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Pellet Club JAPAN 月刊ニュース（2020 年 5 月号） 

 

発行元：ペレットクラブ 

                                              発行日：2020 年 5 月 29 日 

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

 

■積水化学工業（株）（大阪）と（株）INCJ（株）、積水化学と

米国ベンチャー企業 LanzaTech が共同開発した、微生物触媒

を活用して可燃性ごみをエタノールに変換する技術（以下、

「BR エタノール技術」）の実証事業の実施、および事業展開

を行うことを目的として合弁会社「積水バイオリファイナリ

ー（株）」を設立。合弁会社においては、BR エタノール技術

の実用化・事業化に向けた最終段階の実証を行うため、岩手

県久慈市に実証プラントを新設し、2021 年度末に稼働を開始

し、実証事業（エタノール供給）を開始予定。自治体や民間

企業等のパートナー募集を強化し、2025 年度には本格事業化

を目指す【積水化学工業（株）：2020/04/16】 

https://www.sekisui.co.jp/news/2020/1348992_36493.html 

 

■イーレックス（株）（東京）、経産省資源エネ庁が再生可能

エネルギー発電促進賦課金単価を公示したことを受けて、

2020 年 5 月分以降新単価を適用すると発表（4 月 16 日）。適

用単価は税込 2.98 円/kWh（2020 年 4 月分までは税込 2.95

円/kWh）で、適用期間は 2020 年 5 月分から 2021 年 4 月分

まで。同庁では、太陽光発電（住宅用・事業用）、着床式洋上

風力発電、一般木材等バイオマス発電・バイオマス液体燃料

の再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を、2020 年 3 月

23 日に発表している【イーレックス（株）：2020/04/16、

excite ニュース：2020/04/19】 

https://www.erex.co.jp/news/information/4017/ 

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

kP0eDW/ 

 

■（株）三井 E&S ホールディングス（東京）、バイオマス発電

事業を 4 月中に（株）タケエイ（東京）に売却すると発表（4

月 23 日）。売却するのは 70.2%を出資するバイオマス発電事

業子会社の市原グリーン電力（株）（千葉）（発電能力 5 万

kW）と 30%を出資する燃料販売会社の循環資源（株）（千葉）

の 2 社の株式。これによりタケエイは、市原グリーン電力に

ついては三井物産（株）（東京）の持ち株 14.9%分と合わせて

85.1%の株を所有する筆頭株主に。契約は 4 月 23 日付で、30

日に 43 億円で売却する。簿価を差し引きし関係会社株式売却

益として約 23 億円を特別利益として計上する予定。売却後は

2 社の株式は持たない。三井 E&S はエンジニアリング事業で

インドネシアの石炭火力発電工事で多額の損失を出してお

り、財務改善のためバイオマス発電事業の新設撤退を表明し

ていた。事業売却で体制の立て直しを急ぐ【日本経済新聞：

2020/04/23、（株）三井 E&S ホールディングス：

2020/04/23】 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58411930T20C20A4X

A0000/?ct=ga 

https://www.mes.co.jp/press/2020/uploads/20200423.pdf 

 

■京都府舞鶴市喜多地区にパーム油バイオマス発電所が計画

されている問題で、事業を担うオーナー会社のアンプ社が撤

退することが判明（4 月 22 日）。事業主体は「舞鶴グリー

ン・イニシアティブス合同会社」（京都府舞鶴市）。カナダに

拠点があり、メガソーラーなどを手がけているアンプ社が資

金や燃料の調達などを行う予定だった。同社は「事業規模が

大きく資金調達などさまざまな課題があり、住民の強い反対

があった」と語った。市によると、オーナー会社の撤退は 3

社目。同市市長は 4 月 24 日の定例記者会見で事業を推進する

考えを表明。建設予定地の喜多地区自治会が「住民のほぼ全

員が反対」と訴え、4 月 10 日に「建設反対住民アンケート調

査結果」を市長に提出したばかりだったが「住民の生活に害

のあるものは絶対に作らない」と強調。市は、発電所立地計

画の内容や騒音・低周波・悪臭など生活環境への影響につい

て市の見解・方針を取りまとめた「喜多地区パーム油バイオ

マス発電所立地計画説明資料」を作成（下記サイト参照）【毎

日新聞：2020/04/23、2020/04/25、舞鶴市：

2020/04/27】 

https://mainichi.jp/articles/20200423/ddl/k26/010/438000c 

https://mainichi.jp/articles/20200425/ddl/k26/010/462000c 

https://www.sekisui.co.jp/news/2020/1348992_36493.html
https://www.erex.co.jp/news/information/4017/
https://www.excite.co.jp/news/article/Leafhide_eco_news_fJOXkP0eDW/
https://www.excite.co.jp/news/article/Leafhide_eco_news_fJOXkP0eDW/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58411930T20C20A4XA0000/?ct=ga
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58411930T20C20A4XA0000/?ct=ga
https://www.mes.co.jp/press/2020/uploads/20200423.pdf
https://mainichi.jp/articles/20200423/ddl/k26/010/438000c
https://mainichi.jp/articles/20200425/ddl/k26/010/462000c
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https://www.city.maizuru.kyoto.jp/shigoto/cmsfiles/contents/0

000006/6338/setsumeisiryou.pdf 

 

■（株）矢野経済研究所（東京）、国内のバイオマスエネルギ

ー市場を調査し、市場動向や有力プレイヤーの動向、将来展

望について明らかにした「2020 年版 バイオマスエネルギー

市場の現状と将来展望」を発行。調査は 2019 年 8 月～2020

年 1 月まで、バイオマス原燃料供給事業者、バイオ燃料供給

事業者、バイオマス発電事業者等を対象に実施。それによる

と 2019 年度の国内バイオマスエネルギー市場規模（エネルギ

ー供給量を金額ベースに換算）は、前年度比 114.0％の 4,968

億円の見込み。また、現在計画中や工事中のバイオマス発電

所が今後稼働を開始することで、2021 年度の国内バイオマス

エネルギー市場規模は 6,160 億円に成長すると予測。詳細は

下記サイトを参照【（株）矢野経済研究所：2020/04/24】 

https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/2416 

 

■日本エネルギーホールディングス（株）(岡山)が、福井県に

建設予定だった液体バイオマス発電所(出力 37,480kW)の建設

計画を中止していたことが、27 日までに関係者への取材で明

らかに。同発電所は非食用パーム油を燃料に使用し、ディー

ゼルエンジンで発電する予定だったが、建設予定地だった福

井県坂井市は雷が多く発生する場所で、落雷があった場合に

ディーゼルエンジンを制御することが技術的に難しいと判

断。同社はすでに経産省へ計画中止を申し出ており、FIT での

売電に必要な ID も今年 2 月までに取り消した。同社は現在複

数のバイオマス発電所の建設計画を進めているが、いずれも

パーム油などの液体燃料ではなく、PKS 等の固形燃料を使用

するとしている。燃料用パーム油等の液体燃料は食用と競合

して食用パーム油の価格を押し上げることにつながるうえ、

生産増で環境破壊を引き起こすとされ、国内の大手商社各社

が取扱いから手を引いており、燃料の供給が不安定になると

の懸念が高まっている【リム情報開発（株）：2020/04/27】 

https://www.rim-intelligence.co.jp/news/news-

domestic/1539838.html 

 

■（株）九電工（福岡）、2020 年度～2024 年度までの 5 カ年

中期経営計画を発表。太陽光関連工事に加え、大規模風力発

電やバイオマス発電向けなど新たな事業領域の開拓を進め、

最終年度に売上高 5,000 億円、経常利益 500 億円、ROIC（投

下資本利益率）10%以上達成を目指す【時事ドットコムニュー

ス、（株）九電工：2020/04/28】 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020042800880&g=eco 

https://www.kyudenko.co.jp/ir/news/docs/10be6815233ab75

909be13a15a36f783.pdf 

 

■国際再生可能エネルギー機関（アラブ首長国連邦、以下

「IRENA」）、持続可能な未来のエネルギーシステムを構築する

ための道筋を示す「世界の再生可能エネルギーの展望」（初

版）を発表（4 月 20 日）。このレポートは、気候変動に関す

る 2050 年までの投資オプション、エネルギー転換に必要な政

策の枠組み、世界の様々な地域が直面する課題について示

し、再生可能エネルギーの導入を加速させることは持続可能

な開発を推進し、健康を増進させ、数千万もの新しい雇用を

創出するとしている。特にエネルギー転換の部分では、「世界

の二酸化炭素排出量を 2050 年までに少なくとも 70％削減す

る方策を検討」しただけでなく、さらにより大規模な脱炭素

化に向けた見通しとして排出量の正味ゼロ及び完全なゼロに

向けた道筋についても示している。IRENA 事務局長の

Francesco La Camera 氏は「各国政府は大型の経済刺激策及び

回復策を導入しつつ、コロナウイルス危機を抑制するという

困難な課題に直面している」ことに言及し、レポートが「短

期的な回復に向けた取組をパリ協定や国連持続可能な開発ア

ジェンダの掲げる中長期的な目標を踏まえたものとすること

により、より持続可能で、公平かつ回復力のある経済を構築

する方策を示している」と述べている。詳細は下記サイトを

参照【IRENA：2020/4 月】 

https://www.irena.org/publications/2020/Apr/Global-

Renewables-Outlook-2020 

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Press-

Release/2020/Apr/PDFs/GRO-Press-Release-

Japanese.pdf?la=en&hash=BF5B3BC6B874A4E67BA55FD02A6

1F1B3725CB365 

 

■（株）タケエイ（東京）、5 月 1 日付で「株式会社タケエイ

林業」（同）を設立。タケエイグループは、2013 年 3 月より

木質バイオマス発電事業に参入して以来、現在は 2015 年 12

月より売電を開始した（株）津軽バイオマスエナジー（青

森）をはじめ、岩手県花巻市、秋田県大仙市、神奈川県横須

賀市の４カ所で発電所を稼働させている。また福島県田村市

https://www.city.maizuru.kyoto.jp/shigoto/cmsfiles/contents/0000006/6338/setsumeisiryou.pdf
https://www.city.maizuru.kyoto.jp/shigoto/cmsfiles/contents/0000006/6338/setsumeisiryou.pdf
https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/2416
https://www.rim-intelligence.co.jp/news/news-domestic/1539838.html
https://www.rim-intelligence.co.jp/news/news-domestic/1539838.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020042800880&g=eco
https://www.kyudenko.co.jp/ir/news/docs/10be6815233ab75909be13a15a36f783.pdf
https://www.kyudenko.co.jp/ir/news/docs/10be6815233ab75909be13a15a36f783.pdf
https://www.irena.org/publications/2020/Apr/Global-Renewables-Outlook-2020
https://www.irena.org/publications/2020/Apr/Global-Renewables-Outlook-2020
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Press-Release/2020/Apr/PDFs/GRO-Press-Release-Japanese.pdf?la=en&hash=BF5B3BC6B874A4E67BA55FD02A61F1B3725CB365
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Press-Release/2020/Apr/PDFs/GRO-Press-Release-Japanese.pdf?la=en&hash=BF5B3BC6B874A4E67BA55FD02A61F1B3725CB365
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Press-Release/2020/Apr/PDFs/GRO-Press-Release-Japanese.pdf?la=en&hash=BF5B3BC6B874A4E67BA55FD02A61F1B3725CB365
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Press-Release/2020/Apr/PDFs/GRO-Press-Release-Japanese.pdf?la=en&hash=BF5B3BC6B874A4E67BA55FD02A61F1B3725CB365
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においても新たな発電所建設工事を進めており、2020 年 4 月

30 日に子会社化した市原グリーン電力（株）（千葉）を含め

ると、木質バイオマス発電事業はグループの中核事業である

建廃処理・リサイクル事業に次ぐ収益の柱となりつつある。

そこで同社を設立し、自ら林業者として森林の保有管理を行

い、各地域の森林組合等とも連携を図りながら燃料材の上流

から木質チップの供給までを一貫して可能とする仕組みを構

築。C 材や D 材を燃料チップ等に加工し、自社の木質バイオ

マス発電所で燃料として使用する予定【（株）タケエイ：

2020/05/01】 

https://ssl4.eir-parts.net/doc/2151/tdnet/1822255/00.pdf 

 

■（株）タケエイ（東京）、5 月 1 日付で「（一財）タケエイ

SDGs 推進財団」（東京）を設立。タケエイは「持続可能な開

発目標」（Sustainable Development Goals（SDGs））の達成に寄

与することを目指しており、同財団を設立してこの活動をよ

り一層推進するとしている。タケエイ及びタケエイグループ

の事業活動の中で環境に良いことをして得た利益を財団の活

動資金として拠出し、エネルギー・森の育成（植樹等）に関

する事業やリサイクル、その他 SDGｓの達成に資する活動に

使用する【（株）タケエイ：2020/05/01】 

https://ssl4.eir-parts.net/doc/2151/tdnet/1822258/00.pdf 

 

■オーストラリアの発電会社ハンター・エナジー、ニューサ

ウスウェールズ州ハンターバレーの旧レッドバンク石炭火力

発電所をバイオマス発電所に転換へ。来年はじめまでに全国

の電力網への供給を開始する計画【NNA ASIA：

2020/05/04】 

https://www.nna.jp/news/show/2039335 

 

■資源エネルギー庁、新型コロナウイルス感染症の拡大防止

を踏まえ、廃棄物発電設備におけるバイオマス比率の算定・

記録に関する運用について、対応や留意点などを公示（5 月 7

日）。FIT 認定を受けたバイオマス発電設備は毎月１回以上の

バイオマス比率の算定・記録が認定基準として求められてい

る。このうち廃棄物発電設備（一般廃棄物処理施設・産業廃

棄物処理施設のうち焼却施設におけるバイオマス発電設備） 

については受け入れた廃棄物に占めるバイオマスの比率が常

に変動することから、毎月ごみ組成分析を実施することが求

められている。しかし新型コロナウイルス感染症が拡大して

いる状況下で、一般家庭等から排出される廃棄物に新型コロ

ナウイルス感染者やその疑いのある者が使用したティッシュ

やマスク等が含まれる可能性があり、ごみ組成分析を実施し

た場合作業従事者の健康状態が懸念されるとの相談が関係機

関に寄せられていた。そこで今回、新型コロナウイルス感染

症の拡大が収束するまでの当分の間、発電事業者の判断によ

ってごみ組成分析を実施しない場合には、当該組成分析を実

施しなかった月のバイオマス比率に、算定実績のある直近 12

か月のバイオマス比率の平均値を用いることが認められるこ

ととなった【資源エネルギー庁：2020/05/07、環境ビジネス

オンライン：2020/05/11】 

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

/kaitori/dl/announce/20200507.pdf 

https://www.kankyo-business.jp/news/024989.php 

 

■テス・エンジニアリング（株）（大阪）連結子会社の PT 

International green Energy（インドネシア、以下「IGE」）、４月

28 日（現地時間）にインドネシア・スマトラ島リアウ州に位

置する Tanjung Buton 港にて日本国内のバイオマス発電事業者

向け PKS 燃料１万 t を船積みし、初出荷が完了。船舶は 5 月

8 日（日本時間）に日本に着港。同社は今後、長期契約及びス

ポット取引での PKS 燃料の販路拡大を積極的に行っていくと

している。IGE 社は、2020 年４月より PKS 燃料の販売を開

始。年間取扱量 24 万 t を予定。Tanjung Buton 港から最短に位

置するストックパイル（PKS 燃料の保管倉庫・出荷拠点）を

保有し、輸入材を主たる燃料とする日本国内のバイオマス発

電事業者の要求品質に対応した高品質な PKS 燃料の出荷体制

を整えているとのこと【テス・エンジニアリング（株）：

2020/05/11】 

https://www.tess-eng.co.jp/news/20200511.html 

 

■岡山県新見市でスギ、ヒノキといった木材を使ったバイオ

マス発電所が 5 月 12 日に本格稼働し、売電を開始。情報通信

の（株）エヌディエス（岡山市）が設立した合同会社新見バ

イオマスエナジー（岡山）が運営にあたる。新見市の森林資

源を活用した発電で、約 3 万 t/年の木材を燃料として使用。

発電量は約 1,580 万 kWh./年（一般家庭の 4,300 戸分相当）。

発電した電気は中国電力に売電する【日本経済新聞、Yahoo! 

Japan ニュース：2020/05/12】 

https://ssl4.eir-parts.net/doc/2151/tdnet/1822255/00.pdf
https://ssl4.eir-parts.net/doc/2151/tdnet/1822258/00.pdf
https://www.nna.jp/news/show/2039335
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20200507.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20200507.pdf
https://www.kankyo-business.jp/news/024989.php
https://www.tess-eng.co.jp/news/20200511.html


4 

 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59006280S0A510C2L

C0000/?ct=ga 

https://news.yahoo.co.jp/articles/2e26293494128755775e31

cf2a0ba7d200f5abff 

 

■不動産開発業の（株）フージャースホールディングス（東

京）、5 月 14 日開催の取締役会において、バイオマス発電所

（神栖）の稼働開始時期を変更し、無期延期とすることを発

表。2019 年 8 月の発表では「発電所の稼働時期は未定」とさ

れていたものの、その後は早期の工事再開および稼働開始を

目指してきた。しかし新型コロナウイルス感染拡大による金

融環境見通しの不透明さを勘案し、グループ全体の優先順位

を再検討した結果、当面の間事業化は難しいと判断。当初計

画では 96 億 4,700 万円を投じ発電設備「神栖バイオⅠ」(出

力 17,640kW)と「神栖バイオⅡ」(同 21,560kW)を建設。今年

3 月の稼働開始を予定していた【（株）フージャースホールデ

ィングス、リム情報開発：2020/05/14】 

https://pdf.irpocket.com/C3284/yCGV/vylL/Gp5c.pdf 

https://www.rim-intelligence.co.jp/news/rre/1540943.html 

 

■三井物産（株）（東京）、「三井物産環境基金 ～未来につな

がる社会をつくる～」 2019 年度活動・研究助成案件を決定

し、公表。153 件の応募の中から審査を経て決定したのは活

動助成 12 件と研究助成 5 件で総額約 1 億 300 万円。バイオ

マス関連では NPO 法人バイオマス産業社会ネットワーク（千

葉）の「バイオマス熱利用を含む再生可能エネルギー熱利用

の普及に関する調査・啓発活動」、宮城教育大学の「地域で発

生する未利用バイオマスの処理およびグローバルな気候変動

への対策としての炭素固定」、富山県立大学の「流木を活用し

た木質燃料製造・供給サービスによるひきこもりの就労訓練

の場の創出」といったプロジェクトが採択されている【三井

物産（株）：2020/05/15】 

https://www.mitsui.com/jp/ja/release/2020/1231331_11207.

html 

 

■経産省、5 月 15 日に「第 6 回福島新エネ社会構想実現会

議」を書面審議のかたちで実施。福島新エネ社会構想は、再

⽣可能エネルギーの最⼤限の導⼊拡⼤を図るとともに、未来

の新エネルギー社会実現に向けたモデルを福島で創出するこ

とを⽬指すもの。「再生可能エネルギーの導入拡大」、「水素社

会実現に向けたモデル構築」、「スマートコミュニティの構

築」を柱として、2020、2030、2040 年度頃をそれぞれ目途

とする３つのフェーズが設定されている。今回の会議では、

経産省が、2021 年 3 月に終了する第 1 フェーズの取組の成果

を踏まえつつ、「再エネの導入拡大を加速するとともに、県内

に関連産業集積を進め、再エネが牽引する経済・社会の実現

を図る」、「AI・IoT 等の先端技術を活用した再エネの高度利用

を進め、需給一体での未来型社会モデルを先駆的に導入・実

現する」といった第２フェーズ（2021～2030 年度）以降の

取組みに関する案を提示。構想の見直し・改定を含めた検討

も行われ、今後は構成員からの意見等を踏まえた上で、然る

べき時期に改定を行う予定【経産省：2020/05/15、福島民

報：2020/05/16】 

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/fukushima

_shinene/006.html 

https://www.minpo.jp/news/moredetail/2020051675517 

 

■日本のメガバンクが気候変動対策を相次いで強化。（株）み

ずほフィナンシャルグループ（東京）は 4 月 15 日、石炭火力

発電所の新規建設を資金使途とする投融資を今後行わない方

針を表明。石炭火力発電所向け与信残高を現在の約 3,000 億

円から減らしていき、2050 年度までにゼロにする。森林破壊

や先住民への人権侵害が問題になっているパーム油や木材・

紙パルプ分野では、新規融資時のみならず、融資実行後のチ

ェックも厳格化する。一方（株）三井住友フィナンシャルグ

ループ（東京）は 4 月 16 日、「ESG（環境・社会・ガバナン

ス）に関するリスクの考え方」と題した方針を発表。新設の

石炭火力への支援について「原則として実行しない」と明

記。水力発電や石油・ガス開発など環境負荷や地域社会への

影響が大きい分野については、投融資に際して環境・社会リ

スク評価などを行っていく考え。（株）三菱 UFJ フィナンシャ

ル・グループ（東京）も 5 月 13 日付で環境・社会配慮に関す

る方針改定を表明。石油・ガス開発や大規模水力発電に関し

てリスク評価のプロセスを明確にしていく【東洋経済

ONLINE：2020/05/16、（株）みずほフィナンシャルグルー

プ：2020/04/15、（株）三井住友フィナンシャルグループ：

2020/04/16、（株）三菱 UFJ フィナンシャル・グループ：

2020/05/13】 

https://toyokeizai.net/articles/-/350494 

https://www.mizuho-fg.co.jp/release/20200415release_jp.html 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59006280S0A510C2LC0000/?ct=ga
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59006280S0A510C2LC0000/?ct=ga
https://news.yahoo.co.jp/articles/2e26293494128755775e31cf2a0ba7d200f5abff
https://news.yahoo.co.jp/articles/2e26293494128755775e31cf2a0ba7d200f5abff
https://pdf.irpocket.com/C3284/yCGV/vylL/Gp5c.pdf
https://www.rim-intelligence.co.jp/news/rre/1540943.html
https://www.mitsui.com/jp/ja/release/2020/1231331_11207.html
https://www.mitsui.com/jp/ja/release/2020/1231331_11207.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/fukushima_shinene/006.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/fukushima_shinene/006.html
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2020051675517
https://toyokeizai.net/articles/-/350494
https://www.mizuho-fg.co.jp/release/20200415release_jp.html
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https://www.smfg.co.jp/news/j110260_01.html 

https://www.mufg.jp/dam/pressrelease/2020/pdf/news-

20200513-002_ja.pdf 

 

■長野県塩尻市で進む信州Ｆパワープロジェクトの木質バイ

オマス発電所（出力：14,500kW）で、5 月 15 日に設備の稼

働に必要な電気を流し始める初受電があり、夏の本格試運転

に向けて始動へ。事業主体は征矢野建材（株）（長野）、九電

みらいエナジー（株）（福岡）、（株）九電工（福岡）、北野建

設（株）（長野）、（一社）グリーンファイナンス推進機構（東

京）、八十二キャピタル（株）（長野）の 6 社の出資により設

立された「ソヤノウッドパワー（株）」（長野）。発電所建設工

事は荏原環境プラント（株）が受注。2018 年に着工し、4 月

末現在の進ちょく状況は 92%に達する。敷地内には既にチッ

プを運び込んで貯蔵する容量 7,400 ㎥のサイロや、チップを燃

焼させて蒸気をつくり出す高さ 25ｍのボイラ、発電機、中央

制御室、蒸気を冷やして水に戻す復水器などがある。7 月にも

木材チップを燃やすためのボイラに火が入る見通し。各設備

の試運転や総合的な試運転、性能試験等を経て 10 月中旬の完

工を目指す。運用開始後は約 400ｔ/日のチップを燃焼し、年

間発電量約 9,500 万 kWh（一般家庭約 2 万 6,000 世帯相当）

を見込む【市民タイムスＷＥＢ：2020/05/16、荏原環境プラ

ント（株）：2018/06/04】 

https://www.shimintimes.co.jp/news/2020/05/post-9631.php 

https://www.ebara.co.jp/about/corporate/news_media/news/d

etails/1223551_2595.html 

 

■環境改善コンサルティングや廃棄物汚泥の燃料化を手掛け

るレッツ（株）（三重）、丸太を活用したバイオマス発電の提

案を本格展開へ。福島・群馬県内の森林組合が、同社の発電

システムを導入して、2021 年秋の稼働を目指している。レッ

ツではこの事業を全国展開し、森林資源の有効活用に貢献し

たい考え【中部経済新聞：2020/05/19】 

https://www.chukei-

news.co.jp/news/2020/05/19/OK0002005190701_01/ 

 

■国際エネルギー機関（IEA）、世界のエネルギーに関するレビ

ューを公表。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界

的大流行により、2020 年の世界のエネルギー需要が 6％減少

すると予測。IEA の予測は 30 ヶ国（世界のエネルギー需要の

2/3 に相当）から収集したデータをふまえ、今後数ヶ月間に

大半の国で都市封鎖が徐々に緩和され経済も復調に向かうと

いう仮定に基づいている。また IEA は、2020 年の世界の電力

需要は 5％減少し、1930 年代の世界恐慌以降で最大の減少幅

になると予測。こうした中も再生可能エネルギーの発電量は

増加が見込まれ、化石燃料消費量の減少に伴い、2020 年のエ

ネルギー関連 CO2排出量は約 8％（約 26 億 t）減少、2010 年

以来の低水準になる見通しとのこと【EIC ネット：

2020/05/19】 

http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=43844&oversea=

1 

 

■林野庁、「木材需要の創出・輸出力強化対策のうち『地域内

エコシステム』構築事業のうち「地域内エコシステム」技術

開発・実証事業」第二回公募分補助金交付候補者を決定し、

公表。候補者となったのは、（株）森の仲間たち（愛知）と会

津森林活用機構（株）（福島）の二社【林野庁：2020/5 月】 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/supply/hojyo/index.html 

 

 

２．ペレット関連情報                                                 

 

■（株）グローバルインフォメーション（神奈川）、市場調査

レポート「木質ペレットの世界市場の市場規模、市場シェア

および動向分析」（Grand View Research, Inc.が 3 月 11 日に発

行）の販売を 4 月 20 日より開始。レポートでは、木質ペレッ

トの世界市場は 2020 年から 2027 年にかけて 9.4%の CAGR 

(年平均成長率) にて成長が進む見込みで、2027 年には市場規

模が 182 億 2000 万米ドルに達するものと予測。市場成長促

進要因、阻害要因、市場競争状況など幅広い調査を基に市場

の現状分析および将来予測を行っており、さらに市場を適用

分野別および地域別に分類してそれぞれ詳細な分析と予測を

提供している【B to B プラットフォーム業界 Ch：

2020/04/20、（株）グローバルインフォメーション：2020

年】 

https://www.smfg.co.jp/news/j110260_01.html
https://www.mufg.jp/dam/pressrelease/2020/pdf/news-20200513-002_ja.pdf
https://www.mufg.jp/dam/pressrelease/2020/pdf/news-20200513-002_ja.pdf
https://www.shimintimes.co.jp/news/2020/05/post-9631.php
https://www.ebara.co.jp/about/corporate/news_media/news/details/1223551_2595.html
https://www.ebara.co.jp/about/corporate/news_media/news/details/1223551_2595.html
https://www.chukei-news.co.jp/news/2020/05/19/OK0002005190701_01/
https://www.chukei-news.co.jp/news/2020/05/19/OK0002005190701_01/
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=43844&oversea=1
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=43844&oversea=1
https://www.rinya.maff.go.jp/j/supply/hojyo/index.html
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https://b2b-

ch.infomart.co.jp/news/detail.page?IMNEWS5=1923640 

https://www.gii.co.jp/report/grvi930821-wood-pellets-

market-size-share-trends-analysis.html 

 

■再生可能エネルギー大手のエンビバ社(USA)、2020 年の実

行計画を発表。同社が木質ペレット工場を保有し運営する米

国東南部で、持続可能な森林基準、実証性と透明性、保存活

動に対するリーダーシップを確立することを今年目指すべき 3

つのゴールとして設定。具体的には、木質ペレットを国内外

に供給することで火力発電用の石炭利用を減らす一方、より

多くの木を生育することで地球温暖化の防止に貢献。また、

森林認証の ATFS(American Tree Farm System)や FSC の基準を

満たす土地 3 万エーカー(約 120 ㎢)を追加するとしている【リ

ム情報開発（株）：2020/04/27】 

https://www.rim-intelligence.co.jp/news/rre/1539831.html 

 

■北海道バイオマスエネルギー（株）（北海道）、石狩郡当別

町においてバイオマス熱電併給プラントの建設を決定。北海

道内で調達した未利用間伐材を北海道バイオマスエネルギー

が所有する下川町のペレット製造工場でペレットに加工。当

別町に輸送し、ガス化して発電する。発電出力は 997kW、発

熱量は 6GJ/h（kW 換算 1,560kW）。電気は FIT を利用して北

海道電力ネットワーク（株）（北海道）で買取を行い、熱につ

いては安価な熱供給による企業誘致など、当別町の地域活性

化に向けた検討を進めていく。北海道バイオマスエネルギー

は三井物産（株）（東京）が 80%、北海道電力（株）（北海

道）が 20%出資して 2017 年 4 月に設立。下川町でペレット

を使った熱電併給事業に取り組んでおり、同社にとっては二

カ所目の事業となる。プラントの工事着工は 2020 年 5 月、

運転開始は、2021 年 6 月頃の予定【北海道電力（株）：

2020/04/30】 

http://www.hepco.co.jp/info/2020/1250854_1844.html 

 

■新光電装（株）(香川)が 4 月 1 日付けで大洲バイオマス発電

所(愛媛県大洲市、出力 50,000kW)の運営権を、新たに立ち上

げた特別目的会社(SPC)へ譲渡。同 SPC には、新光電装が 1 割

弱出資する方向で調整が進んでいるほか、大手商社など複数

社が出資するという。同発電所は海外から輸入する木質ペレ

ットと PKS を燃料に使用する予定。2024 年中の運転開始を目

指す【リム情報開発（株）：2020/04/30】 

https://www.rim-intelligence.co.jp/news/news-

domestic/1540089.html 

 

■市場調査・コンサルティング会社の（株）シード・プラン

ニング（東京）、気候変動問題を受けて逆風の石炭火力発電所

にバイオマス混焼転用を提言するレポート「2020 年版地球温

暖化と石炭火力発電の現状と方向性～バイオマス混焼による

再生可能エネルギーの導入拡大～」を発行。レポートは 2019

年 10 月～2020 年 2 月にかけて、関係企業や有識者らへのヒ

アリングなどをもとにまとめられた。レポートによると国内

では 2019 年 10 月時点で稼働している石炭火力発電所は 92

カ所で、総設備容量は約 46GW。だが 2017 年以降、少なくと

も新設する 9 計画の中止が相次いでいるという。国が 2015

年 7 月に閣議決定した 2030 年のエネルギーミックス実現に

向けては「短期的に、脱石炭を進めながら再エネを増やして

いくためには、バイオマス混焼への転用が現実的」であると

し、現行の石炭火力発電所で 10%のバイオマス混焼を行った

場合約 2,600 万 t/年の CO₂削減効果があるとの試算も示して

いる。さらに日本が今後進むべき方向について、「東南アジア

で製造したペレットを使って、既設の石炭火力での混焼又は

新設バイオマス発電での専焼を JCM 案件として推進する」な

どの展開を図ることについても提案している【電波新聞：

2020/05/01、（株）シード・プランニング：2020/04/08】 

https://dempa-digital.com/article/54614 

https://www.seedplanning.co.jp/press/2020/2020040801.html 

 

■世界バイオエネルギー協会（World Bioenergy Association、

以下「WBA」）（スウェーデン）、2020 年の WBA 年次総会にお

いて、クリスチャン・ラコス氏を協会の新会長に任命。4 年間

会長を務めたリトアニア出身のレミギウス・ラピンスカス氏

より会長職が引き継がれた。年次総会は当初オーストリアの

ウィーンで開催される予定だったがコロナウイルス対策のた

め電話会議で開催された。ラコス氏はオーストリア科学アカ

デミー、オーストリアエネルギー庁を経て、「欧州ペレット協

議会（European Pellet Council）」（ベルギー）の会長やペレット

業界団体「proPellets Austria」（オーストリア）の代表をはじ

め、数多くのバイオエネルギー団体の運営に携わってきてお

り、様々な国の関係者との交渉力、調整力に長けていること

https://b2b-ch.infomart.co.jp/news/detail.page?IMNEWS5=1923640
https://b2b-ch.infomart.co.jp/news/detail.page?IMNEWS5=1923640
https://www.gii.co.jp/report/grvi930821-wood-pellets-market-size-share-trends-analysis.html
https://www.gii.co.jp/report/grvi930821-wood-pellets-market-size-share-trends-analysis.html
https://www.rim-intelligence.co.jp/news/rre/1539831.html
http://www.hepco.co.jp/info/2020/1250854_1844.html
https://www.rim-intelligence.co.jp/news/news-domestic/1540089.html
https://www.rim-intelligence.co.jp/news/news-domestic/1540089.html
https://dempa-digital.com/article/54614
https://www.seedplanning.co.jp/press/2020/2020040801.html


7 

 

で知られている。2015 年にはペレットクラブ主催の

「Bioenergy Forum Japan 2015」参加のため、来日。東京と京

都で「欧州における木質ペレット市場の発展」について講演

していただいた。今回の会長就任に際し、ラコス氏は「バイ

オエネルギーの持続可能な利用は、気候変動との闘いにおい

て重要な役割を果たす」「持続可能なバイオエネルギー利用へ

の移行を促進していくことは、私の WBA 新会長としての最も

重要な目標」と述べている【WBA：2020/05/06、Bioenergy 

International：2020/05/07】 

https://worldbioenergy.org/news/536/47/Christian-Rakos-

appointed-President-of-the-World-Bioenergy-Association 

https://bioenergyinternational.com/opinion-commentary/dr-

christian-rakos-elected-president-of-the-world-bioenergy-

association 

 

■中部電力（株）（愛知）、2018 年 5 月に三重県四日市にある

（株）JERA 四日市火力発電所構内に建設していた四日市バイ

オマス発電所が 5 月 8 日に営業運転を開始したと発表。発電

所の出力は 49,000kW、想定年間発電量は約 3.8 億 kWh（一般

家庭約 12 万世帯分に相当）。同社初の木質専焼のバイオマス

発電所で燃料には木質ペレット（約 15 万 t/年）と PKS（約 7

万 t/年）を使用。それによる CO2削減効果は約 15 万 t/年。

燃料ハンドリングは日本トランスシティ（株）（三重）が行

う。日本トランスシティは事業に向けてペレット、PKS の陸

揚げ・受け入れ、貯蔵、輸送を担う拠点となる「霞バイオマ

スセンター」を四日市市内に建設し、発電所の営業運転開始

に合わせて 2019 年 10 月には竣工させている【中部電力

（株）：2020/05/08、OSR No.419：2020/05/13、カーゴニ

ュース：2019/10/08】 

https://www.chuden.co.jp/publicity/press/1201284_3273.html 

http://cargo-news.co.jp/cargo-news-main/1849 

 

■トレイダーズホールディングス（株）（東京）、5 月 14 日の

取締役会で連結子会社の（株）ZE エナジーの一部株式を譲渡

する「株式譲渡契約書」、及び同社の保有する ZE エナジーへ

の債権の一部を譲渡する「債権譲渡契約書」を（株）江寿

（京都）との間で締結することを決議。翌日の 5 月 15 日に譲

渡を実行。これに伴い ZE エナジーは連結子会社から除外さ

れ、持分法適用会社となる。譲渡するのは同社が保有する ZE

エナジー株式 3,131 株のうち 1,597 株（51％）。同社は再生可

能エネルギー関連事業を外国為替取引事業に次ぐ新たな事業

の柱として掲げ、ZE エナジーを 2015 年 12 月 1 日に連結子

会社化。成長拡大を支援してきたが、約 4 年が経過した現在

も当初企図した木質バイオマスガス化発電の標準型となる 1

基 500kw の発電装置は長期間高出力での安定稼働を実現する

には至っておらず、いまだ不具合設備の改修と運転調整によ

る稼働の最適化を目指している状況。そこで外部パートナー

の資金的援助や専門家の技術的支援を受け入れ、新たな体制

に再構築することに。江寿からは引き続き ZE エナジー株式の

49％を保有し協調関係を維持した上で ZE エナジーの事業推進

に取り組んでいくよう要請があり、株式持分比率に応じて、

協力・協議しながら同社の経営をサポートしていくことで合

意した。江寿は、ZE エナジーが現在手掛けている山形県最上

町の「もがみまち里山発電所」の発注者である（株）ZE デザ

イン（京都）の親会社。江寿の資本参加後の ZE エナジーは現

ZE エナジー取締役副社長の岡本宗太郎氏が代表取締役として

就任。新役員として国内外の木質バイオマス発電に関する知

見を有する技術専門家の招聘、就任を予定【トレイダーズホ

ールディングス（株）、M&A Online：2020/05/14】 

https://global-

assets.irdirect.jp/pdf/menu_file/8704/20200514151435_947.p

df 

https://maonline.jp/news/20200514e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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 

 

https://worldbioenergy.org/news/536/47/Christian-Rakos-appointed-President-of-the-World-Bioenergy-Association
https://worldbioenergy.org/news/536/47/Christian-Rakos-appointed-President-of-the-World-Bioenergy-Association
https://bioenergyinternational.com/opinion-commentary/dr-christian-rakos-elected-president-of-the-world-bioenergy-association
https://bioenergyinternational.com/opinion-commentary/dr-christian-rakos-elected-president-of-the-world-bioenergy-association
https://bioenergyinternational.com/opinion-commentary/dr-christian-rakos-elected-president-of-the-world-bioenergy-association
https://www.chuden.co.jp/publicity/press/1201284_3273.html
http://cargo-news.co.jp/cargo-news-main/1849
https://global-assets.irdirect.jp/pdf/menu_file/8704/20200514151435_947.pdf
https://global-assets.irdirect.jp/pdf/menu_file/8704/20200514151435_947.pdf
https://global-assets.irdirect.jp/pdf/menu_file/8704/20200514151435_947.pdf
https://maonline.jp/news/20200514e
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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 

 

■国際環境 NGO FoE Japan、他「持続可能な木材調達のための

サプライチェーン管理～リスクフリーな木材製品をエンドユ

ーザーに届けるために～」 

2020 年 6 月 1 日（月） 

ウェビナー 

http://hyakulab.com/webinar/ 

 

■NPO 法人農都会議 6 月オンライン勉強会「林業の現場から

コロナ後を考える～動き出した地域のスマート林業とサプラ

イチェーンの取組み～」 

2020 年 6 月 15 日（月） 

オンライン開催 

https://blog.canpan.info/bioenergy/archive/310 

 

■2020 年春季大会運営委員会「林業経済学会 2020 年春季大

会シンポジウム」 

2020 年 6 月 28 日（日） 

東京農業大学横井講堂（東京都世田谷区） 

http://www.jfes.org/kenkyukai/JFES_2020_Spring/notice20030

9.pdf 

 

■（一社）日本エネルギー学会燃焼部会「燃焼の基礎に関す

る講習会～エネルギー管理士（熱分野）への第一歩～」 

2020 年 7 月 18 日（土） 

日本大学理工学部駿河台校舎（御茶ﾉ水）（東京都千代田区） 

https://www.jie.or.jp/publics/index/747/ 

 

■（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/ 

 

◎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/ 

 

◎CMT「11th Biomass Pellets Trade & Power 第 11 回バイオ

マス・ペレット会議～貿易と発電～」 

2020 年 11 月 4 日（水）～6 日（金） 

東京マリオットホテル（東京都品川区） 

https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=200501& 

 

■（一社）サステナブル経営推進機構、他「エコプロ 2020

『持続可能な社会の実現に向けて』」 

2020 年 11 月 26 日（木）～28 日（土） 

東京ビッグサイト西ホール（東京都江東区） 

https://eco-pro.com/2020/ 

 

■（公社）国土緑化推進機構、他「『森林からはじまるエコラ

イフ展 2020』～森と木で拓く SDGs の提案～」 

2020 年 11 月 26 日（木）～28 日（土） 

東京ビッグサイト西ホール（東京都江東区）（エコプロ 2020

会場内） 

https://eco-

pro.com/eco2020/pdf/forest_exhibition_guidance_2020.pdf 

 

◎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】 

※本メールニュースに掲載のイベントは情報として

紹介しているもので、参加を推奨するものではあり

ません。 

※新型コロナウイルスの影響により、イベント、展

示会で急遽中止や延期を決定される場合がありま

す。開催の有無については各ウェブサイト等で最新

情報を確認するようにしてください。 

 

http://hyakulab.com/webinar/
https://blog.canpan.info/bioenergy/archive/310
http://www.jfes.org/kenkyukai/JFES_2020_Spring/notice200309.pdf
http://www.jfes.org/kenkyukai/JFES_2020_Spring/notice200309.pdf
https://www.jie.or.jp/publics/index/747/
https://www.jie.or.jp/publics/index/557/
https://www.bm-expo.jp/ja-jp.html
https://www.rinkikyo.or.jp/
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=200501&
https://eco-pro.com/2020/
https://eco-pro.com/eco2020/pdf/forest_exhibition_guidance_2020.pdf
https://eco-pro.com/eco2020/pdf/forest_exhibition_guidance_2020.pdf
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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 

 

◎日本ペレットストーブ工業会「第 2 回 JAPAN 

PELLETSTOVE SHOW in Nagoya」／2021 年度総会 

2021 年 5 月 

愛知県名古屋市 

 

■ISAP2020 日本開催組織委員会「国際応用藻類学会第 7 回大

会（ISAP2020）」 

2021 年 5 月 23 日（日）～28 日（金） 

つくば国際会議場（茨木県つくば市） 

https://isap2020-phycology.org/index.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 

 

◎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】 

2022 年 3 月 2 日（水）～4 日（金） 

東京ビッグサイト（東京都江東区） 

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」【関西展】 

2022 年 9 月 28 日（水）～30 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）                                               

 

■Expobiogaz 2020 

2020 年 6 月 3 日（水）～4 日（木） 

リール（フランス） 

https://www.expo-biogaz.com/en/show/lille 

 

■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 

 

■UK AD and World Biogas Expo 2020 

2020 年 7 月 1 日（水）～2 日（木） 

バーミンガム（UK） 

http://www.biogastradeshow.com/ 

 

■World Biogas Summit 

2020 年 7 月 1 日（水）～2 日（木） 

バーミンガム（UK） 

http://world-biogas-summit.com/ 

 

https://www.bm-expo.jp/ja-jp.html
https://isap2020-phycology.org/index.html
https://www.nippo.co.jp/n-expo019/index.htm
https://www.bm-expo.jp/ja-jp.html
https://www.bm-expo.jp/ja-jp.html
https://www.bm-expo.jp/ja-jp.html
https://www.expo-biogaz.com/en/show/lille
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
http://www.biogastradeshow.com/
http://world-biogas-summit.com/
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◎ e-EUBCE 2020  28th European Biomass Conference & 

Exhibition  

2020 年 7 月 6 日（月）～9 日（木） 

Virtual （バーチャル会議） 

https://www.eubce.com/registration.html 

 

◎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 

 

■International Fuel Ethanol Workshop & Expo 

2020 年 8 月 24 日（月）～26 日（水） 

ネブラスカ州オマハ（USA） 

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

geId=Home 

 

■BIODIESEL Production Technology Summit  

2020 年 8 月 24 日（月）～26 日（水） 

ネブラスカ州オマハ（USA） 

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

px?pageId=Home 

 

■Asia Solid Fuels 2020 

2020 年 8 月 26 日（水）～27 日（木） 

ハノイ（ベトナム） 

https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=200821& 

 

■Expobiogaz 2020 

2020 年 9 月 2 日（水）～3 日（木） 

リール（フランス） 

https://www.expo-biogaz.com/en/show/lille 

 

■European Biogas Conference 2020 

2020 年 9 月 2 日（水）～3 日（木） 

ブリュッセル（ベルギー） 

https://www.europeanbiogas.eu/europeanbiogasconference/ 

 

 

◎ 6th Biomass & BioEnergy Asia/Recycled Energy Asia 

2020/WtE Asia 2020 

2020 年 9 月 8 日（火）～10 日（木） 

バンコク（タイ） 

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

 

■Biomass Trade Summit Europe 2020 

2020 年 9 月 9 日（水）～10 日（木） 

アムステルダム（オランダ） 

https://www.wplgroup.com/aci/event/biomass-trade/ 

 

◎Svebio Fuel Market Day 2020 

2020 年 9 月 10 日（木） 

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

day/ 

 

■All Energy 2020 

2020 年 9 月 14 日（月）～15 日（火） 

グラスゴー（スコットランド） 

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

 

◎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/ 

 

■RWM & Future Resource 2020 

2020 年 9 月 16 日（水）～17 日（木） 

バーミンガム（UK） 

https://www.rwmexhibition.com/ 

 

■The wood Energy Congress 

2020 年 9 月 23 日（水）～24 日（木） 

ヴュルツブルク（ドイツ） 

https://www.fachkongress-holzenergie.de/1/ 

 

■ASIA Solid Fuels 2020 

2020 年 9 月 28 日（月）～29 日（火） 

ハノイ（ベトナム） 

https://www.eubce.com/registration.html
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
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
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=200821&
https://www.expo-biogaz.com/en/show/lille
https://www.europeanbiogas.eu/europeanbiogasconference/
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=20020809&
https://www.wplgroup.com/aci/event/biomass-trade/
https://www.svebio.se/en/evenemang/svebio-fuel-market-day/
https://www.svebio.se/en/evenemang/svebio-fuel-market-day/
https://www.all-energy.co.uk/register
https://www.svebio.se/en/evenemang/advanced-biofuels-conference-2020/
https://www.svebio.se/en/evenemang/advanced-biofuels-conference-2020/
https://www.rwmexhibition.com/
https://www.fachkongress-holzenergie.de/1/
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https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=200821& 

 

■EFIB 2020 

2020 年 10 月 5 日（月）～6 日（火） 

フランクフルト（ドイツ） 

https://efibforum.com/ 

 

■13th Biofuels International Conference & Expo 

2020 年 10 月 6 日（火）～7 日（水） 

ブリュッセル（ベルギー） 

https://www.biofuels-

news.com/conference/biofuels/biofuels_index_2020.php 

 

■International Biomass Congress & Expo 

2020 年 10 月 6 日（火）～7 日（水） 

ブリュッセル（ベルギー） 

https://www.bioenergy-

news.com/conference/biomass/biomass_index_2020.php 

 

■International Biogas Congress & Expo 

2020 年 10 月 6 日（火）～7 日（水） 

ブリュッセル（ベルギー） 

https://www.bioenergy-

news.com/conference/biomass/biomass_index_2020.php 

 

■PALMEX Indonesia 2020 

2020 年 10 月 6 日（火）～8 日（木） 

メダン（インドネシア） 

http://palmoilexpo.com/ 

 

■THE WORLD BIOGAS EXPO 2020 

2020 年 10 月 7 日（水）～8 日（木） 

バーミンガム（UK） 

http://www.biogastradeshow.com/ 

 

■Biogas Development Forum  

2020 年 10 月 12 日（月） 

アムステルダム（オランダ） 

https://informaconnect.com/biogas-development-

forum/?vip_code=FKA2758BIOINS&utm_source=Bioenergy%20Insi

ght&utm_medium=referral&utm_campaign=Bioenergy%20Insight%2

0banner%20referral&utm_content=FKA2758BIOINS&tracker_id=F

KA2758BIOINS 

 

■ 7th International Conference on Renewable Energy Gas 

Technology, REGATEC 2020 

2020 年 10 月 15 日（木）～16 日（金） 

ヴァイマール（ドイツ） 

http://regatec.org/ 

 

■10th European Algae Industry Summit 

2020 年 10 月 20 日（火）～21 日（水） 

レイキャビク（アイスランド） 

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

industry-summit/ 

 

◎USIPA 2020 Exporting Pellets Conference 

2020 年 10 月 26 日（月）～28 日（水） 

フロリダ州マイアミ（USA） 

https://theusipa.org/2020-conference 

 

■World Bio Markets 2020 

2020 年 11 月 2 日（月）～4 日（水） 

アムステルダム（オランダ） 

https://www.worldbiomarkets.com/?utm_source=BioenergyInsigh

t&utm_medium=affiliate&utm_campaign=mp_WBM20_BioenergyInsi

ght_eventcalendar 

 

■ECOMONDO The Green Technology EXPO  

2020 年 11 月 3 日（火）～6 日（金） 

リミニ（イタリア） 

https://en.ecomondo.com/ 

 

■ALL-ENERGY Exhibition and Conference 2020 

2020 年 11 月 4 日（水）～5 日（木） 

グラスゴー（スコットランド） 

https://www.all-

energy.co.uk/register?utm_source=woodcoat_media&utm_medium

=referral&utm_campaign=barter&utm_label=referral&utm_content=

website_banner_300x100 

https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=200821&
https://efibforum.com/
https://www.biofuels-news.com/conference/biofuels/biofuels_index_2020.php
https://www.biofuels-news.com/conference/biofuels/biofuels_index_2020.php
https://www.bioenergy-news.com/conference/biomass/biomass_index_2020.php
https://www.bioenergy-news.com/conference/biomass/biomass_index_2020.php
https://www.bioenergy-news.com/conference/biomass/biomass_index_2020.php
https://www.bioenergy-news.com/conference/biomass/biomass_index_2020.php
http://palmoilexpo.com/
http://www.biogastradeshow.com/
https://informaconnect.com/biogas-development-forum/?vip_code=FKA2758BIOINS&utm_source=Bioenergy%20Insight&utm_medium=referral&utm_campaign=Bioenergy%20Insight%20banner%20referral&utm_content=FKA2758BIOINS&tracker_id=FKA2758BIOINS
https://informaconnect.com/biogas-development-forum/?vip_code=FKA2758BIOINS&utm_source=Bioenergy%20Insight&utm_medium=referral&utm_campaign=Bioenergy%20Insight%20banner%20referral&utm_content=FKA2758BIOINS&tracker_id=FKA2758BIOINS
https://informaconnect.com/biogas-development-forum/?vip_code=FKA2758BIOINS&utm_source=Bioenergy%20Insight&utm_medium=referral&utm_campaign=Bioenergy%20Insight%20banner%20referral&utm_content=FKA2758BIOINS&tracker_id=FKA2758BIOINS
https://informaconnect.com/biogas-development-forum/?vip_code=FKA2758BIOINS&utm_source=Bioenergy%20Insight&utm_medium=referral&utm_campaign=Bioenergy%20Insight%20banner%20referral&utm_content=FKA2758BIOINS&tracker_id=FKA2758BIOINS
https://informaconnect.com/biogas-development-forum/?vip_code=FKA2758BIOINS&utm_source=Bioenergy%20Insight&utm_medium=referral&utm_campaign=Bioenergy%20Insight%20banner%20referral&utm_content=FKA2758BIOINS&tracker_id=FKA2758BIOINS
http://regatec.org/
https://www.wplgroup.com/aci/event/european-algae-industry-summit/
https://www.wplgroup.com/aci/event/european-algae-industry-summit/
https://theusipa.org/2020-conference
https://www.worldbiomarkets.com/?utm_source=BioenergyInsight&utm_medium=affiliate&utm_campaign=mp_WBM20_BioenergyInsight_eventcalendar
https://www.worldbiomarkets.com/?utm_source=BioenergyInsight&utm_medium=affiliate&utm_campaign=mp_WBM20_BioenergyInsight_eventcalendar
https://www.worldbiomarkets.com/?utm_source=BioenergyInsight&utm_medium=affiliate&utm_campaign=mp_WBM20_BioenergyInsight_eventcalendar
https://en.ecomondo.com/
https://www.all-energy.co.uk/register?utm_source=woodcoat_media&utm_medium=referral&utm_campaign=barter&utm_label=referral&utm_content=website_banner_300x100
https://www.all-energy.co.uk/register?utm_source=woodcoat_media&utm_medium=referral&utm_campaign=barter&utm_label=referral&utm_content=website_banner_300x100
https://www.all-energy.co.uk/register?utm_source=woodcoat_media&utm_medium=referral&utm_campaign=barter&utm_label=referral&utm_content=website_banner_300x100
https://www.all-energy.co.uk/register?utm_source=woodcoat_media&utm_medium=referral&utm_campaign=barter&utm_label=referral&utm_content=website_banner_300x100
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■Future of Biogas Europe 2020 

2020 年 11 月 11 日（水）～12 日（木） 

ベルリン（ドイツ） 

https://www.wplgroup.com/aci/event/future-biogas-europe/ 

 

■European Bioenergy Future 2020 

2020 年 11 月 17 日（火）～19 日（木） 

ブリュッセル（ベルギー） 

https://bioenergyeurope.org/events/11-events/159-

european-bioenergy-future-ebf-2020.html 

 

■European Biosolids & Organic Resources Conference 

2020 年 11 月 11 月 24 日（火）～25 日（水） 

ニューカッスル・アポン・タイン（UK） 

http://european-biosolids.com/ 

 

■POLLUTEC 

2020 年 12 月 1 日（火）～4 日（金） 

リヨン（フランス） 

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

 

■POWERGEN INDIA 

2021 年 1 月 4 日（月）～5 日（火） 

ニューデリー（インド） 

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

 

■Fuels of The Future 2021 

2021 年 1 月 18 日（月）～19 日（火） 

ベルリン（ドイツ） 

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

 

 

 

 

■International Conference Progress in Biogas 2021 

2021 年 3 月 10 日（水）～12 日（金） 

シュトゥットガルト（ドイツ） 

https://ibbk-biogas.com/schedule/progress-in-biogas/ 

 

◎International Biomass CONGRESS & EXPO 

2021 年 3 月 23 日（火）～24 日（水） 

ブリュッセル（ベルギー） 

https://www.bioenergy-

news.com/conference/biomass/biomass_index_2021.php 

 

◎13th Biofuels International Conference & Expo 

2021 年 3 月 23 日（火）～24 日（水） 

ブリュッセル（ベルギー） 

https://www.biofuels-

news.com/conference/biofuels/biofuels_index_2021.php 

 

■International Biogas Congress & Expo 

2021 年 3 月 23 日（火）～24 日（水） 

ブリュッセル（ベルギー） 

https://www.bioenergy-

news.com/conference/biogas/biogas_index_2021.php 

 

■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/ 

 

■IFAT 2020 

2022 年 5 月 30 日（月）～6 月 3 日（金） 

ミュンヘン（ドイツ） 

https://www.ifat.de/en/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wplgroup.com/aci/event/future-biogas-europe/
https://bioenergyeurope.org/events/11-events/159-european-bioenergy-future-ebf-2020.html
https://bioenergyeurope.org/events/11-events/159-european-bioenergy-future-ebf-2020.html
http://european-biosolids.com/
https://www.pollutec.com/en/home/
https://www.powergen-india.com/
https://www.fuels-of-the-future.com/
https://ibbk-biogas.com/schedule/progress-in-biogas/
https://www.bioenergy-news.com/conference/biomass/biomass_index_2021.php
https://www.bioenergy-news.com/conference/biomass/biomass_index_2021.php
https://www.biofuels-news.com/conference/biofuels/biofuels_index_2021.php
https://www.biofuels-news.com/conference/biofuels/biofuels_index_2021.php
https://www.bioenergy-news.com/conference/biogas/biogas_index_2021.php
https://www.bioenergy-news.com/conference/biogas/biogas_index_2021.php
https://www.elmia.se/wood/
https://www.ifat.de/en/
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５．2020 年度ペレットストーブ、ボイラ補助金情報（都道府県順）                                              

 

※締切や公募の条件等の詳細は各自治体にお問い合わせくだ

さい。 

◇：ストーブ 

◆：ストーブ・ボイラ共 

 

【宮城県】 

◆仙台市「仙台市省エネルギー・再生可能エネルギー設備導入

支援補助金」 

http://www.city.sendai.jp/ondanka/jigyosha/actionprogram/hojo

kin/setsubi.html 

 

【秋田県】 

◇羽後町「羽後町ペレットストーブ導入促進補助金」 

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

=132 

 

【山形県】 

◇大江町「令和２年度大江町再生可能エネルギー設備設置等補

助金」 

http://www.town.oe.yamagata.jp/basis/S-page/007-

sangyo/sonotanouringyo.html 

 

◇尾花沢市「令和２年度尾花沢市再生可能エネルギー設備導入

事業」 

http://www.city.obanazawa.yamagata.jp/10470.html 

 

◇金山町「薪ストーブ・ペレットストーブ等設置補助金」 

https://www.town.kaneyama.yamagata.jp/shigoto_sangyo/ringyo

/1141.html 

 

◇白鷹町「令和２年度白鷹町再生可能エネルギー推進事業費補

助金」 

http://www.town.shirataka.lg.jp/item/5379.html#itemid5379 

 

◆村山市「木質バイオマス燃焼機器設置事業補助」 

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

ml 

 

◆遊佐町「令和２年度遊佐町再生可能エネルギー設備導入事業

費補助金」 

http://www.town.yuza.yamagata.jp/living/energy/43126pd041

6145656.html 

 

【福島県】 

◇桑折町「令和 2 年度 桑折町再生可能エネルギーシステム設

備等設置補助制度」 

https://www.town.koori.fukushima.jp/ijuteiju/livein/1/6080.html 

 

◇福島県「令和 2 年度木質バイオマス利用ストーブ普及支援事

業補助金」 

http://www.fmokuren.jp/publics/index/45/ 

 

◆柳津町「令和２年度住宅用新エネルギー設備等設置費補助金」 

http://www.town.yanaizu.fukushima.jp/docs/2015021600069/ 

 

【新潟県】 

◆村上市「令和 2 年度村上市木質バイオマスストーブ設置費補

助金」 

https://www.city.murakami.lg.jp/site/eco/shinene-

biomass25.html 

 

【富山県】 

◇立山町「立山町環境保全型住宅設備普及・リフォーム促進事

業補助金」 

https://www.town.tateyama.toyama.jp/pub/event-

topics/svTopiDtl.aspx?servno=5446 

 

◇南砺市「ペレットストーブ用燃料購入費補助」 

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

sypher/www/service/detail.jsp?id=20558 

 

【山梨県】 

◇都留市「都留市自立型再生可能エネルギー設備普及促進事業

補助金」 

https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/shimin/gomi/5/kurashi/10

494.html 

http://www.city.sendai.jp/ondanka/jigyosha/actionprogram/hojokin/setsubi.html
http://www.city.sendai.jp/ondanka/jigyosha/actionprogram/hojokin/setsubi.html
https://www.town.ugo.lg.jp/life/detail.html?id=1768&category_id=132
https://www.town.ugo.lg.jp/life/detail.html?id=1768&category_id=132
http://www.town.oe.yamagata.jp/basis/S-page/007-sangyo/sonotanouringyo.html
http://www.town.oe.yamagata.jp/basis/S-page/007-sangyo/sonotanouringyo.html
http://www.city.obanazawa.yamagata.jp/10470.html
https://www.town.kaneyama.yamagata.jp/shigoto_sangyo/ringyo/1141.html
https://www.town.kaneyama.yamagata.jp/shigoto_sangyo/ringyo/1141.html
http://www.town.shirataka.lg.jp/item/5379.html#itemid5379
https://www.city.murayama.lg.jp/kurashi/josei/josei/biomass.html
https://www.city.murayama.lg.jp/kurashi/josei/josei/biomass.html
http://www.town.yuza.yamagata.jp/living/energy/43126pd0416145656.html
http://www.town.yuza.yamagata.jp/living/energy/43126pd0416145656.html
https://www.town.koori.fukushima.jp/ijuteiju/livein/1/6080.html
http://www.fmokuren.jp/publics/index/45/
http://www.town.yanaizu.fukushima.jp/docs/2015021600069/
https://www.city.murakami.lg.jp/site/eco/shinene-biomass25.html
https://www.city.murakami.lg.jp/site/eco/shinene-biomass25.html
https://www.town.tateyama.toyama.jp/pub/event-topics/svTopiDtl.aspx?servno=5446
https://www.town.tateyama.toyama.jp/pub/event-topics/svTopiDtl.aspx?servno=5446
https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=20558
https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=20558
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/shimin/gomi/5/kurashi/10494.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/shimin/gomi/5/kurashi/10494.html
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【長野県】 

◇上田市「令和２年度薪ストーブ購入補助」 

https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/sinrin/1354.html 

※対象は薪ストーブ 

 

◇大町市「令和２年度森のエネルギー推進事業補助金」 

https://www.city.omachi.nagano.jp/00010000/00010200/oma

chi-city-r2makisuto-bu-hojyo_2.html 

 

◆原村「原村森のエネルギー推進事業補助金」 

https://www.vill.hara.lg.jp/docs/moriene.html 

 

◇松本市「薪ストーブ購入事業補助金」 

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/sigoto/ringyo/osi

rase/R2maki.html 

 

◆南箕輪村「住宅用新エネルギー施設設置補助金」 

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

youkou.html 

 

◇泰阜村「泰阜村薪ストーブ等購入補助金」 

https://vill.yasuoka.nagano.jp/docs/2587.html 

 

◆山形村「ペレットストーブ等の購入経費補助」 

https://www.vill.yamagata.nagano.jp/docs/5258.html 

 

【静岡県】 

◆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」 

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

ene/new_ene/mokushitsuhojokin.html 

 

【大阪府】 

◇高槻市「令和２年度エコハウス補助金」 

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/ikkrwebBrowse/material/file

s/group/84/r2panhuretto.pdf 

 

【和歌山県】 

◇有田川町「薪ストーブ等設置費補助金」 

https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/sinseisho/nourinn/3602.h

tml 

 

【鳥取県】 

◇八頭町「令和2年度八頭町家庭用発電設備等導入推進補助金」 

http://www.town.yazu.tottori.jp/item/4873.htm 

 

 

 

６．公募等情報（締切順）                                              

 

■（公財）国際緑化推進センター「令和 2 年度途上国森林再生

技術普及事業森林再生技術開発に係る調査業務」 

提出期限 2020 年年 6 月 1 日（月） 

https://jifpro.or.jp/public_offering/4233/ 

 

■（株）Spero「次世代型サスティナビリティ事業開発プログラ

ム『SUSTAINABLE FOREST ACTION 2020』募集開始のお知らせ」 

募集期間 

・林業経験者 2020 年 4 月 22 日（水）～6 月 1 日（月） 

・事業開発経験者 2020 年 6 月 1 日（月）～7 月 27 日（月） 

https://news.allabout.co.jp/articles/p/000000001.000056075/ 

https://sustainable-forest-action.net/ 

 

■京都府「京の森林文化を守り育てる支援事業令和 2 年度助成

団体募集」 

募集期間 2020 年 4 月 3 日（金）～6 月 5 日（金） 

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

 

■アジア太平洋資料センター映像制作「日本とアジアの森林を

持続可能に」クラウドファンディングでの支援募集 

募集期間 2020 年 2 月 28 日(金)～2020 年 6 月 5 日(金) 

https://motion-gallery.net/projects/parc2020 

 

■埼玉県「【中小規模事業所向け】埼玉県民間事業者 CO2 排出

削減設備導入補助金」 

申請期間 2020 年 4 月 27 日（月）～6 月 5 日（金） 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/co2hojo.html 

 

https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/sinrin/1354.html
https://www.city.omachi.nagano.jp/00010000/00010200/omachi-city-r2makisuto-bu-hojyo_2.html
https://www.city.omachi.nagano.jp/00010000/00010200/omachi-city-r2makisuto-bu-hojyo_2.html
https://www.vill.hara.lg.jp/docs/moriene.html
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/sigoto/ringyo/osirase/R2maki.html
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/sigoto/ringyo/osirase/R2maki.html
https://www.vill.minamiminowa.lg.jp/soshiki/jyumin/jyutakuyoutaiyoukou.html
https://www.vill.minamiminowa.lg.jp/soshiki/jyumin/jyutakuyoutaiyoukou.html
https://vill.yasuoka.nagano.jp/docs/2587.html
https://www.vill.yamagata.nagano.jp/docs/5258.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
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/84/r2panhuretto.pdf
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/84/r2panhuretto.pdf
https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/sinseisho/nourinn/3602.html
https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/sinseisho/nourinn/3602.html
http://www.town.yazu.tottori.jp/item/4873.htm
https://jifpro.or.jp/public_offering/4233/
https://news.allabout.co.jp/articles/p/000000001.000056075/
https://sustainable-forest-action.net/
http://www.pref.kyoto.jp/shinrinhozen/moribunka.html
https://motion-gallery.net/projects/parc2020
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/co2hojo.html
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■埼玉県「【大規模事業所向け】令和 2 年度埼玉県事業者向け

CO2 排出削減設備導入補助金」 

申請期間 2020 年 4 月 27 日（月）～6 月 5 日（金） 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/daikibosien.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

／再生可能代替航空燃料（Sustainable Aviation Fuel/SAF） 生産

に係る一貫生産体制構築に関する調査」に係る公募について 

公募期間 2020 年 5 月 25 日（月）～2020 年 6 月 8 日（月） 

https://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100297.html 

 

■（公社）国土緑化推進機構「令和２年度『森林サービス産業』

実現に向けた取り組み～『森林サービス産業』支援施策等～」 

募集期限 2020 年 6 月 12 日（金） 

http://www.green.or.jp/topics/fs2020/ 

 

■（一社）地域循環共生社会連携協会「令和 2 年度 二酸化炭

素排出抑制対策事業費等補助金 

（脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業のう

ち、地域の多様な課題に応える 

 脱炭素型地域づくりモデル形成事業）公募のお知らせ」 

公募期間 2020 年 5 月 18 日（月）～ 6 月 12 日（金） 

https://rcespa.jp/offering/20200518_02 

 

■環境省「令和２年度脱炭素・資源循環「まち・暮らし創生」

FS 委託業務（第１回）」 

公募期間 2020 年 5 月 19 日（火）～6 月 12 日（金） 

http://www.env.go.jp/press/108046.html 

 

■令和元年度林野庁「合板・製材・集成材国際競争力強化・輸

出促進対策のうち林業経営体・林業労働力強化対策」 

公募期間 2020 年 5 月 11 日(月) ～ 6 月 19 日(金)※交付申

込表明書締切：6 月 12 日（金） 

https://www.f-realize.co.jp/anzenr02/ 

 

■秩父地域森林林業活性化協議会「令和 2 年度秩父地域森林活

用等創出支援事業補助金」 

申請期間 2020 年 5 月 11 日（月）～6 月 19 日（金） 

https://morinokatsujin.com/purpose/efforts/efforts05/ 

 

■（一社）温室効果ガス審査協会「令和２年度二酸化炭素排出

抑制対策事業費等補助金（廃熱・未利用熱・営農地等の効率的

活用による脱炭素化推進事業）対象事業者の公募について」 

公募期間 2020 年 5 月 19 日（木）～6 月 24 日（水） 

https://www.gaj.or.jp/ 

 

■（一社）環境共創イニシアチブ「令和 2 年度 エネルギー使

用合理化等事業者支援事業」 

公募期間：2020 年 5 月 20 日（水）～6 月 30 日（火） 

https://sii.or.jp/cutback02/overview.html 

 

■農林中央金庫「『農中森力基金』第 7 回助成事業の募集につ

いて」 

募集期間 2020 年４月１日（水）～6 月 30 日（火） 

https://www.nochubank.or.jp/news/news_release/2020/post-

556.html 

 

■兵庫県「令和２年度地域創生！再エネ発掘プロジェクト 再

生可能エネルギー補助事業」 

募集期間 2020 年 3 月 2 日（月）～6 月 30 日（火） 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk24/r2saienehakkutu_boshuu.html 

 

■兵庫県「令和２年度地域創生！再エネ発掘プロジェクト 設

備導入無利子貸付事業」 

募集期間 2020 年 3 月 2 日（月）～7 月 17 日（金） 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk24/r2saienehakkutu_boshuu.html 

 

■滋賀県「令和 2 年度滋賀県省エネ設備導入加速化事業補助金

の募集について」 

募集期間 2 次締切：6 月 30 日（火曜日） 

3 次締切：7 月 31 日（金曜日） 

4 次締切：8 月 31 日（月曜日） 

最終締切：9 月 30 日（水曜日） 

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

shinbun/bosyuu/311718.html 

 

■NEDO「バイオジェット燃料生産技術開発事業／実証を通じた

サプライチェーンモデルの構築、微細藻類基盤技術開発」に係

る公募について 

公募期間 2020 年 5 月 12 日（火）～2020 年 7 月 17 日（金） 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/daikibosien.html
https://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100297.html
http://www.green.or.jp/topics/fs2020/
https://rcespa.jp/offering/20200518_02
http://www.env.go.jp/press/108046.html
https://www.f-realize.co.jp/anzenr02/
https://morinokatsujin.com/purpose/efforts/efforts05/
https://www.gaj.or.jp/
https://sii.or.jp/cutback02/overview.html
https://www.nochubank.or.jp/news/news_release/2020/post-556.html
https://www.nochubank.or.jp/news/news_release/2020/post-556.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk24/r2saienehakkutu_boshuu.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk24/r2saienehakkutu_boshuu.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/bosyuu/311718.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/bosyuu/311718.html
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https://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100285.html 

 

■長野県「令和2年度地域主導型自然エネルギー創出支援事業」 

募集期間（第二次募集）2020 年 6 月 25 日（木）～7 月 30 日

（木） 

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

 

■（一財）新エネルギー財団「令和 2 年度 『新エネ大賞』の募

集開始」 

募集期間 2020 年 5 月 18 日（月）～7 月 31 日（金） 

https://www.nef.or.jp/award/boshu/boshu_r02.html 

 

■（一社）環境共創イニシアチブ「令和 2 年度 地域の系統線

を活用したエネルギー面的利用事業費補助金（地域マイクログ

リッド構築事業）」 

公募期間 2 次締切：2020 年 7 月 31 日（金） 

3 次締切：2020 年 9 月 30 日（水） 

https://sii.or.jp/microgrid02/note1.html 

 

■長野県「令和 2 年度自然エネルギー地域発電推進事業の対象

となる事業を募集します」 

募集期間 （第二次募集）2020 年 7 月 3 日（金）～8 月 3 日

（月） 

https://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/kurashi/ondanka/shizen/tii

kihatuden-suishin.html 

 

■愛媛県「再生可能エネルギー及び水素エネルギー導入可能性

調査事業の補助事業者を募集します」 

公募期間 2020 年 4 月 1 日（水）～8 月 31 日（月） 

https://www.pref.ehime.jp/h15600/energy/kanouseichousa.html 

 

■トヨタ環境活動助成プログラム事務局「トヨタ環境活動助成

プログラム」 

募集期間 2020 年 4 月 6 日（月）～9 月 3 日（木） 

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

enge6/ecogrant/ 

 

■農林中央金庫「2020 年度林業労働安全性向上対策事業」 

下期募集 2020 年 9 月 1 日（火）～9 月 30 日（水） 

https://www.nochubank.or.jp/news/news_release/2020/2020.h

tml 

 

■栃木県「低炭素社会づくり促進事業費補助金」 

申請受付期間 2020 年 6 月 1 日（月）～11 月 6 日（金） 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/kouhou/teitansosyakaidukurih

ojyo.html 

 

■兵庫県宍粟市「木質バイオマス燃料製造設備導入費用を助成」 

受付期間 2020 年 4 月 1 日（水）～2021 年 3 月 16 日（火） 

https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/seikatsueisei

/tantojoho/shinenerugi/1515747696234.html 

 

■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「地方卸売市場省エネルギー等対応施設整備補助金」 

受付期間 2017 年 4 月 1 日（土）～ 2022 年 3 月 31 日（木） 

https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/jouhoukoukai-

portal/pdf/jiritsu/hojo/g3-3.pdf 

 

■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-

https://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100285.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/tiikisyudou.html
https://www.nef.or.jp/award/boshu/boshu_r02.html
https://sii.or.jp/microgrid02/note1.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/kurashi/ondanka/shizen/tiikihatuden-suishin.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/kurashi/ondanka/shizen/tiikihatuden-suishin.html
https://www.pref.ehime.jp/h15600/energy/kanouseichousa.html
https://global.toyota/jp/sustainability/esg/challenge2050/challenge6/ecogrant/
https://global.toyota/jp/sustainability/esg/challenge2050/challenge6/ecogrant/
https://www.nochubank.or.jp/news/news_release/2020/2020.html
https://www.nochubank.or.jp/news/news_release/2020/2020.html
http://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/kouhou/teitansosyakaidukurihojyo.html
http://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/kouhou/teitansosyakaidukurihojyo.html
https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/seikatsueisei/tantojoho/shinenerugi/1515747696234.html
https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/seikatsueisei/tantojoho/shinenerugi/1515747696234.html
http://www.pref.kyoto.jp/energy/documents/ninteiseidogaiyou.pdf
http://www.pref.kyoto.jp/energy/documents/ninteiseidogaiyou.pdf
https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/jouhoukoukai-portal/pdf/jiritsu/hojo/g3-3.pdf
https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/jouhoukoukai-portal/pdf/jiritsu/hojo/g3-3.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
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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 

 

■北海道「林業 ･木材産業改善資金」 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/rrm/kaizennshikinn.pdf 

 

■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「令和２年度環境配慮型融資促進利子

補給事業」 

https://www.jeas.or.jp/activ/prom_24_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/hozenshikin.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」 

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

 

■（独）農林漁業信用基金「災害で被災された方の支援につい

て（新型コロナウイルス感染症による影響を含む）」 

https://www.jaffic.go.jp/guide/rin/shien/index.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.hokkaido.lg.jp/sr/rrm/kaizennshikinn.pdf
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_24_00.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/plus/hozenshikin.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/plus/hozenshikin.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
https://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000007149.html
https://www.jaffic.go.jp/guide/rin/shien/index.html

