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Pellet Club JAPAN 月刊ニュース（2021 年 2 月号） 

 

発行元：ペレットクラブ 

                                              発行日：2021 年 2 月 27 日 

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

 

■三菱化工機（株）（神奈川）、微細藻類のバイオマス生産に

関わる装置の開発を進めるため、同社川崎製作所構内に都市

型藻類バイオマス生産を想定したガラス管式閉鎖系フォトバ

イオリアクターを設置し、微細藻類培養の実証試験を開始。

都市部のビルや工場でも微細藻類を培養できる都市型バイオ

マス生産装置で、飛来物対策や免震構造を取り入れた自立性

の高いオリジナルのリアクターフレームを開発し、近年毎年

のように発生する大型台風、地震などへの対策も考慮してい

る。今後はこのフォトバイオリアクターにより、都市型バイ

オマス生産プロセス技術の開発や国内・東南アジア地域に適

した培養装置開発、微細藻類に関わる様々な生産工程の機

器・装置開発を加速させていく考え。さらに今回の実証試験

では、隣接設置されている同社製品の小型水素製造装置

「HyGeia（ハイジェイア）」が都市ガスから水素を製造する際

排出する CO２を、リアクターへ直接投入して微細藻類の培養

を行う実証試験も予定。カーボンリサイクル技術モデルとし

て構築する【三菱化工機（株）：2021/01/14】 

http://www.kakoki.co.jp/news/pdf/p210114.pdf 

 

■JR 西日本の投資子会社、（株）JR 西日本イノベーションズ

（大阪）が、シン・エナジー（株）（兵庫）の発行済み株式の

一部を取得し、資本提携。金額は非公表だが数億円とみられ

る。提携により JR 西日本エリア内でのバイオマス発電の誘致

や開発等を進める。将来的にはバイオマス発電などの再生可

能エネルギーを特定の地域で融通する地産地消型の取り組み

ができないか両社で検討を進める【日本経済新聞：

2021/01/19、シン・エナジー（株）：2021/01/19】 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOHD196JC0Z10C21A10

00000/ 

https://www.symenergy.co.jp/news/20210119-5767.html 

 

■バイデン米大統領、1 月 20 日にホワイトハウスで温暖化対

策の国際的枠組み「パリ協定」に復帰する大統領令に署名。

国連に通知し、30 日後に正式に再び加盟国に。2015 年に採

択されたパリ協定は産業革命からの気温上昇を 2 度未満にと

どめるなどの目標を実現するため、参加国がそれぞれ温暖化

ガスの排出量を減らす枠組み。トランプ前政権が米国の負担

が不公正だとして 2020 年 11 月 4 日に脱退していた【日本経

済新聞：2020/01/21】 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN210N10R20C21A10

00000/ 

 

■スイス連邦工科大学ローザンヌ校（スイス）エネルギー材

料グループ（GEM）の科学者チームが、地域で利用可能なバ

イオマス資源を最大限有効活用するための、エネルギー最適

化アプローチを開発。EU が資金提供する研究プロジェクト

「Waste2Grids project」として 2 年間にわたって実施。GEM

はガス化プロセスを利用してバイオマスから生成した電気を

メタンにして貯蔵し(Power2Gas)、さらにメタンを電気に戻す

技術を専門としている。そこで、1MW～100MW で稼働するバ

イオマスプラントにおいて、電力需要がある場合は電力を供

給し、無い場合は水素およびメタンを生成して天然ガスグリ

ッドに注入するといった複合モードの最適な構成を特定する

ことを目的に、デンマークとイタリアの 2 か国でアプローチ

を適用して検証。双方の地域で必要な送電量、バイオマスの

種類や地域で利用可能か等を評価。電気とガスの生産を円滑

に切り替えることができる唯一の技術である、可逆型固体酸

化物形燃料電池を使用することとし、より多くの再生可能エ

ネルギーを利用する、効果的なグリッドバランシングアプロ

ーチを開発した。GEM が提案するシステム構成は、気象条件

に左右される太陽光パネルや風力発電所等の地域の再生可能

エネルギーシステムと組み合わせて発電のギャップをカバー

するのに特に有効で、地域の既存の電力網およびガスパイプ

ラインに地域バイオマス利用を加えることで電力とガスの供

給ネットワークの最適化や電力の安定供給が保証されるとし

ている【TECHABLE：2021/01/22】 

https://techable.jp/archives/146798 

 

http://www.kakoki.co.jp/news/pdf/p210114.pdf
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOHD196JC0Z10C21A1000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOHD196JC0Z10C21A1000000/
https://www.symenergy.co.jp/news/20210119-5767.html
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN210N10R20C21A1000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN210N10R20C21A1000000/
https://techable.jp/archives/146798
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■経産省、1 月 22 日に第 67 回調達価格等算定委員会を開

催。事務局から提示された「令和 3 年度以降の調達価格等に

関する意見（案）」および「令和 3 年度以降（2021 年度以

降）の調達価格等についての委員長案」について意見交換。

当日委員から出された意見を踏まえ、事務局が追記や表現の

適性化を行い、1 月 27 日に「令和 3 年度以降の調達価格等に

関する意見」を同省サイトで公表【経産省：2021/01/22、

2021/01/27】 

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/067.html 

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/20210127_report.html 

 

■マルハニチロ（株）（東京）、冷凍食品を生産する同社大江

工場（山形県大江町）にバイオマス発電導入へ。7 億円を投じ

て 3 月までに稼働させる。発電能力は 150kWh で、冷凍食品

加工時に発生する野菜の切れ端や麺類の不良品などを発酵さ

せ、発生したメタンガスを燃やして発電.する。同工場の CO2

排出量を 700t/年減らす見込み【日本経済新聞：

2021/01/23】 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ19E0L0Z10C21A10

00000/ 

 

■大阪ガス（株）（大阪）、（一財）石炭エネルギーセンター

（東京、以下「JCOAL」）と共同で、ケミカルルーピング燃焼

技術の研究開発に着手。同事業は 2020 年 11 月に NEDO（神

奈川）の委託事業に採択されたもので、2021 年 1 月に NEDO

と本委託事業に関する業務委託契約書を締結。ケミカルルー

ピング燃焼技術は、石炭やバイオマスなどの燃料を空気中の

酸素を用いずに、酸化鉄などの金属酸化物中の酸素を使って

燃焼させる技術。容易に高純度の CO2を分離・回収できるだ

けでなく、燃料との反応により一部の酸素を失った金属酸化

物が空気と反応して発電用蒸気に利用できる高温熱と、水と

反応して水素を生成することが可能。同委託事業では要素技

術開発と 300 kW 規模の試験装置でのプロセス実証に 2024 年

度末まで取り組む。大阪ガスはプロセス最適化検討、装置制

御方法確立に向けた実験データ取得、バイオマス利用の事業

性検討、300 kW 試験装置の実証実験を担当し、JCOAL は反応

特性把握に向けた実験データ取得、石炭利用の事業性検討、

300 kW 試験装置の設計・製作・実証実験を担当する。Daigas

グループは、事業の成果をもとに、バイオマス燃料から水

素・電力・CO2を製造するプラントの商用化を目指す【大阪ガ

ス（株）：2021/01/25】 

https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2021/1291455

_46446.html 

 

■食品廃棄物等産業廃棄物のリサイクルを行う（株）リヴァ

ックス（兵庫）、兵庫県西宮市鳴尾浜にバイオガス発電プラン

トの建設を計画。阪神間を中心とした近畿圏の産業廃棄物約

70t/日を原料に、約 3,400MWh/年(約 1 千世帯分)の電気をつ

くり出し、FIT 制度を活用して関西電力送配電(株)（大阪）に

売電する計画。都市近郊での大規模バイオガス発電プラント

は珍しく、京阪神では最大規模の試み。設計･施工はシン･エナ

ジー（株）（兵庫）が行う。2022 年 7 月より原料投入を開始

し、2023 年 1 月から本稼働の予定【（株）リヴァックス：

2021/01/25】 

https://www.revacs.com/1776/ 

 

■佐賀県佐賀市、1 月 25 日に開催した市議会バイオマス産業

都市調査特別委員会の場で、市清掃工場周辺に（株）佐電工

（同市）が経営する園芸事業者「（株）本庄ファーム」（同

市）が進出することを明らかに。35a の敷地でイチゴの施設

園芸事業に取り組む計画。近隣には藻類培養を行う（株）ア

ルビータ（佐賀）、キュウリの多収栽培に取り組む国内最大級

の実証施設「ゆめファーム全農 SAGA」（佐賀）、グリーンラボ

（株）（福岡）のバジル生産拠点がある。佐賀市は「バイオマ

ス産業都市さが」を進める重点プロジェクトとして、清掃工

場の排ガスから CO2を分離回収する設備を整備しており、ア

ルビータ等を清掃工場とパイプラインでつなぎ、光合成を促

す CO２を提供している。本庄ファームは 2 月から造成し、6

月完成を目指す【佐賀新聞 LiVE：2021/01/26】 

https://www.saga-s.co.jp/articles/-/626162 

 

■阪和興業（株）（大阪）、PKS の第三者認証取得のサポート

事業を展開へ。同社と認証サービスを提供する（株）Control 

Union Japan（東京）が共同で開催したウェビナーで明らか

に。阪和興業は PKS の第三者認証制度として現行の FIT 制度

で認められている RSB 認証と、2021 年度に新たに追加される

可能性の高い GGL 認証を取得済み。自社が取得したノウハウ

を活かし、2 月中に、申請から内部監査に必要な書面の準備や

現地のトレーニングなどを日本語でサポートする事業の開始

を目指す。RSB、GGL 両認証制度の審査は Control Union Japan

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/067.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/20210127_report.html
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ19E0L0Z10C21A1000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ19E0L0Z10C21A1000000/
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2021/1291455_46446.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2021/1291455_46446.html
https://www.revacs.com/1776/
https://www.saga-s.co.jp/articles/-/626162
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が担う【リム情報開発（株）：2021/01/26】 

https://www.rim-intelligence.co.jp/news/rre/1675005.html 

 

■長崎県対馬市と九州電力（株）福岡支店が 1 月 25 日に国連

が推進する SDGｓ（持続可能な開発目標）に関する包括連携

協定を締結。協定では島内における産業振興や防災、バイオ

マスや洋上風力など再生可能エネルギー開発に関する協力な

どが挙げられている。実施時期や方法などは今後協議する予

定【産経新聞：2021/01/26】 

https://www.sankei.com/region/news/210126/rgn210126000

3-n1.html 

 

■EU の 2020 年の発電量、初めて再生可能エネルギーが化石

燃料を逆転。シンクタンクの独アゴラ・エナギーヴェンデと

英エンバーが 1 月 25 日に共同で発表。EU の 2020 年の総発

電量は 2,760TWｈで前年より 4%減。そのうち再エネ電力は風

力、太陽光によるものが増え、8%増の 1,054TWh だった。一

方、化石燃料による発電量は 10%減の 1,020TWh。なかでも

CO2排出量の多い石炭から、再エネ等を優先する動きが広がっ

たため、石炭火力は 20%減少。石炭火力は 5 年間でシェアが

半減した。国別ではドイツとスペインで初めて再生可能エネ

ルギーが化石燃料を上回った。再エネ発電の比率が最も高か

ったのはオーストリアで 79%。以下、デンマーク（78%）、ス

ウェーデン（68%）と続いた【日本経済新聞：2021/01/26】 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR25BV40V20C21A10

00000/ 

 

■高知県高岡郡日高村で、建築材に向かない曲がった木など

を小規模林家から買い取る「木の駅ひだか」の活動が定着。

木の駅ひだかは、自伐型林業を全国に広めている NPO 法人

「土佐の森・救援隊」（高知）が低質材の出荷先にと 2012 年

に開所。買い取った木を薪にするボランティアには地域通貨

券が支払われ、山間地の経済循環に生かされる仕組み。取り

組みは国土交通省の 2020 年度の「地域づくり表彰」を受賞

【高知新聞：2021/01/26】 

https://www.kochinews.co.jp/article/430517/ 

 

■（株）エイチ・アイ・エス（東京、以下「HIS」）関連会社の

H.I.S. SUPER 電力(株)（東京）が宮城県角田市梶賀に整備した

バイオマス発電所「HIS 角田バイオマスパーク」が完成し、営

業運転を開始。H.I.S SUPER 電力は HIS がテーマパーク運営子

会社ハウステンボス（長崎）と共同で 2017 年に設立。発電所

は 2017 年 8 月に着工し、昨年秋に試運転を始めていた。

9,789kW のディーゼルエンジン発電機 4 台で発電し、さらに

その排熱を利用して 1,940kW の蒸気タービンでも発電を行う

日本初のパーム油を燃料としたコンバインドサイクル発電所

（総出力 41,100kW）。推定年間発電量は一般家庭 9 万 2,000

世帯分に当たる 350GWh。全量を東北電力（株）（宮城）に売

電する。燃料のパーム油はマレーシアやインドネシア産で、

持続可能性基準に適合した RSPO のセグリゲーション（SG）

方式の認証油のみを使用【河北新報：2021/01/27、H.I.S. 

SUPER 電力（株）】 

https://kahoku.news/articles/20210126khn000049.html 

https://www.his-power.jp/ 

 

■ツーバイフォー住宅用パネル製造の（株）ユニックス（熊

本）、廃棄物リサイクルの（株）石崎商店（同）と共同で熊本

県菊池市泗水町に木質バイオマス発電所を建設へ。ユニック

スの所有地約 2.8ha にタービン建屋や木質チップの加工場、貯

蔵庫などを建設。名称は「菊池バイオマス発電所」。農山漁村

再生可能エネルギー法に基づく菊池市の基本計画で「地域資

源バイオマス発電設備」の認定を受け、国産材専焼の発電を

行う。燃料は未利用の間伐材や建築廃材等を使う計画で、阿

蘇や菊池以外に県外の宮崎、大分から調達する。発電出力は

6,250kW、FIT 制度を通じて一般家庭約 1 万 4,000 世帯分相当

の 4,435 万 kWh を売電する。年間の売電収入は約 12 億円の

見込み。ユニックスは発電事業への参入で事業の多角化と森

林資源の有効利用を図りたい考え。既に木質バイオマス発電

を手掛けている石崎商店と事業会社「九州再生エナジー

（株）」（熊本）を設立済みで、建設資金調達では（株）肥後

銀行（熊本）がアレンジャー（幹事金融機関）となり、商工

組合中央金庫、（株）佐賀銀行（佐賀）、熊本第一信用金庫

（熊本）と共同で総額 35 億円のシンジケートローンを組んで

いる。建設工事は 3 月 1 日着工、2022 年 3 月末完成予定で 4

月稼働を目指す【くまもと経済：2021/01/26、熊本日日新

聞：2021/01/27】 

http://www.kumamoto-

keizai.co.jp/content/asp/dejikame/dejikame_detail.asp?PageID=2

0&Knum=21270&PageType=top1 

https://kumanichi.com/news/id87662 

https://www.rim-intelligence.co.jp/news/rre/1675005.html
https://www.sankei.com/region/news/210126/rgn2101260003-n1.html
https://www.sankei.com/region/news/210126/rgn2101260003-n1.html
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR25BV40V20C21A1000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR25BV40V20C21A1000000/
https://www.kochinews.co.jp/article/430517/
https://kahoku.news/articles/20210126khn000049.html
https://www.his-power.jp/
http://www.kumamoto-keizai.co.jp/content/asp/dejikame/dejikame_detail.asp?PageID=20&Knum=21270&PageType=top1
http://www.kumamoto-keizai.co.jp/content/asp/dejikame/dejikame_detail.asp?PageID=20&Knum=21270&PageType=top1
http://www.kumamoto-keizai.co.jp/content/asp/dejikame/dejikame_detail.asp?PageID=20&Knum=21270&PageType=top1
https://kumanichi.com/news/id87662
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■テス・エンジニアリング（株）（大阪）、バイオマス資源の

有効活用促進に向け Kohlbach Energieanlagen GmbH（オースト

リア、以下「「KOHLBACH」（コールバッハ））とパートナーシ

ップを締結。1 月 25 日に WEB 調印式を実施。これにより、

同社は KOHLBACH 社製バイオマスボイラの日本における販

売・アフターサービス提供が認められた「日本唯一の認定会

社」となり、ボイラの定期点検やトラブル発生時のメンテナ

ンス業務を一括して請け負う。テス・エンジニアリングは、

更なるバイオマス資源の有効利用を目指すため、同社の保有

する発電・熱利用分野における知見に、高い技術力を誇る燃

焼システムを組み合わせた最適システムの開発が必要であっ

たことから、KOHLBACH とのパートナーシップ締結に至った

とのこと。今後は、有効利用されていないバイオマス資源

（木質バーク等）を保有する顧客企業に対し、資源利用改善

の提案やバイオマスボイラ発電システム等を用いたエネルギ

ーの高効率化及び資源有効利用の提案等を行っていく【テ

ス・エンジニアリング（株）：2021/01/27】 

https://www.tess-eng.co.jp/news/20210127.html 

 

■（株）ブルーキャピタルマネジメント（東京）、マレーシア

におけるバイオマス燃料の調達プロジェクトに於いて、日本

とマレーシアを繋ぐ運搬船として、バルクキャリアーを建造

することを決定。自社でバルクキャリアーを保有すること

で、集積管理から出荷・輸送・販売・消費まで、自社グルー

プ内でサプライチェーンを一括管理することでき、より一層

安定してバイオマス燃料を日本に供給することが可能になる

としている。建造するバルクキャリアーは全長 150m、幅

24m、吃水 10.0m、総トン数 16,000DWT、載貨重量トン数

11,000MT で船籍はシンガポール。集荷場所は西マレーシアの

ジョホールバルやクアラルンプールおよびマレーシアサバ

州。今後、さらに計十隻の建造を予定。建造は日本及び韓国

の造船会社、船舶管理業務は外部に委託する予定【（株）ブル

ーキャピタルマネジメント：2021/01/27】 

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

 

■山口県周南市、公園等公共施設から発生する樹木の剪定枝

や伐採木をバイオマスチップとして活用しようと、同市に主

力事業所を置く総合化学メーカー東ソー（株）（本店・東京）

およびグループ会社の和泉産業（株）（山口県周南市）と「周

南市公共施設発生樹木のバイオマス燃料製造及び自家発電所

燃料使用に関する協定」を締結（1 月 27 日）。協定の取組み

において、和泉産業は周南市内の公共施設から発生する剪定

樹木（約 100t/年発生）を同社が 2018 年に開設した周南バイ

オマスセンターで破砕（チップ化）し、東ソーへ輸送。東ソ

ーはチップを自家発電所で石炭と混焼することにより、温室

効果ガス排出量削減を進める。4 月 1 日より事業開始【山口

新聞、周南市、東ソー（株）：2021/01/28】 

https://www.minato-yamaguchi.co.jp/yama/e-

yama/articles/21247 

http://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/42/62887.html 

https://www.tosoh.co.jp/news/assets/newsrelease20210128.p

df 

 

■DOWA ホールディングス（株）（東京）、食品廃棄物を原料

とするバイオガス発電事業開始へ。同社孫会社のバイオディ

ーゼル岡山（株）（岡山）が操業を開始するバイオガス発電施

設（発電容量 910kW）において、食品関連事業者から発生す

る調理くずや廃棄食品約 16,000t/年を受け入れ、約 1,600 世

帯の年間電力使用量に相当する発電を行い、FIT を利用して売

電する。同社子会社の DOWA エコシステム（株）（東京）（バ

イオディーゼル岡山の親会社）は、バイオディーゼル岡山に

おいて 2021 年 1 月 18 日付で新たに一般廃棄物および産業廃

棄物の中間処理業の許可を取得。今後試運転を経て、バイオ

ガス発電事業を 2021 年 4 月より開始【DOWA ホールディン

グス（株）：2021/01/28】 

https://ir.dowa.co.jp/ja/ir/news/news20210128.html 

 

■兵庫県丹波市の塩見和広さん（66）が、日本では珍しいと

いう、薪を使用したボイラストーブを自宅に設置。イタリア

製のボイラストーブで昨年フランス人が営む京都府福知山市

の農家民宿から中古で買い受けた。詳しい設置説明書がない

ばかりか、配管は同農家民宿で手に入れられず、ボイラ部分

以外は全て日本製の部品を流用。旧知の（株）杉本設備（同

市）に指導を受け、設置に取り掛かった。試行錯誤しながら

配管工事も自身で行い、2 カ月かけて完成。所有する山で出た

間伐材などを活用。暖炉で薪を燃やして沸かした温水が配管

を伝い、室内に設置したサーモパネルから放熱し、室内が暖

まる。15 畳の室内は 22 度程で安定している【丹波新聞：

2021/02/01】 

https://tanba.jp/2021/02/%E9%96%93%E4%BC%90%E6%9D%90

https://www.tess-eng.co.jp/news/20210127.html
https://www.bcm-co.jp/news.php
https://www.minato-yamaguchi.co.jp/yama/e-yama/articles/21247
https://www.minato-yamaguchi.co.jp/yama/e-yama/articles/21247
http://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/42/62887.html
https://www.tosoh.co.jp/news/assets/newsrelease20210128.pdf
https://www.tosoh.co.jp/news/assets/newsrelease20210128.pdf
https://ir.dowa.co.jp/ja/ir/news/news20210128.html
https://tanba.jp/2021/02/%E9%96%93%E4%BC%90%E6%9D%90%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%97%E6%9A%96%E6%88%BF%E3%81%AB%E3%80%80%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%A7%E6%B8%A9%E6%B0%B4%E5%BE%AA%E7%92%B0%E3%80%80%E8%BA%AB%E8%BF%91/
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%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%97%E6%9A%96%E6%88%BF%E

3%81%AB%E3%80%80%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%

83%BC%E3%81%A7%E6%B8%A9%E6%B0%B4%E5%BE%AA%E7%92

%B0%E3%80%80%E8%BA%AB%E8%BF%91/ 

 

■地域の事業者が主体となって自立分散型再生可能エネルギ

ー大量導入の仕組みづくりを目指す取り組みを進めている新

潟県新潟市と新潟市地球温暖化対策地域推進協議会（新潟）

が、2 月 2 日にシンポジウムを開催。新潟市と協議会は、令

和 2 年から地域関係者間による情報共有や協議などを目的と

した「新潟地域脱炭素社会推進パートナーシップ会議」を開

催してきており、シンポジウムの最後には参加企業が今後取

り組む重点強化事業として「脱炭素経営支援プラットフォー

ム事業」、「0 円ソーラー事業」、「木製チップを活用した熱供給

事業の調査」の 3 事業について合同記者会見を実施。木製チ

ップの事業は（一社）おらってにいがた市民エネルギー協議

会（新潟）が発表。同事業は小規模なボイラを各施設へ設置

し、森林間伐などで発生するチップやペレットを燃料に使用

することでカーボンニュートラルを実現しようとするもの

で、現在は木質チップの供給の調査や、モニターを募集して

木質チップとボイラを導入した際のメリット等を調査中【に

いがた経済新聞：2021/02/02】 

https://www.niikei.jp/53000/ 

 

■JFE エンジニアリング（株）（東京）グループ会社の J&T 環

境（株）（神奈川）が、バイオガス発電事業を進める（株）バ

イオス小牧（愛知）の全株式を株主のアーキアエナジー

（株）（東京）から取得。並行して運営主体の合同会社小牧バ

イオガス発電所（東京）の全持分を（一社）バイオガス発電

から取得し、両社を完全子会社化。バイオス小牧は名古屋市

をはじめ小牧市周辺から排出される食品廃棄物のリサイクル

を行うため 2016 年に設立。その発電事業を担うため小牧バイ

オガス発電所が 2017 年に設立され、食品バイオガス発電事業

実施に必要な許認可を取得。Ｊ＆Ｔ環境は両社の事業を引き

継ぎ 2021 年度上期中に食品リサイクル・バイオガス発電プラ

ント建設工事に着手し、2022 年度下期の営業運転開始を目指

す。新設する施設は、一日最大 120t の食品廃棄物の処理過程

で発生するメタンガスを燃料に発電を行う。発電出力は最大

1,300kW で、年間想定発電量は最大 11,000MWh（一般家庭約

2,500 世帯分）の見込み【OSR No.454：2021/02/03、J＆T

環境（株）：2021/01/18】 

https://www.jt-

kankyo.co.jp/topics/%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%89%8820011

8%E5%B0%8F%E7%89%A7%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%83%90%E

3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%9E%E3%82%B9%E4%BA%8B%E6%

A5%AD%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E6%9C

%80%E7%B5%82.pdf 

 

■認定特定非営利活動法人 FoE Japan（東京）が、国内金融機

関に対し融資時のバイオマス発電持続可能性確認に関するア

ンケートを実施し、2 月 1 日付で結果を公表。金融庁に届出

のある主要な金融・保険企業計 449 社を対象に 2020 年 12 月

から 2021 年 1 月にかけて実施。回答があったのは 59 社 (回

答率 13%)。バイオマスに限らず、融資にあたっての持続可能

性や環境社会影響評価に関するガイドラインを有する企業は

全 59 社のうちわずか 3 社。うち 2 社がバイオマス発電事業へ

の融資実績のある企業。ガイドラインを有する 3 社のうち 2

社は、ガイドラインに GHG 排出や森林減少・劣化評価に関す

る内容を含んでいると回答。詳細は下記サイトを参照【OSR 

No.454：2021/02/03、認定特定非営利活動法人 FoE Japan：

2021/02/01】 

https://www.foejapan.org/forest/biofuel/210201.html 

 

■（株）タクマ（兵庫）、SGET 土岐バイオマス合同会社（東

京）よりバイオマス発電所の建設工事を受注したと発表。発

電所は岐阜県土岐市鶴里町内に建設される予定で、使用燃料

は主に岐阜県内や近隣の山林から搬出される林地残材、間伐

材等の未利用材や一般木材。発電出力は 7,100kW で、FIT を

通じ売電する計画。タクマが 2017 年に SGET グリーン発電三

条合同会社へ納入したバイオマス発電所の稼働実績と、国内

外合わせて 620 基以上の豊富な納入実績を有していること等

が評価され、採用に至った。発電所の完成は 2022 年 12 月の

予定【（株）タクマ：2021/02/04】 

https://www.takuma.co.jp/news/2020/20210204.html 

 

■三菱パワー（株）（神奈川）、ボイラ事業の国内拠点を再編

する方針を決定。2050 年カーボンニュートラルの達成に向け

て石炭火力発電の事業環境は大きく変化しており、国内外で

新設の石炭火力発電プラント需要の大幅な縮小が見込まれて

いる。これを受け、同社が 2014 年の会社設立以来ボイラ事業

https://tanba.jp/2021/02/%E9%96%93%E4%BC%90%E6%9D%90%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%97%E6%9A%96%E6%88%BF%E3%81%AB%E3%80%80%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%A7%E6%B8%A9%E6%B0%B4%E5%BE%AA%E7%92%B0%E3%80%80%E8%BA%AB%E8%BF%91/
https://tanba.jp/2021/02/%E9%96%93%E4%BC%90%E6%9D%90%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%97%E6%9A%96%E6%88%BF%E3%81%AB%E3%80%80%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%A7%E6%B8%A9%E6%B0%B4%E5%BE%AA%E7%92%B0%E3%80%80%E8%BA%AB%E8%BF%91/
https://tanba.jp/2021/02/%E9%96%93%E4%BC%90%E6%9D%90%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%97%E6%9A%96%E6%88%BF%E3%81%AB%E3%80%80%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%A7%E6%B8%A9%E6%B0%B4%E5%BE%AA%E7%92%B0%E3%80%80%E8%BA%AB%E8%BF%91/
https://tanba.jp/2021/02/%E9%96%93%E4%BC%90%E6%9D%90%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%97%E6%9A%96%E6%88%BF%E3%81%AB%E3%80%80%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%A7%E6%B8%A9%E6%B0%B4%E5%BE%AA%E7%92%B0%E3%80%80%E8%BA%AB%E8%BF%91/
https://www.niikei.jp/53000/
https://www.jt-kankyo.co.jp/topics/%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%89%88200118%E5%B0%8F%E7%89%A7%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%9E%E3%82%B9%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E6%9C%80%E7%B5%82.pdf
https://www.jt-kankyo.co.jp/topics/%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%89%88200118%E5%B0%8F%E7%89%A7%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%9E%E3%82%B9%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E6%9C%80%E7%B5%82.pdf
https://www.jt-kankyo.co.jp/topics/%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%89%88200118%E5%B0%8F%E7%89%A7%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%9E%E3%82%B9%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E6%9C%80%E7%B5%82.pdf
https://www.jt-kankyo.co.jp/topics/%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%89%88200118%E5%B0%8F%E7%89%A7%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%9E%E3%82%B9%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E6%9C%80%E7%B5%82.pdf
https://www.jt-kankyo.co.jp/topics/%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%89%88200118%E5%B0%8F%E7%89%A7%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%9E%E3%82%B9%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E6%9C%80%E7%B5%82.pdf
https://www.jt-kankyo.co.jp/topics/%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%89%88200118%E5%B0%8F%E7%89%A7%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%9E%E3%82%B9%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E6%9C%80%E7%B5%82.pdf
https://www.foejapan.org/forest/biofuel/210201.html
https://www.takuma.co.jp/news/2020/20210204.html
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を一体運営してきた長崎工場（長崎）と呉工場（広島）を再

編。新設およびアフターサービスのボイラ製造機能、および

新設工事の設計・建設機能を長崎工場に集約。呉工場におい

てはボイラサービス事業と環境プラント事業へ経営資源をシ

フトし、両事業の一層の競争力強化を図っていく。2022 年度

末再編完了予定【三菱パワー（株）：2021/02/04】 

https://power.mhi.com/jp/news/20210204_02.html 

 

■エア・ウォーター北海道（株）（北海道）、バイオガスから

メタノールとギ酸を製造する光化学プラントの開発・実働に

ついて、大阪大学（大阪）、北海道興部町、岩田地崎建設

（株）（北海道）と 4 社連携協定を締結。大阪大学と興部町が

バイオガス活用技術の開発を目指し 2019 年 6 月に連携協定

を締結。興部町の興部北興バイオガスプラント及びオホーツ

ク農業科学研究センターにて協議・試験を重ねてきたこれま

での予備検討の結果を受け、プラントの実用化に向けてエ

ア・ウォーター北海道らが新たに参加。エア・ウォーター北

海道はプラントの設計・反応制御及びシステムの最適化を担

当し、岩田地崎建設はパイロットプラントに適した上屋の設

計及び周辺環境制御技術の開発を担当。技術開発が成功すれ

ば、メタノールを燃料としたプラントの自立運転が可能とな

り、FIT に頼らないバイオガスプラントの運営が実現。余剰と

なったメタノールは外部販売でき、国内自給率ゼロだったメ

タノールの国内生産が可能に。2030 年度以降の実用化を視野

に入れており、最終的には「カーボンニュートラル循環型酪

農システム」の構築、国内全体への展開を目指す【エア・ウ

ォーター北海道：2021/02/09】 

https://www.awi.co.jp/business/other/news/2021/detail_1009.

html 

 

■地球温暖化防止全国ネット、2 月 9 日に「脱炭素チャレン

ジカップ 2021」をオンラインで開催。全国 144 団体から選ば

れたファイナリスト 28 団体(市民・学校・NPO など)の中か

ら、モリショウグループ (大分)の「木質バイオマス発電を核

とした SDGs への取り組み」が環境大臣賞グランプリに。グル

ープの日本フォレスト（株）は日田市及び近郊で育った木材

から木質バイオマス発電などで使用する木質チップを製造す

る事業等を行っており、（株）グリーン発電大分は天瀬発電所

で木質バイオマス発電を、日田グリーン電力（株）は日田市

内の公共施設や全小中学校などに電気を供給している。「電力

の地産地消モデル」を中心とし、建築廃材などのリサイクル

や山林の保全のための種苗育成などを通じて、環境にやさし

いエネルギー供給が将来にわたって継続できるよう取り組ん

でいることが受賞につながった【（株）モリショウ：

2021/02/10、脱炭素チャレンジカップ事務局】 

http://www.morisho.co.jp/news/detail.php?id=2021021209100

08005 

https://www.zenkoku-net.org/datsutanso/award/ 

 

■岩手県北地方の木炭生産者でつくる北いわて木炭産業振興

協議会（岩手）、2 月 9 日にスイスへの試験輸出を開始。出荷

先はスイスのチューリッヒで日本の七輪などを取り扱うマル

ゴーニー社。高級レストランで使用する日本産の良質な木炭

を探していた同社から谷地林業（岩手県久慈市）に問い合わ

せがあり、商談が進んだ。将来的な需要増を見据え、単独で

はなく協議会が取引する形にしたという。品質などを確かめ

る試験輸出として、谷地林業が手掛けた切り炭 500 ㎏を出荷

し、今月中に空輸で現地に到着する予定。高品質な岩手木炭

の海外での認知度を高めるとともに、新たな販路として本格

的な取引につなげたい考え【デーリー東北：2021/02/10】 

https://www.daily-tohoku.news/archives/55995 

 

■宮城県石巻市須江地区に建設予定の液体バイオマス発電所

について、地元の住民団体「須江地区保護者の会」などが 2

月 9 日、事業計画の中止を県に要望。発電所は（株）G-Bio イ

ニシアティブ（東京）が計画。出力は 10 万 2,750kW で植物

油を燃料とし、2022 年 2 月着工、2025 年夏稼働する計画。

地元住民は昨年 11 月、振動や大気汚染での健康被害などの不

安があるとして、計画の中止、撤回を市に要望。今回は県に

対し、（1）生活環境の悪化や健康被害（2）燃料輸送に伴う交

通事故（3）排水を流す下水路の未整備、といった懸念を表

明。県環境影響評価技術審査会の手続きを進める事業者が住

民の不安を解消できない計画を見直すよう、県による指導を

求めた。同社は 2 月 9 日、市議会議員にオンラインの説明会

を実施。2 月中に石巻、東松島両市の住民を対象にした説明会

を開く予定【河北新報：2021/02/11】 

https://kahoku.news/articles/20210210khn000040.html 

 

■福岡県北九州市、2 月 9 日の市長定例会見で「2025 年度本

市公共施設の再エネ 100％電力化について」を発表。計画に

https://power.mhi.com/jp/news/20210204_02.html
https://www.awi.co.jp/business/other/news/2021/detail_1009.html
https://www.awi.co.jp/business/other/news/2021/detail_1009.html
http://www.morisho.co.jp/news/detail.php?id=202102120910008005
http://www.morisho.co.jp/news/detail.php?id=202102120910008005
https://www.zenkoku-net.org/datsutanso/award/
https://www.daily-tohoku.news/archives/55995
https://kahoku.news/articles/20210210khn000040.html
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よると、2021 年度に市役所や区役所、小中学校の約 200 カ所

で着手し、22～23 年度に消防、文化施設など約 600 カ所、

24～25 年度に残る 1,200 施設で電力を 100%再エネ化する。

電力は市内の焼却施設でのバイオマス発電による。その他取

組の柱として、再エネ普及のロードマップ「再エネ 100％北

九州モデル」の構築および広域（北九州市都市圏域）で連携

した脱炭素の推進も掲げる。公共施設の電力の 100%再エネ化

が 2025 年度に実現すれば、都道府県・政令指定都市では初

【NET IB NEWS：2021/02/12、北九州市：2021/02/10】 

https://www.data-max.co.jp/article/40086 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/29000049.html 

 

■塩尻市森林公社（長野）が、2019 年 3 月末から手掛けてき

た小売電気事業を今年 1 月 16 日限りで休止にしていたことが

明らかに。昨年 12 月末から電力調達先である JEPX（日本卸

電力取引所）の卸電力取引市場の市場価格がこれまでにない

価格まで高騰したことにより重大な経営損失を招き、これ以

上の小売電気事業の継続が困難と判断。価格高騰は寒波によ

る電力需給のひっ迫や火力発電燃料の液化天然ガスの不足が

原因とみられる。小売り電気事業は塩尻市で産学官で取り組

む「信州 F・POWER プロジェクト」の取組の一環で、木質バ

イオマス発電所の電気や太陽光等の地域産電力を地域内に供

給するエネルギーの地産地消や収益還元を目指した事業だっ

たが、実際には公社は電力を JEPX から 7 割、残りの 3 割を

FIT 電源として近隣施設の太陽光や小水力発電の再生可能エネ

ルギーで調達し、市役所や市民交流センター・えんぱーくな

ど全 35 施設に供給してきた。35 施設には現在、送配電業の

中部電力パワーグリッド（株）（愛知）から電気が供給され、

3 月からは小売の中部電力ミライズ（株）（愛知）が請け負う

よう協議中。公社は「現時点で再開の見通しはない」として

いる【市民タイムス WEB：2021/02/11、（一社）塩尻市森林

公社：2021/02/12】 

https://www.shimintimes.co.jp/news/2021/02/post-12659.php 

http://forest.shiojiri.com/2021/02/12/%e3%80%90%e5%b0%8f

%e5%a3%b2%e9%9b%bb%e6%b0%97%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e4%b

c%91%e6%ad%a2%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%

e3%81%9b%e3%80%91/ 

http://forest.shiojiri.com/energy/business-page/ 

 

 

■中部電力（株）（愛知）、丸紅（株）（東京）の 100%子会社

である丸紅クリーンパワー（株）（東京）より、同社の 100%

子会社である敦賀グリーンパワー（株）（福井）の株式 50%を

取得。敦賀グリーンパワーは福井県敦賀市で発電出力

37,000kW の敦賀グリーンパワー発電所を運営。同発電所は

2017 年 7 月に運転開始し、燃料に木質チップ（約 20 万 t）

と PKS（約 6 万 t）を使用。中部電力と丸紅はこれまで岐阜県

安八郡神戸町にある「ごうどバイオマス発電所（発電出力

7,500kW、燃料は木質チップ、2023 年 3 月運開予定）」を共

同開発している実績があり、今回の発電事業の参画により両

発電所間の燃料融通等、運営面における相乗効果を発揮して

いく【中部電力（株）：2021/02/12】 

https://www.chuden.co.jp/publicity/press/1203912_3273.html 

 

■（株）タケエイ（東京）が決算説明会の動画を公開し、

2021 年 3 月期第 3 四半期累計の業績や通期および 2022 年 3

月期の見通しについて説明。第 3 四半期の連結業績は、売上

高 302 億 5,100 万円（前年同期比 10.8%増）、営業利益 28 億

9,300 万円（同 30.1%増）、純利益 15 億 1,900 万円（同 45.9%

増）と 2 ケタ増収増益を達成。第 3 四半期累計としては売上

高・営業利益ともに過去最高に。第 2 四半期から連結業績に

含めた市原グリーン電力（株）（千葉）が大きく寄与したほ

か、2019 年 11 月に発電を開始した横須賀バイオマス発電所

を抱える（株）タケエイグリーンリサイクル（山梨）等が貢

献し、新型コロナの影響を受けたタケエイ単体の減収をカバ

ー。2022 年 3 月期は市原グリーン電力が通期で寄与するほ

か、春から商業運転を開始する（株）田村バイオマスエナジ

ー（福島）の「田村バイオマス発電所」も業績への貢献が期

待される【MORNING STAR、（株）タケエイ：2021/02/16】 

http://www.morningstar.co.jp/msnews_spn/news?rncNo=20014

93 

http://www.takeei.co.jp/ 

 

■政府が掲げる 2050 年までの温室効果ガス排出実質ゼロ達成

に向けた地球温暖化対策推進法改正案の全容が判明。再生可

能エネルギー導入による脱炭素化の促進を地域活性化や環境

保全につなげる制度を創設。改正案では、地域に役立つ再生

エネ発電事業を「地域脱炭素化促進事業」と定義。市町村は

事前に対象とする事業や区域、事業者に求める地元貢献策と

いった要件を策定。住民の雇用や災害時の電力供給などを想

https://www.data-max.co.jp/article/40086
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/29000049.html
https://www.shimintimes.co.jp/news/2021/02/post-12659.php
http://forest.shiojiri.com/2021/02/12/%e3%80%90%e5%b0%8f%e5%a3%b2%e9%9b%bb%e6%b0%97%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e4%bc%91%e6%ad%a2%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%91/
http://forest.shiojiri.com/2021/02/12/%e3%80%90%e5%b0%8f%e5%a3%b2%e9%9b%bb%e6%b0%97%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e4%bc%91%e6%ad%a2%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%91/
http://forest.shiojiri.com/2021/02/12/%e3%80%90%e5%b0%8f%e5%a3%b2%e9%9b%bb%e6%b0%97%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e4%bc%91%e6%ad%a2%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%91/
http://forest.shiojiri.com/2021/02/12/%e3%80%90%e5%b0%8f%e5%a3%b2%e9%9b%bb%e6%b0%97%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e4%bc%91%e6%ad%a2%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%91/
http://forest.shiojiri.com/energy/business-page/
https://www.chuden.co.jp/publicity/press/1203912_3273.html
http://www.morningstar.co.jp/msnews_spn/news?rncNo=2001493
http://www.morningstar.co.jp/msnews_spn/news?rncNo=2001493
http://www.takeei.co.jp/
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定している。参入しようとする事業者は、要件に沿った計画

を市町村に提出。認められれば、事業に伴って必要な手続き

を簡素化する。水力発電用の取水や地熱発電用の温泉掘削、

森林や農地での施設整備などが対象。菅首相が昨年 10 月の所

信表明演説で表明した「実質ゼロ目標」については基本理念

を新たに設け「50 年までの脱炭素社会の実現」と明記。改正

案は与党との調整を経て今国会に提出する【SankeiBiz：

2021/02/18】 

https://www.sankeibiz.jp/macro/news/210218/mca21021806

00001-n1.htm 

 

■竹を使ったエネルギー生産に取り組む熊本県南関町のバン

ブーエナジー（株）が、新エネルギーの先導的な事例を表彰

する「2020 年度新エネ大賞」の分散型新エネルギー先進モデ

ル部門で、最高賞の経済産業大臣賞を受賞。同社は荒廃竹林

の解消や地域産業の創出を目指し、竹の枝葉とスギのバーク

を燃料に生産した電気と熱を、竹製品の製造を担う関連会社

のバンブーマテリアル（株）（熊本）に供給している。今回、

国内初となる竹を有効利用したバイオマス発電や、電気だけ

でなく熱エネルギーも同時に利用している点などが評価され

た【熊本日日新聞：2021/02/20、新エネルギー財団：

2021/01/26】 

https://kumanichi.com/news/id118974 

https://www.nef.or.jp/award/kako/r02/index.html 

 

 

２．ペレット関連情報                                                 

 

■サーラエナジー（株）（愛知）子会社のサーラ e パワー

（株）（愛知）、運営する東三河バイオマス発電所（愛知県豊

橋市）で 2021 年 1 月 26 日より、発電用燃料の一部として愛

知県の公共施設で発生する剪定木等を加工したチップの受入

を開始。2020 年 3 月 31 日に愛知県、豊橋市、（有）松井工業

（愛知）およびサーラ e パワーの四者で東三河地域剪定木等

の木質バイオマス燃料化協議会を設置したことによるもの。

今回は愛知県東三河建設事務所が豊橋市内で行う公共施設の

維持管理業務において発生する剪定木等をチップ化し、木質

バイオマス燃料として試験的に受け入れる。東三河バイオマ

ス発電所は 2019 年 7 月 1 日運開。発電規模は 22,100kW、年

間発電量は一般家庭約 4 万世帯分に相当する約 1 憶 5,000 万

kWh。燃料はインドネシアおよびマレーシア産 PKS（約 14 万

t/年）およびベトナム産木質ペレットと、奥三河・遠州・南

信州・岐阜等の間伐材等の未利用材及び一般木材（約 1 万 t/

年）を使用していたが、今回新たに「剪定木」も追加。地域

の未利用材の利活用を進める【サーラエナジー（株）：

2021/01/20】 

https://www.salaenergy.co.jp/media/press20210120.pdf 

 

■（株）ミツイバウ・マテリアル（三重）、三重県松阪市宮町

のペレットストーブを扱う倉庫とショールームを同市高須町

の本社近くに移転新築へ。脱炭素社会への取り組みが進む

中、環境にやさしいペレットストーブの将来的な需要増に備

える【中部経済新聞：2021/01/20】 

https://www.chukei-

news.co.jp/news/2021/01/20/OK0002101200701_01/ 

 

■北海道木質ペレット推進協議会（北海道）、ペレットストー

ブ・薪ストーブの正しい設置・使用を促進するべく、建築設

計事務所、工務店向けの設置・施工ハンドブックを作成。ペ

レットストーブ・薪ストーブの構造や放熱方式をはじめ、住

宅の給排気方式、燃料や法律、メンテナンス＆トラブルのこ

とまでストーブ暖房に関する情報を幅広く掲載。同協議会は

ペレットストーブ、薪ストーブに関する相談窓口をホームペ

ージ上に開設している（前号メールニュースで紹介）が、そ

の案内パンフレットも作成。いずれも、詳細は下記サイトを

参照【北海道木質ペレット推進協議会：2021/01/25、

2021/01/27】 

http://www.pellet-hokkaido.com/news/news-130.html 

http://www.pellet-hokkaido.com/news/news-125.html 

 

■（一財）新エネルギー財団（東京）、2020 年度「新エネ大

賞」の受賞者を発表（1 月 26 日）。愛媛の内子バイオマス発

電所の燃料となるペレットを生産・供給している（有）内藤

鋼業（愛媛）と、発電所を運営する内子バイオマス発電合同

会社（同）が「林野率 77％の内子町における地域密着型バイ

※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.sankeibiz.jp/macro/news/210218/mca2102180600001-n1.htm
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/210218/mca2102180600001-n1.htm
https://kumanichi.com/news/id118974
https://www.nef.or.jp/award/kako/r02/index.html
https://www.salaenergy.co.jp/media/press20210120.pdf
https://www.chukei-news.co.jp/news/2021/01/20/OK0002101200701_01/
https://www.chukei-news.co.jp/news/2021/01/20/OK0002101200701_01/
http://www.pellet-hokkaido.com/news/news-130.html
http://www.pellet-hokkaido.com/news/news-125.html
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オマス発電」で新エネルギー財団会長賞【地域共生部門】を

受賞。同発電所は木質ペレットガス化熱電供給装置 6 基

（990kW）、バイナリー発電装置 1 基（125kW）を擁する発電

所。国内では実績が少ない木質ガス化発電を安定的に稼働さ

せていること、地域内店舗等で使用できる地域通貨券を発行

しており、木材買取や見学会等を通じて流通させ、地域の活

性化に貢献していることが評価された【（一財）新エネルギー

財団：2021/01/26】 

https://www.nef.or.jp/award/kako/r02/index.html 

 

■船舶代理店大手ベンライン・エージェンシーズ・グループ

が、バイオマスの海上輸送に関する小冊子を発行。荷主、運

航船社、トレーダー向けに PKS や木質バイオマスの日本・東

南アジア市場の分析や出荷港の情報などを提供している。小

冊子は日本のバイオマス需要動向やベトナム、マレーシア、

インドネシア、タイなどのバイオマス供給国の市場分析、各

積み港の諸経費など情報を掲載【日本海事新聞、マリンネッ

ト：2021/01/27】 

https://www.jmd.co.jp/article.php?no=264373 

https://www.marine-net.com/kaiji_news/?serno=301273&lang= 

 

■沖縄電力（株）（沖縄）、再生可能エネルギー電源に由来す

る CO2フリー価値付きの電気料金メニュー「うちな～CO2フ

リーメニュー」の提供開始へ。同社は 2010 年 3 月から具志

川火力発電所において、県内で発生した建設廃材由来の木質

ペレットを石炭と混焼しており、2021 年度からは金武火力発

電所においても実施予定。太陽光等の再生可能エネルギー電

源についても、FIT 制度に基づく買取期間が順次満了を迎える

など、CO2 フリー価値を持った電源が増加してきている。同

メニューは原則として高圧以上の法人の顧客が対象。顧客は

加入している電気料金プランのオプションとして同メニュー

を選択し、これら沖縄の資源を活用した再エネ電源由来の非

化石証書を用いることで、使用する電気の全部または一部の 

CO2 排出量をゼロにすることができる。2021 年 4 月１日開始

予定【沖縄電力（株）：2021/02/01】 

http://www.okiden.co.jp/shared/pdf/news_release/2020/2102

01.pdf 

 

 

 

■英エネルギー大手ドラックス社、カナダのバイオエネルギ 

ー大手ピナクル・リニューアブル・エナジー社の買収を発表

（2 月 8 日）。ドラックス社は、これまでピナクル社の製造す

る北米産の木質ペレットを大量に輸入しており、今回の買収

を通じて調達コストを抑制し、さらに第三国への輸出強化を

図る。ピナクル社がカナダや米国で運営する木質ペレット工

場 11 カ所が加わり、ドラックス社の生産体制は 17 工場、木

質ペレットは年産 490 万 t 体制となる。買収手続きは今年 9

月頃までに完了する見通し【リム情報開発（株）：

2021/02/09】 

https://www.rim-intelligence.co.jp/news/rre/1676369.html 

 

■（株）奥美濃プロデュース（岐阜）内でストーブの製造・

販売・施工を行っている G-place（同）が、製品第 1 号となる

ペレットストーブ「Lucia（ルチア）」を開発し、販売中。「部

屋に降り注ぐ陽の光のように、空間を優しく暖め、自然に笑

顔が集う場所をつくりたい」という想いからラテン語で

「光」を意味する「Lucia」と名付けられた。ルチアはオリジ

ナル開発で特許を取得している「停電安全消火装置」を内

蔵。停電による電力不通を感知すると、電力供給が搭載され

たバッテリーに切り替わり、約 60 分運転継続後全消火モード

に移行する「1000 タイプ」と、停電を感知してすぐに消火モ

ードに入る「500 タイプ」がある。また燃焼炉と扉の素材に

は蓄熱効果の高い鋳物を採用。サイズは W500×H870×

D563、燃焼効率 82%、暖房出力は最大 6.2kw。カラーはグリ

ーンマイカとエンボスマットブラックが選べるが、オーダー

で他の色にも対応可能。価格は 1000 タイプが 65 万円（税

抜）、500 タイプが 60 万円（税抜）、バッテリー無しタイプが

57 万円（税抜）。2020 年 9 月から販売を開始しているが、成

約者にロッキンチェアがプレゼントされる発売記念キャンペ

ーンを 2021 年 3 月 31 日まで実施中【中日新聞：

2021/02/10、G-place】 

https://www.chunichi.co.jp/article/199946 

http://www.g-place.info/cn2/lucia.html 

 

■（株）レノバ（東京）、福岡県京都郡苅田町で進めている苅

田バイオマス発電事業における株式の追加取得権に関する契

約を締結したと発表。共同スポンサーの一社であるヴェオリ

ア･ジャパン（株）（東京 ）が保有する全ての株式（10％）を

取得する権利に関する追加取得契約を締結。取得する権利は

https://www.nef.or.jp/award/kako/r02/index.html
https://www.jmd.co.jp/article.php?no=264373
https://www.marine-net.com/kaiji_news/?serno=301273&lang
http://www.okiden.co.jp/shared/pdf/news_release/2020/210201.pdf
http://www.okiden.co.jp/shared/pdf/news_release/2020/210201.pdf
https://www.rim-intelligence.co.jp/news/rre/1676369.html
https://www.chunichi.co.jp/article/199946
http://www.g-place.info/cn2/lucia.html
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事業の竣工及び諸条件の充足を前提として行使可能となる。

権利を行使した場合レノバの出資比率は 53.07%となり、発電

事業運営会社の苅田バイオマスエナジー（株）（福岡）は連結

子会社となる見込み。ヴェオリア・ジャパングループのヴェ

オリア・ジェネッツ（株）（東京）は変わらず苅田バイオマス

の O&M を担い、同事業の安定操業に努める。発電所の設備容

量は 75MW、想定年間発電量は一般家庭約 17 万世帯の年間使

用電力量に相当する約 50 万 MWh で FIT を通じて売電する。

燃料は木質ペレット、PKS および国内未利用材。2021 年 1 月

18 日に火入れ式を行い、2021 年 6 月の営業運転開始に向け

て試運転を本格化させている【（株）レノバ：2021/02/12、

2021/02/02】 

https://www.renovainc.com/news/ir/pdf/20210212_04_PRESS.

pdf 

https://www.renovainc.com/development/kanda_biomass/2021

02_1875/ 

 

■（株）レノバ（東京）、2 月 3 日に仙台蒲生バイオマス発電

所（届出名称「杜の都バイオマス発電所」、宮城県仙台市）の

起工式を実施。同発電所の発電事業者は「合同会社杜の都バ

イオマスエナジー」。設備容量は 74.95MW、想定年間発電量は

一般家庭約 17 万世帯の年間使用電力量に相当する約 55,330 

万 kWh。燃料は木質ペレットと PKS。2023 年 11 月運転開

始予定【（株）レノバ：2021/02/12】 

https://www.renovainc.com/business/power_plant/sendai_gamo_

biomass/ 

 

■山形県、県産品ポータルサイト「いいもの山形」で“ぬく

もり”をテーマにした特集ページをオープン。「いいもの山

形」は「衣」「食」「住」「楽」の 4 つのカテゴリーに分けて山

形県産品を紹介。今回このサイト内に「いいもの山形通信」

と山形の“いいもの”を集めた「山形いいもの商店」連携企

画の第 2 弾として“ぬくもり”をテーマにした特集ページを

オープン。「住」のコーナーでは山形県東根市でペレットスト

ーブを製造、販売している（株）山本製作所を紹介。「いいも

の山形通信 VOL03」には農業機械を主力事業とする同社が木

質ペレットストーブ事業に取り組むようになった経緯や、

2018 年に販売を開始した最新機種「OU」の魅力についてのイ

ンタビュー記事を掲載【山形県：2021/02/12】 

https://www.pref.yamagata.jp/110010/20210212.html 

 

■住友重機械工業（株）（東京）が、日揮（株）（神奈川）よ

りバイオマス専焼発電所向けボイラ設備を受注したと発表。

受注した循環流動層（CFB）ボイラ（再熱方式）は丸紅（株）

（東京）、JAG 国際エナジー（株）（東京）、大阪ガス（株）

（大阪）が共同で設立した、愛知田原バイオマス発電合同会

社（東京）が愛知県田原市に建設予定の 75MW 級バイオマス

専焼発電所の中核となるもの。発電所の主燃料は木質ペレッ

ト。2024 年運開予定【住友重機械工業（株）：

2021/02/16】 

https://www.shi.co.jp/info/2020/6kgpsq000000gpg0.html 

 

■イーレックス（株）（東京）、「（仮称）坂出林田バイオマス

発電所整備事業環境影響評価準備書縦覧のおしらせ」を自社

サイトに掲載。同社は 2 月 15 日に香川県環境影響評価条例に

基づき、準備書及びこれを要約した要約書を香川県及び坂出

市へ提出している。準備書によると、対象事業実施区域は香

川県坂出市林田町で坂出港の臨港地区。出力は 74,950kW

で、燃料は全てバイオマスであり、主に海外から輸入する

PKS（18 万 t/年）と木質ペレット（15 万 t/年）を使用する

とのこと。準備書および要約書の縦覧期間は 2021 年 2 月 16

日（火）～ 3 月 16 日（火）まで。3 月 30 日（火）までは意

見書の受付を行っている。3 月 8 日、9 日には坂出市内で説明

会を開催予定【イーレックス：2021/02/16】 

https://www.erex.co.jp/news/information/1356/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.renovainc.com/news/ir/pdf/20210212_04_PRESS.pdf
https://www.renovainc.com/news/ir/pdf/20210212_04_PRESS.pdf
https://www.renovainc.com/development/kanda_biomass/202102_1875/
https://www.renovainc.com/development/kanda_biomass/202102_1875/
https://www.renovainc.com/business/power_plant/sendai_gamo_biomass/
https://www.renovainc.com/business/power_plant/sendai_gamo_biomass/
https://www.pref.yamagata.jp/110010/20210212.html
https://www.shi.co.jp/info/2020/6kgpsq000000gpg0.html
https://www.erex.co.jp/news/information/1356/
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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 

 

■森林 GIS フォーラム「森林 GIS フォーラム 令和 2 年度東京

シンポジウム」 

2021 年 3 月 1 日（月） 

TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター（東京都新宿区）/zoom

ウェビナー 

https://fgis.jp/archives/1371 

 

■（一社）日本森林技術協会「【録画配信】小規模な木質バイ

オマスエネルギー（熱利用・熱電併給）報告会」 

公開期間：2021 年 2 月 22 日（月）～３月 5 日（金） 

ホームページで報告資料及び報告動画の公開（※視聴申込

要） 

http://www.wb-ecosys.jp/hokokukai.html 

 

■（一社）木と住まい研究協会、他「2021 ナイス WEB 展示

会木フェス」 

2021 年 2 月 24 日（水）～3 月 13 日（土） 

オンライン展示・セミナー 

https://www.moku-fes.com/ 

 

■（株）シーエムシー・リサーチ「炭素循環(カーボンリサイ

クル)技術～ 触媒からみる CO2利用、水素製造、バイオマ

ス・廃プラの利用技術 ～」 

2021 年 3 月 2 日（火） 

ウェビナー（ライブ配信） 

https://cmcre.com/archives/69942/ 

 

■自然エネルギー信州ネット「RE Action 中小企業のための脱

炭素経営」オンラインセミナー 

2021 年 3 月 2 日（火） 

Zoom www.shin-ene.net/information/5446 

◎リードエグジビションジャパン「スマートエネルギーWeek

内第 6 回国際バイオマス展」【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/ 

 

◎（一社）日本木質バイオマスエネルギー協会「2020 年度 

林野庁補助事業（「地域内エコシステム」構築事業、「地域内

エコシステム」技術開発・実証事業）成果報告セミナー」 

2021 年 3 月 3 日（水）～5 日（金） 

東京ビッグサイト（東京都江東区）（第 6 回国際バイオマス展

内） 

https://www.jwba.or.jp/news20210204/ 

 

■自然エネルギー信州ネット「エネルギーを地域でシェアす

る社会インフラ：地域新電力とエネルギー融通」オンライン

セミナー 

2021 年 3 月 5 日（金） 

オンライン開催 

http://www.shin-ene.net/information/5470 

 

■（国研）森林研究・整備機構森林総合研究所、等 公開シ

ンポジウム「森林で放射性セシウムはどう動いているのか？

―研究者がわかりやすく解説します―」 

2021 年 3 月 6 日（土） 

オンライン開催 

http://www.ffpri.affrc.go.jp/event/2021/20210306symposium

/index.html 

 

■「森林と市民を結ぶ全国の集い 2021」実行委員会、他「－

第 25 回 森林と市民を結ぶ全国の集い 2021ー『森林と市民を

結ぶ』新たなカタチ～東日本大震災から 10 年、コロナ禍のい

ま～」 

2021 年 3 月 7 日（日）～14 日（日） 

オンライン配信 

https://www.moridukuri.jp/forumnews/tsudoi2021.html 

 

 

※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://fgis.jp/archives/1371
http://www.wb-ecosys.jp/hokokukai.html
https://www.moku-fes.com/
https://cmcre.com/archives/69942/
http://www.shin-ene.net/information/5446
https://www.bm-expo.jp/
https://www.jwba.or.jp/news20210204/
http://www.shin-ene.net/information/5470
http://www.ffpri.affrc.go.jp/event/2021/20210306symposium/index.html
http://www.ffpri.affrc.go.jp/event/2021/20210306symposium/index.html
https://www.moridukuri.jp/forumnews/tsudoi2021.html
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■（国研）森林研究・整備機構森林総合研究所、等公開シン

ポジウム「令和の大径材はおもしれいわ」 

2021 年 3 月 8 日（月） 

YouTube「森林総研チャンネル」（オンラインライブ開催） 

http://www.ffpri.affrc.go.jp/event/2021/20210308sympo-

taikei/index.html 

 

■全国森林組合連合会「低コスト再造林プロジェクト シンポ

ジウム」 

2021 年 3 月 9 日（火） 

完全オンライン（Zoom ウェビナー配信） 

http://www.zenmori.org/topics/390_list_detail.html 

 

■（公財）国際緑化推進センター（JIFPRO）公開セミナー

「日本の知恵（ナレッジ）で途上国の森林資源課題に対処す

る」 

2021 年 3 月 10 日（水） 

オンラインセミナー（Zoom ウェビナー） 

https://jifpro.or.jp/infomation/4923/ 

 

■（一社）日本木質バイオマスエネルギー協会「WEB シンポ

ジウム 地域主導による木質バイオマス熱利用の可能性」 

2021 年 3 月 12 日（金） 

WEB によるセミナー形式  

https://www.jwba.or.jp/news20210225/ 

 

◎カントリーログ仙台「薪ストーブ ペレットストーブを建

築家と考える展示会」 

2021 年 3 月 13 日 (土) ～3 月 14 日(日) 

夢メッセみやぎ 会議棟 1F・大ホール（宮城県仙台市） 

https://events.asj-net.com/events/14442 

 

■（一社）滋賀グリーン活動ネットワーク「シリーズ『グリ

ーンリカバリー』vol.5 環境先進国ドイツの叡智を滋賀へ！

『ポストコロナ時代に向けて 持続可能な交通とまちづくりを

考える ～事業者、行政、市民が今やるべきこと～』」 

2021 年 3 月 16 日（火） 

滋賀県農業教育情報センター2 階多目的ホール（滋賀県大津

市）/オンライン 

https://www.shigagpn.gr.jp/news/126 

◎エネルギーエージェンシーふくしま「令和２年度 第３回

バイオマス分科会（先進バイオマスプラント視察）」 

2021 年 3 月１７日（水） 

視察先：（株）シーズ上台工場、コンテナ内蔵型ペレット製造

プラント（福島県棚倉町）、他   

https://energy-agency-fukushima.com/information/4365/ 

 

■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/ 

 

■みずほ情報総研（株）、NEDO「バイオマスエネルギーの地域

自立システム化実証事業ワークショップ 2021～ポスト FIT 時

代に向けたエネルギー利用モデルの構築～」 

2021 年 3 月 18 日（木） 

オンライン配信 

https://www.mizuho-

ir.co.jp/seminar/info/2021/biomass0318.html 

 

◎浜松市「浜松市域“RE100”にチャレンジ！！2050 年脱炭

素社会に向けたバイオマスセミナー」 

2021 年 3 月 19 日（金） 

アクトシティ（静岡県浜松市）／オンライン 

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shise/koho/koho/hodo

happyo/2021/2/1901.html 

 

■（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/ 

 

■NPO 法人農都会議 3 月共同勉強会「地域の脱炭素化とバイ

オマス事業を考える～飯能市の薪ボイラー、茨城のカーボン

オフセット、千葉の低炭素社会プラン～」 

2021 年 3 月 22 日（月） 

オンライン開催（Zoom 利用） 

https://blog.canpan.info/bioenergy/archive/340 

 

http://www.ffpri.affrc.go.jp/event/2021/20210308sympo-taikei/index.html
http://www.ffpri.affrc.go.jp/event/2021/20210308sympo-taikei/index.html
http://www.zenmori.org/topics/390_list_detail.html
https://jifpro.or.jp/infomation/4923/
https://www.jwba.or.jp/news20210225/
https://events.asj-net.com/events/14442
https://www.shigagpn.gr.jp/news/126
https://energy-agency-fukushima.com/information/4365/
https://www.nippo.co.jp/n-expo021/
https://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2021/biomass0318.html
https://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2021/biomass0318.html
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shise/koho/koho/hodohappyo/2021/2/1901.html
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shise/koho/koho/hodohappyo/2021/2/1901.html
https://www.forestry.jp/
https://blog.canpan.info/bioenergy/archive/340
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■（公財）国際緑化推進センター（JIFPRO）オンラインセミ

ナー「環境ストレス下での植林技術の開発－ゼロエミッショ

ン社会に向けて今できること－」 

2021 年 3 月 23 日（火） 

オンラインセミナー 

https://jifpro.or.jp/infomation/4938/ 

 

■（株）新社会システム総合研究所「地域起点の脱炭素戦略

〜エネルギーを切り口とした地域課題解決型ビジネス創出へ

〜」 

2021 年 3 月 24 日(水) 

SSK セミナールーム（東京都港区）/ライブ配信/アーカイブ

配信 

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?gpage=21139 

 

■森林計画学会「2020 年度森林計画学会春季シンポジウム 

林業の成長産業化、SDGs と森林・林業の計画～森林計画学の

系譜と展望～」 

2021 年 3 月 26 日（金） 

オンライン 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl1Kt8bNXobZAII

PDvCgbmFHHcb4vbjwtcUuih51mR_aSAtg/viewform 

 

■臼杵のほんまもん食材とエネルギー資源の地域循環に関す

る協議会「地域循環の仕組みを学ぶ親子バイオマスツアーin

臼杵（第 1 弾：鎮南山に行こう！！～森が元気になれば臼杵

が変わる～）」 

2021 年 3 月 28 日（日） 

鎮南山（大分県臼杵市） 

https://www.city.usuki.oita.jp/article/2021020900017/ 

※申込期限：2021 年 3 月 19 日（金） 

 

■（株）新社会システム総合研究所「カーボンニュートラル

に関する政府の取組・方針と関連ビジネスの展望」 

2021 年 3 月 29 日(月) 

SSK セミナールーム（東京都港区）/ライブ配信/アーカイブ

配信 

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?gpage=21099 

 

 

■NPO 法人バイオマス産業社会ネットワーク（BIN）第 191 回

研究会「広葉樹活用による森林ビジネス展開－北海道白老

町・大西林業の事例－」 

2021 年 3 月 30 日（火） 

Zoom オンライン開催 

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

 

■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―あまちゃん

の街、岩手県・久慈でバイオマス勉強会!!」 

2021 年 4 月 8 日（木）～9 日（金） 

平庭山荘（岩手県久慈市） 

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

 

■NPO 法人農都会議「バイオマスアカデミー第６回 オープン

セミナー バイオマス熱利用の普及拡大への道筋～2 月 15 日

政策提言の具体化、正しい熱利用技術の実践法～」 

2021 年 4 月 23 日（金） 

オンライン開催（Zoom ウェビナー利用） 

https://blog.canpan.info/bioenergy/archive/338 

 

■臼杵のほんまもん食材とエネルギー資源の地域循環に関す

る協議会「地域循環の仕組みを学ぶ親子バイオマスツアーin

臼杵（第 2 弾：バイオマスって何？かぼすで発電してみよ

う）」 

2021 年 4 月 25 日（日） 

臼杵市内（小規模木質バイオマス発電施設、他） 

https://www.city.usuki.oita.jp/article/2021020900017/ 

※申込期限：2021 年 4 月 16 日（金） 

 

◎第 12 回バイオマス・ペレット会議～貿易と発電～ 

2021 年 5 月 17 日（月）～20 日（木） 

東京マリオットホテル（東京都品川区） 

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 

https://jifpro.or.jp/infomation/4938/
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?gpage=21139
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl1Kt8bNXobZAIIPDvCgbmFHHcb4vbjwtcUuih51mR_aSAtg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl1Kt8bNXobZAIIPDvCgbmFHHcb4vbjwtcUuih51mR_aSAtg/viewform
https://www.city.usuki.oita.jp/article/2021020900017/
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?gpage=21099
https://www.npobin.net/apply/
https://blog.canpan.info/bioenergy/archive/334
https://blog.canpan.info/bioenergy/archive/338
https://www.city.usuki.oita.jp/article/2021020900017/
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=210501&
https://isap2020-phycology.org/index.html
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■（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

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）                                               

 

◎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& 

 

◎GLOBAL BIOMASS TRADE ROUNDTABLE 

2021 年 3 月 17 日（水） 

ウェビナー 

https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=WEB210302

& 

 

■bio360 

2021 年 3 月 22 日（月）～26 日（金） 

バーチャル 

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/ 

 

https://www.syokujusai-shimane2020.jp/news/2020/08/71-71-330.html
https://www.syokujusai-shimane2020.jp/news/2020/08/71-71-330.html
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/
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.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=WEB210302&
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=WEB210302&
https://www.bio-360.com/en/
http://regatec.org/
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■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/ 

 

◎Biomass IN THE NET-ZERO ECONOMY 

2021 年 4 月 20 日（火）～21 日（水） 

バーチャル会議 

https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=V210422& 

 

■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 

 

■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 

 

■bio360 

2021 年 6 月 30 日（水）～7 月 1 日（木） 

ブルターニュ地方ルティエ（フランス） 

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

 

 

https://www.forst-live.de/en/forst-live-en
http://palmoilexpo.com/
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=V210422&
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
https://www.wsed.at/
https://www.wsed.at/european-pellet-conference
https://www.bio-360.com/en/
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■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 

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/ 

 

■WOODEX 

2021 年 11 月 30 日（火）～12 月 3 日（金） 

モスクワ（ロシア） 

https://woodexpo.ru/Home 

 

■bio360 

2022 年 1 月 26 日（水）～27 日（木） 

ナンテ（フランス） 

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

 

■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）                                              

 

■林野庁「令和 3 年民間団体を対象とする林野庁補助事業の事

業者の公募(第 1 回)について」 

参加締切日 2021 年 3 月 1 日（月） 

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

 

■（公財）国際緑化推進センター「令和 3 年度 緑の募金国際

協力事業公募」 

応募期間 2021 年 2 月 1 日(月)～3 月 15 日(月) 

https://jifpro.or.jp/public_offering/4970/ 

 

■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 

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://woodexpo.ru/Home
https://www.bio-360.com/en/
https://www.elmia.se/en/wood/
https://www.rinya.maff.go.jp/j/supply/hojyo/index.html
https://jifpro.or.jp/public_offering/4970/
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
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■京都府「自立型再生可能エネルギー導入等計画の認定及び導

入支援制度」 

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 

 

■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 

 

■NEDO「2021 年度「研究開発型スタートアップ支援事業／

Product Commercialization Alliance（PCA）」に係る公募について」 

公募期間 2021 年 2 月 26 日（金）～2021 年 4 月 5 日（月） 

https://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100295.html 

 

■NEDO「2021 年度「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」に係る公募について（予告）」 

公募期間（予定） 2021 年 3 月下旬～2021 年 5 月上旬 

https://www.nedo.go.jp/koubo/CA1_100304.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 

 

 

 

■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 

 

■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 

 

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.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
https://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100295.html
https://www.nedo.go.jp/koubo/CA1_100304.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
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
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
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■（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 

 

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

