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Pellet Club JAPAN 月刊ニュース（2021 年 1 月号） 

発行元：ペレットクラブ 

                                             発行日：2021 年 1 月 30 日 

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

 

■（一社）日本森林技術協会（東京）、令和 2 年度林野庁補助

事業「地域内エコシステムモデル構築事業」の地域集合研修

を、2020 年 12 月 2 日～3 日に開催。新型コロナ感染症感染

拡大防止の観点から、web を活用した形式で実施。グループ

①「新規チップ製造」、グループ②「既存チップ活用」、グル

ープ③「薪製造・活用」の 3 つに分かれ、グループ毎に参加

専門家が講演し、採択市町村が参加する形で行われた。グル

ープ①はラブ・フォレスト（株）小島健一郎氏が「森林エネ

ルギー事業によるバイオマス燃料供給と熱需要の開拓」を、

グループ②は（株）日比谷アメニスの大西竹志氏が「燃料用

木質チップの品質向上と適正な取引に向けて」、グループ③は

（株）森の仲間たちの森大顕氏が「薪利用について」と題し

て講演。各講師の講演資料は、下記サイトより閲覧可【（一

社）日本森林技術協会：2020/12/03】 

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

 

■12 月の地球温暖化防止月間に合わせて、12 月 10 日に大分

県などが「おおいた地球温暖化防止推進大会 2020」を開催。

CO2排出削減に取り組む県内の団体に贈る「おおいた脱炭素杯

2020」の表彰式や活動事例発表が行われ、同県日田市にある

モリショウグループ（日本フォレスト(株)、(株)グリーン発電

大分、日田グリーン電力(株)）が「県知事賞」を受賞。日本フ

ォレストはバイオマス発電用チップ製造システムの販売や燃

料製造事業を行っており、グリーン発電大分は木質チップを

燃料とする天瀬発電所を運営。日田グリーン電力はバイオマ

ス発電所で発電した電力を使った『地産地消』の電力供給事

業を進める企業。木質バイオマス発電を核とした SDGｓへの

取り組みを進めていることが評価につながった【毎日新聞、

（株）モリショウ：2020/12/11】 

https://mainichi.jp/articles/20201211/ddl/k44/040/432000c 

http://www.morisho.co.jp/news/detail.php?id=2020121111014

05239 

 

 

 

■合同会社安平バイオマスエナジー（北海道）が、北海道勇 

払郡安平町追分美園の民有地で、間伐材などから製造する木

質チップを活用した木質バイオマス発電施設の建設を計画

中。2022 年 9 月供用開始予定【苫小牧民報：2020/12/21】 

https://www.tomamin.co.jp/article/news/area2/36908/ 

 

■川崎重工業（株）（東京）、グループ企業である川重商事

（株）（兵庫）の電力小売事業を分離し、共同で低炭素・カー

ボンフリーな電力を取り扱う「カワサキグリーンエナジー

（株）」（兵庫）を設立へ。出資比率は川崎重工業 50.1％、川

重商事 49.9％の予定。新会社は川崎重工業が全国各地の自治

体に納入した廃棄物処理プラントで発電されたカーボンフリ

ーの電力を中心に取り扱い、顧客の環境施策に貢献する。将

来的には、水素燃料由来の電力の取り扱いも視野に入れ、水

素エネルギーの普及を通じた CO2排出削減を目指す。2021 年

4 月 1 日より営業開始【川崎重工業（株）：2020/12/23】 

https://www.khi.co.jp/pressrelease/detail/20201223_1.html 

 

■（株）鉃鋼ビルディング（東京）、自社が運営管理する「鉃

鋼ビルディング」で使用する電力量の全てを再生可能エネル

ギー由来の電力にするための電気受給契約を ENEOS（株）（東

京）と締結したと発表。鉃鋼ビルディングは東京都千代田区

にあり、延床面積が 117．963 ㎡（35.684 坪）、本館は地上

26 階・地下 3 階・塔屋 1 階、南館は地上 20 階・地下 3 階・

塔屋 1 階となる大規模な複合型オフィスビル。今回 ENEOS か

ら供給を受けるのは、川崎バイオマス発電所（神奈川、

33,000kW、非 FIT 電気）および室蘭バイオマス発電所（北海

道、74,900kW、FIT 電気+ トラッキング付非化石証書）から

のクリーンな電力。約 8,000t/年の CO2削減を見込む【（株）

鉃鋼ビルディング：2020/12/22】 

https://www.tbg.co.jp/pdf/press_release_20201222.pdf 

 

■西日本電信電話（株）（大阪、以下「NTT 西日本」）、（株）

ジャパン・インフラ・ウェイマーク（東京、以下「JIW」）、お

よび岡山県真庭市の三者で、岡山県真庭市をフィールドにド

http://www.wb-ecosys.jp/kenshu.html
https://mainichi.jp/articles/20201211/ddl/k44/040/432000c
http://www.morisho.co.jp/news/detail.php?id=202012111101405239
http://www.morisho.co.jp/news/detail.php?id=202012111101405239
https://www.tomamin.co.jp/article/news/area2/36908/
https://www.khi.co.jp/pressrelease/detail/20201223_1.html
https://www.tbg.co.jp/pdf/press_release_20201222.pdf
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ローンによる広葉樹測量を用いた人工知能による樹種・材積

量の視える化についての実証実験を開始。真庭市は森林資源

のさらなる活用と地域内の電力自給率 100％に向けて、未利

用材等に加え広葉樹の燃料化の検討を始めているが、広葉樹

燃料化においては区画毎の材積状況の事前把握が重要課題と

なっている。一方 NTT 西日本や JIW はインフラ点検で培った

ドローン空撮ノウハウや ICT を用いたデータ解析ノウハウを

有しており、今回実証実験を行うこととなった。ドローンの

空撮・測量データに基づいた樹種の自動判別や樹木サイズの

推定に基づく材積量算出に関しては京都大学の伊勢准教授と

連携し、データ解析を実施する。実施場所は真庭市鉄山（約

10ha）、期間は 2020 年 11 月～2021 年 3 月まで【西日本電信

電話（株）：2020/12/22】 

https://www.ntt-west.co.jp/news/2012/201222a.html 

 

■農水省、関係 7 府省（内閣府、総務省、文科省、農水省、

経産省、国交省、環境省）が共同で選定しているバイオマス

産業都市について、令和 2 年度分で新たに 4 町村を選定した

と発表。選定されたのは北海道湧別町、秋田県大潟村、三重

県多気町、三重県南伊勢町。各町村のバイオマス産業都市構

想等、詳細は下記を参照【農水省：2020/12/23】 

https://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/bio_s/201223.html 

 

■燦キャピタルマネージメント（株）（東京）、山林の売買・

管理専門の不動産会社である（株）早稲田不動産管理（東

京）の発行済株式 200 株のうち 102 株（51％）を取得し、子

会社化したと発表。これにより、早稲田不動産管理が保有す

る新潟県十日町市にある山林（約 44,000 ㎡）を活用した地熱

発電、バイオマス発電、マイクロ水力発電の開発についての

フィージビリティスタディ及び事業化の検討を開始。燦キャ

ピタルマネージメントが有するクリーンエネルギー事業にお

ける流動化スキームをはじめとしたファイナンスアレンジ経

験やノウハウを活かし、電力各社やパートナー企業との連携

により数百億規模のファンドレイズを目指す【燦キャピタル

マネージメント（株）：2020/12/23、2020/12/24】 

https://sun-

capitalmanagement.co.jp/2020/12/23/2020122301/ 

https://sun-

capitalmanagement.co.jp/2020/12/24/2020122401/ 

 

■フォレストエナジー（株）（東京）、静岡県袋井市における

国内バイオマス 100%利用のバイオマス発電事業について、袋

井市と協定を締結。事業については 2020 年 4 月に経産省よ

り FIT 法に基づく事業計画の認定を受け、袋井市や県内の関

係者とともに計画を進めてきていた。袋井市が企業誘致を進

める小笠山工業団地内に計画地があり、静岡県内を中心に年

間約 9 万 t の未利用材等を集材して約 7,100kW の電気（約 

14,000 世帯分相当）を発電する計画。今後、各種許認可や建

設工事等を経て、2023 年度後半には商業運転開始の予定【フ

ォレストエナジー（株）：2020/12/24】 

https://forestenergy.jp/2020/12/24/fukuroi/ 

 

■（一社）低炭素投資促進機構（東京）、バイオマス第 3 回入

札(令和 2 年度)の結果について公表。第 3 回入札の概要は、対

象設備が「出力 10,000kW 以上の一般木材等バイオマスによ

るバイオマス発電設備」と「バイオマス液体燃料によるバイ

オマス発電設備」で、入札量（募集容量）が 120MW

（120,000kW）、供給価格上限額が 19.60 円／kWh（非公表に

より実施）となっていた。入札の結果、入札参加資格の審査

のために提出された事業計画数は 7 件あったが、うち落札さ

れたのは（株）ナダック（兵庫）1 件のみ。同社は兵庫県姫路

市にある不動産や建設業を営んでおり、太陽光発電事業も手

掛けている会社。落札価格は 18.50 円／kWh、発電設備の出力

は 1,920kW でバイオマス比率 100％となっている【（一社）低

炭素投資促進機構：2020/12/25】 

https://www.teitanso.or.jp/news/%e3%80%8c%e5%a4%aa%e9%9

9%bd%e5%85%89%e7%ac%ac7%e5%9b%9e%e5%85%a5%e6%9c%ad

%e4%bb%a4%e5%92%8c2%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%b8%8b%e6%

9c%9f%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ab%e3%81%a4

%e3%81%84%e3%81%a6/ 

 

■住友大阪セメント（株）（東京）、2050 年の脱炭素化を見据

えた 2030 年までの環境目標（CO２排出を原単位で 2005 年比

30%削減）を達成するため、300 億円投資へ。達成に向け、

「2030 年までは石炭代替による燃料転換に投資を集中する」

としている。具体的には、全 5 工場 8 キルン（回転窯）で使

う石炭を廃プラスチックなどのリサイクル材に置き換え、木

質チップを中心にしたバイオマス発電も拡大。現状、栃木工

場（栃木県佐野市）の自家発電に占めるバイオマス発電比率

は 95%になっているが、今後は同比率が 2％にとどまる赤穂工

https://www.ntt-west.co.jp/news/2012/201222a.html
https://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/bio_s/201223.html
https://sun-capitalmanagement.co.jp/2020/12/23/2020122301/
https://sun-capitalmanagement.co.jp/2020/12/23/2020122301/
https://sun-capitalmanagement.co.jp/2020/12/24/2020122401/
https://sun-capitalmanagement.co.jp/2020/12/24/2020122401/
https://forestenergy.jp/2020/12/24/fukuroi/
https://www.teitanso.or.jp/news/%e3%80%8c%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%ac%ac7%e5%9b%9e%e5%85%a5%e6%9c%ad%e4%bb%a4%e5%92%8c2%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%b8%8b%e6%9c%9f%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/
https://www.teitanso.or.jp/news/%e3%80%8c%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%ac%ac7%e5%9b%9e%e5%85%a5%e6%9c%ad%e4%bb%a4%e5%92%8c2%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%b8%8b%e6%9c%9f%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/
https://www.teitanso.or.jp/news/%e3%80%8c%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%ac%ac7%e5%9b%9e%e5%85%a5%e6%9c%ad%e4%bb%a4%e5%92%8c2%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%b8%8b%e6%9c%9f%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/
https://www.teitanso.or.jp/news/%e3%80%8c%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%ac%ac7%e5%9b%9e%e5%85%a5%e6%9c%ad%e4%bb%a4%e5%92%8c2%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%b8%8b%e6%9c%9f%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/
https://www.teitanso.or.jp/news/%e3%80%8c%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%ac%ac7%e5%9b%9e%e5%85%a5%e6%9c%ad%e4%bb%a4%e5%92%8c2%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%b8%8b%e6%9c%9f%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/
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場（兵庫県赤穂市）と 20％の高知工場（高知県須崎市）の発

電設備を入れ替え、両工場のバイオマス発電比率を大幅に増

やす【日刊工業新聞：2020/12/25】 

https://newswitch.jp/p/25256&ct=ga 

 

■（一社）日本木質バイオマスエネルギー協会（東京）、（一

社）ソーラーシステム振興協会（東京）、（特非）地中熱利用

促進協会（東京）の三者で構成する「再エネ熱利用促進連絡

会」が、2050 年温室効果ガス排出実質ゼロを達成するために

は、再エネ熱の利用拡大を図ることが重要との認識の下に政

策提言を取りまとめ、公表。国内で普及が進んでいない再生

可能エネルギーの熱利用について、普及を政策として取り上

げ、目標を明確にするために「次期エネルギー基本計画や地

球温暖化対策計画で再エネ熱の普及目標を明確にし、目標実

現までの課題を整理し実行ロードマップを策定する」「地球温

暖化対策税の拡充と再エネ熱の導入義務化」など提言。さら

に諸外国の事例を参考にしながらの個別政策についても提案

している。詳細は下記を参照【（一社）日本木質バイオマスエ

ネルギー協会：2020/12/25】 

https://www.jwba.or.jp/2020/12/25/%E5%8D%94%E4%BC%9A

%E6%83%85%E5%A0%B1-%E9%96%A2%E4%BF%82%E5%9B%A3%

E4%BD%93%E3%81%A8%E5%85%B1%E5%90%8C%E3%81%97%E3

%81%A6%E5%86%8D%E3%82%A8%E3%83%8D%E7%86%B1%E5%8

8%A9%E7%94%A8%E6%99%AE%E5%8F%8A%E3%81%AE%E3%81%

9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%8F%90%

E8%A8%80%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8%E3%81%97%E3

%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/ 

 

■京都府福知山市でバイオマス発電所を運営する三恵観光

（株）（京都）が、市など行政や地元自治会に対しバイオマス

発電所の廃止を通知。パーム油を燃料とするこの発電所は

2017 年から稼働し、住民から稼働音や臭いに関する苦情が出

ていた。メンテナンス作業のため 2020 年 3 月から休止して

おり、この間に住民側は市と事業者に適切な対応を求める府

公害審査会の調停を申請。事業者側は問題解決のために裁判

所の民事調停を申し立て、解決の方向性が見えない状況だっ

たが、12 月 24 日に一転、事業者から文書での通知があっ

た。事業者側は「新型コロナウイルスの終息が見込めず、さ

まざまな観点から判断して決定した」と説明。「府の公害調停

と民事調停、健康被害への対応などについては、顧問弁護士

と相談中」とし、建物や土地の今後の運用方法についても、

現時点では未定とのとこと【両丹日日新聞：2020/12/26】 

https://www.ryoutan.co.jp/articles/2020/12/91075/&ct=ga/ 

 

■東急（株）（東京）、優れた環境および社会貢献の取組を行

った社内グループ会社を表彰する「第 2 回東急グループ環

境・社会貢献賞」受賞案件を発表。グループ会社 35 社から

62 案件（環境部門 20 社 31 案件、社会貢献部門 22 社 31 案

件）の応募があり、一次審査、審査委員会を経て決定。環境

賞 4 件のうち１件は（株）東急リゾートサービス（東京、現

「東急リゾーツ＆ステイ」）の「『もりぐらし』持続可能な森

林保全と資源サイクルの始動!」が受賞。同社は長野県茅野市

にある「東急リゾートタウン蓼科」において、蓼科の森を核

とした「まもる」「つかう」「つなぐ」の循環サイクルを立

案。森林経営計画を作成して 10.9ha の大規模間伐(間伐率

42.5%)を実施し、間伐材はタウン内にある自社運用のチッパー

でチップに製造。東急リゾートタウン蓼科内のゴルフ場で既

存の灯油ボイラを廃止して設置したバイオマスボイラの燃料

として活用し、灯油 40,000ℓと CO₂排出量を 110t/年削減。

同事業は「もりぐらし協議会」の発足等、自治体との連携や

周辺地域への波及効果が評価され、環境省の補助事業にも採

択されている【（株）東急：2020/12 月、東急リゾートタウン

蓼科：2020/09/11】 

https://tokyu.disclosure.site/ja/182/ 

https://www.tateshina-tokyu.com/morigurashi/ 

 

■神奈川県の酒匂川流域の 3 市町（南足柄市、松田町、開成

町）が木質バイオマスの活用で広域連携し、実現可能性など

を検討。松田町は先行して町健康福祉センターへの薪ボイラ

の採用を決めており、2021 年度の稼働を目指している。地球

温暖化対策実行計画で 2030 年度までに温室効果ガスの約

40％削減を目標に掲げる南足柄市は、市体育センターの温水

プールの熱源を木質バイオマスにすることを検討中【神奈川

新聞：2021/01/02、2020/08/23】 

https://www.kanaloco.jp/news/social/article-354799.html 

https://www.kanaloco.jp/news/government/entry-450356.html 

 

■エア・ウォーター（株）（大阪）グループ会社の（株）日本

海水（東京）、赤穂工場（兵庫県赤穂市）に建設中の赤穂第 2

バイオマス発電所（最大発電出力 3 万 kW）の営業運転を 1 月

https://newswitch.jp/p/25256&ct=ga
https://www.jwba.or.jp/2020/12/25/%E5%8D%94%E4%BC%9A%E6%83%85%E5%A0%B1-%E9%96%A2%E4%BF%82%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%81%A8%E5%85%B1%E5%90%8C%E3%81%97%E3%81%A6%E5%86%8D%E3%82%A8%E3%83%8D%E7%86%B1%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%99%AE%E5%8F%8A%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%8F%90%E8%A8%80%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/
https://www.jwba.or.jp/2020/12/25/%E5%8D%94%E4%BC%9A%E6%83%85%E5%A0%B1-%E9%96%A2%E4%BF%82%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%81%A8%E5%85%B1%E5%90%8C%E3%81%97%E3%81%A6%E5%86%8D%E3%82%A8%E3%83%8D%E7%86%B1%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%99%AE%E5%8F%8A%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%8F%90%E8%A8%80%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/
https://www.jwba.or.jp/2020/12/25/%E5%8D%94%E4%BC%9A%E6%83%85%E5%A0%B1-%E9%96%A2%E4%BF%82%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%81%A8%E5%85%B1%E5%90%8C%E3%81%97%E3%81%A6%E5%86%8D%E3%82%A8%E3%83%8D%E7%86%B1%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%99%AE%E5%8F%8A%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%8F%90%E8%A8%80%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/
https://www.jwba.or.jp/2020/12/25/%E5%8D%94%E4%BC%9A%E6%83%85%E5%A0%B1-%E9%96%A2%E4%BF%82%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%81%A8%E5%85%B1%E5%90%8C%E3%81%97%E3%81%A6%E5%86%8D%E3%82%A8%E3%83%8D%E7%86%B1%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%99%AE%E5%8F%8A%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%8F%90%E8%A8%80%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/
https://www.jwba.or.jp/2020/12/25/%E5%8D%94%E4%BC%9A%E6%83%85%E5%A0%B1-%E9%96%A2%E4%BF%82%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%81%A8%E5%85%B1%E5%90%8C%E3%81%97%E3%81%A6%E5%86%8D%E3%82%A8%E3%83%8D%E7%86%B1%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%99%AE%E5%8F%8A%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%8F%90%E8%A8%80%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/
https://www.jwba.or.jp/2020/12/25/%E5%8D%94%E4%BC%9A%E6%83%85%E5%A0%B1-%E9%96%A2%E4%BF%82%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%81%A8%E5%85%B1%E5%90%8C%E3%81%97%E3%81%A6%E5%86%8D%E3%82%A8%E3%83%8D%E7%86%B1%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%99%AE%E5%8F%8A%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%8F%90%E8%A8%80%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/
https://www.jwba.or.jp/2020/12/25/%E5%8D%94%E4%BC%9A%E6%83%85%E5%A0%B1-%E9%96%A2%E4%BF%82%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%81%A8%E5%85%B1%E5%90%8C%E3%81%97%E3%81%A6%E5%86%8D%E3%82%A8%E3%83%8D%E7%86%B1%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%99%AE%E5%8F%8A%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%8F%90%E8%A8%80%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/
https://www.jwba.or.jp/2020/12/25/%E5%8D%94%E4%BC%9A%E6%83%85%E5%A0%B1-%E9%96%A2%E4%BF%82%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%81%A8%E5%85%B1%E5%90%8C%E3%81%97%E3%81%A6%E5%86%8D%E3%82%A8%E3%83%8D%E7%86%B1%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%99%AE%E5%8F%8A%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%8F%90%E8%A8%80%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/
https://www.ryoutan.co.jp/articles/2020/12/91075/&ct=ga/
https://tokyu.disclosure.site/ja/182/
https://www.tateshina-tokyu.com/morigurashi/
https://www.kanaloco.jp/news/social/article-354799.html
https://www.kanaloco.jp/news/government/entry-450356.html
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2 日より開始。日本海水は家庭用から業務用まで 40 万 t/年製

塩しており、その工程で大量の電力を使用するため、従来か

ら発電設備を保有している。2015 年度には FIT の活用及び

CO2削減等を勘案して赤穂工場内に第１バイオマス発電所（発

電出力約 1.65 万 kW）と天然ガスボイラを建設し、本格的に

電力事業に参入。2017 年 7 月には電力事業のさらなる拡大を

目指し、赤穂第 2 バイオマス発電所の建設に着工。樹皮や

PKS 等様々な原料の燃焼に対応するようにし、併せて燃料調

達と保管場所確保のため、第 2 木質チップ工場も建設した。

今回の営業運転開始による CO2削減効果は 11 万 t/年。エア・

ウォーターグループが運営する大規模な木質バイオマス発電

所は計 3 箇所となり、最大発電出力は計 15.85 万 kW に。さ

らに 2021 年 4 月には福島県いわき市でエア・ウォーター＆

エネルギア・パワー小名浜木質バイオマス専焼発電所（約 7.5

万 kW）が、2023 年 10 月には福岡県京都郡苅田町で日本海水

TTS 苅田パワー木質バイオマス発電所（約 5 万 kW）が運開予

定【エア・ウォーター（株）：2021/01/06】 

https://www.awi.co.jp/business/seawater/news/uploads/233d

cde82920a219eb7d3a0d121d2ae6e17c04c5.pdf 

 

■大阪府、本庁舎など府有施設 7 カ所を対象に実施した再生

可能エネルギー100％電気の入札において、落札者を日立造船

（株）（大阪）に決定したと発表（1 月 7 日）。大阪府は 2050

年までに府域における CO2排出量実質ゼロをめざしており、

大手前庁舎で使用する電気を 2021 年 4 月から再生可能エネ

ルギー100％電気（太陽光やバイオマス等の再生可能エネルギ

ー由来の電気に限定し、環境価値の証書を付けたもの）に切

り替えることとしている。調達期間は 2021 年 4 月から 2022

年 3 月まで（旧議会会館のみ 2022 年 4 月 1 日まで）。年間使

用電力量（予定）は計約 506 万 kWh、落札金額は計 6,551 万

7,397 円（税抜）。この取り組みにより、約 2,600t/年の CO2

排出量を削減見込み【大阪府：2021/01/07、環境ビジネスオ

ンライン：2021/01/08】 

http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=

40261 

https://www.kankyo-business.jp/news/027026.php 

 

■タイの建設会社タイ・ポリコンズ傘下でバイオマス発電な

どを手掛ける TPC パワー・ホールディングが、傘下のバイオ

マス発電所の合計出力を年内に従来比 26％増の 12 万

5,000kW に引き上げる計画。今年の売上高で前年比 20％増を

目指す【NNA ASIA：2021/01/11】 

https://www.nna.jp/news/show/2138610 

 

■佐賀県佐賀市、CO2排出削減量を電子証書として記録するソ

フトの開発を民間企業 2 社と１月末から開始へ。福岡県飯塚

市の IT 企業「（株）chaintope（チェイントープ）」、三養基郡み

やき町の新電力会社「みやまパワーHD（株）」と開発する。市

清掃工場のバイオマス発電量のデータを収集し、CO2排出削減

量を算定。これらのデータを基に電子証書を作成し、排出権

取引を望む企業にアピールできないか検証する。証書を試作

する実証実験は 3 月まで実施。データの改ざんができない IT

技術「ブロックチェーン」も活用する【佐賀新聞 LiVE：

2021/01/13】 

https://www.saga-s.co.jp/articles/-/621508 

 

■岩手県一関市、小学校暖房に木質チップ活用。市内の千厩

と東山の 2 小学校がチップボイラを利用しており、市内で間

伐されたまま山林に残っている林地残材などを市内に 6 事業

者あるチップ製造業者が燃料用チップに加工し、使用。受

注、納入手配などは一関地方森林組合が行い、山林での集材

や加工は「森林資源を活用する一関市民の会」などが取り組

んでいる。2018 年に開校した現千厩小のボイラは、木質チッ

プとオイルを併用するハイブリッド式。温水床暖房で児童の

生活空間を温めている【岩手日日新聞社：2021/01/14】 

https://news.yahoo.co.jp/articles/4d06494aa29b260a919bae0

8b6be72c63139b230 

 

■福井県敦賀市でバイオマス発電所（出力：3 万 7,000kW、

一般家庭約 7 万世帯の電力消費量相当）を運営する敦賀グリ

ーンパワー（株）（福井）、主燃料となる木質チップを乾燥し

た輸入材から嶺南地域の間伐材に一部切り替え。国産材は湿

気を多く含むため燃焼させるのが難しく、これまで丸紅グル

ープの子会社を中心に豪州等で計画栽培する樹木の間伐材や

端材をチップに加工し、輸入してきた。稼働から 3 年以上が

経ち、運転技術が上がったため、昨年 11 月から発電で約

600t/日燃焼させる木質チップのうち、数十 t を嶺南産に。れ

いなん森林組合（同県小浜市）等が、敦賀市と美浜町の森林

で組合が伐採したスギやヒノキの間伐材を 312t 納めた。環境

負荷が少なく安定供給が見込めるバイオマス発電への販路拡

https://www.awi.co.jp/business/seawater/news/uploads/233dcde82920a219eb7d3a0d121d2ae6e17c04c5.pdf
https://www.awi.co.jp/business/seawater/news/uploads/233dcde82920a219eb7d3a0d121d2ae6e17c04c5.pdf
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=40261
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=40261
https://www.kankyo-business.jp/news/027026.php
https://www.nna.jp/news/show/2138610
https://www.saga-s.co.jp/articles/-/621508
https://news.yahoo.co.jp/articles/4d06494aa29b260a919bae08b6be72c63139b230
https://news.yahoo.co.jp/articles/4d06494aa29b260a919bae08b6be72c63139b230


5 

 

大で、地元の林業振興や山林整備に期待がかかる【中日新

聞：2021/01/15】 

https://www.chunichi.co.jp/article/185580 

 

■温暖化で 2050 年には森林が CO2放出源に。北アリゾナ大学

のキャサリン・ダフィ氏率いる研究チームが、生態系と大気

の間の CO2の流れを追跡している国際的観察ネットワーク

「フラックスネット（FLUXNET）」の 1991 年から 2015 年ま

での記録を分析。陸上生態系の CO2吸収量が低下する「臨界

点」が存在するかどうかを調査。米科学誌サイエンス・アド

バンシズに掲載された論文によると、気温が一定の高さを超

えると植物の CO2吸収能力が低下することが判明。研究チー

ムは、熱帯雨林や北方林（亜寒帯林）など最も多くの CO2を

蓄積している生態系の CO2吸収能力が、2050 年までに 45％

以上低下する恐れがあると指摘。「気温が臨界点に達するのは

（中略）今後 20～30 年以内だ」と警告【AFP BB ニュース：

2021/01/15】 

https://www.afpbb.com/articles/-/3326472 

 

■静岡県浜松市天竜区佐久間町で木質バイオマス発電計画。1

月 15 日に市主催で開催された「地域活性化セミナー」で地域

の代表者らが山林整備や人口減少といった課題解決への期待

を語った。事業は地元の NPO 法人がんばらまいか佐久間が佐

久間森林組合、市、民間企業など 15 団体で協議体を組織し、

旧佐久間中学校跡地で 5 年以内に 200kW の小規模発電施設稼

働を目指しているもの。燃料には商品化できずに放置された

山林内の木材などを想定【中日新聞：2021/01/16】 

https://www.chunichi.co.jp/article/186176 

 

 

 

■鹿児島県肝属郡錦江町と京セラ（株）（京都）、おおすみ半 

島スマートエネルギー（株）（鹿児島）の 3 者で、国内初とな

る木質バイオマス発電の再生可能エネルギーを活用した公共

施設間の自己託送に関する実証実験の共同研究協定を締結（1

月 15 日）。錦江町は 2020 年 3 月に町内の森林資源を生かし

た再生可能エネルギーの地産地消および地域の減災・防災を

目的に、錦江町役場田代支所を含む公共施設と木質バイオマ

ス発電設備によるマイクログリッドを構築。これまで自営線

で結ばれた公共施設に対してグリッド内に設置した木質バイ

オマス発電設備で発電した電力を供給していたが、深夜や早

朝などの時間帯において需要が低下し、発電した電力が余っ

た際、その活用ができていなかった。実証実験では、発電電

力と需要電力を予測して送電（自己託送）する電力を管理す

る京セラが開発したエネルギーマネジメントシステム（EMS）

を導入し、おおすみ半島スマートエネルギーの運用により木

質バイオマス発電の余剰電力を錦江町役場本庁舎へ自己託送

する。実証実験は 2021 年 10 月より 1 年間行う予定【京セラ

（株）：2021/01/18】 

https://www.kyocera.co.jp/news/2021/0105_smbv.html 

 

■（一社）日本森林技術協会（東京）、令和 2 年度林野庁補助

事業『地域内エコシステム』モデル構築事業成果報告会を期

間限定のウェブ公開形式で開催へ。1 月 7 日に政府より 1 都 3

県に緊急事態宣言が発令されたのを受け、開催方法を報告資

料及び報告動画のホームページでの公開に変更。「地域内エコ

システム」構築や運用を実現するために実施した検討事項

（各地域の課題や取組内容、サプライチェーン等）を、採択

された全国の 18 市町村が報告する。資料及び動画の視聴は下

記サイトより事前申込が必要。公開期間は 2 月 22（月）～3

月 5 日（金）まで【（一社）日本森林技術協会：2021/1 月】 

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

 

２．ペレット関連情報                                                 

 

■（一社）日本木質ペレット協会（東京）、「国内の燃料用木

質ペレット製造事業者の現状」として全国の 132 工場にアン

ケートを実施した内容を集計し、結果を公表。アンケートは

郵送による回答方式で 2020 年 6 月～8 月に実施。回答があっ

た 56 工場のペレットの種類別生産量や、販売単価、販売先の

用途、工場稼動状況等の調査結果がまとめられている。詳細

については下記サイトを参照【（一社）日本木質ペレット協

会：2020/12/23】 

https://w-

pellet.org/2020/12/23/%e5%9b%bd%e5%86%85%e3%81%ae%e7

%87%83%e6%96%99%e7%94%a8%e6%9c%a8%e8%b3%aa%e3%83%

9a%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e8%a3%bd%e9%80%a0%e

https://www.chunichi.co.jp/article/185580
https://www.afpbb.com/articles/-/3326472
https://www.chunichi.co.jp/article/186176
https://www.kyocera.co.jp/news/2021/0105_smbv.html
http://www.wb-ecosys.jp/hokokukai.html
https://w-pellet.org/2020/12/23/%e5%9b%bd%e5%86%85%e3%81%ae%e7%87%83%e6%96%99%e7%94%a8%e6%9c%a8%e8%b3%aa%e3%83%9a%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e8%a3%bd%e9%80%a0%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%ae%e7%8f%be%e7%8a%b6/
https://w-pellet.org/2020/12/23/%e5%9b%bd%e5%86%85%e3%81%ae%e7%87%83%e6%96%99%e7%94%a8%e6%9c%a8%e8%b3%aa%e3%83%9a%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e8%a3%bd%e9%80%a0%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%ae%e7%8f%be%e7%8a%b6/
https://w-pellet.org/2020/12/23/%e5%9b%bd%e5%86%85%e3%81%ae%e7%87%83%e6%96%99%e7%94%a8%e6%9c%a8%e8%b3%aa%e3%83%9a%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e8%a3%bd%e9%80%a0%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%ae%e7%8f%be%e7%8a%b6/
https://w-pellet.org/2020/12/23/%e5%9b%bd%e5%86%85%e3%81%ae%e7%87%83%e6%96%99%e7%94%a8%e6%9c%a8%e8%b3%aa%e3%83%9a%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e8%a3%bd%e9%80%a0%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%ae%e7%8f%be%e7%8a%b6/
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4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%ae%e7%8f%be%e7%8a%

b6/ 

 

■北陸電力（株）（富山）、自社の石炭火力発電に高効率の木

質バイオマス燃料を導入へ。同社は福井県敦賀市にある敦賀

火力発電所 2 号機（定格出力 70 万 kW）および石川県七尾市

にある七尾大田火力発電所 2 号機（同）において、2024 年度

から混焼比率を 15%まで増加させる。2020 年 8 月 25 日開催

の経産省の石炭火力検討ワーキンググループで同社が提示し

た資料「2030 年に向けた取り組み状況」によると、敦賀火力

2 号機は木質バイオマス受払・貯蔵設備設置やボイラ混焼対応

改造といった設備改造工事を進めており、七尾大田火力 2 号

機についても準備中とのこと。敦賀火力 2 号機は 2007 年、

七尾大田火力 2 号機は 2010 年より製材所等から発生する樹

皮や木屑を使用する混焼発電にしていたが、混焼比率増加に

向けて、現在使用している国内材に加え、北米や東南アジア

から木質ペレット（ブラックペレット、ホワイトペレット）

の調達を検討している。これまで敦賀火力 2 号機が約 1.1 万

t/年、七尾大田 2 号機が約 1.4 万 t/年 CO2排出量を削減して

いたが、混焼比率拡大により、約 100 万 t /年削減を目指す 

【日本経済新聞：2020/12/24、北陸電力（株）：2020/4

月、経産省：2020/08/25】 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOJB2329J0T21C20A20

00000 

http://www.rikuden.co.jp/hoshin/attach/torikumi-shosai.pdf 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryok

u_gas/sekitan_karyoku_wg/002.html 

 

■（株）プロスペクト（東京）、事業基盤の拡大と更なる成長

を目指すため、再生可能エネルギー事業部門を「（株）日本エ

ネライズ」（東京）として商号変更（2020 年 11 月 30 日発

表）。同社は Russia Forest Products Group （ロシア）と合弁

会社「RFP Wood Pellets(RFPWP)」を設立し、極東ロシア、ハ

バロフスク地方アムールスクに木質ペレット製造工場を建

設。工場は 2020 年 2 月に完成。同社は 2020 年 3 月時点で、

フランスに本社を置き約 70 カ国に拠点を持つ ENGIE S.A.社グ

ループの ENGIE ENERGY MANAGEMENT SCRL（ベルギー、以下

「ENGIE EM」）と、ロシアで製造するペレットを日本国内の発

電所向けに 9 万 t/年供給するという CIF 固定価格の長期テイ

ク・オア・ペイ契約（2020 年から最短 12 年間）を締結して

いる。ENGIE EM との契約に基づく正式販売は 2021 年 4 月か

ら始まるが、2020 年 12 月 25 日にプロスペクトが出した

「事業の進捗に関するお知らせ」によると、同社は小口のス

ポット販売も行うとして 6 件の販売契約を締結しており、う

ち 3 件（2,650t）を既に出荷したとのこと【（株）プロスペク

ト：2020/12/25、2020/03/09（株）日本エネライズ：

2020/11/30】 

https://www.prospectjapan.co.jp/ir/3779/ 

https://www.prospectjapan.co.jp/ir/pdf/200309engieen.pdf 

https://j-enerise.co.jp/ 

 

■リム情報開発（株）（東京）、輸入バイオマス燃料(木質ペレ

ット・PKS)を取り扱う市場関係者に取材し、2020 年の相場動

向を振り返るとともに、2021 年のバイオマス燃料市場の予想

と注目すべきポイントをまとめた特集記事を掲載。それによ

ると、2020 年は「木質ペレット相場は『比較的安く推移し

た』との指摘が多く寄せられた。」とのこと。各市場の価格動

向では新型コロナの感染拡大で主要産業の輸出減少から工場

稼働率が低下したベトナム、ロックダウンで供給に逼迫感が

生じたため相場が上向いたマレーシアといった生産国と、経

済活動が縮小し電力需要が後退した韓国や欧州のような消費

国それぞれに影響があった。一方で韓国向けと異なり、原木

から加工を経て木質ペレットが製造される日本向けについて

は他産業の影響を受けにくく、コロナ禍においても供給が滞

らなかったため、相場への影響は限定的だった。また多くの

市場関係者が挙げた、2021 年に日本の相場に影響を与えると

予想される注目点は、ペレット、PKS ともに新規バイオマス

発電所の稼働による需要増。同社は 2021 年稼働予定の大型バ

イオマス発電所について調査。それによると、いずれのバイ

オマス発電所も木質ペレット、あるいは PKS を使用する計画

で、合計出力は 555MW に達する。バイオマス発電所の稼働数

が年々増えているため木質ペレット、PKS ともに輸入量が増

加傾向にあるが、これに加え、2021 年稼働予定の発電所が仮

に全燃料を木質ペレットや PKS で賄うとした場合、年間の輸

入量は合計 280 万 t 増加すると試算。詳細は下記サイトを参

照【リム情報開発（株）：2021/01/05】 

https://www.rim-intelligence.co.jp/news/feature/1673122.html 

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

domestic/1673123.html 

 

https://w-pellet.org/2020/12/23/%e5%9b%bd%e5%86%85%e3%81%ae%e7%87%83%e6%96%99%e7%94%a8%e6%9c%a8%e8%b3%aa%e3%83%9a%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e8%a3%bd%e9%80%a0%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%ae%e7%8f%be%e7%8a%b6/
https://w-pellet.org/2020/12/23/%e5%9b%bd%e5%86%85%e3%81%ae%e7%87%83%e6%96%99%e7%94%a8%e6%9c%a8%e8%b3%aa%e3%83%9a%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e8%a3%bd%e9%80%a0%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%ae%e7%8f%be%e7%8a%b6/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOJB2329J0T21C20A2000000
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOJB2329J0T21C20A2000000
http://www.rikuden.co.jp/hoshin/attach/torikumi-shosai.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/sekitan_karyoku_wg/002.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/sekitan_karyoku_wg/002.html
https://www.prospectjapan.co.jp/ir/3779/
https://www.prospectjapan.co.jp/ir/pdf/200309engieen.pdf
https://j-enerise.co.jp/
https://www.rim-intelligence.co.jp/news/feature/1673122.html
https://www.rim-intelligence.co.jp/news/news-domestic/1673123.html
https://www.rim-intelligence.co.jp/news/news-domestic/1673123.html
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■バイオマス・フューエル（株）（東京、以下「BMF」）とグル

ープ企業 BIOMASS FUEL VIETNAM CO., LTD.(以下「BMFV」)、

ISO9001:2015 および ISO14001:2015 を同時取得（12 月 7

日）。対象となるバイオマス燃料は木質ペレットとチップ。

ISO9001:2015 は国際標準化機構による品質マネジメントシス

テムに関する規格で、系統化された品質管理体制を確立し、

高品質木質ペレットの製造に反映させることを目的に取得を

目指してきた。ISO14001:2015 は国際標準化機構による環境

マネジメントシステムに関する規格で、企業活動が環境に及

ぼす負荷を適切に管理し、且つ継続的に削減することを目的

とし、持続可能な成長と地球環境の保全を両立するために取

得に向けた取り組みを行ってきた。BMFV は特に、木質ペレッ

トを製造するまでの原料調達から製造、出荷の過程における

GHG 排出量の適切な評価や排出の抑制に ISO14001:2015 を役

立て、環境負荷の低い製品を供給したい考え。グループ企業

を束ねる BMF は、国内 FIT バイオマス発電プロジェクトへの

バイオマス燃料提供の機会が拡大しており、2019 年には（一

社）日本ガス機器検査協会認定の「発電利用に供する木質バ

イオマスの証明に係る事業者認定」も取得している【OSR 

No.450：2021/01/06、バイオマス・フューエル（株）：

2020/12/16】 

http://www.biomassfuel.co.jp/file/201218_ISO9001-

ISO14001.pdf 

 

■長野県林務部県産材利用推進室が、「炎のある暮らし、はじ

めませんか？森とつながるエネルギー」を作成。「ペレットス

トーブ編」と「薪ストーブ編」の二種類あり、どちらも PDF

のデータを自由にダウンロードできるようになっている。薪

ストーブやペレットストーブ導入編として、自分の生活スタ

イルにあったストーブの選び方や、メンテナンス、燃料調達

などについてわかりやすく紹介【長野県：2021/01/06】 

https://www.pref.nagano.lg.jp/mokuzai/20biomass.html 

 

■宮城県大崎市で、森林資源を余すことなく活用してエネル

ギーの自立と地域内の炭素循環をはかる「VESTA プロジェク

ト」が始動。事業の主要部分に関わる（株）建設技術研究所

（東京）が、宮城県内の森林事業体（株）ウェスタとの連携

により、木質ペレットの製造・販売、木質燃料による住宅へ

の熱供給事業に参画したことを発表し、内容が明らかに。同

事業は、地域の主伐材・間伐材を用いたチップ製造および地

域の製材屑を用いたペレット製造を行う「（1）木質燃料の製

造・販売」と、製造したチップを木材乾燥用のボイラ燃料と

して使う「（2）木材乾燥用の熱供給」、さらに熱電併給システ

ム（CHP）を 2 台運転し、熱（合計出力 200kW）は住宅の冷

暖房・給湯に使い、電気は FIT を通じて売電（売電先は隣町の

加美町が出資して作った新電力事業「かみでん里山公社」）す

る「（3）熱電併給システムによる熱供給および売電」の三本

柱となっている。事業の主たる部分である燃料製造・販売

（卸）および熱電併給は、ウェスタおよび建設技術研究所が

出資する SPC（特定目的会社）「ウェスタ CHP」が行う。第一

段階として CHP を活用し、宮城県大崎市鳴子温泉にある賃

貸・集合住宅「サステナヴィレッジ鳴子」に熱供給を行うと

しているが、昨年 11 月に既に第一期完成お披露目会を実施済

み。ペレット製造事業、木材乾燥事業、発電事業は第二段階

として順次展開していくとのこと。ペレット製造場所は宮城

県栗原市にある（株）くりこまくんえんで、2,500t/年製造・

販売（卸売り）する予定。燃料販売の小売りは（株）さいか

い産業（新潟）が行う予定【（株）建設技術研究所：

2021/01/07、サステナブル・ブランドジャパン：

2020/12/03 

http://www.ctie.co.jp/news/20210107.html 

https://www.sustainablebrands.jp/article/story/detail/1199504

_1534.html 

 

■山口県下関市、同市長府扇町に計画されている国内最大級

のバイオマス発電所「長府バイオマス発電所」の事業者、「長

府バイオパワー合同会社」と 2020 年 12 月 21 日に公害防止

協定を締結。2018 年 3 月に正式決定された同発電所の整備事

業は、山口大学発のコンサルティング会社「（株）MOT 総合研

究所」が企画。同社と石油資源開発（株）（東京）の出資で、

2020 年 11 月 9 日に特定目的会社（SPC）の「長府バイオパ

ワー」を設立。発電所の出力は約 74,950kW、燃料にはタイ、

ベトナム、マレーシアから輸入する木質ペレット（16 万～32

万 t/年）、マレーシアから輸入する PKS、竹チップ（0～19 万

t/年）を使う計画。工事着手は 2022 年 3 月、運開は 2024 年

9 月の予定【毎日新聞：2021/01/12、下関市：

2020/12/14、2020/08/19】 

https://mainichi.jp/articles/20210112/ddl/k35/010/172000c 

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1607584012

876/index.html 

http://www.biomassfuel.co.jp/file/201218_ISO9001-ISO14001.pdf
http://www.biomassfuel.co.jp/file/201218_ISO9001-ISO14001.pdf
https://www.pref.nagano.lg.jp/mokuzai/20biomass.html
http://www.ctie.co.jp/news/20210107.html
https://www.sustainablebrands.jp/article/story/detail/1199504_1534.html
https://www.sustainablebrands.jp/article/story/detail/1199504_1534.html
https://mainichi.jp/articles/20210112/ddl/k35/010/172000c
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1607584012876/index.html
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1607584012876/index.html
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http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1599186938

864/files/shiryou3.pdf 

 

■エンビバ・パートナーズ社（USA、以下「エンビバ」）は、

12 月初旬にフロリダ州パナマシティ港から初出荷した木質ペ

レットが、山口県の岩国港に到着したと発表（1 月 12 日）。

今回の出荷では、米国南東部を供給元とする低価値の木材か

ら作られた木質ペレット約 28,000t を輸送。100 の石炭火力

発電所を閉鎖または脱炭素化するという政府の公約に加え、

日本の FIT 制度により、エンビバは長期需要向けに 300 万 t/

年以上の木質ペレットを契約することができたという。日本

の顧客との契約の多くは 2040 年以降まで継続するとのこと

【PR TIMES：2021/01/12】 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000072343.ht

ml 

 

■出光興産（株）（東京）、ベトナムのバイオマス発電用ペレ

ット工場で実施する「ペレット工場への 2MW 屋根置き太陽光

発電システムの導入」事業が、環境省の「令和 2 年度二国間

クレジット制度（JCM）資金支援事業のうち設備補助事業」に

採択されたと発表。採択された事業は、ベトナムのビンディ

ン省にある Ha Tien Energy Corporation Multi-member LLC （以

下、「HATIECO」）が運営するバイオマス発電用ペレット工場の

屋根に、HATIECO の親会社である TTCL Public Company Limited

（タイ）と共同で 2MW の太陽光発電システムを設置し、発電

した電力を工場所有者である HATIECO へ販売するもの。同プ

ロジェクトによる CO2排出削減量は 1,024t/年の見込み。完工

時期は 2022 年上期の予定で、ベトナム、日本両政府の協力の

下、実施［出光興産（株）：2021/01/14］ 

https://www.idss.co.jp/news/2020/210114.html 

 

■出光興産（株）（東京）、山口県周南市が 1 月 15 日に発足し

た「木質バイオマス材利活用推進協議会」に委員として参画

すると発表。周南市は海沿いに苛性ソーダの生産を軸とする

無機化学と石油精製と連動した有機化学（石油化学）が融合

した周南コンビナートがあり、それらを生産する電力を供給

する石炭火力発電所（東ソー（株）が 67 万 6,900kW、（株）

トクヤマが 51 万 7,000kW）が、昨今の石炭火力発電フェード

アウト、カーボンニュートラルへの対応でバイオマス混焼率

向上を検討している。さらに同地で出光興産徳山事業所がバ

イオマス専焼発電所（5 万 kW）を、周南パワー（株）（山

口）が石炭バイオマス混焼発電所（30 万 kW）を共に 2022 年

運開予定。そこで周南市はバイオマスの需要増と森林の循環

利用の必要性を踏まえた取組として、市有林の緑山（270ha）

における「緑山バイオマス材生産モデル事業」を 2019 年より

着手。15～20 年で成長する前提で緑山を段階的に早生樹「コ

ウヨウザン」へ移行させる実証事業を 2020 年より行ってい

る。協議会では実証実験を踏まえ、早生樹による木質バイオ

マス材生産の市内他地域拡大を目指すほか、国産の木質バイ

オマス利活用の方法についても協議していく。出光興産は周

南市で計画しているバイオマス発電所について、「営業運転開

始後、当面の間は輸入木質ペレットと PKS を使用する」が、

「中長期的には国産の間伐材や製材端材等を使用する」とし

ている【出光興産（株）：2021/01/15、2019/06/03、周南

市：2021/01/08】 

https://www.idss.co.jp/news/2020/210115_1.html 

https://www.idss.co.jp/news/2019/190603_1.html 

http://www.city.shunan.lg.jp/uploaded/attachment/64312.pdf 

 

■日本貿易振興機構（東京、以下「ジェトロ」）、地域・分析

レポート「木質バイオマス燃料、ヤシ殻（PKS）とウッドペレ

ットに注目（インドネシア）」をウェブに掲載。ジェトロ・ジ

ャカルタ事務所は 2019 年 6 月に PKS 商談会を、2020 年 11

月にはインドネシア商業省とともにオンライン形式で PKS と

ペレットを商材とした「バイオマス商談会」を開催。日本側

バイヤー6 社とインドネシア側サプライヤー5 社が参加。PKS

に関して、双方から将来的なビジネスに期待する声が挙がっ

たが、インドネシアのサプライヤー数が限定されているのに

買い手である日本側の要求がインドネシア側の供給意欲と能

力を超えるようになってきている点や、インドネシアでは政

府が独自に「持続可能なパーム油認証システム（ISPO）」を定

めており、その結果、「持続可能なパーム油のための円卓会議

（RSPO）」の認証を受けたパームオイル工場などは限定的なの

に、日本の資源エネ庁が定めた「事業計画策定ガイドライン

（バイオマス発電）」では RSPO または「持続可能なバイオ燃

料に関する円卓会議（RSB）」の認証による持続可能性の確保

が必要になっている点など、改めて浮き彫りになった課題

も。一方ペレットは、2019 年時点では産出量が 16 万 t

（2019 年、国際連合食糧農業機関（FAO）推計値）で世界全

体の 0.8%に過ぎないものの、森林面積から考えると潜在的な

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1599186938864/files/shiryou3.pdf
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1599186938864/files/shiryou3.pdf
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000072343.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000072343.html
https://www.idss.co.jp/news/2020/210114.html
https://www.idss.co.jp/news/2020/210115_1.html
https://www.idss.co.jp/news/2019/190603_1.html
http://www.city.shunan.lg.jp/uploaded/attachment/64312.pdf
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生産余力は十分と思われること、また持続可能性に関する認

証についても森林管理協議会（FSC）などの国際認証を利用す

ることでクリアできることから、両国企業が注目【日本貿易

振興機構（ジェトロ）：2021/01/19】 

https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2021/053f5bfaafa14

821.html 

 

■バイオマス・フューエル（株）（東京）、グループ会社の

BIOMASS FUEL VIETNAM CO.,LTD.(ベトナム、以下「BMFV」)

が、ベトナム国ゲアン省における木質ペレット製造輸出事業

において、2020 年 11 月 14 日に試運転試験を完了し、2021

年 1 月 21 日に日本側仕向港に初めて出荷したと発表。第 1 船

目の出荷を記念し、1 月 20 日に出荷場所である Cua Lo 港に

て『First Shipment Ceremony 』を実施。ゲアン省農林農村開

発局長は、「経済発展の兆しとして画期的な出来事。製品原料

である原木は、仮に BMFV 社が 2 倍の規模に拡大しても大丈

夫なので、ぜひ第二工場の検討も」と述べた。BMFV が所有す

るプラントはベトナム国内日系初かつアジア最大規模。SDGs

にも準拠し、設備は欧州 Hekotek 製で、ベトナム最高品質の

製品を製造中。日本の FIT 制度基準に適した木質ペレットを約

16 万 t/年製造可能。第 1 船目の出荷量は約 8,500t であり、

今後は日本や欧州バイオマス発電所向けに随時出荷してい

く。2021 年内には、欧州向け SBP 認証（＝Sustainable 

Biomass Program：持続可能なバイオマスプログラム〔発電等

エネルギー利用用木質バイオマスの持続可能性を認証〕）も取

得予定〔バイオマス・フューエル（株）：2021/01/21〕 

http://www.biomassfuel.co.jp/file/pre003.pdf 

 

 

■北海道木質ペレット推進協議会（北海道）、ホームページに 

「相談窓口」を開設。「ペレットストーブ・薪ストーブを正し

く・末永く楽しんでいただくため」開設したとのこと。ペレ

ットストーブ・薪ストーブのメンテナンスや煙突掃除、木質

燃料の購入はもちろん、既存住宅でのストーブ設置まで、さ

まざまな疑問に対応できる道内各地の相談受付企業を紹介し

てくれる。詳細は下記を参照【北海道木質ペレット推進協議

会：2021/01/27】 

http://www.pellet-hokkaido.com/news/news-124.html 

 

■欧州ペレット協議会（European Pellet Council）（ベルギー）、

木質ペレット認証スキームの ENplus®が運用開始から 10 年の

節目を迎えたと発表。この 10 年、ENplus®は、サプライチェ

ーン全体で調和の取れたペレット品質を導入し、維持するこ

とで高品質ペレットの市場発展に貢献してきた。2020 年 11

月時点で、6 大陸・47 か国にいる認証ペレット生産者、トレ

ーダー、およびサービスプロバイダーの数は 1,040 以上にも

のぼる。この年の認証ペレットの総生産量は 1,300 万 t 近く

にのぼり、欧州の暖房市場の約 69％を占めている。さらに

ENplus®認証スキーム運用開始以来、認証されたペレットの総

生産量は、約 89 億ガロンの灯油に相当する約 7,400 万 t と推

定。欧州ペレット協議会のパブロ・ロデロ会長は、今後数年

間で認証ペレットの需要がさらに増えることを期待している

と述べている【European Pellet Council：2021/1 月】 

https://epc.bioenergyeurope.org/enplus-celebrates-10th-

anniversary/ 

 

 

３．イベント情報（国内）                                               

 

 

◎：木質ペレット燃料、ストーブ、ボイラの関連イベント 

 

■「森林サービス産業」フォーラム実行委員会「森林サービ

ス産業フォーラム 2021」 

2021 年 2 月 3 日（水）～4 日（木） 

オンライン（Zoom、Youtube） 

http://www.green.or.jp/news/%E3%80%90%E4%BB%A4%E5%92%

8C3%E5%B9%B423-

4%E3%80%91%E3%80%8C%E6%A3%AE%E6%9E%97%E3%82%B5%

E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E7%94%A3%E6%A5%AD%E3

%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%A02021%

E3%80%8D%E3%82%92/ 

 

※本ニュースに掲載のイベントは情報として紹介し

ており、オンラインでの参加を推奨します。 

※新型コロナウイルスの影響により、イベント、展

示会の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。 

※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.jetro.go.jp/biz/areareports/2021/053f5bfaafa14821.html
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2021/053f5bfaafa14821.html
http://www.biomassfuel.co.jp/file/pre003.pdf
http://www.pellet-hokkaido.com/news/news-124.html
https://epc.bioenergyeurope.org/enplus-celebrates-10th-anniversary/
https://epc.bioenergyeurope.org/enplus-celebrates-10th-anniversary/
http://www.green.or.jp/news/%E3%80%90%E4%BB%A4%E5%92%8C3%E5%B9%B423-4%E3%80%91%E3%80%8C%E6%A3%AE%E6%9E%97%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E7%94%A3%E6%A5%AD%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%A02021%E3%80%8D%E3%82%92/
http://www.green.or.jp/news/%E3%80%90%E4%BB%A4%E5%92%8C3%E5%B9%B423-4%E3%80%91%E3%80%8C%E6%A3%AE%E6%9E%97%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E7%94%A3%E6%A5%AD%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%A02021%E3%80%8D%E3%82%92/
http://www.green.or.jp/news/%E3%80%90%E4%BB%A4%E5%92%8C3%E5%B9%B423-4%E3%80%91%E3%80%8C%E6%A3%AE%E6%9E%97%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E7%94%A3%E6%A5%AD%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%A02021%E3%80%8D%E3%82%92/
http://www.green.or.jp/news/%E3%80%90%E4%BB%A4%E5%92%8C3%E5%B9%B423-4%E3%80%91%E3%80%8C%E6%A3%AE%E6%9E%97%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E7%94%A3%E6%A5%AD%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%A02021%E3%80%8D%E3%82%92/
http://www.green.or.jp/news/%E3%80%90%E4%BB%A4%E5%92%8C3%E5%B9%B423-4%E3%80%91%E3%80%8C%E6%A3%AE%E6%9E%97%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E7%94%A3%E6%A5%AD%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%A02021%E3%80%8D%E3%82%92/
http://www.green.or.jp/news/%E3%80%90%E4%BB%A4%E5%92%8C3%E5%B9%B423-4%E3%80%91%E3%80%8C%E6%A3%AE%E6%9E%97%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E7%94%A3%E6%A5%AD%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%A02021%E3%80%8D%E3%82%92/


10 

 

■アジア太平洋資料センター(PARC)、他「終わりのない原子

力災害―3.11 東日本大震災から 10 年」完成記念上映シンポジ

ウム 

2021 年 2 月 6 日（土） 

オンライン会議システム ZOOM 

https://ssl.parc-

jp.org/e/html/products/detail.php?product_id=146 

 

■NPO 法人農都会議『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） 

https://blog.canpan.info/bioenergy/archive/333 

 

■NEDO「第 11 回日独エネルギー・環境フォーラム」 

2021 年 2 月 16 日（火）～2021 年 2 月 18 日（木） 

Web 開催（Zoom ウェビナー） 

https://www.nedo.go.jp/events/AT09_100082.html 

 

■（公財）日本環境教育機構 デンマーク大使館寺田和弘氏

特別講演「世界一幸福な国デンマークの環境政策」 

2021 年 2 月 18 日（木） 

東京ウィメンズプラザ ホール（東京都渋谷区） 

https://www.jp-eco.org/activity/seminar/seminar_info 

 

■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） ※新型コロナウイル

ス感染症対策のため延期 

岩手県久慈市平庭山荘（岩手県久慈市） 

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

 

■在シアトル日本国総領事館「日・米国ワシントン州 気候

変動対策としての森林保全及び木材製品利用・木造建築」 

2021 年 2 月 19 日（金） 

ウェビナー 

https://www.seattle.us.emb-

japan.go.jp/itpr_ja/woodwebinar2021.html 

■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 

 

■（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/ 

 

◎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/ 

 

■（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/ 

 

■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」 

https://ssl.parc-jp.org/e/html/products/detail.php?product_id=146
https://ssl.parc-jp.org/e/html/products/detail.php?product_id=146
https://blog.canpan.info/bioenergy/archive/333
https://www.nedo.go.jp/events/AT09_100082.html
https://www.jp-eco.org/activity/seminar/seminar_info
https://blog.canpan.info/bioenergy/archive/334
https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/woodwebinar2021.html
https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/woodwebinar2021.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
http://www.wb-ecosys.jp/hokokukai.html
https://www.moku-fes.com/
https://www.bm-expo.jp/
https://jifpro.or.jp/infomation/4923/
https://www.nippo.co.jp/n-expo021/
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2021 年 3 月 19 日（金）～23 日（火）※22 日は除く 

オンライン 

https://www.forestry.jp/ 

 

■（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/ 

 

◎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 

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

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/ 

 

 

 

 

 

https://www.forestry.jp/
https://jifpro.or.jp/infomation/4938/
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
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/
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４．イベント情報（海外）                                               

 

■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/ 

 

■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/ 

 

◎European Pellet Conference 2021 

2021 年 2 月 24 日（水）～25 日（木） 

ヴェルス（オーストリア） 

https://www.wsed.at/en/programme/european-pellet-

conference.html 

 

■World Sustainable Energy Days 2021  

2021 年 2 月 24 日（水）～26 日（金） 

ヴェルス（オーストリア） 

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

 

◎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） 

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/ 

 

■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/ 

 

 

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/
https://adbioresources.org/events/adba-national-conference/
https://www.wsed.at/en/programme/european-pellet-conference.html
https://www.wsed.at/en/programme/european-pellet-conference.html
https://www.wsed.at/en/world-sustainable-energy-days.html
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/
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■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 

 

■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/ 

 

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.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/
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■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 

 

■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）                                              

 

■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 

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.elmia.se/en/wood/
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
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■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 

 

■（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.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
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

