を開始。

現地の貨物確認から港と船の選定、日本での荷役・保管作業を

一貫して行うことによるトータルコストの削減や、マレーシア

現地法人のネットワークを活用しての海外現地での情報収集

などを行う。「AIL」のサービスには、人気ハンティングアクシ

ョンゲーム「モンスターハンター」に登場している「AIROU（ア

イル―）」をイメージキャラクターとして起用【愛知海運（株）、

日本海事新聞電子版：2019/11/01】 

http://www.aikai.co.jp/ 

https://www.jmd.co.jp/article.php?no=251404 

 

■「八戸エコエネルギー発電所」が 11 月 1 日、青森県八戸市

の三菱製紙（株）八戸工場内の建設地で竣工式を開催。運営す

る「エム・ピー・エム・王子エコエネルギー（株）（MOE）」（青

森）によると、バイオマス発電所としては国内最大の発電能力

（7 万 4,950kW）で、年間発電量（約 5 億 3,000 万 kW/h）は

一般家庭約 17 万世帯分の消費電力に相当。EPC（設計・調達・

建設）は JFE エンジニアリング（株）（東京）が受注し、フィン

ランドのバルメット社と業務提携して初の、同社製 CFB ボイラ

を採用している。燃料は木質チップや PKS【東奥日報：

2019/11/01、JFE エンジニアリング（株）：2016/10/07】 

https://www.toonippo.co.jp/articles/-/270746 

http://www.jfe-eng.co.jp/news/2016/20161007084536.html 

 

■群馬県の前橋地方裁判所が 10 月 31 日に、前橋バイオマス

発電所に補助金を交付した群馬県を相手取った住民訴訟で、住

民側の請求を棄却する判決。この訴訟は、福島第一原発事故に

よる放射能で汚染された森林を伐採・焼却することに不安を感

じた住民らが「赤城山の自然と環境を守る会」を結成し、提訴

したもの。群馬県が新規の工場建設にあたり、木質バイオマス

を燃料とする場合には含水率を考慮してよいと規定を改定し、

当該発電所を環境影響評価の対象外として補助金 4億 8,000万

円を支給したことを問題視。発電所は東京電力子会社の（株）

関電工（東京）と、（株）トーセン（栃木）による出資で建設し

ており、住民らは関電工に便宜を図るため条例を改訂したと主

張。他に、近隣住民への建設に関する周知が不十分であったこ

と、県産材のみを利用するはずが県外トラックによる原料チッ

プの搬入が目撃されていること等も主張したが全て退けられ、

原告団は今後控訴するかどうか検討する意向【 alterna：

2019/11/02】 

http://www.alterna.co.jp/28498 

 

■（株）フェニックス（愛知）、サーラ e エナジー（株）（同）

の地域貢献型付帯サービス「e じゃんプラス」を自社の「持続

可能な開発目標(SDGs)」の達成に向けた取組みを推進するため

のプロジェクト「PHOENIX Hope」の取組として開始すると発表

（11 月 1 日）。「e じゃんプラス」は、奥三河の間伐材等を活用

しているサーラ e パワー（株）（愛知）の「東三河バイオマス発

電所」（同）で発電された電気の供給を受ける顧客が、通常の電

気料金に「e じゃんプラスサービス料金（税込 220 円）」を上乗

せし、サーラ e エナジーが地域貢献活動を行う企業・団体に支

援金として納付。それにより、顧客は電気を使いながら地域貢

献活動に参加でき、東三河・遠州地域に還元され、地域経済の

活性化等にもつながる。愛知県豊橋市のプロバスケットボール

チームである「三遠ネオフェニックス」の選手と一緒に森林整

備活動や、東三河バイオマス発電所見学会に参加する等のサー

ビス特典も用意されている【PR TIMES：2019/11/01、サーラ

e エナジー（株）】 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000056.000036377.ht

ml 

https://www.salaeenergy.sala.jp/ejan/ 

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101225.html
https://www.nedo.go.jp/koubo/FF3_100263.html
http://www.aikai.co.jp/
https://www.jmd.co.jp/article.php?no=251404
https://www.toonippo.co.jp/articles/-/270746
http://www.jfe-eng.co.jp/news/2016/20161007084536.html
http://www.alterna.co.jp/28498
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000056.000036377.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000056.000036377.html
https://www.salaeenergy.sala.jp/ejan/
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■山口県宇部市、地域の民間事業者などと地域新電力会社「う

べ未来エネルギー（株）」を設立。環境保全センターのバイオマ

ス余剰発電を最大限に活用して、市内消費者に電力を供給する

もので、事業開始当初については市内高圧公共施設を対象に電

力を供給予定。出資者および出資額としては、宇部市が 350 万

円、宇部商工会議所が 100 万円、（株）オカダ電気（山口）・柏

原物流（株）（同）・長州産業（株）（同）がそれぞれ 115 万円、

（株）山口銀行（同）・西中国信用金庫（同）・（株）西京銀行（同）

がそれぞれ 50 万円、（株）エネルギア・ソリューション・アン

ド・サービス（広島）が 55 万円。宇部市は電力小売全面自由

化の実施後も市内で使用される電力のほとんどが地域外から

購入され、資金が地域外へ流出していることから今回地域新電

力会社を設立。電力と資金の循環システムを構築することで、

地域経済の活性化を図る【excite ニュース：2019/11/04】 

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

KXEjH0/ 

 

■経産省、第 48 回調達価格等算定委員会を 11 月 5 日に開催

し、太陽光とバイオマス発電の入札の上限価格設定等について

協議。バイオマス発電については「10,000kW 以上の一般木材

等バイオマス」「全規模のバイオマス液体燃料」が 2018 年度よ

り入札制に移行しており、今回で 2 回目の入札。1 回目の入札

の上限価格は 20.60 円/kWh。一般木材等バイオマスについて

は実際の入札件数が１件（35MW）あったが落札後に第２次保

証金が納付されず辞退したため、認定に至らず。バイオマス液

体燃料については実際の入札件数が１件（２MW）あったが入札

価格が上限価格を上回ったため、落札できなかった。当日の委

員会は「非公開」のかたちで行われ、第 1 回の入札結果や直近

の市場の状況を踏まえた上で、競争性を一定程度確保しつつコ

スト低減を促す上限価格について検討し、決定（開札後に公表）。

バイオマスの入札量は、一般木材等と液体燃料を合わせて

120MW。12 月 6 日募集締切、12 月 17 日入札結果公表予定【経

産省：2019/11/05】 

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/048.html 

 

■福島県浪江町に木質バイオマス発電所と木質チップ製作所

建設へ。11 月 4 日に起工式。（株）トーヨーエネルギーファー

ム（福島）の子会社「（株）トーヨー浪江バイオマス発電所」（福

島県浪江町）、「（株）浪江バイオマスチップ製作所」（同）が整

備する。チップの原料はいわき市森林組合と磐城林業協同組合

からスギなどの間伐材の供給を受け、製作所で木質チップに加

工。高温で無酸素の炉にチップを投入してガスを精製し、発電

する。発電所の電力は 1,999kW で、年間発電量は約 16,000MWh

（一般家庭約 3,500 世帯分の年間消費電力量相当）。東北電力

に売電する。総事業費約 35 億円。2021 年 1 月の供用開始を目

指す【福島民報、OSR No.390：2019/10/09】 

https://www.minpo.jp/news/moredetail/2019110569361 

 

■農水省、10 月 31 日にバイオマス産業都市を新たに 7 市町選

定したと発表。選定地区は、北海道八雲町、岩手県軽米町、栃

木県さくら市、長野県中野市、福岡県朝倉市、佐賀県玄海町、

大分県竹田市。関係 7 府省（内閣府、総務省、文科省、農水省、

経産省、国交省、環境省）が 2013 年度から共同でバイオマス

産業都市の構築を推進しており、選定地域は累計 90 市町村に

【環境ビジネスオンライン： 2019/11/06 、農水省：

2019/10/31】 

https://www.kankyo-business.jp/news/023423.php 

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/bioi/191031.html 

 

■福島県相馬市と宮城県仙台市、台風 19 号で甚大な被害が出

た宮城県丸森町の災害廃棄物を受け入れると発表（11 月 5 日）。

そのうち相馬市は倒木を引き取って木質バイオマス発電所の

燃料へのリサイクルにつなげる。隣接する丸森町の倒木を市内

のバイオマス発電関連の事業所に運び洗浄や乾燥などを行い、

最終的には岩手県花巻市の発電所に持ち込む計画【高知新聞：

2019/11/05】 

https://www.kochinews.co.jp/article/321802/ 

 

■北海道厚真町、本年度中に町内で太陽光発電所と木質バイオ

マス発電所の整備に着手へ。昨年９月の胆振東部地震で被災し、

全域停電（ブラックアウト）したことを教訓に、停電時も複数

の避難所に電気を安定供給できるようにする。地震で大量発生

した倒木でバイオマス発電を行い、その廃熱をハウスに送って

イチゴ栽培に利用するなど、再生可能エネルギーを活用した

「厚真発」の復興モデルを構築する【北海道新聞：2019/11/05】 

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/361500 

 

■秋田県信用組合（秋田）らが設立した「秋田再生可能エネル

ギーファンド」、木材チップ生産会社の KS ウッドソリューショ

ン（株）（秋田）に 3,000 万円投資を決定。同社は木質バイオマ

https://www.excite.co.jp/news/article/Leafhide_eco_news_fpzQKXEjH0/
https://www.excite.co.jp/news/article/Leafhide_eco_news_fpzQKXEjH0/
https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/048.html
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2019110569361
https://www.kankyo-business.jp/news/023423.php
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/bioi/191031.html
https://www.kochinews.co.jp/article/321802/
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/361500
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ス発電に使う木材チップを生産。納入先との長期契約を結ぶな

ど地域経済への発展に貢献できると考え、ファンドの 1 号案件

として投資を決めた。同ファンドは 2019 年 1 月に秋田県信組、

子会社のけんしん元気創生（秋田）、全国信用協同組合連合会

（本店・東京）、秋田県信用保証協会（秋田）、FVC Tohoku（株）

（岩手）が出資して設立【日本経済新聞：2019/11/05】 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51788600V01C19A1L

01000/ 

 

■真庭バイオマス発電（株）（岡山県真庭市）が運営する真庭バ

イオマス発電所（発電能力１万 kW）、木質バイオマス発電のコ

スト削減に向けた取り組みを開始。対象期間終了に備え、FIT に

依存しない収益構造を目指す。燃料購入費だけで売電収入の約

6 割を占めるため、国の支援制度などを活用しコスト構造の改

革に着手。具体的には、広葉樹は伐採しても自然に再生するこ

とから植栽が要らないといった利点があるため、真庭市がクヌ

ギやコナラなど未利用広葉樹の利用を目的に路網を整備。また

植栽から燃料化までの期間を短縮するため、外来種のコウヨウ

ザンなど早生樹を植栽し、成長に適した環境や外来種の生態系

への影響などを調査する。さらに被災時のブラックアウトを防

ぐため、真庭バイオマス発電が事業主体になり、木質バイオマ

ス発電や太陽光発電などを活用して自立的な電力供給網を構

築する検討も開始【日刊工業新聞：2019/11/06】 

https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00537329&ct=ga 

 

■三重県松阪市のうれし野アグリ（株）、今年 7 月に新設した

LED 照明を用いた植物工場で、房どりミニトマトの栽培促進。

うれし野アグリは 2013 年 4 月、工場近くにある食用油製造・

辻製油（株）（三重）や、トマトなどの農産物を扱う（株）浅井

農園（同）、三井物産（株）（東京）が出資して設立。2014 年に

太陽光を利用した 2 棟の工場を完成させ、辻製油の木質バイオ

マスボイラの蒸気や、隣接する同社工場の排熱を暖房に使うな

どして、7～8 割のコストを削減している。LED で日照時間が短

い冬や天候不良でも安定的に栽培でき、木質バイオマスボイラ

の蒸気等を活用していて環境にも優しい。従来の出荷先である

東海や関西圏に加え、首都圏にも PR していく【中日新聞：

2019/11/06】 

https://www.chunichi.co.jp/article/mie/20191106/CK2019110

602000029.html 

 

■東京新聞（中日新聞東京本社）（東京）、本社編集部門のフロ

アで使用する電力（約 100 万 kWh/年）を再生可能エネルギー

に切り替えたとみなす認証を取得。グリーン電力証書は日本自

然エネルギー（株）（東京）が発行し、第三者機関の（一財）日

本品質保証機構（東京）が証書の価値を認証している。東京新

聞は 11 月から編集部門が使用する照明や空調、記者やデスク

端末などに使う電力量に見合ったグリーン電力証書（バイオマ

ス発電）購入を開始。これにより編集作業の電力はバイオマス

を使ったとみなされ、11 月 8 日朝刊の紙面から証書のロゴマ

ークを掲載する【東京新聞：2019/11/08】 

https://www.tokyo-

np.co.jp/article/release/CK2019110802000196.html 

 

■岐阜大学（岐阜）、「中山間地域での地産地消型地域エネルギ

ーシステム」の構築に向け、学内に再生可能エネルギーをべー

スとするエネルギーマネジメントシステム（EMS）を評価する

ラボスケール試験設備を導入したと発表。木質バイオマスや太

陽光などの再生可能エネルギーを有効活用し、エネルギーの地

産地消をめざし、太陽光などで生み出した電力を使って水素を

作る。岐阜県、八百津町、岐阜大学及び企業 3 社は水素エネル

ギーを利活用する社会の実現を目指し協定を締結しており、産

学官連携でデータを蓄積し、将来的には岐阜県加茂郡八百津町

で実証実験を行って、理想的な地域のエネルギー自立のかたち

を追求する。11 月 12 日に同大学講堂にてオープン式典も開催

【朝日新聞：2019/11/08、岐阜県】 

https://www.asahi.com/articles/ASMC733D8MC7OHGB003.html 

https://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/shokogyo/seicho-

sangyo/11353/H2go.html 

 

■北海道厚真町の胆振管内厚真町臨時議会、胆振東部地震で発

生した倒木を活用した木質バイオマス発電所などの整備事業

費について、議会説明より新聞報道が先行したことが問題だと

して、同事業費や被災者向け公営住宅などの整備費を含む本年

度一般会計補正予算案を、議長を除く議員 9 人全員の全会一致

で否決（11 月 8 日）。補正予算案中、「バイオマス発電所整備計

画などの調査委託費」は 90 万円。公営住宅関連は 7,200 万円、

住宅応急修理事業は 3,200 万円、福祉施設再建関連は 3 憶円の

予算額が盛り込まれていたため、住民や福祉施設の関係者から

驚きや落胆の声が上がった。町は 11 日に開かれる臨時議会で、

発電所整備費を除く補正予算案を提出し、原案通り可決された。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51788600V01C19A1L01000/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51788600V01C19A1L01000/
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00537329&ct=ga
https://www.chunichi.co.jp/article/mie/20191106/CK2019110602000029.html
https://www.chunichi.co.jp/article/mie/20191106/CK2019110602000029.html
https://www.tokyo-np.co.jp/article/release/CK2019110802000196.html
https://www.tokyo-np.co.jp/article/release/CK2019110802000196.html
https://www.asahi.com/articles/ASMC733D8MC7OHGB003.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/shokogyo/seicho-sangyo/11353/H2go.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/shokogyo/seicho-sangyo/11353/H2go.html
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町長は取材に「発電所整備については、あらためて議会に説明

し理解を求めたい」としている【北海道新聞：2019/11/08、

11/09、11/11】 

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/362840 

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/363026 

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/363506 

 

■ヤンマー（株）（大阪）グループ会社のヤンマーエネルギーシ

ステム（株）（同、以下「YES」）、もみ殻を活用し、熱と電気を

供給する資源循環型のもみ殻ガス化発電システムの実証を開

始。YES は、一部堆肥等に利用されるものの、エネルギー源と

しては活用されてこなかった、国内で約 200 万 t/年発生する

もみ殻処理問題を解決するとともに熱電併給も行うことがで

きる小規模分散型のもみ殻ガス化発電システムを開発。毎年約

200t 発生するもみ殻を処理している（有）フクハラファーム

（滋賀）に設置し（8 月 28 日）、本格的に同システムの発電を

開始した。発電量は 15kW（年間 75,000kWh を計画）。もみ殻

に特化した小型ガス化発電システムは国内初【ヤンマー（株）：

2019/11/14】 

https://www.yanmar.com/jp/energy/news/2019/11/14/6423

5.html 

 

■千葉県山武市、10 月末から 11 月上旬にかけて「山武市脱炭

素型地域づくりモデル形成事業調査業務委託」について公募。

（株）森のエネルギー研究所（東京）が業務受託候補者に決定。

同事業では、担い手不足や溝腐病等による被害を受けて放置さ

れ、地域林業衰退の一因になっている地域材のサンブスギを活

用するバイオマスエネルギー熱電併給設備やバイオマスボイ

ラを民間施設や農業施設に導入した際の供給量、コスト、CO2

削減効果を試算。木質バイオマス等の地域資源を活用した電

気・熱を地域で自給・供給していくシステムを構築する調査業

務を行う。履行期間は 2020 年の 2 月 28 日まで【山武市：

2019/11 月】 

https://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/13/datutanso-puropo.html 

 

 

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

 

 

２．ペレット関連情報                                                 

 

■（有）薪燃コーポレーション（東京）、マレーシア産木質ペ

レットと OPT（オイルパームトランク）ペレットの販売を強

化【日刊木材新聞社：2019/09/24】 

https://jfpj.jp/mokuzai_news/6261 

 

■エイブルエナジー合同会社（福島）、福島県いわき市好間工業

団地に建設するバイオマス発電所について 2022 年 4 月の営業

運転開始を目指すと正式発表（9月 27日）。出力 11万2,000kW、

年間発電量は約 7.7 億 kWh の見込み（一般家庭庭約 23 万世帯

に相当）で発電後は東北電力に売電する。同社によると木質ペ

レット 100％使用のバイオマス発電所としては国内最大規模。

年間約 44 万 t に上る燃料の木質ペレットは全て米エンビバ社

から輸入する。いわき市小名浜港に荷揚げするため同港近くに

倉庫を整備する。エイブルエナジーはペレットを全て輸入する

ことについて、「国内（からの調達）では安定した発電が難しい

ため」としている。10 月 7 日に起工式を行い、2020 年 1 月に

着工、2021 年 11 月に試運転を開始する【河北新報、47NEWS：

2019/09/28】 

https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201909/20190928_62

023.html 

https://www.47news.jp/localnews/4048589.html 

 

■日本トランスシティ（株）が 2018 年 11 月より三重県四日

市市において建設を進めてきた新物流センター「霞バイオマス

センター」が竣工（10 月 1 日）。中期経営計画に基づく国内ロ

ジスティクス事業の強化策として、四日市港における取扱貨物

の拡大・多様化ならびに物流機能の強化を図るため、三重県四

日市市に建設した。業務内容は本船荷役からの輸入一貫作業お

よび輸送業務。取扱貨物は木質ペレットおよび PKS【日本トラ

ンスシティ（株）：2019/10/01】 

https://www.trancy.co.jp/home/pdf/%e6%96%b0%e5%80%89%e

5%ba%ab%e3%80%8c%e9%9c%9e%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82

%aa%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e

3%83%bc%e3%80%8d%e7%ab%a3%e5%b7%a5%e3%81%ab%e3%81%

a4%e3%81%84%e3%81%a6.pdf 

 

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/362840
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/363026
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/363506
https://www.yanmar.com/jp/energy/news/2019/11/14/64235.html
https://www.yanmar.com/jp/energy/news/2019/11/14/64235.html
https://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/13/datutanso-puropo.html
https://jfpj.jp/mokuzai_news/6261
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201909/20190928_62023.html
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201909/20190928_62023.html
https://www.47news.jp/localnews/4048589.html
https://www.trancy.co.jp/home/pdf/%e6%96%b0%e5%80%89%e5%ba%ab%e3%80%8c%e9%9c%9e%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%80%8d%e7%ab%a3%e5%b7%a5%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.pdf
https://www.trancy.co.jp/home/pdf/%e6%96%b0%e5%80%89%e5%ba%ab%e3%80%8c%e9%9c%9e%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%80%8d%e7%ab%a3%e5%b7%a5%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.pdf
https://www.trancy.co.jp/home/pdf/%e6%96%b0%e5%80%89%e5%ba%ab%e3%80%8c%e9%9c%9e%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%80%8d%e7%ab%a3%e5%b7%a5%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.pdf
https://www.trancy.co.jp/home/pdf/%e6%96%b0%e5%80%89%e5%ba%ab%e3%80%8c%e9%9c%9e%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%80%8d%e7%ab%a3%e5%b7%a5%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.pdf
https://www.trancy.co.jp/home/pdf/%e6%96%b0%e5%80%89%e5%ba%ab%e3%80%8c%e9%9c%9e%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%80%8d%e7%ab%a3%e5%b7%a5%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.pdf
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■（株）山本製作所（山形）の木質ペレットストーブ「OU（オ

ウ）」が、2019 年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日

本デザイン振興会）受賞。.「OU（オウ）」は外装に山形鋳物や

山形県産杉材を使用し、家具や工芸品のようにインテリアに馴

染むデザイン。また.低火力運転時の静音性を高め、メンテナン

スでユーザーが開閉する扉に閉め忘れを知らせる安全装置を

搭載し、誤操作防止にも配慮されている。審査委員は「暖炉へ

の憧れが、見事に現代のインテリアにマッチしたストーブとな

って実現した。燃料の木質ペレットは環境貢献度が高い上に扱

いやすく、現代のライフスタイルにフィットする材料といえ

る。」等、高く評価【（株）山本製作所：2019/10/02】 

https://www.yamamoto-ss.co.jp/news/news_35.html 

 

■（株）プロスペクト（東京）、極東ロシア最大の林業事業者で

ある RFP（Russia forest products）グループと共同で進めてい

るロシアでの木質ペレット製造工場建設プロジェクトの進捗

状況を公表。それによると、2018 年 5 月に現地（ロシア連邦

ハバロフスク地方アムールスク）において着工し、当初 2019

年秋に完成予定だったが天候不順等の影響により工事が遅れ

たため、2020 年 2 月頃竣工見込みとのこと。工場建設と並行

して、製品の売却先候補との契約条件等を交渉中【（株）プロス

ペクト：2019/10/04】 

https://www.prospectjapan.co.jp/ir/pdf/pr191004.pdf 

 

■（株）奥村組（大阪）が 100％出資する石狩新港新エネルギ

ー発電合同会社（北海道）が、北海道の石狩湾新港工業団地内

に建設を予定するバイオマス発電所建設工事着手にあたり、10

月 7 日に安全祈願祭・起工式を開催。発電所の発電出力は

51,500kW、想定年間発電量は 3.6 億 kWh（一般家庭約 12.1 万

世帯分の年間使用電力量に相当）。使用燃料は主に東南アジア

から輸入を予定している木質ペレットと PKS で、合計約 22 万

t/年。既に FIT 認定を受けており、発電した電力は全量を北海

道電力に売電し、運転開始後 20 年間固定価格（売電単価 24 

円/kWh）での買取りが約束されているとのこと。事業に向けた

準備が順調に進捗しており、当初の予定より 2 カ月前倒しした

2022 年 8 月からの転開始を目指す【（株）奥村組：2019/10/08】 

https://www.okumuragumi.co.jp/newsrelease/data/191008.pdf 

 

■住友林業（株）（東京）、10 月 21 日に茨城県つくば市で「W350

計画」 の研究拠点となる筑波研究所の新研究棟のオープニン

グセレモニーを開催。W350 計画は、同社の 1691（元禄４）年

の創業から 350 周年を迎える 2041 年を目標に高さ 350m の木

造超高層建築物を実現することで、高層建築物の木造化・木質

化と街を森にかえる環境木化都市の実現をめざす構想。新研究

棟の規模は木造 3 階建て延べ 2,532 ㎡。屋上面にソーラーパネ

ルを設置し、木質ペレット焚吸収冷温水機の導入で CO2排出量

を大幅に削減。屋上やバルコニー、外壁も緑化の実験場所とし

て活用することで、非住宅木造建築物の緑化技術も研究開発す

るほか、オフィス空間で知的生産性を向上させる緑のレイアウ

トを検証する。ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の実現

も視野に入れ、省エネや再生エネルギーを利用していく。総事

業費は約 25 億円【建設通信新聞：2019/10/23】 

https://www.kensetsunews.com/archives/379537 

 

■山形県、「山形県民 CO2 削減価値創出事業」における CO2 削

減価値の購入者を募集。県は 2016 年度より、県民が家庭等に

設置した太陽光発電設備又はペレットストーブ等の導入によ

る CO2 削減量を集約し、政府の J-クレジット制度を活用して

クレジットとして認証を受け、都市圏の企業をターゲットに販

売。販売収益は環境保全団体への補助事業に活用している。太

陽光発電やペレットストーブ、蓄電池の新規導入に関する県の

補助事業を受けた家庭、事業所を「やまがた太陽と森林（もり）

の会」の会員として登録。太陽光発電の自家消費分やペレット

ストーブの燃料購入費についてデータの提供を受けて削減量

を算出し、政府の委員会で認証を受ける。5 回目となる今回は、

2018 年 6 月～2019 年 5 月までの 12 カ月分で、太陽光発電が

延べ 2624 会員、木質バイオマスが延べ 637 会員の分を集約。

会員数は前回比で太陽光が 838 増、バイオマスが 220 増とな

っており、削減量も太陽光が 846t 増の 2,095t、木質バイオマ

スが 170t 増の 430t に。購入希望数量は 50t-CO2 以上（１t-

CO2単位）で、あらかじめ県が設定する最低販売単価（非公表）

以上の購入希望単価を提示した購入者のうち、購入希望単価が

より高く、購入希望量がより多い順に購入者を決定する。募集

期間は 11 月 1 日～12 月 20 日【山形県：2019/10/25、山形

新聞：2019/11/03】 

https://www.pref.yamagata.jp/pickup/interview/pressrelease/2

019/10/25091330/press_file01.pdf 

https://www.yamagata-

np.jp/news/201911/03/kj_2019110300042.php 

 

https://www.yamamoto-ss.co.jp/news/news_35.html
https://www.prospectjapan.co.jp/ir/pdf/pr191004.pdf
https://www.okumuragumi.co.jp/newsrelease/data/191008.pdf
https://www.kensetsunews.com/archives/379537
https://www.pref.yamagata.jp/pickup/interview/pressrelease/2019/10/25091330/press_file01.pdf
https://www.pref.yamagata.jp/pickup/interview/pressrelease/2019/10/25091330/press_file01.pdf
https://www.yamagata-np.jp/news/201911/03/kj_2019110300042.php
https://www.yamagata-np.jp/news/201911/03/kj_2019110300042.php
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■（株）ジェネック（福岡）、バイオマス発電の燃料に使用する

PKS、木質ペレットの取り扱いを強化へ。来年初めに福岡県豊

前市でバイオマス発電所が稼働するのに向けて、今年 10 月 1

日に北九州物流営業グループの傘下に中津営業所（大分）を開

設。同月からトライアルを始め、来年には本格操業開始予定【日

本海事新聞：2019/11/05】 

https://www.jmd.co.jp/article.php?no=251489 

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 

 

■林野庁「福島の森林・林業再生に向けたシンポジウム～遊

ぼう！学ぼう！福島の森と木の親子体験教室～」 

2019 年 12 月 1 日（日） 

ビッグパレットふくしま中会議室（3 階）（福島県郡山市） 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaihatu/190920.html 

 

■新社会システム総合研究所「東京電力パワーグリッド系統

運用業務の直面する課題と今後の展開」 

2019 年 12 月 3 日(火) 

SSK セミナールーム（東京都港区） 

http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_19402.html 

  

■日本経済新聞社、他「第 1 回環境・再エネ・レジリエンス

展気候変動・災害対策 Biz2019」 

2019 年 12 月 4 日（水）～6 日（金） 

東京ビッグザイト[南 1・2 ホール]（東京都江東区） 

https://messe.nikkei.co.jp/cc/ 

 

◎国際環境 NGO FoE Japan、他「国際セミナー：森林バイオマ

スの持続可能性を問う〜輸入木質燃料と FIT 制度への提言」 

2019 年 12 月 4 日（水） 

聖心女子大学ブリット記念ホール（東京都渋谷区） 

http://www.foejapan.org/forest/biofuel/191204.html 

 

◎日本経済新聞社、他「第 1 回環境・再エネ・レジリエンス

展 気候変動・災害対策 Biz2019」 

2019 年 12 月 4 日（水）～6 日（金） 

東京ビッグサイト（東京都江東区） 

https://messe.nikkei.co.jp/cc/ 

 

■日本経済新聞社文化事業局イベント事業部「エコプロ

2019」 

2019 年 12 月 5 日（木）～7 日（土） 

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 

 

■環境省、他「エコプロ 2019 同時開催セミナー『世界のグリ

ーン公共調達と環境ラベルの最新動向』」 

2019 年 12 月 5 日（木） 

東京ビッグサイト会議棟 6 階 607・608 会議室（東京都江東

区） 

https://www.ecomark.jp/info/event/seminar_ecopro2019.html 

 

■国際環境 NGO FoE Japan、他 森林×金融セミナー「ESG 投

資でどうなる世界の森林 ～お金の流れが変われば森林減少

は止まるのか」 

2019 年 12 月 5 日（木） 

早稲田大学小野記念講堂（東京都新宿区） 

https://www.fairwood.jp/news/pr_ev/2019/191205_ev_FFsemi

nar.html 

 

■（公社）国土緑化推進機構「森林からはじまるエコライフ

展 2019」～森と木で拓く SDGs の提案～ 

2019 年 12 月 5 日（木）～7 日（土） 

東京ビッグサイト西・南ホール「エコプロ 2019」会場内（東

京都江東区） 

http://eco-

pro.com/eco2019/pdf/forest_exhibition_guidance_2019.pdf 

 

■国際環境 NGO FoE Japan、他「森林×金融セミナー ESG 投

資でどうなる世界の森林～お金の流れが変われば森林減少は

止まるのか～」 

https://www.jmd.co.jp/article.php?no=251489
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaihatu/190920.html
http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_19402.html
https://messe.nikkei.co.jp/cc/
http://www.foejapan.org/forest/biofuel/191204.html
https://messe.nikkei.co.jp/cc/
http://eco-pro.com/2018/outline/001304.html
https://www.ecomark.jp/info/event/seminar_ecopro2019.html
https://www.fairwood.jp/news/pr_ev/2019/191205_ev_FFseminar.html
https://www.fairwood.jp/news/pr_ev/2019/191205_ev_FFseminar.html
http://eco-pro.com/eco2019/pdf/forest_exhibition_guidance_2019.pdf
http://eco-pro.com/eco2019/pdf/forest_exhibition_guidance_2019.pdf
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2019 年 12 月 5 日（木） 

早稲田大学小野記念講堂（東京都新宿区） 

https://www.fairwood.jp/news/pr_ev/2019/191205_ev_FFsemi

nar.html 

 

■JPI（日本計画研究所）セミナー「Post-FIT 時代における

SDGｓとの高親和性で注目される『木質バイオマス』の最新状

況と今後の展開の在り方」 

2019 年 12 月 6 日（金） 

JPI カンファレンススクエア（東京都港区） 

https://www.jpi.co.jp/seminar/14809 

 

■港ユネスコ協会 シンポジウム「気候変動についてできるこ

と～SDGs のための学びとアクション」 

2019 年 12 月 6 日(金) 

港区立生涯学習センター（東京都港区） 

http://minato-

unesco.jp/jp/modules/news/article.php?storyid=200 

 

■NPO 法人九州バイオマスフォーラム「薪割り体験イベント 

暖談の会＠南阿蘇」 

2019 年 12 月 7 日（土） 

グリーンピア南阿蘇 敷地内（熊本県阿蘇郡南阿蘇村） 

http://kbiomass.org/2019/11/127-%e8%96%aa%e5%89%b2%e3

%82%8a%e4%bd%93%e9%a8%93%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%

b3%e3%83%88-%e6%9a%96%e8%ab%87%e3%81%ae%e4%bc%9a%

ef%bc%a0%e5%8d%97%e9%98%bf%e8%98%87/ 

 

■（公財）奈良県緑化推進協会「森林の仕事ガイダンス in 奈

良」 

2019 年 12 月 7 日（土） 

奈良市ならまちセンター 1 階「市民ホール」（奈良県奈良市） 

http://www.pref.nara.jp/item/204390.htm#moduleid10953 

 

■環境文明 21 全国交流大会「気候危機の時代を若者と共に乗

り越えよう！」 

2019 年 12 月 7 日(土) 

東京都南部労政会館第 4 会議室（東京都品川区） 

http://www.kanbun.org/2019/20191207kouryu/20191207kou

ryu.pdf 

■日本エネルギー学会バイオマス部会「第７回アジアバイオ

マス科学会議」 

2019 年 12 月 10 日（火） 

郡山市中央公民館多目的ホール（福島県郡山市） 

https://www.jie.or.jp/publics/index/692/ 

 

■東京都「モクコレ wood コレクション 令和元年」 

2019 年 12 月 10 日（火）～11 日（水） 

東京ビッグサイト南 3-4 ホール（東京都江東区） 

https://mokucolle.com/ 

 

■日本エネルギー学会バイオマス部会「第 15 回バイオマス科

学会議」 

2019 年 12 月 11 日（水）～13 日（金） 

※13 日はテクニカルツアー 

郡山市中央公民館（福島県郡山市） 

https://www.jie.or.jp/publics/index/676/ 

 

■静岡県 SDGs×ESG 金融連絡協議会・環境省共催「ローカ

ル SDGs 実現のための脱炭素プロジェクトセミナー （再生可

能エネルギー事業研修会）」 

2019 年 12 月 11 日（水） 

静岡県産業経済会館 3 階第一会議室 

http://www.shizuoka-

biomassweb.jp/toppage_201911221436349.html 

 

■JPI（日本計画研究所）「近時急増する再エネ発電事業を踏ま

え、毎回、多様な業種の幹部がご参集 発電事業のプロジェ

クトファイナンスにおけるリスク分析と契約実務の勘所」 

2019 年 12 月 12 日（木） 

JPI カンファレンススクエア（東京都港区） 

https://www.jpi.co.jp/seminar/14783 

 

■NEDO「2019 年度 NEDO ベンチャービジネスマッチング会」 

2019 年 12 月 12 日（木） 

AP 浜松町（東京都港区） 

https://www.nedo.go.jp/events/CA_100197.html 

 

■日本エネルギー学会関西支部「第 64 回研究発表会」 

2019 年 12 月 13 日（金） 

https://www.fairwood.jp/news/pr_ev/2019/191205_ev_FFseminar.html
https://www.fairwood.jp/news/pr_ev/2019/191205_ev_FFseminar.html
https://www.jpi.co.jp/seminar/14809
http://minato-unesco.jp/jp/modules/news/article.php?storyid=200
http://minato-unesco.jp/jp/modules/news/article.php?storyid=200
http://kbiomass.org/2019/11/127-%e8%96%aa%e5%89%b2%e3%82%8a%e4%bd%93%e9%a8%93%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88-%e6%9a%96%e8%ab%87%e3%81%ae%e4%bc%9a%ef%bc%a0%e5%8d%97%e9%98%bf%e8%98%87/
http://kbiomass.org/2019/11/127-%e8%96%aa%e5%89%b2%e3%82%8a%e4%bd%93%e9%a8%93%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88-%e6%9a%96%e8%ab%87%e3%81%ae%e4%bc%9a%ef%bc%a0%e5%8d%97%e9%98%bf%e8%98%87/
http://kbiomass.org/2019/11/127-%e8%96%aa%e5%89%b2%e3%82%8a%e4%bd%93%e9%a8%93%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88-%e6%9a%96%e8%ab%87%e3%81%ae%e4%bc%9a%ef%bc%a0%e5%8d%97%e9%98%bf%e8%98%87/
http://kbiomass.org/2019/11/127-%e8%96%aa%e5%89%b2%e3%82%8a%e4%bd%93%e9%a8%93%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88-%e6%9a%96%e8%ab%87%e3%81%ae%e4%bc%9a%ef%bc%a0%e5%8d%97%e9%98%bf%e8%98%87/
http://www.pref.nara.jp/item/204390.htm#moduleid10953
http://www.kanbun.org/2019/20191207kouryu/20191207kouryu.pdf
http://www.kanbun.org/2019/20191207kouryu/20191207kouryu.pdf
https://www.jie.or.jp/publics/index/692/
https://mokucolle.com/
https://www.jie.or.jp/publics/index/676/
http://www.shizuoka-biomassweb.jp/toppage_201911221436349.html
http://www.shizuoka-biomassweb.jp/toppage_201911221436349.html
https://www.jpi.co.jp/seminar/14783
https://www.nedo.go.jp/events/CA_100197.html
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近畿大学東大阪キャンパス（大阪府東大阪市） 

https://www.jie.or.jp/files/libs/2107/201905311124348420.p

df 

 

■（一社）林業機械化協会「2019 森林・林業・環境機械展示

実演会」 

2019 年 12 月 14 日（土）～15 日（日） 

奥武山公園補助競技場（沖縄県那覇市） 

https://www.rinkikyo.or.jp/ 

 

■NPO 法人農都会議バイオマス WG／農都交流・地域支援 G 

12 月勉強会「再生可能エネルギーとイノベーション～バイオ

マス普及の多面的価値と技術課題～」 

2019 年 12 月 16 日（月） 

港区神明いきいきプラザ 4 階集会室 A（東京都港区） 

https://blog.canpan.info/bioenergy/archive/291 

 

■兵庫県立農林水産技術総合センター、他「森林林業フォー

ラム 2019 森林整備は減災につながる！-科学的データで災

害に強い森づくりを支援する-」 

2019 年 12 月 17 日（火） 

神戸芸術センター（兵庫県神戸市） 

http://hyogo-

nourinsuisangc.jp/sinrin/images/forum2019flyer.pdf 

 

■NPO 法人バイオマス産業社会ネットワークシンポジウム

「バイオマスの持続可能な利用－これまでの 20 年、これから

の 20 年－（仮題）」 

2019 年 12 月 17 日（火） 

国立オリンピック記念青少年総合センターセンター棟 416

（東京都渋谷区） 

https://www.npobin.net/apply/ 

 

■NEDO「NEDO フェスタ in 関西 2019」 

※成果報告会『FIT 制度に頼らない持続可能な地域バイオマス

エネルギー事業の実現に向けて』を含む 

2019 年 12 月 17 日（火）～18 日（水） 

グランフロント大阪北館 B2F ナレッジキャピタルコングレコ

ンベンションセンター（大阪） 

https://www.nedo.go.jp/events/SR_100026.html 

■NEDO「2019 年度 NEDO ベンチャービジネスマッチング会」 

2019 年 12 月 18 日（水） 

（株）ラソンテ（大阪府大阪市淀川区） 

https://www.nedo.go.jp/events/CA_100197.html 

 

■経産省近畿経済産業局「第 1 回バイオマスセミナー～バイ

オマスをうまく活用し循環させる“仕組み”に求められる技

術、ノウハウ～」 

2019 年 12 月 19 日（木） 

大阪工業大学梅田キャンパスセミナー室 204（大阪府大阪

市） 

https://www.kansai.meti.go.jp/3-

6kankyo/H31R1fy/biomass20191219.html 

 

■NPO 法人市民電力連絡会ワークショップ「再エネ×○○で

まちを元気に」作戦会議 

2019 年 12 月 20 日（金） 

半蔵門会場（さわかみホールディングス・さわかみ投信(株)）

（東京都千代田区） 

https://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza/ 

 

■ESD 活動支援センター、他「 ESD 推進ネットワーク全国フ

ォーラム 2019」 

2019 年 12 月 20 日(金)～21 日(土) 

国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区） 

http://www.esd-j.org/news/2826 

 

■林野庁「福島の森林・林業再生に向けたシンポジウム～遊

ぼう！学ぼう！福島の森と木の親子体験教室～」 

2019 年 12 月 21 日（土） 

品川シーズンテラス カンファレンスタワー棟（3 階）（東京都

港区）

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaihatu/190920.html 

 

■WWF ジャパン「高校生対象！地球温暖化とエネルギーの問

題を学ぶ特別ワークショップ」 

2019 年 12 月 22 日（日） 

CO☆PIT（品川インターシティフロント 6 階）（東京都港区） 

https://www.wwf.or.jp/event/organize/4086.html 

 

https://www.jie.or.jp/files/libs/2107/201905311124348420.pdf
https://www.jie.or.jp/files/libs/2107/201905311124348420.pdf
https://www.rinkikyo.or.jp/
https://blog.canpan.info/bioenergy/archive/291
http://hyogo-nourinsuisangc.jp/sinrin/images/forum2019flyer.pdf
http://hyogo-nourinsuisangc.jp/sinrin/images/forum2019flyer.pdf
https://www.npobin.net/apply/
https://www.nedo.go.jp/events/SR_100026.html
https://www.nedo.go.jp/events/CA_100197.html
https://www.kansai.meti.go.jp/3-6kankyo/H31R1fy/biomass20191219.html
https://www.kansai.meti.go.jp/3-6kankyo/H31R1fy/biomass20191219.html
https://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza/
http://www.esd-j.org/news/2826
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaihatu/190920.html
https://www.wwf.or.jp/event/organize/4086.html
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■NPO 法人農都会議・ちば協・飯能協・いばらき協 共同勉

強会「千葉などの台風災害から考える気候変動－地域のレジ

リエンス向上と風倒木のバイオマス燃料への転換－」 

2020 年 1 月 14 日（火） 

港区神明いきいきプラザ 4 階集会室 A（東京都港区） 

https://blog.canpan.info/bioenergy/ 

 

■（一財）省エネルギーセンター、他「ENEX2020 第 44 回地

球環境とエネルギーの調和展」 

2020 年 1 月 29 日（水)～31 日（金） 

東京ビッグサイト南 1・2 ホール（東京都江東区） 

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

 

■第 11 回 ITM 実行委員会「林業Ｉターン・ミーティング」 

2020 年 2 月 9 日（日)～10 日（月） 

和歌山県農林大学校林業研修部（和歌山） 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10846733

0573623&id=108055800614776&comment_id=114094816677

541 

 

■グリーンイメージ国際環境映像祭実行委員会「第 7 回グリ

ーンイメージ国際環境映像祭」 

2020 年 2 月 21 日(金)～23 日(日) 

日比谷図書文化館コンベンションホール（東京都千代田区） 

https://green-image.jp/filmfestival/entry/7th/ 

 

◎リードエグジビションジャパン「第 5 回[国際]バイオマス展

（スマートエネルギーWeek2020 内）」【東京展】 

2020 年 2 月 26 日（水)～28 日（金） 

東京ビッグサイト（東京都江東区） 

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

 

■FoE Japan、他「国際シンポジウム 3・11 から 9 年 どう

伝える？ 原発事故のこと～オリンピックで埋もれさせな

い、福島のリアル～ 」 

2020 年 3 月 11 日（水） 

聖心女子大学ブリット記念ホール（東京都渋谷区） 

http://www.foejapan.org/energy/fukushima/200311.html 

 

■日本木材学会「第 70 回 日本木材学会大会」 

2020 年 3 月 16 日（月）～18 日（水） 

鳥取大学共通教育棟・とりぎん文化会館（鳥取県鳥取市） 

http://www.jwrs.org/meeting/ 

 

■（一社）日本森林学会「第 131 回日本森林学会大会」  

2020 年 3 月 27 日（金）～30 日（月） 

名古屋大学東山キャンパス（愛知県名古屋市） 

https://www.forestry.jp/ 

※公募セッション T1「木質バイオマスの小規模エネルギー利

用の現状と課題」 

https://www.forestry.jp/meeting/meeting131/organizedSession

.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）」 

2020 年 4 月 20 日（月）～24 日（金） 

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」 

2020 年 4 月 22 日（水）～24 日（金） 

インテックス大阪（大阪府） 

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

 

◎CMT「11th Biomass Pellets Trade & Power」 

2020 年 5 月 11 日（月）～14 日（木） 

東京 

https://www.cmtevents.com/main.aspx 

 

◎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】 

2020 年 9 月 9 日（水）～11 日（金） 

インテックス大阪（大阪府大阪市） 

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】 

2021 年 3 月 3 日（水）～5 日（金） 

https://blog.canpan.info/bioenergy/
https://www.low-cf.jp/east/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=108467330573623&id=108055800614776&comment_id=114094816677541
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=108467330573623&id=108055800614776&comment_id=114094816677541
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=108467330573623&id=108055800614776&comment_id=114094816677541
https://green-image.jp/filmfestival/entry/7th/
https://www.bm-expo.jp/ja-jp.html
http://www.foejapan.org/energy/fukushima/200311.html
http://www.jwrs.org/meeting/
https://www.forestry.jp/
https://www.forestry.jp/meeting/meeting131/organizedSession.html
https://www.forestry.jp/meeting/meeting131/organizedSession.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/
https://www.cmtevents.com/main.aspx
https://www.bm-expo.jp/ja-jp.html
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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」 

2021 年 5 月 

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】 

2021 年 9 月 29 日（水）～10 月 1 日（金） 

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）                                               

 

■Energy from Waste 

2019 年 12 月 3 日（火）～4 日（水） 

ロンドン（UK） 

https://www.smi-online.co.uk/utility/uk/energy-from-

waste?utm_medium=www.efw-event.com&utm_source=E-

090&utm_campaign=bioen 

 

■ALGAEUROPE 2019 

2019 年 12 月 3 日（火）～5 日（木） 

パリ（フランス） 

https://algaeurope.org/ 

 

■BIOGAS Convention & Trade Fair 

2019 年 12 月 10 日（火）～12 日（木） 

ニュルンベルク（ドイツ） 

https://www.biogas-convention.com/en/ 

 

■FUELS OF THE FUTURE  17th International Conference on 

Renewable Mobility  

2020 年 1 月 20 日（月）～21 日（火） 

ベルリン（ドイツ） 

https://www.fuels-of-the-future.com/ 

 

■REGEN EUROPE 

2020 年 1 月 29 日（水）～30 日（木） 

ナント（フランス） 

https://public.message-

business.com/emailing/25115/1385/r16azizyvpmpvfhjfzagfbiig

jjzyzsehhe/emailing.aspx?utm_campaign=Emailing+du+mar.+03%2

f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_content=Emailing+d

u+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_mediu

m=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Busin

ess 

 

■BIOGAZ EUROPE 

2020 年 1 月 29 日（水）～30 日（木） 

ナント（フランス） 

https://public.message-

business.com/emailing/25115/1385/r16azizyvpmpvfhjfzagfbiig

jjzyzsehhe/emailing.aspx?utm_campaign=Emailing+du+mar.+03%2

f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_content=Emailing+d

u+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_mediu

m=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Busin

ess 

 

■BOIS ENERGIE 

2020 年 1 月 29 日（水）～30 日（木） 

ナント（フランス） 

https://public.message-

business.com/emailing/25115/1385/r16azizyvpmpvfhjfzagfbiig

jjzyzsehhe/emailing.aspx?utm_campaign=Emailing+du+mar.+03%2

f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_content=Emailing+d

u+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_mediu

m=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Busin

ess 

 

◎5th Biomass Trade & Power Europe 

2020 年 2 月 5 日（水）～6 日（木） 

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.smi-online.co.uk/utility/uk/energy-from-waste?utm_medium=www.efw-event.com&utm_source=E-090&utm_campaign=bioen
https://www.smi-online.co.uk/utility/uk/energy-from-waste?utm_medium=www.efw-event.com&utm_source=E-090&utm_campaign=bioen
https://www.smi-online.co.uk/utility/uk/energy-from-waste?utm_medium=www.efw-event.com&utm_source=E-090&utm_campaign=bioen
https://algaeurope.org/
https://www.biogas-convention.com/en/
https://www.fuels-of-the-future.com/
https://public.message-business.com/emailing/25115/1385/r16azizyvpmpvfhjfzagfbiigjjzyzsehhe/emailing.aspx?utm_campaign=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_content=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://public.message-business.com/emailing/25115/1385/r16azizyvpmpvfhjfzagfbiigjjzyzsehhe/emailing.aspx?utm_campaign=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_content=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://public.message-business.com/emailing/25115/1385/r16azizyvpmpvfhjfzagfbiigjjzyzsehhe/emailing.aspx?utm_campaign=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_content=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://public.message-business.com/emailing/25115/1385/r16azizyvpmpvfhjfzagfbiigjjzyzsehhe/emailing.aspx?utm_campaign=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_content=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://public.message-business.com/emailing/25115/1385/r16azizyvpmpvfhjfzagfbiigjjzyzsehhe/emailing.aspx?utm_campaign=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_content=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://public.message-business.com/emailing/25115/1385/r16azizyvpmpvfhjfzagfbiigjjzyzsehhe/emailing.aspx?utm_campaign=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_content=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://public.message-business.com/emailing/25115/1385/r16azizyvpmpvfhjfzagfbiigjjzyzsehhe/emailing.aspx?utm_campaign=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_content=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://public.message-business.com/emailing/25115/1385/r16azizyvpmpvfhjfzagfbiigjjzyzsehhe/emailing.aspx?utm_campaign=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_content=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://public.message-business.com/emailing/25115/1385/r16azizyvpmpvfhjfzagfbiigjjzyzsehhe/emailing.aspx?utm_campaign=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_content=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://public.message-business.com/emailing/25115/1385/r16azizyvpmpvfhjfzagfbiigjjzyzsehhe/emailing.aspx?utm_campaign=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_content=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://public.message-business.com/emailing/25115/1385/r16azizyvpmpvfhjfzagfbiigjjzyzsehhe/emailing.aspx?utm_campaign=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_content=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://public.message-business.com/emailing/25115/1385/r16azizyvpmpvfhjfzagfbiigjjzyzsehhe/emailing.aspx?utm_campaign=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_content=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://public.message-business.com/emailing/25115/1385/r16azizyvpmpvfhjfzagfbiigjjzyzsehhe/emailing.aspx?utm_campaign=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_content=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://public.message-business.com/emailing/25115/1385/r16azizyvpmpvfhjfzagfbiigjjzyzsehhe/emailing.aspx?utm_campaign=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_content=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://public.message-business.com/emailing/25115/1385/r16azizyvpmpvfhjfzagfbiigjjzyzsehhe/emailing.aspx?utm_campaign=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_content=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://public.message-business.com/emailing/25115/1385/r16azizyvpmpvfhjfzagfbiigjjzyzsehhe/emailing.aspx?utm_campaign=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_content=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://public.message-business.com/emailing/25115/1385/r16azizyvpmpvfhjfzagfbiigjjzyzsehhe/emailing.aspx?utm_campaign=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_content=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://public.message-business.com/emailing/25115/1385/r16azizyvpmpvfhjfzagfbiigjjzyzsehhe/emailing.aspx?utm_campaign=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_content=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://public.message-business.com/emailing/25115/1385/r16azizyvpmpvfhjfzagfbiigjjzyzsehhe/emailing.aspx?utm_campaign=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_content=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://public.message-business.com/emailing/25115/1385/r16azizyvpmpvfhjfzagfbiigjjzyzsehhe/emailing.aspx?utm_campaign=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_content=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://public.message-business.com/emailing/25115/1385/r16azizyvpmpvfhjfzagfbiigjjzyzsehhe/emailing.aspx?utm_campaign=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_content=Emailing+du+mar.+03%2f11%2f2015+%c3%a0+12%3a46%3a30&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
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コペンハーゲン（デンマーク） 

https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=200202& 

 

◎6th Biomass & BioEnergy ASIA & WtE ASIA 2020 & Recycled 

Energy Asia 2020 

 2020 年 2 月 19 日（水）～21 日（金） 

バンコク（タイ） 

https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=20020809& 

 

◎European Pellet Conference 2020 

2020 年 3 月 4 日（水）～6 日（金） 

ヴェルス（オーストリア） 

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

 

■The WORLD SUSTAINABLE ENERGY DAYS 2020 

2020 年 3 月 4 日（水）～6 日（金） 

ヴェルス（オーストリア） 

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

 

■POWERGEN INDONESIA 2020 –The 5th Indonesia International 

Industrial Power Generation & Renewable Energy Exhibition 2020  

2020 年 3 月 26 日（木）～27 日（金） 

ジャカルタ（インドネシア） 

https://www.powergen-exhibition.net/event-fact-sheet-jakarta 

 

◎Biomass Brno 

2020 年 3 月 31 日（火）～4 月 4 日（土） 

ブルノ（チェコ共和国） 

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

 

■ Energy Efficiency and Renewable Energy Exhibition & 

Conference 

2020 年 4 月 7 日（火）～9 日（木） 

ソフィア（ブルガリア） 

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

 

■10th European Algae Industry Summit 

2020 年 4 月 29 日（水）～30 日（木） 

レイキャビク（アイスランド） 

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

industry-summit/ 

 

■POWERGEN INDIA 

2020 年 5 月 5 日（火）～7 日（木） 

ニューデリー（インド） 

https://www.powergen-india.com/ 

 

■7th Africa OIL PALM 

2020 年 5 月 6 日（水）～7 日（木） 

アクラ（ガーナ） 

https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=200517& 

 

■ALL-ENERGY Exhibition and Conference 2020  

2020 年 5 月 13 日（水）～14 日（木） 

グラスゴー（UK） 

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

 

■RENEXPO Energy Waste & Water Western Balkans  

2020 年 5 月 13 日（水）～14 日（木） 

ベオグラード（セルビア） 

http://renexpo-belgrade.com/en/home-en/ 

 

■KWF Tagung 2020 

2020 年 7 月 1 日（水）～4 日（土） 

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 

 

■POLLUTEC 

2020 年 12 月 1 日（火）～4 日（金） 

リヨン（フランス） 

https://www.pollutec.com/en/home/ 

 

■Elmia Wood  

2021 年 6 月 2 日（水）～5 日（土） 

ヨンショーピン（スウェーデン） 

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

 

 

https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=200202&
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=20020809&
http://www.wsed.at/en/world-sustainable-energy-days.html
http://www.wsed.at/en/world-sustainable-energy-days.html
https://www.powergen-exhibition.net/event-fact-sheet-jakarta
https://www.bvv.cz/en/biomass/
https://viaexpo.com/en/ee-re-exhibition
https://www.wplgroup.com/aci/event/european-algae-industry-summit/
https://www.wplgroup.com/aci/event/european-algae-industry-summit/
https://www.powergen-india.com/
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=200517&
https://www.all-energy.co.uk/
http://renexpo-belgrade.com/en/home-en/
http://www.kwf-tagung.org/kwf-tagung.html
https://www.pollutec.com/en/home/
https://www.elmia.se/wood/
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５．公募等情報（締切順）                                              

 

■（独）環境再生保全機構「2020 年度地球環境基金助成金募

集」 

募集期間 2019 年 11 月 5 日(火)～12 月 3 日(火) 

https://www.erca.go.jp/jfge/ 

 

■新潟県「再生可能エネルギー発電設備導入促進事業補助金の

２次募集」 

公募期間 2019 年 11 月 5 日（火）～12 月 4 日（水） 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sangyoshinko/13569159351

43.html 

 

■NEDO「バイオジェット燃料生産技術開発事業（技術動向調査）

『国内外における微細藻類技術開発の国際動向調査』」 

公募期間 2019 年 11 月 21 日（木）～2019 年 12 月 5 日（木） 

https://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100273.html 

 

■埼玉県「【令和元年度】埼玉県分散型エネルギー利活用設備整

備費補助金」 

公募期間 2019 年 5 月 27 日（月）～12 月 20 日（金） 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0503/bunnsanngata-hozyo.html 

 

■滋賀県「令和元年度滋賀県分散型エネルギーシステム導入加

速化事業補助金の追加募集」 

追加募集期間 2019 年 10 月 2 日（水）～12 月 20 日（金） 

https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-

shinbun/bosyuu/307428.html 

 

■滋賀県「令和元年度滋賀県省エネ設備導入加速化事業補助金

の追加募集」 

追加募集期間 2019 年 10 月 2 日（水）～12 月 20 日（金） 

https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-

shinbun/bosyuu/307395.html 

 

■広島県「令和元年度広島県省エネ設備導入促進補助金の公募

のお知らせ」 

受付期間 ～2019 年 12 月 27 日（金） 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/31setubihojokin.html 

 

■神奈川県川崎市「市内事業者エコ化支援事業」 

第 4 回募集期間 2019 年 11 月 18 日（月）～2020 年 1 月 6

日（月） 

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

 

■滋賀県「平成 31 年度滋賀県地域エネルギー活動支援事業補

助金の追加募集」 

募集期間 2019 年 10 月 2 日（水）～2020 年 1 月 10 日（金） 

https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-

shinbun/bosyuu/307381.html 

 

■（一社）京都知恵産業創造の森「再生可能エネルギー設備等

導入補助事業補助金」 

申請受付期間 2019 年 4 月 22 日（月）～2020 年 1 月 31 日

（金） 

http://www.kyoto-eco.jp/support/y2019/saiene.html 

 

■鳥取県「鳥取県再生可能エネルギー活用事業可能性調査支援

補助金」 

募集期間 2019 年４月 1 日（月）～2020 年 2 月 28 日（金） 

https://www.pref.tottori.lg.jp/195435.htm 

 

■福井県「ふくい林業カレッジ」令和 2 年度研修生募集 

募集締切 2020 年 2 月 28 日（金） 

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kensanzai/karejjibosyuu.html 

 

■神奈川県小田原市「市民参加型再生可能エネルギー事業奨励

金（土地）」 

申請書提出期限 2020 年 2 月 28 日（金） 

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

participation/shoureikin-setubi-t.html 

 

■神奈川県小田原市「市民参加型再生可能エネルギー事業奨励

金（認定設備）」 

申請書提出期限 2020 年 2 月 28 日（金） 

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

participation/shoureikin-setubi.html 
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■神奈川県小田原市「市民参加型再生可能エネルギー事業奨励

金（土地）」 

申請書提出期限 2020 年 2 月 28 日（金） 

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

participation/shoureikin-setubi-t.html 

 

■神奈川県小田原市「小田原市再生可能エネルギー事業奨励金」 

申請書提出期限 2020 年 2 月 28 日（金） 

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

/Incentivefee.html 

 

■京都市「再生可能エネルギー導入支援事業における支援希望

団体の募集について」 

募集期間 2019 年 5 月 15 日（水）～2020 年 2 月 28 日（金） 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000251360.html 

 

■浜松市「浜松市木質バイオマス設備導入支援事業費補助金」 

申請受付期間 2019 年 7 月 5日(金)～2020 年 2 月 28 日（金） 

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shin-

ene/new_ene/mokushitsuhojokin.html 

 

■兵庫県「森林大学校令和 2 年(2020 年)4 月入学者の募集につ

いて」 

出願期間 ～2020 年 3 月 2 日（月） 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/cs01/gakuseiboshu_2020.html 

 

■兵庫県宍粟市「木質バイオマス燃料製造設備補助金」 

受付期間 2019 年 4 月 1 日（月）～2020 年 3 月 16 日（月） 

https://www.city.shiso.lg.jp/kurashi/gomishinyokankyo/kankyori

saikuru/1515747829708.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/ 

 

 

■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「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 

 

■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 

 

■高知県仁淀川町「仁淀川町再生可能エネルギー利活用事業費

補助金」 

http://www.town.niyodogawa.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r191RG00

000129.html#e000000030 

 

■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 
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■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 

 

■（公財）日本環境協会「2019 年度（平成 31 年度）環境配慮

型融資促進利子補給事業」 

https://www.jeas.or.jp/activ/prom_23_00.html 

※融資制度 

 

■横浜市「よこはまプラス資金（環境・エネルギー対策）」 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-

koen-gesui/plus/taisyou.html 

※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 

 

■高知県仁淀川町「仁淀川町再生可能エネルギー利活用事業費

補助金」 

http://www.town.niyodogawa.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r191RG00

000129.html 
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