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Pellet Club JAPAN 月刊ニュース（2020 年 1 月号） 

 

発行元：ペレットクラブ 

                                              発行日：2020 年 1 月 31 日 

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

 

■バイオマス利用のコンサルタント会社バイオマスリサーチ

（株）（北海道）と東日本電信電話（株）（東京、以下「NTT 東

日本」）が、バイオガス発電の効率化などを共同研究することで

業務提携へ。バイオマスリサーチは帯広畜産大学発ベンチャー。

これまで北海道を中心とする自治体・JA・農業者に対してバイ

オガスを用いた将来の自治体農業経営のあり方に関するコン

サルティングを進めてきたことから、バイオガスプラント導入

ノウハウを持つ。NTT 東日本は AI、IoT、クラウド、サポートと

いったさまざまな ICT 技術力を持つ。今回の業務提携で IoT や

AI の技術を生かし、家畜のふん尿を発酵させたメタンガスを燃

料とするバイオガス発電所の遠隔監視、ふん尿処理の自動化な

どを研究し、バイオガスプラントの導入を契機とした地域循環

型エコシステムの構築に取り組む【北海道新聞、NTT 東日本：

2019/12/16】 

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/375020 

https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20191216_01.html 

 

■伊藤忠商事（株）（東京）、2020 年 1 月分より、事業運営で

使用する電力を100％再生可能エネルギーとする国際イニシア

チブ「RE100」にも適用可能な実質 CO2フリー電気へ全面切替

え。同社は東京電力エナジーパートナー（株）（東京）より CO2

を排出しない環境価値を示す「非化石証書」を組み合わせた実

質 CO2フリー電気を調達。非化石証書には（株）関電工（東京）

の子会社が運営する前橋バイオマス発電所（群馬）のトラッキ

ング情報を付与し、購入する電気と組み合わせて東京本社ビル

で使用する。同ビルの電力需要は約 2,600kW。電気料金は 1 割

ほど高くなるようだが、同社は 2018 年 4 月より ESG（環境・

社会・ガバナンス）の視点を取り入れた重要課題の一つとして

「気候変動への取組み（低炭素社会への寄与）」を掲げており、

今回の取組はその具体策の一つとしている【伊藤忠商事：

2019/12/17、日本経済新聞：2019/12/16】 

https://www.itochu.co.jp/ja/csr/news/2019/191217.html 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53409340W9A211C1

TJ1000/?ct=ga 

■東京大学大学院（東京）、酵素の高機能化によりバイオ燃料の

生産性を向上させることに成功。微生物のラン藻は軽油燃料の

主成分となる炭化水素を生産でき、その生産に重要な酵素 AAR

は同定されたが、生産性向上のためには酵素を改変して高機能

化させることが必要となっていた。東大大学院総合文化研究科

の工藤恒学振特別研究員と新井宗仁教授らの研究グループは、

酵素 AAR を構成するアミノ酸の一部を別のアミノ酸に置き換

えたときの酵素のはたらきを詳細に調査。その結果、酵素のは

たらきを効率化させるアミノ酸置換を複数発見。さらにこれら

のアミノ酸置換を多重に組み合わせることで、酵素 AAR を用

いた炭化水素生産を効率化させることに成功。同研究によって

得られた高機能化酵素はバイオ燃料の効率的な生産に応用で

きると期待されている【東京大学：2019/12/17】 

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press/z0109_00285.html 

 

■宮城県気仙沼市、再生可能エネルギーによる電力の地産地消

を官民連携で進め、地域経済の活性化を目指す取り組みを開始。

市は国際航業（株）（東京）、JAG 国際エナジー（株）（東京）、

出光興産（株）（東京）、（一財）気仙沼しんきん復興支援基金（宮

城）とともに 2019 年 4 月 4 日に地域新電力会社「気仙沼グリ

ーンエナジー（株）」（宮城県気仙沼市）を設立。市内の木質バ

イオマス発電などの電力を調達し、10 月から市の一部公共施

設に供給している。同社は今後、供給先を民間にも広げる一方、

屋根置きの太陽光発電事業を展開し、地元産のエネルギーを増

やしたい考え【毎日新聞：2019/12/17、気仙沼市：2019/10/31】 

https://mainichi.jp/articles/20191217/ddl/k04/010/166000c 

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

60/20191029152144.html 

 

■ESA（欧州宇宙機関）、マドリードで開催された COP25 にお

ける ESA の気候変動イニシアチブで、世界の森林や灌木地にバ

イオマスとして蓄積された炭素の変化を数値化する「バイオマ

ス地図」を発表。複数の地球観測衛星を通じて 2017 年から

2018 年にかけて得た光学データ、LIDAR データ、レーダーデ

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/375020
https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20191216_01.html
https://www.itochu.co.jp/ja/csr/news/2019/191217.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53409340W9A211C1TJ1000/?ct=ga
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53409340W9A211C1TJ1000/?ct=ga
https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press/z0109_00285.html
https://mainichi.jp/articles/20191217/ddl/k04/010/166000c
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
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ータを使用し、EU と ESA の地球観測衛星「Sentinel-1」や、JAXA

の陸域観測技術衛星「だいち」の情報も加味している。地図を

作成したリサーチプロジェクトチームのメンバーは、「森林に

おける炭素の多くは湿潤熱帯地域の熱帯雨林に蓄積されてい

るが、新しい地図ではその他のバイオーム（生物群系）、特に熱

帯の乾燥地域、亜熱帯地域、冷温帯地域にもバイオマスが広く

分布していることがわかった」とコメント。こうしたバイオー

ムはいずれも人間活動や気候変動で悪化しているそうで、森林

のCO2蓄積量を測ったりその変化を把握するのは気候変動に対

処するための重要なステップだとしている。同チームは今後、

2018 年から 2019 年にかけてのバイオマス地図を作成し、年

毎の変化を数値化する予定【AXIS Web Magazine：2019/12/17】 

https://www.axismag.jp/posts/2019/12/157821.html 

 

■木質バイオマス発電向けチップ製造の（株）グリーンマテリ

アル北陸（富山）、管理の難しくなった県内の山林を所有者から

買い取る事業で実績伸長。山林地主の高齢化や相続に伴って境

界が分かりづらくなったり、雑木林となった田畑の地目変更な

どの手続きがハードルとなって、山林の扱いに苦慮している所

有者の相談を受け、取得した山林の間伐材をチップに加工し、

発電に利用している。2018 年 5 月に伐採などを担う「グリー

ン事業部」を発足し、富山市上富居に事務所を設置。事業を始

めた 2018 年 5 月から 2019 年 10 月末までのおよそ１年半で

買い取り実績は 192 件に。そのうち富山市が最多（88 件）で、

高岡市の 23 件、魚津市の 22 件が続く。2020 年 3 月末までに

100ha の取得を目指す【北日本新聞社：2019/12/18、（株）グ

リーンマテリアル北陸】 

https://webun.jp/item/7623933 

https://www.greenmaterialhokuriku.com/ 

 

■群馬県中之条町が、民有林の間伐材をバイオマス燃料として

公共施設で活用する取り組みを開始へ。廃校となった旧沢田小

学校グラウンドを「木の駅」に指定し、集めた木材を森林組合

などでウッドチップに加工。木材の買取価格は 5,000 円/t で、

半年に 1 回市場調査を行い変更する。ウッドチップは町役場や

四万清流の湯などの公共施設に新設するボイラ燃料として使

用。ボイラは試運転を経て、12 月下旬にも本格稼働させる。町

の民有林の多くは整備が行き届いていない状況にあり、事業で

は資源の有効利用に加え森林の手入れも促し、林野の荒廃防止

を図りたい考え【上毛新聞：2019/12/19、中之条町】 

https://www.jomo-news.co.jp/news/gunma/society/181398 

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

nourin/kinoeki/kinoeki.html 

 

■（一財）新エネルギー財団（東京）、5 月 13 日～7 月 12 日

まで募集していた「令和元年度新エネ大賞」受賞者を決定し、

公表。バイオマス関連では、（株）武田鉄工所（北海道）が「農

業残渣など廃棄物の熱利用を可能とした小型バイオマスバー

ナー」で「新エネルギー財団会長賞【商品・サービス部門】」を

受賞。農業残渣（もみ殻、小麦クズ、豆類クズ、ビートパルプ）

をそのまま燃料として使用できる小型バイオマスバーナーで、

農業残渣の燃焼時に大量に発生する灰の処理とクリンカ対策

に回転炉を採用し、燃焼を安定させるとともに送風機構により

灰を排出する技術を開発し、商品化。農業残渣の有効利用は、

地域農業の活性化に貢献するとともにバイオマスエネルギー

分野の将来性が期待できるものとして評価された【（一財）新エ

ネルギー財団：2019/12/19】 

https://www.nef.or.jp/award/kako/r01/index.html 

 

■林野庁、令和 2 年度林野庁予算の概要について公表。バイオ

マス関連では「林業成長産業化総合対策」内の、「林業・木材産

業成⻑産業化促進対策」における「木質バイオマス利用促進施

設の整備」と、「木材需要の創出・輸出力強化対策」における「地

域内エコシステム構築事業」が挙がっている。詳細は下記サイ

トを参照【林野庁：2019/12/20】 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/yosankesan/2kettei.html 

 

■オカダアイヨン（株）（大阪）、2020 年 1 月より、同社及び

同社グループ全ての国内施設に対して、木質バイオマス発電所

で発電した電気供給を受けるとリリース（12 月 24 日）。同社

が電力供給契約を締結したのは森の電力（株）（東京）となでし

こ電力（株）（東京）。西日本の事業所においては、（株）グリー

ン発電大分（大分）、並びに中国木材（株）伊万里発電所（佐賀

県伊万里市）及び日向発電所（宮崎県日向市）の木質バイオマ

ス発電による電気の供給を受け、東日本は主として（株）一戸

フォレストパワー（岩手県一戸町）及び（株）ウッティかわい

区界発電所（岩手県宮古市）の木質バイオマス発電による電気

の供給を受ける。今回導入する電気は FIT に対応した電源。小

売電気事業者が日々毎時間ごとの発電側、需要側の計画提出を

義務付けられている広域機関システム（電力広域的運営推進機

https://www.axismag.jp/posts/2019/12/157821.html
https://webun.jp/item/7623933
https://www.greenmaterialhokuriku.com/
https://www.jomo-news.co.jp/news/gunma/society/181398
https://www.town.nakanojo.gunma.jp/~info/12-nourin/kinoeki/kinoeki.html
https://www.town.nakanojo.gunma.jp/~info/12-nourin/kinoeki/kinoeki.html
https://www.nef.or.jp/award/kako/r01/index.html
https://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/yosankesan/2kettei.html
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関が運営する送電管理システム）において、上記のバイオマス

発電所と同社の需要施設が紐づけされていることから、明確に

トレーサビリティが確保された供給スキームであることが最

大の特徴【OSR No.401：2019/12/25、オカダアイヨン（株）：

2019/12/24】 

https://www.aiyon.co.jp/wp-

content/uploads/2019/12/670c55fc378fb8dd05a91c18f8d69

27a.pdf 

 

■太陽光発電の第 4・5 回と、バイオマス発電の第 2 回の FIT の

入札で、指定入札機関である（一社）低炭素投資促進機構（東

京）が運営する入札システムにおいて情報漏えいが発生した問

題について、経産省が「第 51 回 調達価格等算定委員会」を開

催（12/23）し、対策を議論。11 月 28 日に入札参加者から情

報漏洩が通報された後、同省は直ちにシステムを停止。調査の

結果、入札システムのページに対するアクセス権限の設定につ

いて、システムの再委託先が実施した改修作業において発生し

た人為的ミスが原因だったとしている。太陽光発電の第 4 回入

札は 8 月中に終了し、上限価格の漏えいもなかったこと、第 5

回とバイオマスの第 2 回入札は入札期間中（2019 年 11 月 21

日～12 月 6 日）に停止したことから「公正な入札が阻害され

ることは防止された」と判断。しかし入札の再開にあたって、

情報を知り得た参加者とそうでない参加者の間の公平性を考

慮し、入札参加資格を得た件数・容量（出力）を公開すること

を決定。太陽光発電は 88 件で 324MW、バイオマス発電は 4 件

で 6MW であったことを公表し、12 月 26 日～2020 年 1 月 10

日まで入札参加者を募集。低炭素投資促進機構は、入札実施方

法の変更（入札システムではなく書留郵便を使用）やスケジュ

ール、入札参加取り止めにあたって必要な手続きを追加した

「入札実施要綱 2019 年度改訂版」を 12 月 26 日に公開【スマ

ートジャパン：2019/12/25、経産省：2019/12/23、（一社）

低炭素投資促進機構：2019/12/26】 

https://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1912/25/news

062.html 

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/051.html 

http://www.teitanso.or.jp/index 

 

■環境省、地球温暖化対策の広報事業を委託した（株）博報堂

（東京）とみずほ情報総研（株）（東京）が、2016 年度と 2017

年度に不適切な運用をしていたと発表（12 月 25 日）。一般を

対象にした「地球温暖化防止コミュニケーター」の養成セミナ

ーに、有償で募った 83 人を参加させていた。コミュニケータ

ーは、自治体や企業に勤める社会人や学生らに、無報酬で温暖

化対策の取り組みを広めてもらうのが目的。環境省によると、

16～17 年度の計 10 回のセミナーで、募集を受けた 83 人が 1

人当たり 8 千～1 万 500 円の日当を受け取って参加した

【Yahoo!：2019/12/26】 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191226-00000007-

kyodonews-soci 

 

■東京都・埼玉県・千葉県・栃木県・群馬県の関東 1 都 4 県に

路線を持つ私鉄大手の東武鉄道（株）（東京）が、2019 年の大

晦日から 2020 年元旦にかけて運転する臨時列車について、環

境負荷低減やCO2排出量削減を目的として運用に必要な電力に

バイオマス由来グリーン電力（7,300kWh）を使用することを発

表【新エネルギー新聞：2019/12/27、東武鉄道（株）：

2019/12/13】 

http://www.newenergy-news.com/?p=22014 

https://www.tobu.co.jp/file/pdf/b2eb1f0026ef822a2a6430e6

8b0d8de7/191213.pdf?date=20191213105125 

 

■山形県酒田市上下水道部、2019 年 11 月中に公募していた酒

田市クリーンセンター消化ガス事業の審査結果を公表

（12/25）。優先交渉権者に決まったのは、月島機械（株）（東

京）・ヤンマーエネルギーシステム（株）（大阪）・TC 月島エネ

ルギーソリューション合同会社（東京）の共同企業体（JV）。同

事業ではクリーンセンターで発生する消化ガスを市から事業

者に売却し、事業者がクリーンセンター内に整備した消化ガス

発電施設を用いたうえで FIT を通じて売電する。発電に伴い発

生する廃熱は、クリーンセンター消化槽の加温熱源として有効

利用を図る。2022 年 4 月 1 日までに運営を開始し、維持管理・

運営期間は 20 年間の予定【山形県酒田市上下水道部：

2019/12/25】 

http://www.water.sakata.yamagata.jp/pro9.html 

 

■（株）ブルーキャピタルマネジメント（東京）、静岡県浜松市

及び北海道白老町に建設するバイオマス発電所(各 50MW)の経

産省 ID 認定及び、電力会社受給契約の権利を取得する契約を締

結したと発表。同社のバイオマス発電プロジェクトとしては

2019 年 4 月 26 日に発表した愛知県半田市のバイオマス発電

https://www.aiyon.co.jp/wp-content/uploads/2019/12/670c55fc378fb8dd05a91c18f8d6927a.pdf
https://www.aiyon.co.jp/wp-content/uploads/2019/12/670c55fc378fb8dd05a91c18f8d6927a.pdf
https://www.aiyon.co.jp/wp-content/uploads/2019/12/670c55fc378fb8dd05a91c18f8d6927a.pdf
https://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1912/25/news062.html
https://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1912/25/news062.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/051.html
http://www.teitanso.or.jp/index
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191226-00000007-kyodonews-soci
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191226-00000007-kyodonews-soci
http://www.newenergy-news.com/?p=22014
https://www.tobu.co.jp/file/pdf/b2eb1f0026ef822a2a6430e68b0d8de7/191213.pdf?date=20191213105125
https://www.tobu.co.jp/file/pdf/b2eb1f0026ef822a2a6430e68b0d8de7/191213.pdf?date=20191213105125
http://www.water.sakata.yamagata.jp/pro9.html


4 

 

所（50MW）に次ぐ 2 号、3 号案件。プロジェクト名は「Blue 

Power 浜松バイオマス発電所」と「Blue Power 白老バイオマス

発電所」。使用する燃料は各発電所共 PKS で、マレーシアにあ

る同社現地子会社の Blossom Bio Energy Sdn. Bhd.と 20 年間の

長期安定供給保証契約を締結しており、1 案件につき 25 万 t/

年（3 案件で 75 万 t/年）確保済【OSR No.402：2020/01/08、

（株）ブルーキャピタルマネジメント：2019/12/17】 

http://www.bcm-co.jp/news.php?year=2019 

 

■住友重機械工業（株）（東京、以下「住重」）、2020 年 4 月 1

日付で100％子会社である住重プラントエンジニアリング（株）

（東京、以下「SPE」）を吸収合併し、同社エネルギー環境事業

部に統合することを決議したと発表。環境・プラント事業部門

にて、循環流動層（CFB）ボイラ事業ならびに環境機種の経営

資源を住重に集約し、CFB ボイラ事業ならびに環境機種の製品

競争力の強化を図る。合併後、SPE は解散となる予定【OSR 

No.402：2020/01/08、住友重機械工業（株）：2019/12/26】 

https://www.shi.co.jp/info/2019/6kgpsq000000aw60-

att/6kgpsq000000aw6m.pdf 

 

■（株）ブルーキャピタルマネジメント（東京）、マレーシアに

ある PKS の集荷･販売会社 PERIMA ENERGY RESOURCES SDN 

BHD.（以下「PER」）の株式 95.0％を取得する M&A 契約を締結

し、同社代表の原田秀雄氏が 2020 年 1 月 16 日付にて PER の

会長に就任したと発表。PER は西マレーシアにて 480,000MT/

年の PKS 燃料を確保することが可能であり、昨年 12 月 5 日に

長期契約締結を発表したマレーシア現地子会社 BLOSSOM BIO 

ENERGY SDN BHD.の 600,000MT（※最大 750,000MT）と合わせ

ると合計 1,080,000MT/年確保が可能に。また上記二社の総合

運営管理を同社グループ会社の BCM SG. PRIVATE LIMITED.（シ

ンガポール）が行い、同社が開発推進中の愛知県半田市、静岡

県浜松市、北海道白老町といった国内のバイオマス発電事業に

おいて燃料を安定供給する予定【（株）ブルーキャピタルマネジ

メント：2020/01/16】 

http://www.bcm-co.jp/news.php 

 

■オーストリアの製材大手として知られるホルツインダスト

リー・シュヴァイクホファー・グループが、昨年 12 月１日付

けで「HS ティンバーグループ」に名称を変更。同社は持ち株会

社として製材事業やバイオエネルギー事業などを幅広く展開

しており、日本を含めた世界 70 か国以上に製品を輸出してい

る会社【日本林業調査会 J-FIC ニュース：2020/01/20】 

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

 

■（一社）低炭素投資促進機構、2019 年 12 月 26 日～2020 年

1 月 10 日まで募集したバイオマス第２回入札（令和元年度）

の結果について公表。出力 10,000kW 以上の一般木材等バイオ

マスによるバイオマス発電設備及びバイオマス液体燃料によ

るバイオマス発電設備が対象で、入札量（募集容量）は 120MW

（120,000kW）。その結果、入札参加資格の審査のために提出さ

れた事業計画数の合計は 20 件、入札件数の合計は 3 件、入札

された再生可能エネルギー発電設備の出力の合計は 4,480.0kW、

入札された設備のバイオマス比率考慮後出力の合計は

4,480.0kW。しかし入札に参加した全ての事業計画について、

上限価格（19.60 円／kWh）を下回る応札が無かったことから、

落札者はなしという結果に【（一社）低炭素投資促進機構：

2020/01/20、経産省：2020/01/22】 

http://www.teitanso.or.jp/resource/1579489233000/docsNyu

satsu3/kekka_biomass_2.pdf 

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/054.html 

 

■北海道白老町、廃止方針を打ち出していたバイオマス燃料化

施設「eco（エコ）リサイクルセンターしらおい」について、模

索してきた民間事業者への事業継承など新たな経営形態への

移行を断念。来年 3 月末で完全閉鎖へ。同施設は 2009 年度か

ら稼働。町内の廃プラスチックごみなどを固形燃料化していた

が、塩素濃度が安定しないことなどから計画通りに製造できな

い状況になって事業収支が悪化。高温高圧処理設備は 2014 年

から稼働を停止しており、このことから会計検査委員が 2018

年 11 月、交付金補助の目的に達していないため約 8,550 万円

が不当と発表。これを受け、町はバイオマス事業を 2019 年 3

月で廃止する考えを示した一方で、新たな候補事業者による再

稼働も模索してきた。しかし新たな事業者が事業を継承したと

しても町の一般財源は年間 2,000 万円台持ち出しとなり、町財

政の軽減方策としては見込めないと判断。同施設で処理してい

た燃料ごみ、ペットボトルは、2020 年４月から登別市のクリ

ンクルセンターで処理する予定【室蘭民報：2019/12/25】 

http://www.muromin.co.jp/murominn-

web/back/2019/12/25/20191225m_08.html 

 

http://www.bcm-co.jp/news.php?year=2019
https://www.shi.co.jp/info/2019/6kgpsq000000aw60-att/6kgpsq000000aw6m.pdf
https://www.shi.co.jp/info/2019/6kgpsq000000aw60-att/6kgpsq000000aw6m.pdf
http://www.bcm-co.jp/news.php
http://www.j-fic.com/news/page/2
http://www.teitanso.or.jp/resource/1579489233000/docsNyusatsu3/kekka_biomass_2.pdf
http://www.teitanso.or.jp/resource/1579489233000/docsNyusatsu3/kekka_biomass_2.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/054.html
http://www.muromin.co.jp/murominn-web/back/2019/12/25/20191225m_08.html
http://www.muromin.co.jp/murominn-web/back/2019/12/25/20191225m_08.html
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■資源エネルギー庁、2019 年 12 月 27 日に第 53 回調達価格

等算定委員会を開催し、「地域活用電源」と認定されるための施

行時期や要件などについて議論。バイオマス発電は系統接続・

地元調整等に 1～2 年程度を要する上、今後地域活用要件を満

たすために地方自治体との調整が必要となる場合があり、リー

ドタイムが長い電源と考えられるため、施行時期は 2022 年 4

月とすることが原則であると示された。FIT 制度の抜本見直し

に向け、中間整理の取りまとめに向けた議論が行われたところ

なので、「今年度の本委員会では 2022 年度の具体的な調達価格

等は決定しない」とする考えを提示。ただ、事業者の予見可能

性を確保するため、本年度の委員会において少なくとも 2022

年度に地域活用電源となり得る可能性がある規模を決定する

こととし、バイオマス発電については「10,000kW 未満」とす

る考えを示した【経産省：2019/12/27、環境ビジネスオンラ

イン：2020/01/06】 

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/053.html 

https://www.kankyo-business.jp/news/023811.php 

 

■（株）エフオン（東京）、連結子会社（株）エフオン壬生（栃

木）の「壬生発電所」（栃木）が 2020 年 1 月 2 日に試運転から

商業運転に移行したと発表。同発電所は 2019 年 12 月 3 日に

完成し、年明けの商業稼働に向け試運転を行っていた。使用す

る燃料は国内材チップと廃材。定格出力は 18,000kW、送電電

力量は約 120,000MWh/年【（株）エフオン：2020/01/06、下

野新聞：2019/12/04】 

http://www.ef-on.co.jp/ir/ir/library/20200106001.pdf 

https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/251736 

 

■千葉県舟橋市下水道施設課、高瀬下水処理場の下水汚泥から

発生する消化ガスを使った発電を事業化するためのプロポー

ザルで、JFE エンジニアリング（株）(東京)を優先交渉権者に決

定。事業は、汚泥消化施設を設計・建設する「汚泥処理施設整

備事業」と、下水処理場で発生する消化ガスを事業者に売却し、

FIT を活用した発電施設の事業計画認定の取得や設計・建設、

運営・維持管理を実施する民設民営による「消化ガス利活用事

業」の二つに分けて構成。汚泥消化施設は建設後、所有権を市

に移した上でそのまま運営・管理。市は汚泥消化施設の設計・

建設に伴う全体の限度額として、37億5,000万円(税込)を設定。

今月にも基本協定、来月には契約も結ぶ考えで、2021 年度ま

での建設と 22 年度以降の運営を計画。提案では特別目的会社

(SPC)は設けないとし、そのまま同社と契約する見通し【日刊建

設新聞：2020/01/07】 

http://www.jcpress.co.jp/wp01/?p=24924 

 

■栃木県宇都宮市の佐藤栄一市長、1 月 6 日の新春記者会見で、

エネルギーの地産地消推進に向けた地域新電力会社を 2021 年

をめどに設立する考えを明らかに。市内の清掃工場ごみ焼却熱

や下水処理場の汚泥を使ったバイオマスの環境配慮型電力の

買い取り等も視野に入れる。「SDGs 未来都市」の実現に向けて、

地域新電力会社の設立準備を進め、再生可能エネルギーの地産

地消による宇都宮市の低炭素化を図る意向【下野新聞：

2020/01/07、宇都宮市：2020/01/08】 

https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/263249 

https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shisei/koho/kishahappyo

/1022385.html 

 

■北海道室蘭市にある室蘭バイオマス発電所向け PKS 第 1 船

が 12 月中旬到着。商船三井近海（株）（東京）がインドネシア

からの PKS１万 t の海上輸送を担った。同発電所は JXTG エネ

ルギー（株）（東京）子会社の室蘭バイオマス発電合同会社（北

海道）が運営。最大出力は国内最大級の 7 万 4,900kW の発電

能力を有する。PKS は発電所に隣接する埠頭に荷揚げした後、

燃料置き場に保管。その後、コンベヤーで 800m 離れた発電所

に運ぶ。電力は全て売電する。2～3 月をめどに燃料を使った稼

働試験を実施し、今春商用運転開始を目指す【日本海事新聞：

2020/01/07、日本経済新聞：2019/12/23】 

https://www.jmd.co.jp/article.php?no=253196 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53690890T21C19A2L

41000/ 

 

■日本中央競馬会（JRA）（東京）が、西日本の競走馬の調教拠

点「栗東トレーニング・センター」（滋賀県栗東市）でサラブレ

ッドの寝床に使った木くずや稲わらを利用したバイオマス発

電を開始（2019 年 11 月）。JRA では初の試み。（株）神戸製鋼

所（兵庫）がスクリュー式発電機（製品名：MSEG）2 台と、バ

イナリー発電機（製品名：マイクロバイナリー）4 台を納入。

（株）協和エクシオ（東京）のバイオマスボイラにて、トレー

ニング・センター内で発生する使用済み馬房敷料を燃焼。発生

した高圧蒸気を MSEG に投入し、タービンを回転させることで

発電する。さらに残った低圧蒸気についてもマイクロバイナリ

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/053.html
https://www.kankyo-business.jp/news/023811.php
http://www.ef-on.co.jp/ir/ir/library/20200106001.pdf
https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/251736
http://www.jcpress.co.jp/wp01/?p=24924
https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/263249
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shisei/koho/kishahappyo/1022385.html
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shisei/koho/kishahappyo/1022385.html
https://www.jmd.co.jp/article.php?no=253196
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53690890T21C19A2L41000/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53690890T21C19A2L41000/
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ーに投入し、二段階で無駄なく発電する仕組み。最大 620kW

（310kW×2 ライン）発電し、発電した電力は FIT を通じて売

電。総工費約 36 憶円。2023 年には茨城県美浦村にある「美浦

トレーニング・センター」でも始める予定【（株）神戸製鋼所：

2029/01/16、読売新聞：2020/01/07】 

https://www.kobelco.co.jp/releases/1203007_15541.html 

https://www.yomiuri.co.jp/science/20200107-OYT1T50213/ 

 

■イーレックス（株）（東京）、岩手県大船渡市にある「大船渡

バイオマス発電所」が、2020 年 1 月 1 日より営業運転を開始

したと発表。同発電所は、太平洋セメント（株）(東京)との共同

出資により 2016 年 8 月に設立した「大船渡発電（株）」が 2016

年から建設を進めてきたもの。主燃料は PKS で、発電出力は

75,000kW、年間発電量は約 520,000MWh と、一般家庭の約

119,000 世帯分の年間電力消費量に相当。太平洋セメントが発

電所運営を行い、イーレックスが発電した電力を全量購入。ま

た、両社協力し、バイオマス燃料の調達・供給を行う【イーレ

ックス（株）：2020/01/07】 

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

content/uploads/2020/01/R0201_press_release.pdf 

 

■デンマークの首都・コペンハーゲンで、バイオマス発電所の

屋上を人工スキー場やハイキングなどのレクリエーション施

設に活用した「コペンヒル」が 2019 年 10 月にオープン。設計

は、デンマークを代表する建築家ビャルケ・インゲルス率いる

BIG が担当。プロ・スキーヤーと開発したスロープは長さ 400m

で、傾斜角は 12～45 度。初心者から上級者まで対応し、本物

の雪とも相性がよい。同発電所は、2025 年までに CO2 排出量

ゼロを掲げるコペンハーゲン市が、化石燃料からの脱却を目指

し廃棄物などのバイオマス資源を利用している発電所で、2017

年より稼働している【pen:2020/01/08】 

https://www.pen-online.jp/news/culture/1216_copenhill/1 

 

 

※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                                                 

 

■林野庁、「平成 30 年木質バイオマスエネルギー利用動向調査」

の結果（確報）についてプレスリリース。木質バイオマスをエ

ネルギーを利用している発電機及びボイラを有する事業所を

対象として、事業所の概要、利用した設備の動向、公的補助の

活用状況、利用した木質バイオマス量について調査を行い、そ

の動向等について毎年公表しているもの。平成 30 年の調査で

は調査対象とした全国 1,484 事業所のうち、1,425 事業所が回

答（回答率 96％）。結果の概要によると、平成 30 年の木質バ

イオマス利用量は「木材チップ」が 930万絶乾 t（前年比106.6%）、

「木質ペレット」が 73 万 t（前年比 195.2％）。木材チップの

うち間伐材・林地残材等由来のものの利用量は 274 万絶乾 t で

前年比 4.2％増加。特に発電を行う事業所における利用量が増

加している。発電機数は、蒸気タービンによる発電機が 8 基、

ガス化による発電機が 18 基増。ボイラの数では、木くず焚と

その他木質バイオマス（廃菌床等）を燃料とするものが減少し

た一方で、ペレットボイラ、薪ボイラ、おが粉を燃料とするボ

イラが増加した。詳細は下記サイト参照【林野庁：2019/12/25】 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/191225.html 

 

■シーメンス（株）（東京）、東洋エンジニアリング（株）（千葉）

と日鉄エンジニアリング（株）（東京）が構成する共同企業体か

ら発電出力 74,950kW の蒸気タービン、発電機、周辺機器を受

注。これらの機器は、（株）レノバ（東京）が設立した合同会社

御前崎港バイオマスエナジーが、2023 年に静岡県御前崎市・

牧之原市にて営業運転開始を予定するバイオマス発電所で活

用される。同発電所は海外から輸入する木質ペレットや PKS を

主燃料とし、将来的には県内産の未利用材も受け入れる方針。

2021 年 4 月着工、2023 年 7 月運転開始予定【シーメンス（株）：

2019/12/19、静岡新聞：2019/11/20】 

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

20191219.html 

https://www.at-

s.com/news/article/economy/shizuoka/706857.html 

 

■北陸電力（株）（富山）が、七尾大田火力発電所 2 号機（石川

県七尾市、出力 70 万 kW）と敦賀火力発電所 2 号機（福井県敦

賀市、同）を改修し、2024 年度に石炭と混合燃焼するバイオマ

ス燃料の発電量を大幅に増やすことを明らかに。七尾大田火力

https://www.kobelco.co.jp/releases/1203007_15541.html
https://www.yomiuri.co.jp/science/20200107-OYT1T50213/
http://www.erex.co.jp/news/wp-content/uploads/2020/01/R0201_press_release.pdf
http://www.erex.co.jp/news/wp-content/uploads/2020/01/R0201_press_release.pdf
https://www.pen-online.jp/news/culture/1216_copenhill/1
https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/191225.html
https://new.siemens.com/jp/ja/kigyou-jouhou/press/pr-skk-20191219.html
https://new.siemens.com/jp/ja/kigyou-jouhou/press/pr-skk-20191219.html
https://www.at-s.com/news/article/economy/shizuoka/706857.html
https://www.at-s.com/news/article/economy/shizuoka/706857.html
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2 号機は 2010 年から、敦賀火力 2 号機は 2007 年から既に石

炭の一部を木質バイオマスで代替し混焼させる発電に取り組

んでいる。FIT を活用。木質ペレットは北米や東南アジアなど

から調達する。今後は両機を改修し、バイオマス燃料の比率を

15％にまで増やす考え。CO2排出量は年間で約 100 万 t 削減す

る見込み【北日本新聞社：2019/12/20】 

https://webun.jp/item/7624550 

 

■広島県東広島市が主体となって設置する地域新電力会社「東

広島スマートエネルギー」の設立に向け、12 月 19 日、広島ガ

ス（株）（広島）や（株）広島銀行（同）ら出資者と、同社設立

に向けた株主間契約の合意書締結式を開催。東広島市、広島ガ

ス、広島銀行のほか、中国電力（株）（広島）グループで燃料販

売や再エネ発電事業、電力小売り事業を手がける、（株）エネル

ギア・ソリューション・アンド・サービス（同）、建設コンサル

ト会社の中電技術コンサルタント（株）（同）、賀茂地方森林組

合（同）が出資する予定。東広島市の掲げる「環境先進都市ビ

ジョン」の実現に向け、市内で作られた再生可能エネルギーを

買い取って市の施設で活用するエネルギーの地産地消事業や、

バイオマスボイラ等の設備を用いた ESCO 事業等を実施する計

画。ESCO 事業は広島ガスが推進に努める。賀茂地方森林組合

が運営する賀茂バイオマスセンターは、東広島市が 2017 年に

広島県内初の「バイオマス産業都市」に認定された時、木質エ

ネルギープロジェクトにおいて整備したもの。東広島市と三原

市大和町の管内から出る林地残材等（約 2,500～3,000t/年）を

センターに集めて、材質や状態に応じてチップやペレットに変

えている。チップはバイオマス発電の燃料として県内を中心に

利用、ドングリの木はペレットにし、ストーブの燃料として販

売【環境ビジネスオンライン：2019/12/23、JA 広島中央：

2018/01/22】 

https://www.kankyo-business.jp/news/023756.php 

http://www.ja-hirochu.or.jp/wp/archives/712 

 

■地方独立行政法人北海道立総合研究機構（北海道、以下「道

総研」）と北海道津別町で研究協力に関する連携協定を締結。津

別町内の公共施設や民間等業務施設の省エネ化や施設間の熱

融通に関する検討、既設の熱源供給施設(木質ペレットボイラ）

で生じた余剰熱の農業施設等における利用検討、木質バイオマ

スの収集方法に係る調査・試験等を実施する。研究期間は 2019

年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日の 5 年間。予算はエネルギー

戦略研究全体で 2,000 万円/年×5 年。研究の成果については

協定を結ぶ市町村だけでなく、広く道内外への展開を図ってい

く予定【地方独立行政法人北海道立総合研究機構：2019/12/23】 

http://www.hro.or.jp/info_headquarters/domin/pdf/011223.pdf 

 

■丸紅新電力（株）（東京）、2019 年 12 月 25 日から特別高圧・

高圧の需要家向けに「CO2 削減メニュー」と「再エネ電力メニ

ュー」の提供を開始。丸紅グループが長年にわたる環境クレジ

ット取引を通じて構築した環境証書の安定調達体制と、全国 10

エリアにおける小売基盤を活用し、顧客のニーズに応じて電力

と Jクレジットおよび非化石証書を組み合わせた提案を行うも

の。CO2 削減メニューの方では CO₂排出量が少ない電源や J ク

レジットを用いることで、需要家が調達する電力の排出係数を

段階的に削減またはゼロにすることが可能となる。再エネ電力

メニューでは Jクレジット、非化石証書を活用することなどで、

段階的な再生可能エネルギー比率の実質的な向上や、CO₂排出

係数の削減（実質的な再生可能エネルギー100％電力や排出係

数 0 の電力の利用）が可能に【丸紅新電力（株）：2019/12/25】 

https://denki.marubeni.co.jp/news/20191225/ 

 

■東武鉄道（株）（東京）、大晦日～元旦の臨時列車にバイオマ

ス由来 CO2 フリー電力（7,300kWh 分）を利用。東武鉄道は東

京都・埼玉県・千葉県・栃木県・群馬県の関東 1 都 4 県に路線

を持つ私鉄大手。2019 年の大晦日から 2020 年元旦にかけて

運転する臨時列車について、環境負荷低減や CO2排出削減を目

的として、運用に必要な電力全てをバイオマス発電によるグリ

ーン電力で賄うことを発表【新エネルギー新聞：2019/12/27、

東武鉄道（株）：2019/12/13】 

http://www.newenergy-news.com/?p=22014 

https://www.tobu.co.jp/file/pdf/b2eb1f0026ef822a2a6430e6

8b0d8de7/191213.pdf?date=20191213105125 

 

■（一社）日本木質ペレット協会（東京）、2019 年 9 月 20 日

に東京で開催した「木質ペレットの JAS 化に関する取組と今後

の課題 および隣接業界の動向とバイオマスガス化発電に関す

る勉強会」についての報告をウェブ上で公表。当日の登壇者の

講演要旨だけでなく、質疑応答内容、アンケート結果も報告に

含まれている。詳細は下記を参照【（一社）日本木質ペレット協

会：2019/12/25】 

https://w-

https://webun.jp/item/7624550
https://www.kankyo-business.jp/news/023756.php
http://www.ja-hirochu.or.jp/wp/archives/712
http://www.hro.or.jp/info_headquarters/domin/pdf/011223.pdf
https://denki.marubeni.co.jp/news/20191225/
http://www.newenergy-news.com/?p=22014
https://www.tobu.co.jp/file/pdf/b2eb1f0026ef822a2a6430e68b0d8de7/191213.pdf?date=20191213105125
https://www.tobu.co.jp/file/pdf/b2eb1f0026ef822a2a6430e68b0d8de7/191213.pdf?date=20191213105125
https://w-pellet.org/2019/12/25/2019%e5%b9%b49%e6%9c%8820%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%80%8c%e6%9c%a8%e8%b3%aa%e3%83%9a%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%aejas%e5%8c%96%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e5%8f%96%e7%b5%84%e3%81%a8%e4%bb%8a/
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pellet.org/2019/12/25/2019%e5%b9%b49%e6%9c%8820%e6

%97%a5%e3%81%ae%e3%80%8c%e6%9c%a8%e8%b3%aa%e

3%83%9a%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%aeja

s%e5%8c%96%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%

8b%e5%8f%96%e7%b5%84%e3%81%a8%e4%bb%8a/ 

 

■イーレックス（株）（東京）、福岡県豊前市にある「豊前バイ

オマス発電所」が、2020 年 1 月 1 日に営業運転を開始したと

発表。同発電所は、イーレックス、九電みらいエナジー（株）

（福岡）、（株）九電工（福岡） の 3 社共同で出資参画している

「豊前ニューエナジー合同会社」が 2017 年 12 月から建設を

進めてきたもの。主燃料は PKS および木質ペレットで、発電出

力は 74,950kW。年間発電量は約 50 万 MWh で、一般家庭約 15

万世帯分の年間消費電力に相当。発電所運営は三社共同で行い、

イーレックスはバイオマス燃料の調達・供給を、九電みらいは

発電所への技術的サポートを行う【イーレックス（株）：

2020/01/07】 

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

content/uploads/2020/01/20200107_press_release_2.pdf 

 

■山形県鶴岡市と同市櫛引地域の田代地区自治会、（株）渡会電

気土木（山形）が、地震など大規模災害時の地域住民の一時的

な避難受け入れに関する協定を締結（1 月 10 日）。木質ペレッ

ト製造を主に手掛ける渡会電気土木田代工場は本年度、（一財）

環境イノベーション情報機構（東京）の補助を受け、リニュー

アルした工場施設に最大発電能力150kWhの太陽光パネルを設

置。電力は工場内の使用電力の一部として活用するが、避難所

として開設する場合は蓄電池により停電時でも3日間程度の運

営が可能となっているため、同社が工場のある田代地区自治会

に一時的な避難所としての提供を申し出た。同地区約 70 世帯、

計約 270 人全住民の「いっとき避難所」として開設し避難者を

受け入れるもので、自治組織と民間企業による協定締結は同市

では初のケースに【荘内日報：2020/01/11】 

http://www.shonai-nippo.co.jp/cgi/ad/day.cgi?p=2020:01:11 

 

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 

 

■「森林サービス産業」フォーラム＆ワークショップ実行委

員会 

（1）「森林サービス産業」フォーラム 

2020 年 2 月 3 日（月） 

農林水産省本館 7 階講堂（東京都千代田区） 

（2）「Forest Style ネットワーク」第 1 回会合 

（3）「森林サービス産業」ワークショップ 

2020 年 2 月 4 日（火） 

イトーキ東京イノベーションセンターSYNQA ネットワー

キング・カフェ（東京都中央区） 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/sanson_ryokka/200115.h

tml 

 

■林野庁「令和元年度林業機械化推進シンポジウム」 

2020 年 2 月 6 日（木） 

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） 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaihatu/191226.html 

■（株）J P I (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」 

2020 年 2 月 6 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/14522 

 

■サステナビリティ・コミュニケーション・ネットワーク

(NSC)「NSC 定例勉強会 IPCC の特別報告書の解説及び温室効

果ガス観測技術衛星 『いぶき』（GOSAT）による日本の貢献

について」 

2020 年 2 月 7 日（金） 

TKP 新橋カンファレンスセンター ホール 13A（東京都千代田

区） 

https://www.gef.or.jp/news/event/200207nscseminar/ 

 

■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） 

https://w-pellet.org/2019/12/25/2019%e5%b9%b49%e6%9c%8820%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%80%8c%e6%9c%a8%e8%b3%aa%e3%83%9a%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%aejas%e5%8c%96%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e5%8f%96%e7%b5%84%e3%81%a8%e4%bb%8a/
https://w-pellet.org/2019/12/25/2019%e5%b9%b49%e6%9c%8820%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%80%8c%e6%9c%a8%e8%b3%aa%e3%83%9a%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%aejas%e5%8c%96%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e5%8f%96%e7%b5%84%e3%81%a8%e4%bb%8a/
https://w-pellet.org/2019/12/25/2019%e5%b9%b49%e6%9c%8820%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%80%8c%e6%9c%a8%e8%b3%aa%e3%83%9a%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%aejas%e5%8c%96%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e5%8f%96%e7%b5%84%e3%81%a8%e4%bb%8a/
https://w-pellet.org/2019/12/25/2019%e5%b9%b49%e6%9c%8820%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%80%8c%e6%9c%a8%e8%b3%aa%e3%83%9a%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%aejas%e5%8c%96%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e5%8f%96%e7%b5%84%e3%81%a8%e4%bb%8a/
https://w-pellet.org/2019/12/25/2019%e5%b9%b49%e6%9c%8820%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%80%8c%e6%9c%a8%e8%b3%aa%e3%83%9a%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%aejas%e5%8c%96%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e5%8f%96%e7%b5%84%e3%81%a8%e4%bb%8a/
http://www.erex.co.jp/news/wp-content/uploads/2020/01/20200107_press_release_2.pdf
http://www.erex.co.jp/news/wp-content/uploads/2020/01/20200107_press_release_2.pdf
http://www.shonai-nippo.co.jp/cgi/ad/day.cgi?p=2020:01:11
https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/sanson_ryokka/200115.html
https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/sanson_ryokka/200115.html
https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaihatu/191226.html
https://www.jpi.co.jp/seminar/14522
https://www.gef.or.jp/news/event/200207nscseminar/
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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 

 

■パワーシフト・キャンペーン運営委員会「パワーシフト・

シンポジウム 『自然エネルギーで社会を元気に！』」 

2020 年 2 月 11 日（火・祝） 

ルーテル市ヶ谷センター（東京都新宿区） 

http://power-shift.org/tokyosymposium-200211/ 

 

■国立研究開発法人森林研究・整備機構森林保険センター

「森林気象害リスク評価シンポジウム」 

2020 年 2 月 12 日（水） 

鉄鋼会館 801 号室（東京都中央区） 

https://www.ffpri.affrc.go.jp/fic/g/ibento/20200212symposiu

m.html 

 

■国立研究開発法人森林研究・整備機構森林保険センター

「森林気象害リスク評価シンポジウム」 

2020 年 2 月 12 日（水） 

鉄鋼会館 801 号室（東京都中央区） 

https://www.ffpri.affrc.go.jp/fic/g/ibento/20200212symposiu

m.html 

 

■富山県「木材情報セミナー」 

2020 年 2 月 12 日（水） 

富山県民会館 401 会議室（富山県富山市） 

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1603/kj00016083.html 

 

■（一社）日本森林技術協会「平成 31 年度『地域内エコシス

テム』構築事業成果報告会」 

2020 年 2 月 12 日（水） 

スクワール麴町 3 階錦華の間（東京都千代田区） 

http://wb-ecosys.jp/report.html 

 

◎（一社）福島県再生可能エネルギー推進センター「ふくし

ま再生可能エネルギー～新たなステージを目指して～」木質

バイオマス利活用セミナー 

2020 年 2 月 13 日（木） 

福島テルサ あづま（中会議室）（福島県福島市） 

http://f-

reenergy.org/2020/01/10/%e3%80%902%e6%9c%88%e9%96%8

b%e5%82%ac%e3%80%91%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3

%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0%ef%bc%86%e3%82%bb%e3%83%

9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e

5%86%85/ 

 

■（株）J P I (日本計画研究所)「近時の FIT 制度を巡る制度変

更議論もふまえ 発電事業プロジェクトファイナンスの『融

資契約』に関する基礎から応用の勘所 3 時間セミナー」 

2020 年 2 月 13 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/14870 

 

■環境省「持続可能な森林経営のためのフォレスト パートナ

ーシップ セミナー」 

2020 年 2 月 14 日（金） 

日比谷図書文化館４階小ホールスタジオプラス（東京都千代

田区） 

https://www.gef.or.jp/news/event/fpp2020/ 

 

■（一社）環境政策対話研究所「シンポジウム「脱炭素トラ

ンジションと市民参加・熟議―報告：脱炭素社会構築に向け

た欧州の試み・気候市民会議の開催―」 

2020 年 2 月 14 日（金） 

衆議院第一議員会館内、国際会議室（東京都千代田区） 

http://inst-dep.com/info/2999233 

 

◎（公財）みやぎ・環境とくらし・ネットワーク「第 5 回薪

ストーブ・ペレットストーブ展示・体験フェスタ」 

2020 年 2 月 15 日（土） 

勾当台公園（宮城県仙台市） 

https://www.melon.or.jp/event.html 

 

■（公社）国土緑化推進機構「緑のボランティア活動 助成セ

ミナー2020」 

2020 年 2 月 16 日（日） 

近畿中国森林管理局 4 階「大会議室」（大阪府大阪市） 

http://www.green.or.jp/bokin/200216bokin 

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
http://power-shift.org/tokyosymposium-200211/
https://www.ffpri.affrc.go.jp/fic/g/ibento/20200212symposium.html
https://www.ffpri.affrc.go.jp/fic/g/ibento/20200212symposium.html
https://www.ffpri.affrc.go.jp/fic/g/ibento/20200212symposium.html
https://www.ffpri.affrc.go.jp/fic/g/ibento/20200212symposium.html
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1603/kj00016083.html
http://wb-ecosys.jp/report.html
http://f-reenergy.org/2020/01/10/%e3%80%902%e6%9c%88%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%80%91%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0%ef%bc%86%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/
http://f-reenergy.org/2020/01/10/%e3%80%902%e6%9c%88%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%80%91%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0%ef%bc%86%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/
http://f-reenergy.org/2020/01/10/%e3%80%902%e6%9c%88%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%80%91%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0%ef%bc%86%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/
http://f-reenergy.org/2020/01/10/%e3%80%902%e6%9c%88%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%80%91%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0%ef%bc%86%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/
http://f-reenergy.org/2020/01/10/%e3%80%902%e6%9c%88%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%80%91%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0%ef%bc%86%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/
http://f-reenergy.org/2020/01/10/%e3%80%902%e6%9c%88%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%80%91%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0%ef%bc%86%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/
https://www.jpi.co.jp/seminar/14870
https://www.gef.or.jp/news/event/fpp2020/
http://inst-dep.com/info/2999233
https://www.melon.or.jp/event.html
http://www.green.or.jp/bokin/200216bokin
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■（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構、他

「NEDO・JST 合同成果報告会『バイオエコノミーの実現に向

けたバイオマス利用イノベーション技術開発』～木質バイオ

マスから化学品を創るテクノロジー～」 

2020 年 2 月 18 日（火） 

ビジョンセンター東京八重洲南口 6 階 Vision Holl（東京） 

https://www.jst.go.jp/alca/event/event20200218.html 

 

■NPO 法人農都会議バイオマス WG／地域 G2 月勉強会「分散

型エネルギー社会の早期実現を考える～地産地消電気・熱の

現状とバイオマス活用の課題～」 

2020 年 2 月 18 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/archive/296 

 

■（株）JPI（日本計画研究所）「CO2ネット・ゼロへの挑戦 

東京ガス：国内再エネ事業展開の新たな取組み～太陽光発電 

バイオマス発電 風力発電等～」 

2020 年 2 月 18 日（火） 

JPI カンファレンススクエア（東京都港区） 

https://www.jpi.co.jp/seminar/14901 

 

■（株）新社会システム総合研究所「再生可能エネルギーの

系統連系問題」 

2020 年 2 月 19 日（水） 

SSK セミナールーム（東京都港区） 

http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_20064.html 

 

■（公財）国際緑化推進センター公開セミナー「森林ビジネ

スの可能性－持続可能な森林管理とビジネスの両立を目指し

て－」 

2020 年 2 月 20 日（木） 

ベルサール飯田橋駅前 Room1（東京都千代田区） 

https://jifpro.or.jp/infomation/3425/ 

 

■（一社）長野県産業環境保全協会「環境マネジメントシス

テム CO2削減セミナー」 

2020 年 2 月 20 日（木） 

長野県工業技術センター環境・情報技術部門研修室（長野県

松本市） 

http://www.shin-ene.net/information/4935 

 

■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/ 

 

■アースビジョン多摩 映画会 自然との共生 

2020 年 2 月 21 日（土） 

多摩センターパルテノン多摩小ホール（東京都多摩市） 

https://taenoha.com/ev 

 

■IEA「9th Workshop on Cofiring Biomass with Coal」 

2020 年 2 月 25 日（火）～27 日（木） 

リーガロイヤルホテル小倉（福岡県北九州市） 

https://www.cofiring-workshops.org/ 

 

■NPO 法人バイオマス産業社会ネットワーク第 187 回研究会

「バイオマスプラスチックをめぐる最新事情（仮題）」 

2020 年 2 月 25 日（火） 

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_37738.html 

 

■（株）J P I (日本計画研究所)「（一財）電力中央研究所 バ

イマス炭化燃料を用いた石炭混焼とバイオマスガス化発電の

取組み」 

2020 年 02 月 25 日(火) 

JPI カンファレンススクエア（東京都港区） 

https://www.jpi.co.jp/seminar/14893 

 

■NEDO「バイオマスエネルギー技術と事業化・経営セミナー

in 米子―バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事

業ワークショップ『ポスト FIT 時代に向けたエネルギー利用モ

デルの構築』―」 

2020 年 2 月 25 日（火） 

米子コンベンションセンター第 7 会議室（鳥取県米子市） 

https://www.nedo.go.jp/events/FF_100127.html 

 

 

https://www.jst.go.jp/alca/event/event20200218.html
https://blog.canpan.info/bioenergy/archive/296
https://www.jpi.co.jp/seminar/14901
http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_20064.html
https://jifpro.or.jp/infomation/3425/
http://www.shin-ene.net/information/4935
https://green-image.jp/filmfestival/entry/7th/
https://taenoha.com/ev
https://www.cofiring-workshops.org/
http://www.geoc.jp/rashinban/event_detail_37738.html
https://www.jpi.co.jp/seminar/14893
https://www.nedo.go.jp/events/FF_100127.html
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■（一社）日本森林技術協会「令和元年度スマート林業の取

組に関する報告会」 

2020 年 2 月 25 日（火） 

主婦会館プラザエフ（東京都千代田区） 

http://www.jafta.or.jp/contents/information/383_list_detail.html 

 

◎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】 

＜併催セミナー＞ 

・基調講演「木質バイオマスの利活用をめぐる課題と将来展

望」 

・特別講演「地域におけるサステイナビリティと地球環境～

バイオマス実装プロジェクトの推進～」 

・林野庁「事業成果報告セミナー」 

・中小型バイオマス発電導入セミナー 

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 

 

■NPO 法人バイオマス産業社会ネットワーク第 138 回研究会

「自伐型林業の最新状況と持続可能な木質バイオマス利用

（仮題）」 

2020 年 3 月 10 日（火） 

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_37729.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～ 」 

【東京】2020 年 3 月 11 日（水） 

聖心女子大学ブリット記念ホール 

【福島】2020 年 3 月 14 日～15 日 

    14 日：チェンバおおまち 3F 多目的ホール 

15 日：福島県文化センター 

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 

 

■気候ネットワークシンポジウム「炭鉱の町釧路から地球温

暖化を考える」 

2020 年 3 月 28 日（土） 

釧路市生涯学習センター・まなぼっと幣舞 705/706（北海

道釧路市） 

https://www.kikonet.org/event/2020-03-28 

 

■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 

 

■（一社）日本エネルギー学会「第 29 回日本エネルギー学会

大会」 

2020 年 8 月 5 日（水）～7 日（金）※7 日（金）はテクニカ

ルツアー 

富山国際会議場大手町フォーラム（富山県富山市） 

https://www.jie.or.jp/publics/index/557/ 

http://www.jafta.or.jp/contents/information/383_list_detail.html
https://www.bm-expo.jp/ja-jp.html
http://www.geoc.jp/rashinban/event_detail_37729.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
https://www.kikonet.org/event/2020-03-28
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.jie.or.jp/publics/index/557/
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◎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 

 

■（一社）林業機械化協会「2020 森林・林業・環境機械展示

実演会」 

2020 年 10 月 4 日（日）～5 日（月） 

苫小牧東部地域（北海道苫小牧市） 

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

 

◎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） 

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）                                               

 

◎International Biomass Conference & Expo 

2020 年 2 月 3 日（月）～5 日（水） 

テネシー州ナッシュビル（USA） 

http://www.biomassconference.com/ema/DisplayPage.aspx?pag

eId=Home 

 

◎Nordic Pellets Conference 2020 

2020 年 2 月 4 日（火）～5 日（水） 

ウプサラ（スウェーデン） 

https://sv-

se.invajo.com/event/svebio,swedishbioenergyassociation/nordicp

ellets2020 

 

◎5th Biomass Trade & Power Europe 

2020 年 2 月 5 日（水）～6 日（木） 

コペンハーゲン（デンマーク） 

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

 

■9th Starch World Asia 

2020 年 2 月 11 日（火）～13 日（木） 

バンコク（タイ） 

https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=200207&pu=

283064 

 

◎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 

 

■Argus Biomass Asia Conference 

2020 年 3 月 4 日（水）～6 日（金） 

シンガポール（シンガポール） 

https://www.giievent.jp/argu918101/ 

https://www.bm-expo.jp/ja-jp.html
https://www.rinkikyo.or.jp/
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
http://www.biomassconference.com/ema/DisplayPage.aspx?pageId=Home
http://www.biomassconference.com/ema/DisplayPage.aspx?pageId=Home
https://sv-se.invajo.com/event/svebio,swedishbioenergyassociation/nordicpellets2020
https://sv-se.invajo.com/event/svebio,swedishbioenergyassociation/nordicpellets2020
https://sv-se.invajo.com/event/svebio,swedishbioenergyassociation/nordicpellets2020
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=200202&
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=200207&pu=283064
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=200207&pu=283064
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.giievent.jp/argu918101/


13 

 

■IEA Task 37 symposium: Drivers for Successful and Sustainable 

Biogas/RNG Projects: International Perspectives 

2020 年 3 月 26 日（木） 

トロント（カナダ） 

http://task40.ieabioenergy.com/ 

 

■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 

 

◎EUBCE 2020 

2020 年 4 月 27 日（月）～30 日（木） 

マルセイユ（フランス） 

http://www.eubce.com/conference/eubce-conference.html 

 

■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/ 

 

 

■Nordic Baltic Bioenergy Conference 

2020 年 5 月 6 日（水）～7 日（木） 

ヴィリニュス（リトアニア） 

https://www.svebio.se/en/evenemang/nordic-baltic-bioenergy-

conference/ 

 

■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/conference/conference-

program/conference-program-2020/ 

 

■International Fuel Ethanol Workshop & Expo 

2020 年 6 月 15 日（金）～17 日（日） 

ミネソタ州ミネアポリス（USA） 

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

geId=Home 

 

■Biodiesel Production Technology Summit 

2020 年 6 月 15 日（金）～17 日（日） 

ミネソタ州ミネアポリス（USA） 

http://www.biodieseltechnologysummit.com/ema/DisplayPage.as

px?pageId=Home 

 

■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 

 

 

http://task40.ieabioenergy.com/
https://www.powergen-exhibition.net/event-fact-sheet-jakarta
https://www.bvv.cz/en/biomass/
https://viaexpo.com/en/ee-re-exhibition
http://www.eubce.com/conference/eubce-conference.html
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.svebio.se/en/evenemang/nordic-baltic-bioenergy-conference/
https://www.svebio.se/en/evenemang/nordic-baltic-bioenergy-conference/
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=200517&
https://www.all-energy.co.uk/
http://renexpo-belgrade.com/en/conference/conference-program/conference-program-2020/
http://renexpo-belgrade.com/en/conference/conference-program/conference-program-2020/
http://www.fuelethanolworkshop.com/ema/DisplayPage.aspx?pageId=Home
http://www.fuelethanolworkshop.com/ema/DisplayPage.aspx?pageId=Home
http://www.biodieseltechnologysummit.com/ema/DisplayPage.aspx?pageId=Home
http://www.biodieseltechnologysummit.com/ema/DisplayPage.aspx?pageId=Home
http://www.kwf-tagung.org/kwf-tagung.html
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◎The 9th Asia-Pacific Biomass Energy Exhibition (APBE 2020) 

2020 年 8 月 16 日（日）～18 日（火） 

広州市（中国） 

https://pellets-wood.com/the-9th-asia-pacific-biomass-

energy-exhibition-ap-o20933.html 

 

◎Svebio Fuel Market Day 2020 

2020 年 9 月 10 日（木） 

https://www.svebio.se/en/evenemang/svebio-fuel-market-

day/ 

 

◎Advanced Biofuels Conference 2020 

2020 年 9 月 15 日（火）～17 日（木） 

ストックホルム（スウェーデン） 

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

conference-2020/ 

 

■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/ 

 

５．公募等情報（締切順）                                              

 

■環境省「令和 2 年度 CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・

実証事業の一次公募について」 

公募期間 2020 年１月 16 日（木）～２月 12 日（水） 

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local/02_a01_1/R2_co

2.html 

 

■環境省「令和２年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

（建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業（業務用施

設等における ZEB 化・省 CO2促進事業））に係る補助事業者（執

行団体）の募集」 

公募期間 2019 年 12 月 26 日（木）～2020 年 2 月 13 日（金） 

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/kobo/r02/index_03.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 

 

■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://pellets-wood.com/the-9th-asia-pacific-biomass-energy-exhibition-ap-o20933.html
https://pellets-wood.com/the-9th-asia-pacific-biomass-energy-exhibition-ap-o20933.html
https://www.svebio.se/en/evenemang/svebio-fuel-market-day/
https://www.svebio.se/en/evenemang/svebio-fuel-market-day/
https://www.svebio.se/en/evenemang/advanced-biofuels-conference-2020/
https://www.svebio.se/en/evenemang/advanced-biofuels-conference-2020/
https://www.pollutec.com/en/home/
https://www.elmia.se/wood/
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local/02_a01_1/R2_co2.html
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local/02_a01_1/R2_co2.html
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/kobo/r02/index_03.html
https://www.pref.tottori.lg.jp/195435.htm
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kensanzai/karejjibosyuu.html
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/energy/citizen_participation/shoureikin-setubi-t.html
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/energy/citizen_participation/shoureikin-setubi-t.html
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/energy/citizen_participation/shoureikin-setubi.html
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/energy/citizen_participation/shoureikin-setubi.html
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/energy/citizen_participation/shoureikin-setubi-t.html
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/energy/citizen_participation/shoureikin-setubi-t.html
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/energy/bounty/Incentivefee.html
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/energy/bounty/Incentivefee.html
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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 

 

■（公社）国土緑化推進機構「令和２（2020）年度『緑の募金』

公募事業の募集について」 

募集期間 2020 年 2 月 1 日(土)～3 月 15 日(日) 

http://www.green.or.jp/bokin/volunteer/activity-support 

 

■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 

 

■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 

 

 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000251360.html
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shin-ene/new_ene/mokushitsuhojokin.html
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shin-ene/new_ene/mokushitsuhojokin.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/cs01/gakuseiboshu_2020.html
http://www.green.or.jp/bokin/volunteer/activity-support
https://www.city.shiso.lg.jp/kurashi/gomishinyokankyo/kankyorisaikuru/1515747829708.html
https://www.city.shiso.lg.jp/kurashi/gomishinyokankyo/kankyorisaikuru/1515747829708.html
https://www.jwba.or.jp/%E6%96%B0%E8%A6%8F%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8-1/%E7%9C%81%E3%82%A8%E3%83%8D%E5%86%8D%E3%82%A8%E3%83%8D%E9%AB%98%E5%BA%A6%E5%8C%96%E4%BF%83%E9%80%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6/
https://www.jwba.or.jp/%E6%96%B0%E8%A6%8F%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8-1/%E7%9C%81%E3%82%A8%E3%83%8D%E5%86%8D%E3%82%A8%E3%83%8D%E9%AB%98%E5%BA%A6%E5%8C%96%E4%BF%83%E9%80%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6/
https://www.jwba.or.jp/%E6%96%B0%E8%A6%8F%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8-1/%E7%9C%81%E3%82%A8%E3%83%8D%E5%86%8D%E3%82%A8%E3%83%8D%E9%AB%98%E5%BA%A6%E5%8C%96%E4%BF%83%E9%80%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6/
https://www.jwba.or.jp/%E6%96%B0%E8%A6%8F%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8-1/%E7%9C%81%E3%82%A8%E3%83%8D%E5%86%8D%E3%82%A8%E3%83%8D%E9%AB%98%E5%BA%A6%E5%8C%96%E4%BF%83%E9%80%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6/
https://www.jwba.or.jp/%E6%96%B0%E8%A6%8F%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8-1/%E7%9C%81%E3%82%A8%E3%83%8D%E5%86%8D%E3%82%A8%E3%83%8D%E9%AB%98%E5%BA%A6%E5%8C%96%E4%BF%83%E9%80%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6/
http://www.pref.kyoto.jp/energy/documents/ninteiseidogaiyou.pdf
http://www.pref.kyoto.jp/energy/documents/ninteiseidogaiyou.pdf
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/policy_others/municipal_support/current.html
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/policy_others/municipal_support/current.html
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030501/2019022200068.html
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030501/2019022200068.html
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/610301/2015060100117.html
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/610301/2015060100117.html
http://www.city.kochi-konan.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r254RG00001291.html
http://www.city.kochi-konan.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r254RG00001291.html
http://www.town.niyodogawa.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r191RG00000129.html#e000000030
http://www.town.niyodogawa.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r191RG00000129.html#e000000030
http://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/eco/kankyou/ondanka/syouene-setubi-yuusi.html
http://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/eco/kankyou/ondanka/syouene-setubi-yuusi.html
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kurashi/shizen/5007685/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kurashi/shizen/5007685/
http://www.pref.nara.jp/23346.htm
https://www.jeas.or.jp/activ/prom_23_00.html
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■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

 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/plus/taisyou.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/plus/taisyou.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/chikyuukankyou/ne/shien-jigyousha.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/chikyuukankyou/ne/shien-jigyousha.html
http://www.city.ichihara.chiba.jp/kanko/0205sangyou/kigyourittigaido.html
http://www.city.ichihara.chiba.jp/kanko/0205sangyou/kigyourittigaido.html
http://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000007149.html

