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Pellet Club JAPAN 月刊ニュース（2020 年 12 月号） 

 

ペレットクラブ www.pelletclub.jp 

                                     2020 年 12 月 27 日 

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

 

■三菱重工エンジニアリング（株）（神奈川）、12 月 1 日付で

専門組織「脱炭素事業推進室」を新設。世界トップシェアを

誇る排ガスからの CO2回収ビジネスをさらに強化し、顧客が

導入しやすい CO2回収装置を開発する。そのため、CO2回収の

適用先をバイオマス発電、製鉄・セメント、ごみ焼却等の分

野にも拡大。そしてエナジートランジション分野の新規の取

り組みとして、カーボンフリーのアンモニアや水素といった

クリーン燃料の製造、アンモニアの分解による水素製造技術

の開発・活用、回収した CO2の液化・貯蔵・輸送、CO2をメタ

ノール等の他の化学品へ転換利用する CCUS（Carbon dioxide 

Capture, Utilization and Storage）等を対象に技術の実用化を加

速させる【三菱重工（株）：2020/11/20】 

https://www.mhi.com/jp/news/20112003.html 

 

■伊藤忠エネクス（株）（東京）ら、バイオマス灰を道路の路

盤材としてリサイクル。バイオマス発電では燃料の 3～5%が

「灰」として出るため、大手の再生可能エネルギー企業でさ

え、その焼却灰を産廃処理場に運び、処分している。伊藤忠

エネクスは 2017 年に（株）ニチユウ（東京）、（株）鹿野興産

（山口）と「カノウエフエイ（株）」（山口）を設立。バイオ

マス灰に若干の水とセメントを加えてこぶし大の「リサイク

ルビーズ」という商品を作り、森林組合や砕石会社に販売。

林業作業をするのに重要な作業道の維持管理に使われてい

る。バイオマス灰は山口県の２つのバイオマス発電所に加

え、島根県内の木質バイオマス発電所から現在は 8,000t/年引

き取っているが、さらに増える予定【zakzak:2020/11/21】  

https://www.zakzak.co.jp/soc/news/201121/dom201121000

1-n1.html 

 

■地域ぐるみでの脱炭素推進に取り組む「飯田脱炭素社会推

進協議会」（長野県飯田市）が 11 月 19 日、阿智村産業振興公

社の木質バイオマス（薪）ボイラを利用した農業栽培の事例

を視察。公社は昨年度末、伍和の丸山地区に実証ほ場を開

設。養液土耕のキュウリとココバック（培地での養液栽培）

のトマトを栽培し、ビニールハウス内の暖房に薪ボイラを活

用している。薪をたいて温めたお湯は貯湯タンク（6t）に集

められ、夜間など室温が下がると配管の循環水を通じて隣接

するビニールハウスに熱を送り、4 基の熱交換器（送風機）で

温度を維持する。熱交換器は、0.1 度単位での温度調整が可

能。燃料の薪は現在清内路の住民有志が供給しているが、村

を中心に支障木などを活用した薪供給の仕組みづくりも検討

している。視察した協議会の島田会長は「脱炭素社会を実現

するには、地域の幅広い分野での取り組みが必要。農業分野

での木質バイオマスエネルギーの活用に可能性を感じた」と

話した【南信州新聞：2020/11/21】 

http://minamishinshu.jp/news/local/%E6%9C%A8%E8%B3%AA%E

3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E3%

81%A7%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E6%8C%AF%E8%88%88.html 

 

■菅首相、11 月 22 日夜にオンラインで開催された主要 20 カ

国・地域首脳会議（G20 サミット）で 2050 年までに温室効果

ガス排出量を実質ゼロとする目標を示し、実現に向けた決意

を表明。温暖化対策の国際ルール「パリ協定」の目標達成に

は、2050 年までに世界全体で温室効果ガスの排出を、森林な

どに吸収される分を差し引いて「実質ゼロ」にする必要があ

る。約 120 カ国が「50 年実質ゼロ」を掲げる一方、日本はこ

れまで「50 年までに 80%削減」にとどまり、主要 7 カ国

（G7）で実質ゼロを表明していないのは日本と米国のみだっ

た。10 月の臨時国会の所信表明で「50 年実質ゼロ」への取り

組みを打ち出していたが、今回さらに自らの「国際公約」と

した形【朝日新聞：2020/11/23】 

https://www.asahi.com/articles/ASNCR3WB4NCRUTFK003.html 

 

■（株）IHI（東京）が、（株）北九州パワー（福岡）、北九州

市、福岡県、福岡酸素（株）（福岡）、ENEOS（株）（東京）と

ともに福岡県北九州市響灘地区で CO₂フリー水素の低コスト

なサプライチェーンのモデルを構築する実証プロジェクトを

開始。事業名称は「北九州市における地域の再エネを有効活

https://www.mhi.com/jp/news/20112003.html
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/201121/dom2011210001-n1.html
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/201121/dom2011210001-n1.html
http://minamishinshu.jp/news/local/%E6%9C%A8%E8%B3%AA%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E3%81%A7%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E6%8C%AF%E8%88%88.html
http://minamishinshu.jp/news/local/%E6%9C%A8%E8%B3%AA%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E3%81%A7%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E6%8C%AF%E8%88%88.html
http://minamishinshu.jp/news/local/%E6%9C%A8%E8%B3%AA%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E3%81%A7%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E6%8C%AF%E8%88%88.html
https://www.asahi.com/articles/ASNCR3WB4NCRUTFK003.html
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用した CO₂フリー水素製造・供給実証事業」。環境省の「既存

の再エネを活用した水素供給低コスト化に向けたモデル構

築・実証事業」として受託し、2020 年度～2022 年度まで実

施する。具体的には太陽光・風力・北九州市のごみ発電（バ

イオマス）で生み出した電力で水を電気分解し、生成された

水素を圧縮して響灘地区の物流施設や「北九州水素タウン」

のパイプライン、県内各地の水素ステーションに輸送後、物

流施設内の燃料電池フォークリフトや福岡県内の燃料電池自

動車、水素実証住宅などがこれを使用。水の電気分解を IHI

が、水素の圧縮と配送を福岡酸素が、水素パイプラインへの

水素供給を ENEOS が担う。関係 6 者は今後、2020 年度中に

水素製造装置や圧縮機などの仕様検討とエネルギーマネジメ

ントシステムの開発を行い、2021 年度に装置の設置と運用開

始、22 年度に本格運用を開始する。事業費は約 8 億円の見込

み【（株）IHI：2020/11/24、LOGISTICS TODAY：

2020/11/27】 

https://www.ihi.co.jp/ihi/all_news/2020/resources_energy_envir

onment/1196962_1601.html 

https://www.logi-today.com/409758 

 

■中部電力（株）（愛知）、三菱 UFJ リース（株）（東京）およ

び Solariant Capital（株）（東京）、バイオ燃料（株）（東京）の

4 社共同で設立した神栖バイオマス発電所合同会社が 11 月

25 日に神栖バイオマス発電所の建設工事に着手したと発表。

神栖バイオマス発電所は、茨城県神栖市にある奥野谷浜工業

団地内に建設する発電出力 50,000kW、想定年間発電電力量約

3.5 億 kWh（一般家庭約 11 万世帯分相当）の発電所で、燃料

は PKS。2023 年 7 月運開予定【中部電力（株）：

2020/11/25】 

https://www.chuden.co.jp/publicity/press/1203636_3273.html 

 

■今年 5 月に既稼働の九電みらいエナジー（株）（福岡）の木

質バイオマス発電所で、11 月 16 日に竣工式。地元自治体、

事業関係者等約 30 名が出席。「ふくおか木質バイオマス発電

所」は福岡県初の国産材を専焼する木質バイオマス発電所

で、これまで山林に残置されてきた間伐材や製材に向かない

端材などの未利用木材を燃料として有効利用している。燃料

の原木供給は地域の林業関係者等で組織する「ふくおか木質

バイオマス木材安定供給協議会」、発電所に隣接しているチッ

プ化施設で燃料化するのは「グリーンパーク N&M（株）」、発

電所の運営は九電みらいエナジーが行っている。発電出力は

5,700kW（発電端）、年間発電電力量は一般家庭約 1.3 万世帯

に相当する約 4,000 万 kWh【OSR No.445：2020/11/25、九

電みらいエナジー（株）；2020/11/16】 

https://www.q-mirai.co.jp/news/archives/235 

 

■NEDO（神奈川）、（株）北土開発（北海道）、エア・ウォータ

ー北海道（株）（北海道）、帯広畜産大学（北海道）が、NEDO

の「ベンチャー企業等による新エネルギー技術革新支援事業

（現：新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研

究開発事業）」において北海道上川郡清水町での実証研究

（2018 年～2020 年）で得た成果を基に、国内初の、乳牛飼

養頭数 100 頭未満の小規模酪農家向け乾式メタン発酵プラン

トを開発したと発表。プラントは約 6.2t/日のふん尿を処理す

ることが可能。半固形状の乳牛ふん尿を用い、メタンを約

60％含むバイオガスを安定・効率的に発生させ、さらに得ら

れたバイオガスの一部を精製して約 98％以上のメタンを含む

高純度メタンガスも製造できる。このバイオガスをガス発電

機に、高純度メタンガスを燃料電池に供給すれば、酪農家が

牛舎や住宅に使う電気・熱エネルギーの一部をバイオガスエ

ネルギーで自給する仕組みを構築することが可能となる。現

在の実証機では発生したバイオガスの多くを 25kW ガス発電

機に供給しており、24 時間の連続稼働・発電が可能で、生成

した電気（三相 200V）や温水を牛舎に安定的に供給できるこ

とが確認できている。今後は余剰なバイオガスを精製し、製

造した高純度メタンガスを燃料電池に圧送することで住宅へ

の電気供給試験（単相 100V）を実施する予定【NEDO：

2020/11/25】 

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101382.html 

 

■自民党の木質バイオマス・竹資源活用議員連盟が、木材な

どを利用するバイオマス発電の拡大を促す提言をとりまと

め。農水省と経産省が設置した「林業・木質バイオマス発電

の成長産業化に向けた研究会」が 10 月に報告書を提出し、木

質バイオマス発電における各種論点について一定の指針が示

されたが、議連では報告書提出後に菅首相から示された 2050

年カーボンニュートラルの政策目標を踏まえて提言書を作

成。政府が 2021 年夏にまとめる次期エネルギー基本計画の電

源構成に占めるバイオマス発電の比率について「数値目標の

大胆な引き上げ」を要望。その他、FIT 認定発電所の多くが想

https://www.ihi.co.jp/ihi/all_news/2020/resources_energy_environment/1196962_1601.html
https://www.ihi.co.jp/ihi/all_news/2020/resources_energy_environment/1196962_1601.html
https://www.logi-today.com/409758
https://www.chuden.co.jp/publicity/press/1203636_3273.html
https://www.q-mirai.co.jp/news/archives/235
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101382.html
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定する輸入バイオマス燃料の更なる持続可能性確保に向けた

明確な基準の早期策定や、熱利用・熱電併給の普及に向けた

具体的な措置やロードマップの提示なども含まれている。さ

らに FIT の買取期間終了後の関係者共倒れリスクを回避するた

めの方策の検討、河川伐採木・災害流出木等の資材のバイオ

マス発電への活用フローについての周知の徹底、農山漁村に

賦存する稲わら、もみ殻、麦わら等潜在的資源を再生可能エ

ネルギーに結び付ける仕組みの構築まで、提言項目は 8 つに

及ぶ。11 月 26 日に決議後、加藤官房長官に提出したもよう

【日本経済新聞：2020/11/25、衆議院議員むたい俊介オフィ

シャルサイト：2020/11/26】 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66626240V21C20A1P

P8000 

http://www.mutai-shunsuke.jp/ 

 

■大分県日田市、老朽化し維持管理費がかさんでいるバイオ

マス資源化センター（同市）の廃止を検討。同センターは

2006 年から稼働。生ごみ、豚ふん尿、焼酎かすを処理する一

方、発生するメタンガスを活用し発電している。老朽化に伴

い維持管理費は年々増え、19 年度は 5 年前に比べて約 1 億円

多い 2 億 8,400 万円に上った。2016 年と 2020 年には生ごみ

などを一時的にためる「調整槽」で爆発事故も発生。処理し

ている生ごみや家畜の排せつ物などは、事業費約 28 億 5,000

万円の見込みで、関連 2 施設の機能を増強して受け入れ、処

理コストの削減を図る【西日本新聞：2020/11/26】 

https://www.nishinippon.co.jp/item/n/667581/ 

 

■オリックス銀行（株）およびオリックス自動車（株）、東京

都港区の同社事務所内で使用する電力の全量を、非化石証書

付き再生可能エネルギー由来の電力へ切り替えることで、実

質再エネ化を実現。オリックスグループが運営する木質バイ

オマス専焼発電所の再エネ価値を証書化した「トラッキング

付非化石証書」を活用した電力供給を、電力小売り事業者と

してのオリックス（株）（東京）から受ける。オリックス銀行

は本社がある「オリックス乾ビル」の 2 階と 9～12 階に入居

し、1 階、3 階～8 階はオリックス自動車が入居。オリックス

銀行はこの取り組みにより約 294t-CO2/年、オリックス自動

車は約 852t-CO2/年削減できる見込み【オリックスグルー

プ：2020/11/27】 

https://www.orix.co.jp/grp/company/newsroom/newsrelease/2

01127_ORIXG2.html 

https://www.orix.co.jp/grp/company/newsroom/newsrelease/2

01127_ORIXG.html 

 

■シン・エナジー（株）（兵庫）、11 月 30 日付けで（株）滋

賀銀行（滋賀）と「『しがぎん』サステナビリティ・リンク・

ローン（以下、SLL）」としてシンジケートローン（運転資金

25 億円）の契約を締結。SLL とは、借り手が SDGs や ESG に

関連する事業挑戦目標（サステナビリティ・パフォーマン

ス・ターゲット＝SPTs）を設定し、その達成度に貸付条件が

連動する仕組みの融資商品。参加した金融機関は滋賀銀行の

他、千葉、高知、常陽、徳島大正、鳥取、八十二、阿波、伊

予、関西みらい、四国、南都、肥後、山口、但馬、百十四と

いった地方銀行 16 行で、地方銀行のみでシンジケートローン

形式による SLL を組成する取り組みは国内初。今回同社は

「地域の事業体と共同で実施する再生可能エネルギーによる

発電所の建設件数、及び新電力事業部が推進する地域新電力

プロジェクトの組成件数」を SPTs に設定。SLL としての適合

性と、SPTs の合理性について、（株）格付投資情報センター

（R&I）（東京）からセカンドオピニオンを取ながら目標達成

に向けて取り組む【シン・エナジー（株）：2020/11/30】 

https://www.symenergy.co.jp/news/20201130-5435.html 

 

■経産省、第 9 回 総合資源エネルギー調査会省エネルギー・

新エネルギー分科会新エネルギー小委員会 バイオマス持続可

能性ワーキンググループを 11 月 30 日に開催。議題は、「FIT

制度が求める持続可能性を確認できる第三者認証及び持続可

能性確認に係る経過措置について」と「調達価格等算定委員

会への報告内容について」。FIT 制度の下で持続可能性を確認

するためのスキームとして認められる第三者認証について、

前回までに追加の要請があった第三者認証スキーム等も含

め、事務局が現時点で確認できる範囲で評価した結果を一覧

表にして整理。調達価格等算定委員会には、〇現行認められ

ている RSPO（パーム油が対象）および RSB（PKS 及びパーム

トランクが対象）に加えて、GGL（PKS 及びパームトランクが

対象）を追加。〇原則、夏頃までに、追加の希望意思を事務

局に示した第三者認証制度に関し、意見聴取等を行い、検討

結果は、年内に調達価格等算定委員会に報告。〇第三者認証

機関における審査が想定以上に遅延していること等に鑑み、

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66626240V21C20A1PP8000
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66626240V21C20A1PP8000
http://www.mutai-shunsuke.jp/
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/667581/
https://www.orix.co.jp/grp/company/newsroom/newsrelease/201127_ORIXG2.html
https://www.orix.co.jp/grp/company/newsroom/newsrelease/201127_ORIXG2.html
https://www.orix.co.jp/grp/company/newsroom/newsrelease/201127_ORIXG.html
https://www.orix.co.jp/grp/company/newsroom/newsrelease/201127_ORIXG.html
https://www.symenergy.co.jp/news/20201130-5435.html
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発電事業者が、第三者認証を取得したバイオマス燃料の調達

のために必要と考えられる準備期間を確保するため、パーム

油の持続可能性確認に係る経過措置は 2022 年 3 月末まで、

PKS 及びパームトランクの持続可能性確認に係る経過措置は

2023 年 3 月末までと、それぞれ 1 年間延長することなどの検

討結果を報告することとなった。その他、（一社）バイオマス

発電事業者協会、（一社）日本木質バイオマスエネルギー協

会、（一社）環境・エネルギー事業支援協会といった業界団体

のヒアリングも行われた。当日の資料および会議のネットラ

イブ中継は下記サイトより閲覧可【経産省：2020/11/30】 

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

nergy/biomass_sus_wg/009.html 

 

■宮城県石巻市須江地区への液体バイオマス発電所の建設計

画を巡り、地元住民らが 11 月 27 日に計画の中止、撤回を市

と市議会に要望。計画されている「G-Bio 石巻須江発電所」

は、（株）G-Bio イニシアティブ（東京）が計画。次世代植物

油燃料『G-Bio Fuel. P』を使用し、出力は 10 万 2,750kW。

2017 年 2 月 22 日に FIT 認定を取得しており、2022 年 2 月に

着工、2025 年 8 月の稼働を見込んでいる。要望では、計画地

が住宅密集地で保育所や小学校が近いことや、一部が土砂災

害特別警戒区域に指定されていること、燃料を運ぶ大型トレ

ーラーが１日 33 台往復するといった不安材料を列挙。事業者

が住民との合意がないまま強引な着工をしないよう、市に指

導の徹底を求めている【河北新報：2020/12/01、（株）G-Bio

イニシアティブ】 

https://www.kahoku.co.jp/special/spe1000/20201201_17.html 

http://g-bio.co.jp/ 

 

■住友大阪セメント（株）（東京）が、「2050 年カーボンニュ

ートラル」に向けた具体的な中期目標並びに長期取組方針を

策定。セメント製造では、セメント焼成に必要なエネルギー

起源 CO2と主原料の石灰石から発生するプロセス由来 CO2が

あるが、2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロ

にするとする政府方針に沿って、同社グループの CO2排出を

カーボンニュートラルにすることに挑戦する。具体的には、

まず「セメント製造に伴う全熱エネルギーのうち化石エネル

ギー代替（バイオマス・廃棄物等リサイクル品由来エネルギ

ー）の使用割合を全 5 工場 8 キルン平均で 50%（現状 28%）

達成（うち 4 キルンでは 80%達成）による削減」や、「木質チ

ップなどバイオマス燃料増量により自家発電で使用する化石

エネルギー削減」等で 2030 年のエネルギー起源 CO2排出原単

位を 30%削減（2005 年比）する。その後は CO2排出量「実質

ゼロ」を目指して革新技術の開発・導入等に取り組む計画

【住友大阪セメント（株）：2020/12/01】 

https://www.soc.co.jp/news/59997/ 

 

■JFE エンジニアリング（株）（東京）が、（株）三井 E&S エ

ンジニアリング（東京）の子会社である三井 E&S 環境エンジ

ニアリング（株）（千葉）の全株式を取得する株式譲渡契約を

締結したと発表。三井 E&S 環境エンジニアリングは、ごみ焼

却施設、水処理施設、バイオマス利活用施設の建設、運転管

理、メンテナンス等の事業を行っている企業。株式の取得に

ついては 2021 年 4 月 1 日を予定【JFE エンジニアリング

（株）：2020/12/03】 

https://www.jfe-eng.co.jp/news/2020/20201203.html 

 

■マレーシアの食品加工大手 QL リソーシズ（QLR）、完全子

会社 QL グリーン・リソーシズ（QLGR）を通じ、バイオマス

ボイラの設計・製造を手掛けるボイラーメック・ホールディ

ングス（マレーシア）の株式 4％を追加取得。残る未保有の全

株式を取得して買収することで合意【NNA ASIA：

2020/12/09】 

https://www.nna.jp/news/show/2126620 

 

■温暖化対策の国際ルール「パリ協定」ができて 5 年になる

のを記念した国連気候サミット、12 月 12 日にオンライン形

式で開催。80 カ国近い首脳をはじめ、企業のトップや環境活

動家らが参加。国連と、来年開かれる第 26 回気候変動枠組み

条約締約国会議（COP26）議長国の英国などが主催。菅首相

はビデオメッセージで、温室効果ガスの排出を 50 年までに実

質ゼロにすることや、2030 年までの新たな目標について

COP26 までに国連に提出することを表明。国際協力として

「官民合わせて約 1・3 兆円の支援」と「（途上国の温暖化対

策を支援する）緑の気候基金には最大総額 30 億ドルを拠出」

と話した【朝日新聞：2020/12/13】 

https://www.asahi.com/articles/ASNDF1VX7NDFUHBI002.html 

 

■政府、12 月 15 日に今年度（2020 年度）の第 3 次補正予算

（案）を閣議決定。林野関係の補正追加額は約 1,555 億円。

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/biomass_sus_wg/009.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/biomass_sus_wg/009.html
https://www.kahoku.co.jp/special/spe1000/20201201_17.html
http://g-bio.co.jp/
https://www.soc.co.jp/news/59997/
https://www.jfe-eng.co.jp/news/2020/20201203.html
https://www.nna.jp/news/show/2126620
https://www.asahi.com/articles/ASNDF1VX7NDFUHBI002.html
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内訳は公共事業が約 1,343 億円、非公共事業が約 212 億円。

12 月 21 日には令和 3 年度（2021 年度）当初予算を閣議決

定。林野庁関係の概算決定額は対前年度比 0.9％増の 3,033 億

円。林野公共関係予算の総合計は 2,889 億円に【林野庁：

2020/12/15、2020/12/21、J-FIC ニュース：

2020/12/16、2020/12/22】 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/201215.html 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/yosankesan/201221.html 

https://www.j-fic.com/category/news/ 

 

■日経サイエンス、2021 年 2 月号に「地球温暖化対策の誤算 

植物バイオマスが足りない」を掲載。内容紹介には「地球温

暖化を抑えるための現在の計画は大気中の二酸化炭素（CO2）

の吸収・固定を樹木などの植物に頼りすぎている。植物由来

のバイオ燃料を CO2回収・貯留と組み合わせて利用する方法

を本格的に活用するには大量の植物バイオマスが必要で、そ

の量は地球上で栽培可能な量を上回ってしまう。この矛盾を

打開する方策を考える。」と書かれている。エール大学講師エ

リック・テーンスマイヤー氏とグローバル・エバーグリーニ

ング・アライアンス会長を務めるデニス・ギャリティ氏が著

者。アメリカの一般向け科学雑誌「SCIENTIFIC AMERICAN」の

2020 年 8 月号に掲載されたもの。日経サイエンス 2021 年 2

月号は 12 月 25 日発刊予定【日経サイエンス：2020 年 12

月】 

https://www.nikkei-science.com/page/magazine/202102.html 

 

 

 

 

２．ペレット関連情報                                                 

 

■（株）IHI（東京）が、パームヤシ空果房（EFB）由来の EFB ペ

レットの製造・販売・輸出事業を本格展開するため，マレーシ

アのクアラルンプールに IHI SOLID BIOMASS MALAYSIA SDN. 

BHD.を設立したと発表（11 月 14 日）。パーム油の搾油過程で

大量に発生する EFB は腐敗しやすく，水分・灰分・塩分も多い

ため，その大部分は未利用のまま廃棄され，土壌汚染やメタン

ガス発生の原因になっている。IHI は，EFB を固体バイオマス燃

料として有効利用するため，高品質な低灰化 EFB ペレットに変

換・量産する手法を確立。パーム廃棄古木ペレット製造，およ

びパーム搾油排水処理の実証事業も同国で展開しており、パー

ム油の製造過程における廃棄物の活用，および環境負荷低減に

取り組んでいる。またマレーシアの大手印刷会社 Nextgreen 

Global Berhad および野村ホールディングス（株）（東京）とパー

ム残渣の活用に関する協業検討の覚書を締結しており、EFB を

原料とする製紙用パルプやバイオマス燃料の生産における協

業の事業性評価等も行う【（株）IHI：2020/11/14】 

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

onment/2018-11-14/index.html 

 

■福井県若狭町、地元の小学生らを対象にバイオマスについて

考えるセミナーや学習会を実施。11 月 30 日は「バイオマスに

ついて考えるセミナー」を町内のショッピングセンターで開催。

セミナーでは、（社法）日本有機資源協会バイオマスタウンアド

バイザーがバイオマスエネルギーについて説明し、ペレットス

トーブユーザーや三宅小学校5年生がペレットストーブの効果

や環境への思いを発表。また屋外では「ペレットクッカー」で

ホットケーキを作るなど展示実演も行われた。12 月 11 日には

同町気山小学校の生徒に対し、木質バイオマス利活用学習を実

施。町内にあるペレット製造工場を見学するなどし、森林の大

切さや重要性を学び、森林・林業に対する理解を深めた【若狭

町：2020/11/30、福井県：2020/12/08】 

https://www.town.fukui-

wakasa.lg.jp/town/topic/?Cnt=3&Page=132 

http://www2.pref.fukui.lg.jp/press/view.php?cod=2N0bfc16070

70392b5&key=%BC%E3%B6%B9 

 

■出光興産（株）（東京）、石炭火力発電のバイオマス混焼に用

いる木質ペレットの商業生産を 2022 年にも開始へ。ベトナム

での生産を検討しており、2021 年春までに製造プラントを建

設する投資を決定する。量産するのは木材を粉砕、ペレット状

にした上で半炭化したブラックペレット。発熱量は 4,300～

5,500kcal/kg と通常のペレットよりも高く微粉炭混焼にも向

いている。原料はアカシアのほか広範な樹木に適用でき、水に

も強く、輸送や貯蔵がしやすい。当初は 12 万 t/年生産する計

画。次いで東南アジア諸国や豪州でも生産し、将来は 200 万 t/

年の供給体制を整える。2050 年のカーボンニュートラルに向

 

※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://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/201215.html
https://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/yosankesan/201221.html
https://www.j-fic.com/category/news/
https://www.nikkei-science.com/page/magazine/202102.html
https://www.ihi.co.jp/ihi/all_news/2018/resources_energy_environment/2018-11-14/index.html
https://www.ihi.co.jp/ihi/all_news/2018/resources_energy_environment/2018-11-14/index.html
https://www.town.fukui-wakasa.lg.jp/town/topic/?Cnt=3&Page=132
https://www.town.fukui-wakasa.lg.jp/town/topic/?Cnt=3&Page=132
http://www2.pref.fukui.lg.jp/press/view.php?cod=2N0bfc1607070392b5&key=%BC%E3%B6%B9
http://www2.pref.fukui.lg.jp/press/view.php?cod=2N0bfc1607070392b5&key=%BC%E3%B6%B9
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けて化石燃料の低炭素化が欠かせなくなる中、石炭火力発電の

混焼率20～30%程を目指す【工業団地インフォ：2020/12/03】 

https://estate.nikkan.co.jp/news/2020/12/6k26ifhccftihmdh 

 

■福岡県北九州市にある、ひびき灘・バイオマス発電所(出力 11

万 2,000kW)が来年 1 月にも稼働再開へ。同発電所は響灘エネ

ルギーパーク合同会社（福岡）が運営。2018 年 12 月に運転を

開始し、石炭、木質チップ、輸入木質ペレットの混焼発電を行

っていたが、今年 10 月 13 日に木質ペレットの搬送ベルトコ

ンベヤで火災が発生。発電所の運転を停止していた。試験運転

は 12 月 23 日に開始し、25 日 14 時に終了する。運転再開は 1

月 4 日の予定【リム情報開発（株）：2020/12/03、響灘エネル

ギーパーク合同会社：2020/10/13】 

https://www.rim-intelligence.co.jp/news/rre/1671001.html 

https://hibikinada.energy-park.jp/files/pdf/20201013.pdf 

 

■国内唯一の坑内掘り採炭を続ける釧路コールマイン（KCM）

の石炭を使う釧路火力発電所（北海道釧路市、出力 11 万

2,000kW）が 12 月 4 日、営業運転開始。KCM の石炭を約 25 万

t/年使うほか、木質ペレットや PKS も燃料に使い、CO2の排出

抑制を図る。プラントを受注したのは JFE エンジニアリング

（株）（東京）で、同社が業務提携する Valmet 社（フィンラン

ド）の高効率 CFB ボイラを採用。年間想定発電量は約 8 億 kWh

で、一般家庭の約 20 万世帯分をまかなう。発電した電力の約

35%を新電力 2 社、約 30%は FIT を利用して北海道電力（株）

（北海道）にそれぞれ売電し、残りは（一社）日本卸電力取引

所（JEPX）（東京）に回す【北海道新聞：2020/12/04、JFE エ

ンジニアリング（株）：2020/12/07】 

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/488472 

https://www.jfe-eng.co.jp/news/2020/20201207.html 

 

■富山県南砺市と SDGs(持続可能な開発目標)の推進に関する

連携協定を締結している（公社）となみ青年会議所（富山）が、

協定に基づく取組の一環として、SDGs 未来都市・南砺市の魅力

を体感できるオンラインツアー動画｢ナントリップ！｣と｢デジ

タルパンフレット｣を作成。南砺市の SDGs に関する取り組みを

知ってもらい、コロナ禍の今は現地を訪れることが出来なくて

も、いつか南砺を訪れてもらうきっかけ作りになれば、と企画。

動画には県内でも活躍しているお笑いコンビ「コンパス」とJCC 

GIRLS の想及さんが出演し、SDGs 未来都市に選定されている南

砺市の魅力的なスポットを楽しく紹介。動画の中には、南砺森

林資源利用協同組合が運営する工場で、木質ペレットが製造さ

れている様子も紹介されている。下記サイトより閲覧可【南砺

市、（公社）となみ青年会議所：2020/12/08】 

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

sypher/www/info/detail.jsp?id=23118 

http://www.tonamijc.or.jp/2020/12/post-3121/ 

 

■（株）小学館（東京）が発行するトレンドマガジン

「DIME」のサイト、「おしゃれストーブ 4 選」の一つとして

（株）山本製作所（山形）の「OU」を紹介。「手軽に本物の炎

が楽しめるスタイリッシュな木質ペレットストーブ」として

紹介されている【＠DIME：2020/12/10】 

https://dime.jp/genre/1036999/ 

 

■石油資源開発（株）（東京）、山口県下関市におけるバイオ

マス発電所の建設計画を中心とする「長府バイオマス発電プ

ロジェクト」の事業化検討へ参画することを決定。同プロジ

ェクトは、山口大学発ベンチャーの（株）MOT 総合研究所が

企画し検討を進めてきたもの。11 月 9 日には MOT 総研が、

事業推進主体となる特別目的会社（SPC）として長府バイオパ

ワー合同会社（山口）を設立し、2021 年の最終意思決定に向

けた検討や手続きなどを進めている。計画している発電所

は、山口県下関市長府扇町を建設予定地とし、出力規模が約

74,950kW。木質ペレットを主体とする FIT 適合認証取得燃料

を使用する計画。年内に下関市と事業主体間の公害防止協定

締結する予定で、2021 年に発電所建設最終意思決定を行い、

2022 年に発電所着工、2024 年に発電所営業運転開始の予定

【石油資源開発（株）：2020/12/11】 

https://www.japex.co.jp/newsrelease/pdfdocs/JAPEX2020121

1_ChofuBiomassParticipate_j.pdf 

 

■（株）三井 E&S エンジニアリング（東京）、伊藤忠商事

（株）（東京）、大阪ガス（株）（大阪）の三社が共同出資（伊

藤忠 39%、大阪ガス 39%、三井 E＆S エンジニアリングが

22%）する市原バイオマス発電（株）(千葉)が、12 月 17 日付

で商業運転を開始。同発電所は千葉県市原市の三井 E&S ホー

ルディングス千葉事業場内に位置し、燃料に木質ペレットお

よび PKS を使用する。発電容量は 49.9MW、年間想定発電量

は一般家庭約 12 万世帯の年間消費電力量相当の約 3.5 億

https://estate.nikkan.co.jp/news/2020/12/6k26ifhccftihmdh
https://www.rim-intelligence.co.jp/news/rre/1671001.html
https://hibikinada.energy-park.jp/files/pdf/20201013.pdf
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/488472
https://www.jfe-eng.co.jp/news/2020/20201207.html
https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=23118
https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=23118
http://www.tonamijc.or.jp/2020/12/post-3121/
https://dime.jp/genre/1036999/
https://www.japex.co.jp/newsrelease/pdfdocs/JAPEX20201211_ChofuBiomassParticipate_j.pdf
https://www.japex.co.jp/newsrelease/pdfdocs/JAPEX20201211_ChofuBiomassParticipate_j.pdf
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kWh。三井 E&S エンジニアリングが施工し、伊藤忠商事が燃

料を供給、そこに大阪ガスの発電所運営の知見を組み合わ

せ、安定的な発電所運営を行っていくとしている【（株）三井

E&S エンジニアリング：2020/12/17】 

https://www.mes.co.jp/press/2020/uploads/20201217.pdf 

 

■韓国の斗山重工業のベトナム法人「斗山ビナ」が、千葉県

袖ケ浦市で建設が進む日本最大級のバイオマス発電所向け

に、循環流動床ボイラ（FBHE）を輸出したと発表。同発電所

は大阪ガス（株）（大阪）と大阪ガス 100%子会社である

（株）ガスアンドパワー（大阪）が 2018 年 7 月 31 日に事業

化を発表。ガスアンドパワー100％出資の「袖ケ浦バイオマス

発電（株）」が事業運営会社。千代田化工建設（株）が発電所

建設に係る設計・調達・建設・試運転（EPC）業務を受注して

おり、発電所（発電容量 7.5 万 kW）は旭化成（株）千葉工場

内（千葉県袖ケ浦市）に建設し、近隣の日本燐酸（株）事業

所内に木質ペレットの貯蔵サイロを建設している。運転開始

は 2022 年 7 月の予定【NNA ASIA：2020/12/18、大阪ガス

（株）：2018/07/31、千代田化工建設（株）：2018/08/14】 

https://www.nna.jp/news/show/2130162 

https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr_2018/127247

3_37838.html 

https://www.chiyodacorp.com/media/180814.pdf 

 

 

３．イベント情報（国内）                                               

 

 

◎：木質ペレット燃料、ストーブ、ボイラの関連イベント 

 

■全国森林組合連合会「林業経営力強化シンポジウム～林業

経営体の経営力強化に向けた経営層の役割～」 

2020 年 1 月 13 日（水） 

アットビジネスセンターPREMIUM 新大阪 905 号室（大阪） 

http://www.zenmori.org/topics/379_list_detail.html 

 

■NPO 法人バイオマス産業社会ネットワークシンポジウム

「再生可能エネルギー熱の普及拡大に向けて」 

2021 年 1 月 15 日（金） 

日比谷図書館大ホール（東京都千代田区）およびオンライン 

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

 

■（株）新社会システム総合研究所「省エネルギー・新エネ

ルギー関連の重点施策と令和３年度概算要求」 

2021 年 1 月 18 日 (月) 

アーカイブ配信 

https://www.bc-

seminar.jp/fdi?p=MjAxMDIwMDAwLDAwMDAwNjIwMw== 

 

■（株）新社会システム総合研究所「脱炭素・再エネをめぐ

る環境の変化と発電・小売ビジネスにおいてとるべき対応」 

2021 年 1 月 19 日（火） 

紀尾井フォーラム（東京都千代田区）/ライブ配信/アーカイ

ブ配信 

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?gpage=21018 

 

■（一社）日本エネルギー学会バイオマス部会「第 16 回バイ

オマス科学会議」 

2021 年 1 月 20 日（水）～21 日（木） 

オンライン開催 

https://www.jie.or.jp/publics/index/732/ 

 

■NPO 法人農都会議勉強会「バイオ炭のカーボン貯留とＪ-ク

レジット取引～2050 年 GHG ゼロに向けて、カーボンマイナ

ス効果を考える～」 

2021 年 1 月 25 日（月） 

オンライン開催 

https://blog.canpan.info/bioenergy/archive/332 

 

■スマート林業構築普及展開事業共同企業体「令和２(2020)

年度 マッチングミーティング【中部近畿ブロック】」 

2021 年 1 月 22 日（金） 

※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。 

 

https://www.mes.co.jp/press/2020/uploads/20201217.pdf
https://www.nna.jp/news/show/2130162
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr_2018/1272473_37838.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr_2018/1272473_37838.html
https://www.chiyodacorp.com/media/180814.pdf
http://www.zenmori.org/topics/379_list_detail.html
https://www.npobin.net/apply/
https://www.bc-seminar.jp/fdi?p=MjAxMDIwMDAwLDAwMDAwNjIwMw
https://www.bc-seminar.jp/fdi?p=MjAxMDIwMDAwLDAwMDAwNjIwMw
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?gpage=21018
https://www.jie.or.jp/publics/index/732/
https://blog.canpan.info/bioenergy/archive/332


8 

 

YouTube による Live 配信 

http://www.jafta.or.jp/contents/jigyo_consulting/11_list_detail.ht

ml#3 

 

■（一財）新エネルギー財団「令和 2 年度『新エネ大賞』表

彰式」 

2021 年 1 月 26 日（火） 

日本記者クラブ （日本プレスセンタービル 10 階ホール

ABC）（東京都千代田区） 

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

 

■千葉県「もくネットちば木材活用シンポジウム in 市川～ち

ばの木を活用する『まちづくり』～」 

2021 年 1 月 29 日（金） 

山崎製パン企業年金基金会館（千葉県市川市） 

https://www.pref.chiba.lg.jp/shinrin/mokuzai/2020symposium.ht

ml 

 

■スマート林業構築普及展開事業共同企業体「令和２(2020)

年度 マッチングミーティング【西日本ブロック】」 

2021 年 1 月 29 日（金） 

YouTube による Live 配信 

http://www.jafta.or.jp/contents/jigyo_consulting/11_list_detail.ht

ml#3 

 

■NPO 法人農都会議、他『地域型バイオマスフォーラム 第 2

回地域のバイオマス事業化に向けて―地産地消のバイオマス

エネルギー・熱利用をビジネスにする―』 

2021 年 2 月 15 日（月） 

オンライン(Zoom 利用）及び馬事畜産会館 2F 会議室（東京） 

https://peatix.com/event/1746608/view 

 

■NPO 法人農都会議「バイオマスアカデミー久慈出前講座～

岩手県バイオマス熱利用の実態と今後の展開～」 

2021 年 2 月 18 日（木）～19 日（金） 

岩手県久慈市平庭山荘（岩手県久慈市） 

https://blog.canpan.info/bioenergy/archive/334 

 

■スマート林業構築普及展開事業共同企業体「令和２(2020)

年度 マッチングミーティング【東日本ブロック】」、報告会 

2021 年 2 月 19 日（金） 

YouTube による Live 配信 

http://www.jafta.or.jp/contents/jigyo_consulting/11_list_detail.ht

ml#3 

 

◎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/ 

 

■日報ビジネス（株）「2021 NEW 環境展」「2021 地球温暖化

防止展」 

2021 年 3 月 17 日（水）～19 日(金) 

東京ビッグサイト（東京都江東区） 

https://www.nippo.co.jp/n-expo021/ 

 

■（一社）日本森林学会「第 132 回日本森林学会大会」 

2021 年 3 月 19 日（金）～23 日（火）※22 日は除く 

オンライン 

https://www.forestry.jp/ 

 

◎12th Biomass Pellet Trade & Power Summit 

2021 年 5 月 17 日（月）～20 日（木） 

東京 

https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=210501& 

 

■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 

 

■（公社）国土緑化推進機構、島根県「第 71 回全国植樹祭」 

2021 年 5 月 30 日（日） 

大田市三瓶山北の原（島根県） 

https://www.syokujusai-shimane2020.jp/news/2020/08/71-

71-330.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

http://www.jafta.or.jp/contents/jigyo_consulting/11_list_detail.html#3
http://www.jafta.or.jp/contents/jigyo_consulting/11_list_detail.html#3
https://www.nef.or.jp/award/boshu/boshu_r02.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/shinrin/mokuzai/2020symposium.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/shinrin/mokuzai/2020symposium.html
http://www.jafta.or.jp/contents/jigyo_consulting/11_list_detail.html#3
http://www.jafta.or.jp/contents/jigyo_consulting/11_list_detail.html#3
https://peatix.com/event/1746608/view
https://blog.canpan.info/bioenergy/archive/334
http://www.jafta.or.jp/contents/jigyo_consulting/11_list_detail.html#3
http://www.jafta.or.jp/contents/jigyo_consulting/11_list_detail.html#3
https://www.bm-expo.jp/
https://www.nippo.co.jp/n-expo021/
https://www.forestry.jp/
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=210501&
https://isap2020-phycology.org/index.html
https://www.syokujusai-shimane2020.jp/news/2020/08/71-71-330.html
https://www.syokujusai-shimane2020.jp/news/2020/08/71-71-330.html
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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 

 

■第 44 回全国育樹祭北海道実行委員会「第 44 回全国育樹

祭」 

2021 年 10 月 9 日（土）～10 日 10 日（日） 

北海道苫小牧市 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/zij/index.htm 

 

■（一社）林業機械化協会「2021 森林･林業･環境機械展示実

演会」 

2021 年 10 月 10 日（日）～11 日（月） 

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】 

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 

 

◎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】 

2023 年 3 月 1 日（水）～3 日（金） 

東京ビッグサイト（東京都江東区） 

https://www.bm-expo.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」【関西展】 

2023 年 9 月 27 日（水）～29 日（金） 

インテックス大阪（大阪府大阪市） 

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

 

４．イベント情報（海外）                                               

 

■Fuels of The Future 2021 

2021 年 1 月 18 日（月）～22 日（金） 

オンライン 

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

future.com/en#:~:text=The%20motto%20of%20the%20congress,e

vent%20consists%20of%20three%20sessions. 

 

■VALUE of BIOGASS 

2021 年 1 月 19 日（火）～21 日（木） 

バーチャル会議 

https://biogasassociation.ca/vob2021 

 

◎Nordic Pellets Conference 2021 

2021 年 1 月 27 日（水） 

オンライン（Zoom） 

https://www.svebio.se/en/evenemang/nordic-pellets-

conference-2021/ 

 

■POWERGEN INDIA 

2021 年 1 月 27 日（水）～30 日（土） 

バーチャル 

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

 

■6th Biomass Trade & Power Europe 

2021 年 2 月 3 日(水)～4 日(木) 

コペンハーゲン（デンマーク） 

https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=210202& 

 

■Lignofuels 2021  

2021 年 2 月 10 日（水）～11 日（木） 

ヘルシンキ（フィンランド） 

https://www.wplgroup.com/aci/event/lignocellulosic-fuel-

conference-europe/ 

 

https://www.bm-expo.jp/ja-jp.html
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/zij/index.htm
https://www.rinkikyo.or.jp/
https://www.bm-expo.jp/ja-jp.html
https://www.bm-expo.jp/ja-jp.html
https://www.bm-expo.jp/
https://www.bm-expo.jp/
https://www.fuels-of-the-future.com/en#:~:text=The%20motto%20of%20the%20congress,event%20consists%20of%20three%20sessions
https://www.fuels-of-the-future.com/en#:~:text=The%20motto%20of%20the%20congress,event%20consists%20of%20three%20sessions
https://www.fuels-of-the-future.com/en#:~:text=The%20motto%20of%20the%20congress,event%20consists%20of%20three%20sessions
https://biogasassociation.ca/vob2021
https://www.svebio.se/en/evenemang/nordic-pellets-conference-2021/
https://www.svebio.se/en/evenemang/nordic-pellets-conference-2021/
https://www.powergen-india.com/
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=210202&
https://www.wplgroup.com/aci/event/lignocellulosic-fuel-conference-europe/
https://www.wplgroup.com/aci/event/lignocellulosic-fuel-conference-europe/
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■ADBA National Conference  

2021 年 2 月 16 日（火）～17 日（水） 

バーチャル 

https://adbioresources.org/events/adba-national-conference/ 

 

◎14th annual International Biomass Conference & Expo 2021 

2021 年 3 月 15 日（月）～17 日（水） 

バーチャル 

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

eId=The_Conference 

 

■14th BioPlastics Market 

2021 年 3 月 16 日（火）～17 日（水） 

バンコク（タイ） 

https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=200311& 

 

■bio360 

2021 年 3 月 24 日（水）～25 日（木） 

ナント（フランス） 

https://www.bio-360.com/en/ 

 

■ 7th International Conference on Renewable Energy Gas 

Technology, REGATEC 2020 

2021 年 4 月 14 日（水）～15 日（木） 

ヴァイマール（ドイツ） 

http://regatec.org/ 

 

■FORST live 2021 

2021 年 4 月 16 日（金）～18 日（日） 

オッフェンブルク（ドイツ） 

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

 

■The 12th PALMEX Indonesia 2021 

2021 年 4 月 20 日（火）～22 日（木） 

メダン（インドネシア） 

http://palmoilexpo.com/ 

 

■10th European Algae Industry Summit 

2021 年 4 月 21 日（水）～22 日（木） 

レイキャビク（アイスランド） 

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

industry-summit/ 

 

■29th Enropean Biomass Conference & exhibition EUBCE 2021 

2021 年 4 月 26 日（月）～29 日（木） 

オンライン/マルセイユ（フランス） 

https://www.eubce.com/ 

  

■Value of Biogas 

2021 年 4 月 27 日（火）～29 日（木） 

バーチャル会議 

https://biogasassociation.ca/vob2021/ 

 

■GASIFICATION SUMMIT 2021 

2021 年 5 月 5 日（水）～6 日（木） 

リヨン（フランス） 

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

 

■BBEST 2020 

2021 年 5 月 24 日（月）～26 日（水） 

サンパウロ（ブラジル） 

http://bbest-biofuture.org/v2/ 

 

■Biomass PowerON 2021 

2021 年 5 月 25 日（火）～26 日（水） 

コペンハーゲン（デンマーク） 

https://fortesmedia.com/biomass-poweron-

2021,4,en,2,1,12.html 

 

◎13th Biofuels International Conference & Expo 

2021 年 6 月 15 日（火）～16 日（水） 

ブリュッセル（ベルギー） 

https://www.biofuels-

news.com/conference/biofuels/biofuels_index_2021.php 

 

◎International Biomass CONGRESS & EXPO 

2021 年 6 月 15 日（火）～16 日（水） 

ブリュッセル（ベルギー） 

https://www.biofuels-

news.com/conference/biofuels/biofuels_index_2021.php 

https://adbioresources.org/events/adba-national-conference/
http://www.biomassconference.com/ema/DisplayPage.aspx?pageId=The_Conference
http://www.biomassconference.com/ema/DisplayPage.aspx?pageId=The_Conference
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=200311&
https://www.bio-360.com/en/
http://regatec.org/
https://www.forst-live.de/en/forst-live-en
http://palmoilexpo.com/
https://www.wplgroup.com/aci/event/european-algae-industry-summit/
https://www.wplgroup.com/aci/event/european-algae-industry-summit/
https://www.eubce.com/
https://biogasassociation.ca/vob2021/
https://www.wplgroup.com/aci/event/gasification/
http://bbest-biofuture.org/v2/
https://fortesmedia.com/biomass-poweron-2021,4,en,2,1,12.html
https://fortesmedia.com/biomass-poweron-2021,4,en,2,1,12.html
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■International Biogas Congress & Expo 

2021 年 6 月 15 日（火）～16 日（水） 

ブリュッセル（ベルギー） 

https://www.biofuels-

news.com/conference/biofuels/biofuels_index_2021.php 

 

■World Sustainable Energy Days 

2021 年 6 月 21 日（月）～25 日（金） 

ヴェルス（オーストリア）/オンライン 

https://www.wsed.at/ 

 

◎European Pellet Conference 2021 

2021 年 6 月 22 日（火） 

ウェルス（オーストリア）/オンライン 

https://www.wsed.at/european-pellet-conference 

 

■ALL-ENERGY Exhibition and Conference 2021 

2021 年 8 月 18 日（水）～19 日（木） 

グラスゴー（イギリス） 

https://www.all-energy.co.uk/en-gb.html 

 

■EXPO BIOMASA 

2021 年 9 月 21 日（火）～23 日（木） 

バリャドリッド（スペイン） 

https://www.expobiomasa.com/en/salon-gas-renovable 

 

■RWM & Future Resource 2021 

2021 年 9 月 22 日（水）～23 日（木） 

バーミンガム（UK） 

https://www.rwmexhibition.com/ 

 

■Progress in Biogas V  

2021 年 9 月 22 日（水）～24 日（金） 

シュトゥットガルト（ドイツ） 

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

 

■16th International Conference BIOMASS for ENERGY  

2021 年 9 月 

キエフ（ウクライナ） 

https://uabioconf.org/en/ 

 

■FUTURE OF BIOGASS EUROPE 2021 

2021 年 10 月 27 日（水）～28 日（木） 

ベルリン（ドイツ） 

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

 

■POWERGEN INDIA 

2021 年 10 月 27 日（水）～29 日（金） 

ニューデリー（インド） 

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

 

■17th Carbon Dioxide Utilisation Summit 

2021 年 10 月 27 日（水）～28 日（木） 

ブリュッセル（ベルギー） 

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

 

■European Biomass to Power Conference 

2021 年 11 月 17 日（木）～18 日（金） 

マンチェスター（UK） 

https://www.wplgroup.com/aci/event/european-biomass-to-

power/ 

 

■Elmia Wood  

2022 年 6 月 2 日（木）～4 日（土） 

ヴァガリード（スウェーデン） 

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

 

５．公募等情報（締切順）                                              

 

■NEDO 2020 年度「NEDO 先導研究プログラム／新技術先導

研究プログラム」に係る追加公募について 

募集期間 2020 年 12 月 4 日（金）～2021 年 1 月 13 日（水） 

https://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100270.html 

■神奈川県川崎市「市内事業者エコ化支援事業」 

募集期間 ～2021 年 1 月 15 日（金） 

http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000116071.html 

 

https://www.wsed.at/
https://www.wsed.at/european-pellet-conference
https://www.all-energy.co.uk/en-gb.html
https://www.expobiomasa.com/en/salon-gas-renovable
https://www.rwmexhibition.com/
https://ibbk-biogas.com/schedule/progress-in-biogas/
https://uabioconf.org/en/
https://www.wplgroup.com/aci/event/future-biogas-europe/
https://www.powergen-india.com/
https://www.wplgroup.com/aci/event/co2/
https://www.wplgroup.com/aci/event/european-biomass-to-power/
https://www.wplgroup.com/aci/event/european-biomass-to-power/
https://www.elmia.se/en/wood/
https://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100270.html
http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000116071.html
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■埼玉県本庄市「本庄市事業所用エネルギーシステム導入事業

補助金」 

受付開始 2020 年 4 月 1 日（水）※2021 年 2 月 26 日(金)ま

でに実績報告書が提出できるよう申請 

http://www.city.honjo.lg.jp/business_sangyo/kigyoyuchi/13963

33634935.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 2021 年 2 月 26 日（金） 

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/energy/bount

y/Incentivefee.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 2020 年年４月 1 日（水）～2021 年 2 月 28 日（日） 

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

 

■鳥取県「鳥取県再生可能エネルギー発電事業支援補助金」 

募集期間 2020 年年４月 1 日（水）～2021 年 2 月 28 日（日） 

https://www.pref.tottori.lg.jp/204033.htm 

 

■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」 

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「地産地消型再エネ増強プロジェクト」 

申請受付期間 2020 年 8 月 3 日（月）～2021 年 3 月 31 日

（水） 

https://www.tokyo-co2down.jp/company/subsidy/chisan-

zokyo/index.html 

 

■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 

 

■静岡県富士市「令和２年度中小企業者温暖化対策事業費補助

金」 

受付期間 2021 年 3 月末 

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/sp/kurashi/c0903/rn2ola0000

00cn7d.html 

 

■東京都「「地産地消型再エネ増強プロジェクト事業」」 

申請期間 2020 年 8 月 3 日（月）～2021 年 3 月 31 日（水） 

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/

08/03/11.html 

 

■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 

 

■北海道「林業 ･木材産業改善資金」 

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

 

http://www.city.honjo.lg.jp/business_sangyo/kigyoyuchi/1396333634935.html
http://www.city.honjo.lg.jp/business_sangyo/kigyoyuchi/1396333634935.html
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/energy/bounty/Incentivefee.html
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/energy/bounty/Incentivefee.html
https://www.pref.tottori.lg.jp/195435.htm
https://www.pref.tottori.lg.jp/204033.htm
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.tokyo-co2down.jp/company/subsidy/chisan-zokyo/index.html
https://www.tokyo-co2down.jp/company/subsidy/chisan-zokyo/index.html
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
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/sp/kurashi/c0903/rn2ola000000cn7d.html
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/sp/kurashi/c0903/rn2ola000000cn7d.html
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/08/03/11.html
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/08/03/11.html
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.hokkaido.lg.jp/sr/rrm/kaizennshikinn.pdf
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■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.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

