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Pellet Club JAPAN 月刊ニュース（2021 年 4 月号） 

 

発行元：ペレットクラブ 

                                      発行日：2021 年 4 月 29 日 

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

 

■日本製紙（株）（東京）、（株）日本製鋼所（東京）と共同で木

材由来の木質バイオマスを高配合した樹脂複合材料「トレファ

イドバイオコンポジット」を開発。日本製紙が培ってきた新規

バイオマス固形燃料のトレファクション技術を活用し、木質バ

イオマスに耐熱性、粉砕性、疎水性を付与。このサステナブル

な木質バイオマス材料を、日本製鋼所製の二軸押出機(TEX シリ

ーズ)の混練技術を用いて樹脂に高配合することで、従来よりも

耐熱性や成形性に優れた新しいトレファイドバイオコンポジ

ットを生み出した。今後は、建材、食品容器・器具、家電製品、

園芸など、様々な分野での用途開発により商品化を進める【日

刊ケミカルニュース： 2021/03/19、日本製紙（株）：

2021/02/04】 

https://chemical-

news.com/2021/03/19/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%A3%BD%

E7%B4%99%E3%80%80%E6%9C%A8%E8%B3%AA%E3%83%90%E3

%82%A4%E3%82%AA%E3%83%9E%E3%82%B9%E9%AB%98%E9%8

5%8D%E5%90%88%E3%81%AE%E6%A8%B9%E8%84%82%E8%A4%

87%E5%90%88%E6%9D%90%E6%96%99/ 

https://www.nipponpapergroup.com/news/year/2021/news210

204004808.html 

 

■長野県伊那市の白鳥孝市長、3 月 19 日の市議会 3 月定例会

本会議で温室効果ガス排出量を 2050 年までに実質ゼロにする

「2050 年カーボンニュートラル宣言」を発表。市は 2016 年 3

月に市 50 年の森林ビジョン、同 12 月に「伊那から減らそう

CO2！！」（市二酸化炭素排出抑制計画）をそれぞれ策定。化石

燃料に代わる木質バイオマス等の再生可能エネルギーの推進、

公共施設の照明の LED 化などの取り組みを進めてきた。この結

果、2025 年度までに市内一般家庭の CO2 総排出量に対する再

生可能エネルギー等による抑制割合を「25%」にする目標を既

に達成。再生可能エネルギーのうち、木質バイオマスによる CO2

抑制量を「3 倍」にする目標についてもほぼ達成する見込みで

あるため、それぞれを大幅に上方修正し、「53%」、「8 倍」に

【Nagano Nippo Web：2021/03/20】 

http://www.nagano-np.co.jp/articles/75219 

 

■プラント設備事業の（株）タカフジが、大分県佐伯市西浜に

木質チップ製造工場建設へ。佐伯市が保有していた土地

（6,006.14 ㎡）で、売却予定価格は 4,504 万 6,000 円。チップ

工場は 2021 年 6 月に稼働予定【大分合同新聞：2021/03/22、

佐伯市 3 月市長定例記者発表：2021/02/17】 

https://www.oita-

press.co.jp/1010000000/2021/03/22/JD0060096137 

https://www.city.saiki.oita.jp/kiji0034982/index.html 

 

■（株）ユーグレナ（東京）、（株）ライフ白銅（東京）のガソ

リンスタンド「セルフかつしか 6 号店」で次世代バイオディー

ゼル燃料「ユーグレナバイオディーゼル燃料」を 4 月 9 日～11

日の 3 日間限定で提供、一般販売。ライフ白銅は日本をバイオ

燃料先進国にすることを目指す『GREEN OIL JAPAN』宣言に賛

同し、車両自体の内燃機関を変更することなく使用可能なユー

グレナバイオディーゼル燃料の普及拡大を目指して、テスト販

売を決定した。同日、ユーグレナバイオディーゼル燃料の原料

に使用される、家庭から出た廃食油の回収なども行った。これ

まで同燃料は乗合バスや配送車、消防車等の商用車両向けに供

給してきたが、一般向けに販売するのは今回が初【（株）ユーグ

レナ：2021/03/22】 

https://www.euglena.jp/news/20210322-2/ 

 

■（株）タケエイ（東京）子会社の「（株）花巻バイオマスエナ

ジー」（岩手）が、発電所の余熱を利用した菌床キクラゲ栽培に

成功し、出荷を開始。花巻 BE は 2017 年の営業開始以来、発電

事業における余熱利用策として、国内での生産量が少ないキク

ラゲの栽培の実証試験を重ねてきた。今年 1 月に栽培用ハウス

が竣工し、菌床を搬入してから順調に生育して収穫できたため、

主に地元花巻市の食品加工業者に出荷。学校給食や地元宿泊施

設などの料理の具材として利用される予定。生産量は約 6t/年

の見込み。タケエイグループ会社は（株）津軽バイオマスエナ

https://chemical-news.com/2021/03/19/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%A3%BD%E7%B4%99%E3%80%80%E6%9C%A8%E8%B3%AA%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%9E%E3%82%B9%E9%AB%98%E9%85%8D%E5%90%88%E3%81%AE%E6%A8%B9%E8%84%82%E8%A4%87%E5%90%88%E6%9D%90%E6%96%99/
https://chemical-news.com/2021/03/19/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%A3%BD%E7%B4%99%E3%80%80%E6%9C%A8%E8%B3%AA%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%9E%E3%82%B9%E9%AB%98%E9%85%8D%E5%90%88%E3%81%AE%E6%A8%B9%E8%84%82%E8%A4%87%E5%90%88%E6%9D%90%E6%96%99/
https://chemical-news.com/2021/03/19/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%A3%BD%E7%B4%99%E3%80%80%E6%9C%A8%E8%B3%AA%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%9E%E3%82%B9%E9%AB%98%E9%85%8D%E5%90%88%E3%81%AE%E6%A8%B9%E8%84%82%E8%A4%87%E5%90%88%E6%9D%90%E6%96%99/
https://chemical-news.com/2021/03/19/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%A3%BD%E7%B4%99%E3%80%80%E6%9C%A8%E8%B3%AA%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%9E%E3%82%B9%E9%AB%98%E9%85%8D%E5%90%88%E3%81%AE%E6%A8%B9%E8%84%82%E8%A4%87%E5%90%88%E6%9D%90%E6%96%99/
https://chemical-news.com/2021/03/19/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%A3%BD%E7%B4%99%E3%80%80%E6%9C%A8%E8%B3%AA%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%9E%E3%82%B9%E9%AB%98%E9%85%8D%E5%90%88%E3%81%AE%E6%A8%B9%E8%84%82%E8%A4%87%E5%90%88%E6%9D%90%E6%96%99/
https://chemical-news.com/2021/03/19/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%A3%BD%E7%B4%99%E3%80%80%E6%9C%A8%E8%B3%AA%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%9E%E3%82%B9%E9%AB%98%E9%85%8D%E5%90%88%E3%81%AE%E6%A8%B9%E8%84%82%E8%A4%87%E5%90%88%E6%9D%90%E6%96%99/
https://www.nipponpapergroup.com/news/year/2021/news210204004808.html
https://www.nipponpapergroup.com/news/year/2021/news210204004808.html
http://www.nagano-np.co.jp/articles/75219
https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2021/03/22/JD0060096137
https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2021/03/22/JD0060096137
https://www.city.saiki.oita.jp/kiji0034982/index.html
https://www.euglena.jp/news/20210322-2/
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ジー（青森）が、隣接する（株）津軽エネベジ（青森）のビニ

ールハウスへ余熱を温風に変えて送り、高糖度トマトを通年栽

培している。また、（株）大仙バイオマスエナジー（秋田）は温

水による床暖房設備のあるバス停留所を新築して地域に寄贈。

グループ全体でバイオマス発電における余熱利用を進めてい

る【（株）タケエイ：2021/03/24】 

https://ssl4.eir-parts.net/doc/2151/tdnet/1946632/00.pdf 

 

■エア・ウォーター（株）（大阪、以下「AW」）、木質バイオマ

ス発電設備を使い、長野県安曇野市で電気と排熱、排ガスの三

つを有効活用する次世代農業モデルの構築へ。同社電力事業部

とグループの（株）エア・ウォーター農園（北海道）などが連

携して進めていく。AW は安曇野市で M＆A により取得した広

大な農園で生鮮トマトの施設栽培を 2011 年から行っているが、

トマト農園の隣に約 30 億円を投じて出力 2,000kW のバイオマ

ス発電設備や専用チップ工場を完成。ドイツ製のコジェネレー

ション（熱電併給）設備 40 台を輸入し構築したシステムは、

試験運転を重ね、90 数%の高効率稼働にめどをつけた。また安

定した材料調達に向け、長野県森林組合連合会などから未利用

木材の供給協力も得ている。現在はトマト農園で液化石油ガス

（LPG）を使った温水供給で施設の温度を調整し、光合成促進

用に炭酸ガス（CO2）も購入しているが、バイオマス設備の稼働

で発電した電気は売電し、排熱は農園の温度調節に、排ガスは

濃度調整した上で作物の成長促進にそれぞれ使用する【ニュー

スイッチ：2021/03/24】 

https://newswitch.jp/p/26497 

 

■経産省、FIT 制度における 2021 年度の買取価格・賦課金単価

等を決定したと発表。バイオマス関連は全般的に 2020 年度か

ら変更なし。①一般木材等バイオマス発電（10,000kW 未満）

の買取価格は 24 円＋税のまま。②一般木材等バイオマス発電

（10,000kW 以上）・バイオマス液体燃料（全規模）に関しては

入札により決定し、上限価格は非公表。その他のバイオマス発

電も全般的に 2020 年度から変更なし。詳細は下記サイトを参

照【経産省：2021/03/24】 

https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210324004/2021

0324004.html 

 

■（株）タクマ（兵庫）、2019 年に（株）サラ（岡山）に納入

した CO2供給設備「t-CarVe ティー・カーブ®」について、日本

機械工業連合会より「令和 2 年度優秀省エネ機器・システム表

彰」の日本機械工業連合会会長賞を受賞。t-CarVe はバイオマ

ス発電プラントの燃焼排ガス中に含まれる、作物および作業者

にとって有害となる可能性のある成分（窒素酸化物等）を除去

し、排ガス中の CO2をグリーンハウス内へ安価に安定供給する

設備。サラが運営する SARA パワー発電所（岡山、発電規模 

10,000kW）に同機を納入して 2019 年 4 月から稼働させてお

り、浄化した CO２を隣接するグリーンハウス（パプリカ棟 3.4ha、

トマト棟 6.0ha、レタス棟 2.5ha、合計規模 11ha）に供給して

いる。日本機械工業連合会からは「独創性・先見性」「効率的か

つ低リスク・低コストな CO2排出抑制」といった評価を得てい

る【（株）タクマ：2021/03/25】 

https://www.takuma.co.jp/news/2020/20210325.html 

 

■脱炭素社会の実現に向けて、CO2 を多く吸収する木を植える

林業者への支援などを盛り込んだ「改正間伐等促進法」が 3 月

26 日の参議院の本会議で賛成多数で可決し、成立。同法は京都

議定書の森林吸収量目標を達成するため、2008 年に「間伐等

特措法」として制定後、2013 年に改正・延長し、2020 年度ま

でに実施される①間伐、再造林等の森林整備、②成長に優れた

樹木（特定母樹）の増殖を推進させることを目的としていた。

2020 年度末で期限が切れるが、パリ協定に基づく日本の森林

吸収量目標（2030 年度に 2.0％減）の達成および 2050 年カー

ボンニュートラルの実現に向け、特定母樹の苗木を用いた再造

林促進で森林吸収量の最大化を図るため、事業に関わる市町村

や民間事業者等を支援する期限を 2030 年度まで 10 年間延長

する。さらに①都道府県知事が植栽に適した区域（特定植栽促

進区域）を指定、②区域内で特定苗木の植栽を実施しようとす

る林業事業体等が作成する計画（特定植栽事業計画）を認定、

③計画の認定を受けた者に対し、林業・木材産業改善資金の償

還期間の延長等の支援措置を講じる制度も創設。改正間伐等促

進法は 4月 1日施行【NHK：2021/03/26、林野庁：2021/04/23】 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210326/k10012938461

000.html 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanbatu/kanbatu/sotihou.html 

 

■（株）タケエイ（東京）、（株）タケエイグリーンリサイクル

（神奈川）が神奈川県の企業誘致施策「セレクト神奈川 100」

における企業誘致促進補助金を受給することになったと発表。

タケエイグリーンリサイクルの建設廃材や RPF を燃料とする

https://ssl4.eir-parts.net/doc/2151/tdnet/1946632/00.pdf
https://newswitch.jp/p/26497
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210324004/20210324004.html
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210324004/20210324004.html
https://www.takuma.co.jp/news/2020/20210325.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210326/k10012938461000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210326/k10012938461000.html
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanbatu/kanbatu/sotihou.html
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都市型バイオマス発電施設「横須賀バイオマス発電所」が、「セ

レクト神奈川 100」認定企業のうち唯一の木質バイオマス発電

所となっており、2021 年 4 月より 10 年間にわたって土地・建

物・設備等への投資額の 5％にあたる金額を受領する予定【（株）

タケエイ：2021/03/26】 

 http://www.takeei.co.jp/pdf/news_20210326.pdf 

 

■宮城県石巻市の石巻市議会、同市須江地区の液体バイオマス

発電所建設計画を巡り、建設基準の見直しや事業計画策定ガイ

ドラインの順守義務化などを求める意見書を経産相と資源エ

ネ庁長官宛てに送付（3 月 19 日）。意見書は地元住民から振動

や騒音、大型車両の通行による住環境の悪化や健康被害を懸念

する声が上がっていることを指摘。具体的には、バイオマス発

電所建設で住宅地を避けることや、用地買収の段階から地権者

以外の住民にも周知し、理解を得ることなどを求めた。発電所

は（株）G-Bio イニシアティブ（東京）が設立した「合同会社

G-Bio 石巻須江」（東京）が計画を進めており、発電出力は国内

最大規模となる 102,750kW。燃料は植物油（ポンガミア油）を

使用するとされ、原料となる植物はアフリカ（モザンビーク）

で植林、栽培、精油化され、タンカーで日本へ輸送し、発電所

に供給する計画。2017 年 2 月 22 日に既に FIT 認定されている

が、意見書には国内で使用実績が十分でない輸入燃料は認定を

慎重に判断することも要望。同事業については環境影響評価準

備書の縦覧が 4 月 6 日～5 月 12 日まで行われており、それに

よると、着工が 2022 年 2 月頃の予定で、運開時期が 2025 年

8 月頃の予定。4 月末には住民説明会も開催【河北新報：

2021/03/26、石巻市議会：2021/3 月、合同会社 G-Bio 石巻

須江：2021 年】 

https://kahoku.news/articles/20210326khn000026.html 

https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/30101000/R3-

1teirei/R3-1teirei.pdf 

https://g-bio-ishinomaki.com/ 

 

■石川県加賀市、3 月 26 日に小水力発電を手掛ける「（株）DK-

Power」（大阪）と地方創生の推進に関する連携協定を締結。同

社は空調機器メーカー「ダイキン工業（株）」（大阪）の 100%子

会社。上水道や農業用水等地域の既存のインフラを活用して小

水力発電を手掛ける。発電機器の設置や運用保守費用は同社が

負担し、売電収益を自治体と分け合うかたちで、全国 37 の自

治体と協定を結び、既に 25 の自治体で稼働。加賀市との協定

では売電収益を原資に再生可能エネルギー発電事業の共同開

発、産業の振興、まちづくりの活性化等に再投資し、地域内の

経済循環を目指すとしている。温泉の地熱を活用したカカオ豆

の栽培やバイオマス発電の可能性も調査する【中日新聞；

2021/03/27】 

https://www.chunichi.co.jp/article/225562 

 

■（株）レノバ（東京）、バイオマス発電所での早生樹の利用に

向け、国内に育成地。同社は 2023 年までに発電能力が 7 万

5,000kW 程度のバイオマス発電所を 5 カ所新設する予定。稼働

開始直後は輸入材を使用するが、将来は輸送時の CO2が少ない

国産材の使用比率を高める方針で、その際にコストを抑えられ

る早生樹を使う考え【Yahoo!Japan ファイナンス：2021/03/29、

日本経済新聞：2021/03/26】 

https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/20210329-

10000025-dzh-stocks&ct=ga 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ11AY90R10C21A30

00000/ 

 

■ボルボ・カー・コーポレーション（スウェーデン、通称「ボ

ルボ・カーズ」）は現地時間 3 月 24 日、中国大慶市にある製造

工場が 100％クライメート・ニュートラル電力での運営が開始

されたと発表。黒龍江省の大慶工場に供給される電力は、バイ

オマス発電（83％）と風力発電（17％）による電力で、工場の

年間 CO2排出量を約 34,000t 削減できると試算されている。バ

イオマス発電所は地元で持続的に調達された農業や林業の廃

棄物を使用。大慶工場が加わったことで、同社のグローバル製

造ネットワークは 90％近くの使用電力が気候変動対策を施し

た電力で賄っていることとなり、ボルボ・カーズが持つ 2025

年までに製造事業をクライメート・ニュートラルにという目標

に向けた重要な一歩となった【グーネットマガジン：

2021/03/29】 

https://www.goo-net.com/magazine/112885.html 

 

■（一社）日本木質バイオマスエネルギー協会（東京）、2020

年度「地域内エコシステム」構築事業関連成果報告会資料をサ

イト上で公開。同協会は、林野庁の補助事業である 2020 年度

「『地域内エコシステム』構築事業（燃料材サプライチェーン実

態調査／木質バイオマス熱利用・熱電併給効率化実態調査／放

置薪炭林活用実態調査）」、「『地域内エコシステム』技術開発・

http://www.takeei.co.jp/pdf/news_20210326.pdf
https://kahoku.news/articles/20210326khn000026.html
https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/30101000/R3-1teirei/R3-1teirei.pdf
https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/30101000/R3-1teirei/R3-1teirei.pdf
https://g-bio-ishinomaki.com/
https://www.chunichi.co.jp/article/225562
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/20210329-10000025-dzh-stocks&ct=ga
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/20210329-10000025-dzh-stocks&ct=ga
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ11AY90R10C21A3000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ11AY90R10C21A3000000/
https://www.goo-net.com/magazine/112885.html


4 

 

実証事業」を通じて、木質バイオマスのエネルギー利用に関す

る各種事業を実施。3月3日〜5日には東京ビッグサイトにて、

各種調査や事業を通じて得られた成果や、支援対象となった技

術開発の成果報告会を開催。当日の資料は下記サイトより閲覧

可【（一社）日本木質バイオマスエネルギー協会：2021/03/31】 

https://www.jwba.or.jp/news2021033101/ 

 

■（一社）日本木質バイオマスエネルギー協会（東京）、災害被

災木をチップや木粉等に加工できる施設の一覧、および、チッ

プや木粉等になった災害被災木を利用可能な施設の一覧を

2021 年版に更新。詳細は下記サイトを参照【（一社）日本木質

バイオマスエネルギー協会：2021/03/31】 

https://www.jwba.or.jp/news2021033102/ 

 

■（一社）日本木質バイオマスエネルギー協会（東京）、2021

年度版の「木質バイオマスに関連する国の支援策」を取りまと

め、公表。詳細は下記サイトを参照【（一社）日本木質バイオマ

スエネルギー協会：2021/03/31】 

https://www.jwba.or.jp/woody-biomass-guidebook/13/ 

 

■北海道新十津川町のふるさと公園内に昨年5月から建設を進

めていた木質バイオマスボイラによる熱供給センターが完成。

ふるさと公園には公共施設のスポーツセンター、温水プールが

あるだけでなく、民間宿泊施設であるホテルグリーンパークし

んとつかわが近接して建つ。熱供給センターの熱はこれら施設

の暖房や給湯のほか、プールや温泉の加温用に使われる。熱供

給センターは主にチップサイロ（容量 100 ㎥）、ドイツのノルテ

ィング社製ボイラ、貯湯槽の設備からなり、ここで発生した熱

を温水にして、熱導管により各施設に供給する。燃料のチップ

は町内の山林から搬出される間伐材等を地元工場がチップに

して活用【広報しんとつかわ No.891：2021/3 月、新十津川町：

2021/03/12】 

http://www.town.shintotsukawa.lg.jp/hotnews/files/00003600/

00003685/p2_3.pdf 

https://www.town.shintotsukawa.lg.jp/photonews/detail/408.ht

ml 

 

■発電所で石炭を燃焼する際に生じる灰（フライアッシュ）の

加工、販売を手掛ける（株）リュウクス（沖縄）が、琉球大学

（沖縄）との共同研究で木質バイオマスの燃焼灰を混ぜて高品

質なコンクリートを製造する技術を開発し、特許出願中。セメ

ントの一部を PKS 燃焼灰に置き換えることで CO2 を削減する

ことが可能に。同社は 3 月 30 日、県内の住宅建設現場で（株）

本部生コン（沖縄）の協力を得て、PKS 混和材をセメント重量

に対し 10％混合したコンクリートを基礎部分に打設。同社に

よると、建設現場で実際に使用するのは国内初【琉球新報：

2021/04/01】 

https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1296735.html 

 

■（株）大林組（東京）、2021 年 4 月 1 日付けで「グリーンエ

ネルギー本部」を設置。大林グループは全国各地で太陽光発電

事業、バイオマス発電事業、陸上風力発電事業を複数手掛け、

再生可能エネルギー供給力を有している他、大分県において地

熱由来の水素の製造や、ニュージーランドにおける初のメガワ

ット級水素製造供給施設整備等様々な取り組みを行っている。

グリーンエネルギー本部では、グループのエネルギー供給能力、

技術とノウハウを集約し、顧客へのエネルギー・ソリューショ

ンを提供。また再生可能エネルギー発電事業で培ってきたノウ

ハウや多様なエネルギー供給能力を活用して事業を推進する

とともに、蓄電や水素製造・貯蔵などの次世代技術を見据えた

新たなビジネスの事業化を図るなど、グリーンエネルギーのバ

リューチェ―ン全体から収益機会の創出をめざす【（株）大林

組：2021/04/01】 

https://www.obayashi.co.jp/news/detail/news20210401_3.html 

 

■（株）東洋開発コンサルタント（愛媛）、牛ふんなど有機性廃

棄物を原料とするバイオマス発電事業を沖縄県石垣島で計画

中。原料は牛ふんのほか食品残渣や廃食油など。発電した電気

は沖縄電力（株）（沖縄）に販売する。発電過程で副産物として

液肥と堆肥ができるため、地元農業に還元することで耕畜連携

が可能に。同社は昨年 11 月以降、石垣島和牛改良組合（沖縄）

に説明を行うなど調整を進めており、同組合も牛ふん処理が大

きな課題であったことから「ぜひ応援したい」と歓迎、石垣市

への支援要請を検討している【八重山毎日新聞：2021/04/04】 

https://www.y-mainichi.co.jp/news/37328/&ct=ga 

 

■清水建設（株）（東京）、大分県玖珠郡九重町野矢地区で地元

企業らと、地熱と木質バイオマスを活用して水素を製造する実

証実験実施へ。施設では、スギなどの木材チップを加熱して炭

化物にし、地熱の水蒸気と高温で反応させることで水素を多く

https://www.jwba.or.jp/news2021033101/
https://www.jwba.or.jp/news2021033102/
https://www.jwba.or.jp/woody-biomass-guidebook/13/
http://www.town.shintotsukawa.lg.jp/hotnews/files/00003600/00003685/p2_3.pdf
http://www.town.shintotsukawa.lg.jp/hotnews/files/00003600/00003685/p2_3.pdf
https://www.town.shintotsukawa.lg.jp/photonews/detail/408.html
https://www.town.shintotsukawa.lg.jp/photonews/detail/408.html
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1296735.html
https://www.obayashi.co.jp/news/detail/news20210401_3.html
https://www.y-mainichi.co.jp/news/37328/&ct=ga
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含んだガスを発生させる。ガスからは１日当たり燃料電池車

（FCV）30 台を満タンにする量の水素の抽出が可能。水を電気

分解する一般的な方法と比べ、半分以下のコストで製造できる

という。大分は地熱や水蒸気が豊富で、既存の施設を活用でき

ることから建設地に選定。将来は九州を中心に事業用の施設を

建設し、FCV や工場向けに水素を供給する構想を描く。10 月に

着工し、来年夏に実証実験する予定。5 年後をめどに実用化を

目指す【大分合同新聞 ：2021/04/06、Sankei Biz：2021/04/01】 

https://www.oita-

press.co.jp/1010000000/2021/04/06/JD0060143221 

https://www.sankeibiz.jp/business/news/210401/bsc2104010

600002-n1.htm 

 

■（株）タケエイ（東京）グループ 6 か所目の木質バイオマス

発電所となる（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」が 4 月 7 日に売電を開始。昨年 11 月に設

備竣工して以来試運転を行ってきたが、安定稼働に向けた準備

が整ったため営業運転を開始。発電所は福島県産の未利用材

（間伐材など）を燃料として発電。発電規模は 7,100kW。2017

年 3 月に FIT 認定されており、発電した電気は（株）ふくしま

未来パワー（福島）を通じて地域の住人に供給する【（株）タケ

エイ：2021/04/07、（株）田村バイオマスエナジー】 

https://ssl4.eir-parts.net/doc/2151/tdnet/1951866/00.pdf 

https://www.tamura-be.jp/company/ 

 

■資源エネルギー庁、2030 年度の再生可能エネルギーによる

発電電力量が合計で 2,707 億 kWh に達するとの見通しを明ら

かに。梶山経産相が 1 月に「2030 年の目標や政策の再エネの

あり方について議論する」との意向を示したのを受けて、エネ

庁が 3 月 1 日から検討を開始。4 月 7 日開催の「総合エネルギ

ー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業

分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワー

ク小委員会（第 31 回）」資料として事務局が提示。今回の試算

では、これまでの実際の導入量に FIT 認定済未稼働分の稼働分、

今後の新規認定分の稼働分を加えて 2030 年の水準を想定。予

想については、検討余地の多い太陽光以外については、導入拡

大の政策を強化した場合の水準も示した。資料によるとバイオ

マス発電の場合、現時点での導入量は約 4.5GW。FIT 既認定未

稼働案件約 6.3GW（木質系が 6.2GW、その他バイオマスが

0.1GW）のうち木質系については、業界ヒアリングにおいて約

4 割が運転開始見込との分析があったことを踏まえ、その他バ

イオマスは全量稼働するとして試算した場合、導入見込量は

2.3GW。現時点での導入量と合計すると導入見込量は約 6.8GW

に。さらに「現行政策努力を継続した場合」は新規認定分の稼

働 0.5GW 分が増加するとし、合計 7.2GW に。燃料安定調達・

持続可能性確保に向けた政策を進めることにより「政策対応を

強化した場合」は木質系が 8 万 KW 増加見込みであることから

合計 7.3GW になるとしている。詳細は下記サイトを参照【経産

省：2021/04/07、リム情報開発（株）、電気新聞：2021/04/08】 

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

ano/031.html 

https://www.rim-intelligence.co.jp/news/rre/1681678.html 

https://www.denkishimbun.com/archives/118498 

 

■（株）スノーピーク（新潟）、環境保全の観点から 2021 年 1

月より、全国 10 カ所の主要拠点と直営キャンプフィールドで

使用する電力を再生可能エネルギー100%の電力に順次転換へ。

そのうち新潟県三条市の Snow Peak HEADQUARTERS、同県見附

市の Snow Peak Operation Core HQ2 は、7 月 1 日よりみんな電

力（株）（東京）のブロックチェーン技術を活用した電力トラッ

キングシステム「ENECTION2.0」を通じて、SGET グリーン発電

三条合同会社（新潟）の三条保内発電所（出力規模 6.3MW）か

らの電力を購入し、電力の地産地消を実現する。同発電所は

2017 年に運転を開始。発電所から 50km 以内の中越地方の林

業から出た間伐材を燃料として使用している【PR TIMES、（株）

スノーピーク：2021/04/09】 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000050516.ht

ml 

https://www.snowpeak.co.jp/news/p20210409-5/ 

 

■岩手県花巻市湯本の花巻温泉のパン店「温泉ベーカリー」が

4 月 12 日、新商品「銀河きくらげたまごパン」を発売。キクラ

ゲは同市大畑の（株）花巻バイオマスエナジーが木質バイオマ

ス発電の余熱で生産したもの。花巻温泉は環境に配慮した地元

食材を名物にしようと、中国料理の内海稔料理長が作る中華の

定番「きくらげたまご」を、グランパティシエの伊藤政樹さん

がパンにした。開店 2 周年イベントを飾る記念商品で 1 個 250

円【岩手日報：2021/04/11】 

https://www.iwate-np.co.jp/article/2021/4/11/95037&ct=ga 

 

https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2021/04/06/JD0060143221
https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2021/04/06/JD0060143221
https://www.sankeibiz.jp/business/news/210401/bsc2104010600002-n1.htm
https://www.sankeibiz.jp/business/news/210401/bsc2104010600002-n1.htm
https://ssl4.eir-parts.net/doc/2151/tdnet/1951866/00.pdf
https://www.tamura-be.jp/company/
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/031.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/031.html
https://www.rim-intelligence.co.jp/news/rre/1681678.html
https://www.denkishimbun.com/archives/118498
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000050516.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000050516.html
https://www.snowpeak.co.jp/news/p20210409-5/
https://www.iwate-np.co.jp/article/2021/4/11/95037&ct=ga
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■経産省、令和元年度(2019 年度)エネルギー需給実績（確

報）を公表。各種エネルギー関係統計等を基に、令和元年度

の総合エネルギー統計確報を作成し、エネルギー需給実績と

して取りまとめたもの。詳細は下記サイトを参照【経産省：

2021/04/13】 

https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210413004/2021

0413004.html 

 

■三重県多気郡の多気町と明和町、大台町、度会郡の度会町と

大紀町、北牟婁郡紀北町の 6 町が 4 月 12 日、多気町役場で合

同で「ゼロカーボンシティ宣言」。30 年後までに CO2排出量実

質ゼロを目指す。6 町は、多気町に 4 月 29 日に開業する大規

模商業リゾート施設「VISON（ヴィソン）」を拠点に最先端技術

を活用するスーパーシティ構想に参画し、国家特区指定を目指

している。同構想の中にゼロカーボンの取り組みがあり、6 町

共同での宣言に至った。宣言では間伐材のバイオマス利用化や

間伐箇所への再植、再生可能エネルギーの電力を地域の公共施

設や事業所へ供給する等の施策を挙げている【伊勢新聞：

2021/04/14】 

https://www.isenp.co.jp/2021/04/14/58502/ 

 

■デジタルグリッド（株）（東京）、清水建設（株）（東京）が設

計・施工した複合オフィスビル「横浜グランゲート」（神奈川）

への RE100 対応電力の供給を 2021 年 4 月 1 日より開始。同

社が運営する日本初の民間電力取引所「デジタルグリッドプラ

ットフォーム（DGP）」を通じて、サミットエナジー（株）（東

京）子会社のサミット明星パワー（株）糸魚川バイオマス発電

所（新潟）の電力を横浜グランゲートに P2P（ピア・ツー・ピ

ア電力取引：電力の発電側と需要側を直接つなぐ新しい電力取

引の仕組み手法）で紐付けする。不足分の電力については（一

社）日本卸電力取引所（東京）で調達し、RE100 準拠の環境価

値（トラッキング付非化石証書ないし再生可能エネルギー由来

の J クレジット）を付与することになっている。今回の電力取

引量は約 1,200 万 kWh/年。これにより、清水建設の ESG 経営

に資するほか、主要テナントのソニー（株）（東京）グループ全

体の RE100 の目標達成に向けた活動にも貢献できるとしてい

る。DGP はデジタルグリッドが開発したシステムで、2020 年

2 月にスタートし、この取組みで 40 件目【デジタルグリッド

（株）：2021/04/15】 

https://www.digitalgrid.com/pdf/article210415.pdf 

■エア・ウォーター（株）（大阪）グループの（株）日本海水（東

京）、4 月 16 日より福岡県苅田町における木質バイオマス発電

所の建設工事に着手。2019 年 6 月に同発電所の建設・運転等

を目的とした発電事業会社「（株）日本海水 TTS 苅田パワー」

（福岡）が設立されており、バイオマス発電設備は（株）タク

マ（兵庫）が受注。発電出力は 5 万 kW、燃料には PKS や国内

材（建設廃材や樹皮など）（28 万 t/年）を使用。運開は 2023

年 10 月の予定【エア・ウォーター（株）：2021/04/16】 

https://www.awi.co.jp/business/seawater/news/2021/detail_1

052.html 

 

■クラボウ（大阪）、牛舎などで家畜の排せつ物の吸収や寝床に

使う、木くずやわらを再利用できるよう処理する装置を開発し

たと発表。開発した敷料再生装置は、古紙や廃プラスチックな

どの廃棄物から作られ、石炭などの化石燃料の代替として注目

を集める固形燃料の RPF を熱源に使用。同社独自の燃焼・廃棄

物処理技術により強力な殺菌・乾燥能力を有し、家畜の糞尿を

含む使用済み敷料をクリーンな敷料に繰り返し再生する。木く

ずやわらはバイオマス発電施設が増加し価格が上昇しており、

コストを抑えたい農家の需要を見込む。既に熊本県の畜産農家

に 1 号機を納入しており、正式に販売を開始。2025 年 3 月期

に 10 億円の売上高を目指す【日本経済新聞、クラボウ：

2021/04/19】 

https://www.nikkei.com/nkd/industry/article/?DisplayType=1&n

_m_code=081&ng=DGXZQOUF196JS0Z10C21A4000000 

https://www.kurabo.co.jp/news/newsrelease/20210419_1022.

html 

 

■長野県林業大学校（長野）、近く男子寮の建て替えを開始。建

築から 40 年以上経つ現在の寮の南側敷地に、県が木造 2 階建

て延べ 937 ㎡の新寮を建設。木曽産の木材をふんだんに使い、

暖房や給湯の熱を木質ボイラで賄うなど、林業教育の拠点を象

徴する建物とする。食堂には薪ストーブが配置される。ボイラ

棟と合わせた建設費は約 5 億 5,600 万円。4 月後半に着工し、

年内に完成予定【市民タイムス WEB：2021/04/20】 

https://www.shimintimes.co.jp/news/2021/04/post-13451.php 

 

■バイデン米大統領が主催する 4 月 22～23 日の気候変動に関

する首脳会合（気候変動サミット）に向け、世界各国のノーベ

ル賞受賞者が 21 日、石油や石炭など化石燃料開発の廃止を求

https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210413004/20210413004.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210413004/20210413004.html
https://www.isenp.co.jp/2021/04/14/58502/
https://www.digitalgrid.com/pdf/article210415.pdf
https://www.awi.co.jp/business/seawater/news/2021/detail_1052.html
https://www.awi.co.jp/business/seawater/news/2021/detail_1052.html
https://www.nikkei.com/nkd/industry/article/?DisplayType=1&n_m_code=081&ng=DGXZQOUF196JS0Z10C21A4000000
https://www.nikkei.com/nkd/industry/article/?DisplayType=1&n_m_code=081&ng=DGXZQOUF196JS0Z10C21A4000000
https://www.kurabo.co.jp/news/newsrelease/20210419_1022.html
https://www.kurabo.co.jp/news/newsrelease/20210419_1022.html
https://www.shimintimes.co.jp/news/2021/04/post-13451.php
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める公開書簡を公表。101 人が署名。日本関係の署名者は、1987

年に医学生理学賞を受賞した利根川進氏のほか、2014 年物理

学賞の天野浩氏と中村修二氏、2015 年物理学賞の梶田隆章氏、

2016 年医学生理学賞の大隅良典氏の計 5 人。公開書簡は気候

危機への対策は急務だと指摘。各国首脳に石炭、石油、天然ガ

ス等の新規事業の拡大中止と既存事業の段階的な廃止を決断

し、再生可能エネルギーに投資を振り向けるよう求めており、

国内で石炭火力発電所の新設を進める日本にとっては耳の痛

い内容となっている【信毎 web：2021/04/21】 

https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2021042100996  

 

２．ペレット関連情報                                                 

 

■（株）IHI（東京）とグループ会社の（株）IHI プラント（東京）

が、合同会社くまもと森林発電（熊本）より「八代バイオマス

発電所」の設計、調達、建設業務を請け負う EPC 工事を受注し

たと発表（3 月 16 日）。同発電所は熊本県八代市に建設予定で、

木質ペレットや未利用間伐材を燃料とし、発電出力は 75,000 

kW。工事開始予定は 2022 年 4 月、営業運転開始は 2024 年 6

月の予定。同時に受注した運転・保守業務は発電所内の全ての

プラント機器の運転、点検、補修工事およびそれに必要な部品

供給などの業務を 20 年間にわたり一括して請け負うもので、

プラントのライフサイクルにわたる最適な運用を目指す【（株）

IHI：2021/03/23】 

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

onment/1197057_1601.html 

 

■出光興産（株）（東京）、木質ペレットを半分炭化した「ブラ

ックペレット」の生産プラントをベトナムに建設し、2022 年

から稼働する予定。当初は 12 万 t/年生産する計画。ブラック

ペレットは発熱量が 4,300～5,500kcal と通常のペレットより

も高く、石炭火力発電での微粉炭混焼に向いている。水にも強

く、輸送や貯蔵がしやすい。原料はアカシアのほか広範な樹木

に適用可能。同社はタイで現地パートナーとともにゴムの木の

破材を半炭化したブラックペレットの供給事業を立ち上げて

おり、オーストラリアでもエンシャム石炭鉱山遊休地を活用し

たソルガムの栽培および木質ペレット化試験を実施し、2020

年後半には木質ペレットの半炭化（ブラックペレット化）試験

を行っている。石炭事業をブラックペレットにシフトしていく

考えで、2030 年までに現在の石炭生産量の 1 割にあたる 200

万 t の生産を目指す【日本経済新聞：2021/03/24、工業団地

インフォ：2020/12/03、出光興産：2020/09/03】 

https://www.nikkei.com/nkd/company/article/?DisplayType=2&

ng=DGKKZO70266550T20C21A3TJ1000&scode=5018 

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

https://www.idemitsu.com/jp/business/coal/environment.html#e

nvironment01 

https://www.idemitsu.com/jp/news/2020/200903_1.html 

 

■沖縄電力（株）（沖縄）、2020 年 3 月より建設工事を進めて

きた金武火力発電所における木質バイオマス供給設備の建設

および試運転が完了し、3 月 26 日に木質バイオマス混焼の本

格運用を開始。利用する木質バイオマス燃料は、（株）バイオマ

ス再資源化センター（BRC）（沖縄）において、沖縄県内で有効

利用されず焼却処分されていた建築廃材等から製造される木

質ペレット。金武火力発電所 1 号機、2 号機（各 220,000kW）

において約 3%（重量比）混焼する。同社が運営する具志川火力

発電所が混焼する木質バイオマス使用量と併せると、合計で約

3 万 t/年となり、両発電所の CO2削減量は約 4 万 t/年に【沖縄

電力（株）；2021/03/26】 

https://www.okiden.co.jp/shared/pdf/news_release/2020/210

326.pdf 

 

■（株）レノバ（東京）、自社の持分法適用関連会社である徳島

津田バイオマス発電所合同会社（徳島、以下「徳島津田バイオ

マス」）の出資持分の追加取得を決定（3 月 29 日）。徳島津田バ

イオマスは 2019 年 3 月に設計に着手し、現在は基礎工事を進

めており、2023年3月の運転開始に向けて建設工事を進行中。

建設工程の本格化に先立ち、事業に対するコミットメントを更

に高めるとともに、バイオマス事業に係るノウハウを蓄積する

ことを目的として、一部の共同出資者であった NEC キャピタル

ソリューション（株）（東京）と三菱電機クレジット（株）（東

京）から併せて 24.7%の出資持分を取得。レノバの出資比率が

60.8%（同社に帰属する事業からの配当比率は 70.4%）となり、

徳島津田バイオマスはレノバの連結子会社に。徳島津田バイオ

マス発電所の設備容量は約 74.8MW、想定年間発電量は一般家

https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2021042100996
https://www.ihi.co.jp/ihi/all_news/2020/resources_energy_environment/1197057_1601.html
https://www.ihi.co.jp/ihi/all_news/2020/resources_energy_environment/1197057_1601.html
https://www.nikkei.com/nkd/company/article/?DisplayType=2&ng=DGKKZO70266550T20C21A3TJ1000&scode=5018
https://www.nikkei.com/nkd/company/article/?DisplayType=2&ng=DGKKZO70266550T20C21A3TJ1000&scode=5018
https://estate.nikkan.co.jp/news/2020/12/6k26ifhccftihmdh
https://www.idemitsu.com/jp/business/coal/environment.html#environment01
https://www.idemitsu.com/jp/business/coal/environment.html#environment01
https://www.idemitsu.com/jp/news/2020/200903_1.html
https://www.okiden.co.jp/shared/pdf/news_release/2020/210326.pdf
https://www.okiden.co.jp/shared/pdf/news_release/2020/210326.pdf
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庭約 15 万世帯の年間使用電力量に相当する約 50,000 万 kWh。

燃料は木質ペレットおよび PKS【（株）レノバ：2021/03/29】 

https://ssl4.eir-parts.net/doc/9519/tdnet/1948419/00.pdf 

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

da_biomass/ 

 

■国際環境 NGO FoE Japan（東京）、バイオマス発電事業者（発

電容量 1 万 kW 以上の発電所を有する主な発電事業者）及びバ

イオマス燃料調達に関わる商社や出資企業計 204 社に対し、バ

イオマス発電の燃料の調達状況や持続可能性の確認に関する

アンケートを実施（2021 年 1 月 12 日～2 月 12 日）。44 社が

回答。回答のあった稼働中の発電所 21 ヶ所のうち 17 ヶ所が、

また、計画中の発電所 17 ヶ所すべてが輸入燃料（ペレット、

チップ、PKS）を利用もしくは予定していることが判明。稼働

中の発電所のうち、輸入木質ペレットや木質チップを利用する

7 発電所の全てで、森林認証制度による燃料の持続可能性・合

法性の確認を行っていると回答したが、森林認証（FM 認証）と

CoC 認証はセットで利用しなければ持続可能性・合法性を確認

できず、複数の発電所で担保できていない可能性があることが

明らかに。また PKS を利用する稼働中の発電所 12 ヶ所のうち、

第三者認証制度を利用しているのは 1 ヶ所のみで、11 ヶ所は

「独自の取り組み」を行っていると回答。バイオマス発電事業

の出資企業で事業のライフサイクルにわたる GHG 排出量を確

認している企業はほとんどなかった。詳細は下記サイトを参照

【国際環境 NGO FoE Japan：2021/03/30】 

https://www.foejapan.org/forest/biofuel/210330.html 

 

■（株）商船三井（東京）と Enviva Partners, LP 社（米国、以

下「エンビバ社」）は、木質ペレットを海上輸送する際に排出さ

れる温暖化ガスを削減すべく、環境負荷の少ないばら積み船の

実現を目的としたパートナーシップを締結。両社は商船三井が

手掛ける、伸縮可能な帆（硬翼帆）によって風力エネルギーを

推進力に変換する装置を船舶に搭載することにより、航行燃料

の削減が可能となる「ウインドチャレンジャー」を含めた各種

新技術の導入を検討する。エンビバ社は今年 2 月 17 日付で

Climate Action Plan を発表。2030 年までに操業からの温暖化ガ

ス排出ネット・ゼロを宣言するとともに、サプライチェーン全

体に関わる排出量の削減に向けて革新的な改善を図るべく、サ

プライチェーンに関わるパートナーと協働しソリューション

を取り入れると発表している。2016 年以降大西洋水域での木

質ペレットの輸送契約を通じ協働を重ねてきた商船三井と、環

境対応船を通じた海上輸送での温暖化ガス排出削減という共

通目標を実現すべく、パートナーシップを一段と強化するとし

ている【（株）商船三井：2021/03/30】 

https://www.mol.co.jp/pr/2021/21028.html 

 

■住友商事（株）（東京）、住友商事東北（株）（宮城）と共に出

資する仙台港バイオマスパワー合同会社を通じ、宮城県仙台市

においてバイオマス専焼火力発電所の建設工事に着手したと

発表（3 月 31 日）。同日、日揮ホールディイングス（株）（神奈

川）が、国内 EPC 事業会社である日揮（株）（神奈川）が建設

プロジェクトを受注したと発表。建設地は仙台市宮城野区にあ

る仙台塩釜港内の工業用地（約 3.4ha）。日揮は設備設計・調達・

建設工事（EPC）役務を担う。ボイラ設備は住友重機械工業（株）

（東京）が日揮より受注。再熱方式を採用した高効率な循環流

動層（CFB）ボイラを導入する。発電容量は 112MW で、約 26

万世帯相当の電力供給が可能。燃料は住友商事が調達する国際

的な森林認証制度により認証を取得した輸入木質ペレットに

加え、国内材（木質チップ）も積極的に活用していく。総事業

費は約 900 億円、2025 年 10 月商業運転開始予定【住友商事

（株）、日揮ホールディングス（株）：2021/03/31、住友重機

械工業（株）：2021/04/19】 

https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/news/release/2021/gro

up/14580 

https://www.jgc.com/jp/news/2021/20210331.html 

https://www.shi.co.jp/info/2021/6kgpsq000000hdw0.html 

 

■合同会社御前崎港バイオマスエナジー、静岡県御前崎市及び

牧之原市において御前崎港バイオマス発電所の建設工事に4月

1 日より着手。同社は（株）レノバ（東京）が 38％、中部電力

（株）（愛知）が 34％、三菱電機クレジット（株）（東京）が 18％、

鈴与商事（株）（静岡）が 10％出資して設立。建設するのは木

質専焼のバイオマス発電所で、発電容量は 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相当の約

53,000 万 kWh。FIT を通じて売電する計画。燃料は木質ペレッ

トおよび PKS。施工は東洋エンジニアリング（株）（千葉）と日

鉄エンジニアリング（株）（東京）の JV が担当。運転開始は 2023

年 7 月の予定【（株）レノバ：2021/04/01、建通新聞：

2021/04/05】 

https://www.renovainc.com/news/business/pdf/20210401_01_

https://ssl4.eir-parts.net/doc/9519/tdnet/1948419/00.pdf
https://www.renovainc.com/business/power_plant/tokushimatsuda_biomass/
https://www.renovainc.com/business/power_plant/tokushimatsuda_biomass/
https://www.foejapan.org/forest/biofuel/210330.html
https://www.mol.co.jp/pr/2021/21028.html
https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/news/release/2021/group/14580
https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/news/release/2021/group/14580
https://www.jgc.com/jp/news/2021/20210331.html
https://www.shi.co.jp/info/2021/6kgpsq000000hdw0.html
https://www.renovainc.com/news/business/pdf/20210401_01_PRESS.pdf
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PRESS.pdf 

https://www.kentsu.co.jp/webnews/view.asp?cd=2104053000

76&area=4&yyyy=0&pub=1 

 

■海田バイオマスパワー（株）（広島）、4 月 1 日に広島県安芸

郡海田町の広島ガス海田基地内に建設した「海田発電所」の営

業運転を開始したと発表。海田バイオマスパワーは海田発電所

の建設、運転、保守および電力の販売を目的として広島ガス（株）

（広島）と中国電力（株）（広島）の共同出資（各 50%出資）に

より 2017 年 10 月に設立された会社。海田発電所は広島県内

未利用木材を破砕した木質チップや輸入ホワイトペレット、

PKS といった木質系バイオマス 80%と石炭 20%の混焼発電で、

発電出力は 11 万 2, 000kW。想定年間発電量は約 8 億 kWh で、

FIT を通じて売電する【海田バイオマスパワー（株）：

2021/04/01】 

http://kaita-bp.co.jp/wp/wp-

content/uploads/2021/04/20210401-2.pdf 

 

■エア・ウォーター（株）（大阪）と中国電力（株）（広島）の

共同出資会社であるエア・ウォーター＆エネルギア・パワー小

名浜（株）（福島）が福島県いわき市に建設したバイオマス専焼

発電所「小名浜バイオマス発電所」が、4 月 6 日から営業運転

開始。同事業は東日本大震災により製塩事業の操業停止を余儀

なくされた、（株）日本海水小名浜工場の跡地を有効に活用する

ため計画されたもの。フィンランドの Valmet Technologies 製循

環流動層（CFB）ボイラと再熱復水蒸気タービン発電設備を採

用。施工は JFE エンジニアリング（株）（東京）が担当。バイオ

マス専焼の CFB ボイラ発電プラントとしては国内最大規模、世

界最高レベルの発電効率になるという。発電出力は 75MW、年

間発電量は約 5 億 kWh となる見込み。燃料に使う木質ペレッ

トは北米や東南アジア、PKS は東南アジアから同市の小名浜港

に輸入。発電した電力は FIT を通じて東北電力ネットワーク（株）

（宮城）に全量売電する【中国電力（株）：2021/04/06、メガ

ソーラービジネス、福島民友新聞：2021/04/07】 

https://www.energia.co.jp/press/2021/13087.html 

https://project.nikkeibp.co.jp/ms/atcl/19/news/00001/01642

/?ST=msb 

https://www.minyu-net.com/news/news/FM20210407-

602626.php 

■四国電力グループ企業でエネルギー、オフィス、ライフサポ

ート事業などを手掛ける四電ビジネス（株）（香川）、4 月１日

付で「YB パワーサポート（株）」（香川）を設立。YB パワーサ

ポートは、バイオマス発電所の運転管理を主たる事業として、

発電所関連業務を拡大しながら、将来的には各種バイオマス燃

料の供給事業をはじめ、新エネルギーに関わる事業を手掛けて

いく予定、としている。四電ビジネスのマテリアル事業部が石

油や石炭等様々な燃料を調達する中で、木質ペレットについて

も「現在取扱い準備中」としており、今後の動向が注目される

【OSR No.463：2021/04/07、四電ビジネス（株）：2021/04/01】 

https://www.yon-b.co.jp/wp-

content/uploads/2021/04/YB%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%

BC%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E8%A8%AD

%E7%AB%8B_4.1.pdf 

 

■マンション管理業の（株）穴吹ハウジングサービス（香川）、

宮崎県日南市に「焼酎バイオエナジー宮崎日南工場」を開設し、

落成式を開催（4 月 7 日）。同社は焼酎造りが盛んな宮崎県にお

いて、焼酎の製造工程で発生する焼酎廃液処理の問題を解決す

るため、2014 年から宮崎大学と焼酎廃液からの燃料用エタノ

ール精製実験を実施。2017 年 11 月からは「焼酎廃液（焼酎製

造過程で排出される蒸留粕類）」の再生利用について、焼酎廃液

で燃料用エタノールを製造する実証プラントを宮崎大学敷地

内で稼働させてきた。工場では焼酎蒸留廃液と芋くずなどの焼

酎バイオマスを原料として、蒸留廃液に残存している酵素およ

び酵母を利用した再発酵、多段精留減圧蒸留によるエタノール

蒸留、フィルタープレスによる固液分離を行うことにより、エ

タノール燃料とペレット燃料を製造する。稼働開始は 4 月中の

予定【（株）穴吹ハウジングサービス：2021/04/09】 

https://www.anabuki-

housing.co.jp/news/content.php?news_id=318 

 

■富山県射水市などの建築業者らでつくり、端材の再資源化を

目指す NPO 法人おがっ X（くす）研究会が、4 月 24 日に同市

小島（大島）で木質ペレットを燃料とするピザ窯を備えたカフ

ェをオープン。カフェの名称は「ドッグガーデン・アンド・ピ

ザカフェ OLIVE（おりーぶ）」。店舗はトレーラーハウスを活用

し、店先には約 200 ㎡のドッグランを整備。ピザ窯はかんな屑

等の端材で作る木質ペレットを燃料に 400℃まで熱するため、

１分半と素早く焼き上げられる。店のウッドデッキに設置し、

https://www.renovainc.com/news/business/pdf/20210401_01_PRESS.pdf
https://www.kentsu.co.jp/webnews/view.asp?cd=210405300076&area=4&yyyy=0&pub=1
https://www.kentsu.co.jp/webnews/view.asp?cd=210405300076&area=4&yyyy=0&pub=1
http://kaita-bp.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/20210401-2.pdf
http://kaita-bp.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/20210401-2.pdf
https://www.energia.co.jp/press/2021/13087.html
https://project.nikkeibp.co.jp/ms/atcl/19/news/00001/01642/?ST=msb
https://project.nikkeibp.co.jp/ms/atcl/19/news/00001/01642/?ST=msb
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20210407-602626.php
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20210407-602626.php
https://www.yon-b.co.jp/wp-content/uploads/2021/04/YB%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E8%A8%AD%E7%AB%8B_4.1.pdf
https://www.yon-b.co.jp/wp-content/uploads/2021/04/YB%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E8%A8%AD%E7%AB%8B_4.1.pdf
https://www.yon-b.co.jp/wp-content/uploads/2021/04/YB%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E8%A8%AD%E7%AB%8B_4.1.pdf
https://www.yon-b.co.jp/wp-content/uploads/2021/04/YB%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E8%A8%AD%E7%AB%8B_4.1.pdf
https://www.anabuki-housing.co.jp/news/content.php?news_id=318
https://www.anabuki-housing.co.jp/news/content.php?news_id=318
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土、日曜日を中心にイベントを開く際などにピザを販売する。

10 日にはプレオープンとして、住民らがピザを味わった。旧三

協アルミ創業者、故竹平政太郎氏の孫で、おがっＸ研究会副会

長の竹平政男さんが、岐阜県で経営するペレットストーブ会社

（有）シモタニから店に製品１台を置く予定【北日本新聞：

2021/04/10】 

https://webun.jp/item/7747057 

 

■（一社）日本木質ペレット協会（東京）、同協会のパンフレッ

ト（A32 つ折り、両面カラー印刷）を作成。協会の活動内容や、

燃料用優良木質ペレット認証制度などをコンパクトに分かり

やすく紹介。詳細は下記サイトを参照【（一社）日本木質ペレッ

ト協会：2021/04/12】 

https://w-

pellet.org/2021/04/12/2021%e5%b9%b44%e6%9c%8812%e6%9

7%a5%e3%80%80%e5%bd%93%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%ae

%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%

83%88%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e8%87%b4%e3%81%9

7%e3%81%be%e3%81%97/ 

 

■福岡県北九州市、同市八幡西区で三菱商事エナジーソリュー

ションズ（4 月 1 日付で「三菱商事パワー」から商号変更）（株）

（東京）が計画する黒崎バイオマス発電施設整備事業の環境影

響評価準備書をサイト上で公開。準備書によると、事業実施区

域は三菱ケミカル（株）福岡事業所の遊休地。計画しているの

は燃料に北米（アメリカ）やアジア（ベトナム主体）産のホワ

イトペレットを使用するバイオマス専焼施設で、発電出力は

74,950kW。燃料の確保にあたっては、FSC（森林管理協議会）、

PEFC（森林認証プログラム）、SFI（持続可能な森林イニシアテ

ィブ）等の森林認証の取得や、トレーサビリティの管理を条件

として、最大30万 t/年使用する予定【北九州市：2021/04/12】 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/00600404.html 

 

■大阪ガス（株）（大阪）は、伊藤忠商事（株）（東京）、東京セ

ンチュリー（株）（東京）、（株）東京エネシス（東京）と共同で、

宮崎県日向市において発電容量 5 万 kW のバイオマス発電所建

設を決定したと発表。同事業の建設・運営は、大阪ガスが 35％、

伊藤忠商事子会社の青山ソーラー（株）（東京）が 35％、東京

センチュリーが 25％、東京エネシスが 5％出資する日向バイオ

マス発電（株）（大阪）が行う。建設予定地は宮崎県日向市細島

工業団地内。施工取りまとめは三菱パワー（株）（神奈川）、運

転・保守は東京エネシス、技術支援は東京エネシスと大阪ガス

100%子会社の Daigas ガスアンドパワーソリューション（株）

（大坂、以下「DGPS」）、事業管理支援は DGPS が行う。使用燃

料は大阪ガス子会社の（株）グリーンパワーフュエル（大阪）

が地元産出の木質チップを、伊藤忠商事が輸入木質ペレットを

長期的に供給することになっており、地元企業の八興運輸（株）

が輸入木質ペレットを含む燃料の荷揚・保管・輸送を全面的に

サポートする。発電した電気は九州電力（株）（福岡）送配電へ

供給。事業費は約 350 億円の見込みで、発電所の建設および運

転に要する資金の一部は、プロジェクトファイナンスにより調

達する。運開は 2024 年 11 月の予定【大阪ガス（株）、PR TIMES：

2021/04/15、Sankei Biz：2021/04/16】  

https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2021/1295290

_46443.html 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000076147.ht

ml 

http://www.sankeibiz.jp/business/news/210416/bsc2104160

636010-n1.htm 

 

■欧州ペレット協議会（本部・ベルギー、以下「EPC」）、 

“Bioenergy Europe Statistical Report 2020”を発行。EPC が毎

年発行している統計報告で、EU に加盟する 28 ヵ国のバイオエ

ネルギー部門の概要が載っている。Bioenergy Europe（本部・ベ

ルギー）の会員は無料、非会員はレポートのサンプル版のみ入

手可能。詳細は下記サイトを参照【EPC：2021 年】 

https://epc.bioenergyeurope.org/bioenergy-europe-pellet-

report-2020-is-out-now/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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://webun.jp/item/7747057
https://w-pellet.org/2021/04/12/2021%e5%b9%b44%e6%9c%8812%e6%97%a5%e3%80%80%e5%bd%93%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e8%87%b4%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97/
https://w-pellet.org/2021/04/12/2021%e5%b9%b44%e6%9c%8812%e6%97%a5%e3%80%80%e5%bd%93%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e8%87%b4%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97/
https://w-pellet.org/2021/04/12/2021%e5%b9%b44%e6%9c%8812%e6%97%a5%e3%80%80%e5%bd%93%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e8%87%b4%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97/
https://w-pellet.org/2021/04/12/2021%e5%b9%b44%e6%9c%8812%e6%97%a5%e3%80%80%e5%bd%93%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e8%87%b4%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97/
https://w-pellet.org/2021/04/12/2021%e5%b9%b44%e6%9c%8812%e6%97%a5%e3%80%80%e5%bd%93%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e8%87%b4%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97/
https://w-pellet.org/2021/04/12/2021%e5%b9%b44%e6%9c%8812%e6%97%a5%e3%80%80%e5%bd%93%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e8%87%b4%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97/
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/00600404.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2021/1295290_46443.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2021/1295290_46443.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000076147.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000076147.html
http://www.sankeibiz.jp/business/news/210416/bsc2104160636010-n1.htm
http://www.sankeibiz.jp/business/news/210416/bsc2104160636010-n1.htm
https://epc.bioenergyeurope.org/bioenergy-europe-pellet-report-2020-is-out-now/
https://epc.bioenergyeurope.org/bioenergy-europe-pellet-report-2020-is-out-now/
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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 

 

■NPO 法人バイオマス産業社会ネットワーク（BIN）第 193 回

研究会「ESG 投資と長期投資家～”E”と”S”の側面を中心

に～（仮題）」 

2021 年 5 月 10 日（月） 

ZOOM オンライン開催 

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

 

■（株）新社会システム総合研究所「2021 年欧州エネルギー

市場最新動向と日本のビジネスチャンス〜加速する『エネル

ギー・トランジション（エネルギー大転換）』と DSF によるマ

ネタイズ〜」 

2021 年 5 月 13 日(木) 

SSK セミナールーム（東京）/ライブ配信/アーカイブ配信 

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?gpage=21179 

 

■みどりの感謝祭運営委員会「第 30 回森と花の祭典 みどり

の感謝祭『みどりとふれあうフェスティバル』」 

2021 年 4 月 15 日（木）～5 月 14 日（金） 

オンライン 

https://www.midorinokanshasai.com/ 

 

◎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 

■NPO 法人バイオマス産業社会ネットワーク（BIN）第 194 回

研究会「廃棄物を燃料とするバイオマス電力による新電力ビ

ジネスの展開（仮題）」 

2021 年 5 月 26 日（水） 

ZOOM オンライン開催 

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

 

■（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

※本メールニュースに掲載のイベントは情報として

紹介しているもので、参加を推奨するものではあり

ません。 

※新型コロナウイルスの影響により、イベント、展

示会で急遽中止や延期を決定される場合がありま

す。開催の有無については各ウェブサイト等で最新

情報を確認するようにしてください。 

 

https://www.npobin.net/apply/
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?gpage=21179
https://www.midorinokanshasai.com/
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=210501&
https://isap2020-phycology.org/index.html
https://www.npobin.net/apply/
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
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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）                                               

 

■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/ 

 

■Future of BIOFUELS 

2021 年 5 月 6 日（木） 

バーチャルイベント 

https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=WEB210530

& 

 

■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/ 

 

■Biofuels & Transport Decarbonization –Towards a Zero-Carbon 

Future- 

2021 年 5 月 25 日（火） 

バーチャルイベント 

https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=WEB210531

& 

 

■Palm Kernel Shell in Japan’s BioEconomy 

2021 年 5 月 25 日（火） 

バーチャルイベント 

https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=WEB210538

& 

 

■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 

 

■BIOMASS USA 

2021 年 5 月 27 日（木） 

バーチャル会議 

https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=WEB210537

& 

 

■Expo Biogaz 

2021 年 6 月 2 日（水）～3 日（木） 

メッス（フランス） 

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

 

◎13th Biofuels International Conference & Expo 

2021 年 6 月 15 日（火）～16 日（水） 

ブリュッセル（ベルギー） 

https://www.biofuels-

news.com/conference/biofuels/biofuels_index_2021.php 

 

◎International Biomass CONGRESS & EXPO 

2021 年 6 月 15 日（火）～16 日（水） 

ブリュッセル（ベルギー） 

https://www.biofuels-

news.com/conference/biofuels/biofuels_index_2021.php 

 

https://www.bm-expo.jp/ja-jp.html
https://www.bm-expo.jp/
https://www.bm-expo.jp/
https://www.wplgroup.com/aci/event/gasification/
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=WEB210530&
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=WEB210530&
http://bbest-biofuture.org/v2/
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=WEB210531&
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=WEB210531&
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=WEB210538&
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=WEB210538&
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.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=WEB210537&
https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=WEB210537&
https://www.expo-biogaz.com/en
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■International Biogas Congress & Expo 

2021 年 6 月 15 日（火）～16 日（水） 

ブリュッセル（ベルギー） 

https://www.biofuels-

news.com/conference/biofuels/biofuels_index_2021.php 

 

■World Sustainable Energy Days 

2021 年 6 月 21 日（月）～25 日（金） 

ヴェルス（オーストリア）/オンライン 

https://www.wsed.at/ 

 

◎European Pellet Conference 2021 

2021 年 6 月 22 日（火） 

ウェルス（オーストリア）/オンライン 

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

 

■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/ 

 

■The 10th Asia-Pacific Biomass Energy Exhibition (APBE2021) 

2021 年 8 月 16 日（月）～18 日（水） 

広州市（中国） 

http://www.apbechina.com/alone/alone.php?id=18 

 

■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 

 

■3rd European Conference / Biogas & Biogas Upgrading Biogas 

PowerON 

2021 年 9 月 1 日（木） 

コペンハーゲン（デンマーク） 

https://fortesmedia.com/biogas-poweron-2021,4,en,2,1,14.html 

 

■Ecpo Biogaz  

2021 年 9 月 1 日（木）～2 日（金） 

メッス（フランス） 

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

 

■Svevio Fuel Market Day 

2021 年 9 月 9 日（木） 

オンライン/ストックホルム（スウェーデン） 

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

day-2/ 

 

■3rd European Conference / Trade & Power Biomass PowerON 

2021 

2021 年 9 月 15 日（水）～16 日（木） 

コペンハーゲン（デンマーク） 

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

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

 

◎Advanced Biofuel Conference 2021 

2021 年 9 月 21 日（火）～23 日（木） 

オンライン/ストックホルム（スウェーデン） 

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

conference-2021/ 

 

■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） 

オンライン会議 

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/ 

https://www.wsed.at/
https://www.wsed.at/european-pellet-conference
https://www.bio-360.com/en/
http://www.apbechina.com/alone/alone.php?id=18
https://www.all-energy.co.uk/en-gb.html
https://fortesmedia.com/biogas-poweron-2021,4,en,2,1,14.html
https://www.expo-biogaz.com/en
https://www.svebio.se/en/evenemang/svebio-fuel-market-day-2/
https://www.svebio.se/en/evenemang/svebio-fuel-market-day-2/
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.svebio.se/en/evenemang/advanced-biofuels-conference-2021/
https://www.svebio.se/en/evenemang/advanced-biofuels-conference-2021/
https://www.expobiomasa.com/en/salon-gas-renovable
https://www.rwmexhibition.com/
https://ibbk-biogas.com/schedule/progress-in-biogas/
https://uabioconf.org/en/
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■13th Biofuels International Conference & Expo 

2021 年 10 月 19 日（火）～20 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 10 月 19 日（火）～20 日（水） 

ブリュッセル（ベルギー） 

https://www.bioenergy-

news.com/conference/biomass/biomass_index_2021.php 

 

■International Biogas Congress &Expo 

2021 年 10 月 19 日（火）～20 日（水） 

ブリュッセル（ベルギー） 

https://www.bioenergy-

news.com/conference/biogas/biogas_index_2021.php 

 

■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/ 

 

■COP26  

2021 年 11 月 1 日（月）～12 日（金） 

グラスゴー（UK） 

https://ukcop26.org/ 

 

 

 

 

■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/ 

 

■Future of Biogas Europe 2021 

2021 年 11 月 24 日（水）～25 日（木） 

ベルリン（ドイツ） 

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

 

■IEA Bioenergy Conference 2021 

2021 年 11 月 28 日（日）～12 月 9 日（木） 

オンラインセッション 

https://task40.ieabioenergy.com/ 

 

■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/ 

 

■Carrefour International du Bois 

2022 年 6 月 1 日（水）～3 日（金） 

ナンテ（フランス） 

https://www.timbershow.com/en/ 

 

■Elmia Wood 2022 

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/ 

 

 

 

 

 

https://www.biofuels-news.com/conference/biofuels/biofuels_index_2021.php
https://www.biofuels-news.com/conference/biofuels/biofuels_index_2021.php
https://www.bioenergy-news.com/conference/biomass/biomass_index_2021.php
https://www.bioenergy-news.com/conference/biomass/biomass_index_2021.php
https://www.bioenergy-news.com/conference/biogas/biogas_index_2021.php
https://www.bioenergy-news.com/conference/biogas/biogas_index_2021.php
https://www.powergen-india.com/
https://www.wplgroup.com/aci/event/co2/
https://ukcop26.org/
https://www.wplgroup.com/aci/event/european-biomass-to-power/
https://www.wplgroup.com/aci/event/european-biomass-to-power/
https://www.wplgroup.com/aci/event/future-biogas-europe/
https://task40.ieabioenergy.com/
https://woodexpo.ru/Home
https://www.bio-360.com/en/
https://www.timbershow.com/en/
https://www.elmia.se/en/wood/
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５．2021 年度ペレットストーブ、ボイラ補助金情報（都道府県順）                             

 

※締切や公募の条件等の詳細は各自治体にお問い合わせくだ

さい。 

◇：ストーブ 

◆：ストーブ・ボイラ共 

 

【北海道】 

◇旭川市「令和 3 年度旭川市地域エネルギー設備等導入促進事

業補助金」 

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/290/291

/p005154.html 

 

◇旭川市「令和 3 年度旭川市薪ストーブ導入促進事業補助金」 

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/290/291

/d069431.html 

※対象は薪ストーブ 

 

◇足寄町「足寄町木質ペレットストーブ導入補助金」 

https://www.town.ashoro.hokkaido.jp/kurashi/about-

town/hojyokin/hojo_peret.html 

 

◇厚真町「厚真町地球温暖化防止対策推進補助金」 

http://www.town.atsuma.lg.jp/office/reception/moving_living/ho

use/support/stove/ 

 

◇網走市「網走市住環境改善資金補助制度」 

https://www.city.abashiri.hokkaido.jp/060soshiki/200kensetsuk

enchiku/juukankyoukaizen.html 

 

◇浦幌町「浦幌町木質ペレットストーブ導入支援事業補助金」 

https://www.urahoro.jp/nogyojoho/syokogyo/syokogyo.html#p

ellet_stove 

 

◇遠軽町「ペレットストーブ購入費補助金」 

https://engaru.jp/information/page.php?id=83 

 

◇帯広市「帯広市新エネルギー導入促進補助金」 

https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashi/kankyo/energy/ka

shitsuke/1003733.html 

◇北広島市「北広島市住宅用省エネルギーシステム設置補助金」 

https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/0012

3629.html 

※7 月 1 日（木）から受付開始 

 

◆北見市「木質ペレットストーブ等導入支援事業補助制度」 

https://www.city.kitami.lg.jp/common/img/content/content_202

10402_093044.pdf 

 

◇釧路市「令和 3 年度釧路市 eco ライフ促進支援補助金制度」 

https://www.city.kushiro.lg.jp/kurashi/kankyou/ondanka/hatsud

en/8686_00003.html 

 

◇猿払村「令和 3 年度猿払村新エネ・省エネ設備等導入促進補

助金」 

https://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/hotnews/detail/0000227

2.html 

 

◆占冠村「占冠村木質バイオマスエネルギー導入促進事業」 

https://www.vill.shimukappu.lg.jp/shimukappu/section/nourin/rin

gyou/p4ictp0000000u8q.html 

※薪ストーブ、薪ボイラが対象 

 

◇鶴居村「一般家庭用木質系燃料ストーブ購入事業補助金」 

https://www.vill.tsurui.lg.jp/keizai/rinngyou/2018-0816-1627-

14.html 

 

◇当麻町「木質燃料ストーブ等設置補助金」 

http://town.tohma.hokkaido.jp/kurashino-madoguchi/kurashi-

sumai/jyuutaku-tochi-koutuu/mokusitunenryou/ 

 

◇津別町「木質ペレットストーブ導入支援事業」 

https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/05guide/2014-0707-

0902-7.html 

 

◇東川町「東川町薪ストーブ等設置補助金」 

https://town.higashikawa.hokkaido.jp/living/support/pdf/10-

04panf.pdf 

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/290/291/p005154.html
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/290/291/p005154.html
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/290/291/d069431.html
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/290/291/d069431.html
https://www.town.ashoro.hokkaido.jp/kurashi/about-town/hojyokin/hojo_peret.html
https://www.town.ashoro.hokkaido.jp/kurashi/about-town/hojyokin/hojo_peret.html
http://www.town.atsuma.lg.jp/office/reception/moving_living/house/support/stove/
http://www.town.atsuma.lg.jp/office/reception/moving_living/house/support/stove/
https://www.city.abashiri.hokkaido.jp/060soshiki/200kensetsukenchiku/juukankyoukaizen.html
https://www.city.abashiri.hokkaido.jp/060soshiki/200kensetsukenchiku/juukankyoukaizen.html
https://www.urahoro.jp/nogyojoho/syokogyo/syokogyo.html#pellet_stove
https://www.urahoro.jp/nogyojoho/syokogyo/syokogyo.html#pellet_stove
https://engaru.jp/information/page.php?id=83
https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashi/kankyo/energy/kashitsuke/1003733.html
https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashi/kankyo/energy/kashitsuke/1003733.html
https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00123629.html
https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00123629.html
https://www.city.kitami.lg.jp/common/img/content/content_20210402_093044.pdf
https://www.city.kitami.lg.jp/common/img/content/content_20210402_093044.pdf
https://www.city.kushiro.lg.jp/kurashi/kankyou/ondanka/hatsuden/8686_00003.html
https://www.city.kushiro.lg.jp/kurashi/kankyou/ondanka/hatsuden/8686_00003.html
https://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00002272.html
https://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00002272.html
https://www.vill.shimukappu.lg.jp/shimukappu/section/nourin/ringyou/p4ictp0000000u8q.html
https://www.vill.shimukappu.lg.jp/shimukappu/section/nourin/ringyou/p4ictp0000000u8q.html
https://www.vill.tsurui.lg.jp/keizai/rinngyou/2018-0816-1627-14.html
https://www.vill.tsurui.lg.jp/keizai/rinngyou/2018-0816-1627-14.html
http://town.tohma.hokkaido.jp/kurashino-madoguchi/kurashi-sumai/jyuutaku-tochi-koutuu/mokusitunenryou/
http://town.tohma.hokkaido.jp/kurashino-madoguchi/kurashi-sumai/jyuutaku-tochi-koutuu/mokusitunenryou/
https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/05guide/2014-0707-0902-7.html
https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/05guide/2014-0707-0902-7.html
https://town.higashikawa.hokkaido.jp/living/support/pdf/10-04panf.pdf
https://town.higashikawa.hokkaido.jp/living/support/pdf/10-04panf.pdf
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◇美幌町「木質ペレットストーブ購入補助金」 

http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2015042300030/ 

 

◇富良野市「再生可能エネルギー導入促進事業補助金」 

http://www.city.furano.hokkaido.jp/docs/2015022400163/ 

 

◇蘭越町「住宅エコ化支援事業」 

https://town.rankoshi.hokkaido.jp/kurashi/index2.html#no02 

 

【秋田県】 

◇秋田市「秋田市木質ペレットストーブ導入補助金」 

https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/recycle/1006073/100611

0.html 

 

◇羽後町「ペレットストーブ導入促進補助金」 

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

=132 

 

◇大館市「大館市ペレットストーブ設置費補助金事業」 

https://www.city.odate.lg.jp/city/handbook/handbook8/page42

/p278 

 

【岩手県】 

◇一関市「薪ストーブ設置費補助金」 

https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/29,94777,84,html 

※対象は薪ストーブ 

 

◇一戸町「薪ストーブ普及促進事業」 

https://www.town.ichinohe.iwate.jp/shigoto_sangyo/3/3/1300.h

tml 

 

◇軽米町「薪ストーブ等の購入に補助金」 

https://mykoho.jp/article/%E5%B2%A9%E6%89%8B%E7%9C%8C

%E8%BB%BD%E7%B1%B3%E7%94%BA/%E5%BA%83%E5%A0%B1%

E3%81%8B%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%81%84-%E3%81%8A%E7

%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%E7%89%88-

388%E5%8F%B7-%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C3%E5%B9

%B44%E6%9C%8814%E6%97%A5%E7%99%BA%E8%A1%8C/%E8%

96%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%96%E7%AD

%89%E3%81%AE%E8%B3%BC%E5%85%A5%E3%81%AB%E8%A3%9

C%E5%8A%A9%E9%87%91-2/ 

 

◇釜石市「令和 3 年度釜石市住宅用新エネルギー導入支援事業

費補助金」 

https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019121900067/ 

 

◇葛巻町「エコ・エネ総合対策事業費補助金」 

https://www.town.kuzumaki.iwate.jp/docs/2015111900178/ 

 

◇雫石町「令和 3 年度クリーンエネルギー設備導入補助金」 

https://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2014120200057/ 

 

◆紫波町「循環型エコプロジェクト推進事業」 

https://www.town.shiwa.iwate.jp/kurashi/gomi/3/1482.html 

 

◆住田町「木質燃料燃焼機器設置費補助金」 

https://www.town.sumita.iwate.jp/docs/2015022700096/ 

 

◇田野畑村「再生可能エネルギー等導入促進費補助金」 

https://www.vill.tanohata.iwate.jp/docs/2015082500186/ 

 

◇野田村「野田村住宅用再生可能エネルギー等導入促進事業」 

http://www.vill.noda.iwate.jp/jutakukurashi/1104.html 

 

◇八幡平市「木質燃料等利用設備設置事業費補助金」 

https://www.city.hachimantai.lg.jp/soshiki/nourin/1091.html 

 

◇宮古市「木質バイオマスストーブ設置事業補助金制度」 

https://www.city.miyako.iwate.jp/norin/baiomasusutobuhojokin_2

.html 

 

【宮城県】 

◆大衡村「木質バイオマスボイラー普及促進事業」 

https://www.village.ohira.miyagi.jp/soshiki/5/1171.html 

 

◆登米市「令和 3 年度住宅用新エネルギー設備導入支援事業補

助金」 

https://www.city.tome.miyagi.jp/kankyo/shisejoho/machizukuri/

kankyo/hojojose/jyuutakuyosinsyouenerugi/index.html 

 

http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2015042300030/
http://www.city.furano.hokkaido.jp/docs/2015022400163/
https://town.rankoshi.hokkaido.jp/kurashi/index2.html#no02
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/recycle/1006073/1006110.html
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/recycle/1006073/1006110.html
https://www.town.ugo.lg.jp/life/detail.html?id=1768&category_id=132
https://www.town.ugo.lg.jp/life/detail.html?id=1768&category_id=132
https://www.city.odate.lg.jp/city/handbook/handbook8/page42/p278
https://www.city.odate.lg.jp/city/handbook/handbook8/page42/p278
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/29,94777,84,html
https://www.town.ichinohe.iwate.jp/shigoto_sangyo/3/3/1300.html
https://www.town.ichinohe.iwate.jp/shigoto_sangyo/3/3/1300.html
https://mykoho.jp/article/%E5%B2%A9%E6%89%8B%E7%9C%8C%E8%BB%BD%E7%B1%B3%E7%94%BA/%E5%BA%83%E5%A0%B1%E3%81%8B%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%81%84-%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%E7%89%88-388%E5%8F%B7-%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C3%E5%B9%B44%E6%9C%8814%E6%97%A5%E7%99%BA%E8%A1%8C/%E8%96%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%96%E7%AD%89%E3%81%AE%E8%B3%BC%E5%85%A5%E3%81%AB%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91-2/
https://mykoho.jp/article/%E5%B2%A9%E6%89%8B%E7%9C%8C%E8%BB%BD%E7%B1%B3%E7%94%BA/%E5%BA%83%E5%A0%B1%E3%81%8B%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%81%84-%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%E7%89%88-388%E5%8F%B7-%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C3%E5%B9%B44%E6%9C%8814%E6%97%A5%E7%99%BA%E8%A1%8C/%E8%96%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%96%E7%AD%89%E3%81%AE%E8%B3%BC%E5%85%A5%E3%81%AB%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91-2/
https://mykoho.jp/article/%E5%B2%A9%E6%89%8B%E7%9C%8C%E8%BB%BD%E7%B1%B3%E7%94%BA/%E5%BA%83%E5%A0%B1%E3%81%8B%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%81%84-%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%E7%89%88-388%E5%8F%B7-%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C3%E5%B9%B44%E6%9C%8814%E6%97%A5%E7%99%BA%E8%A1%8C/%E8%96%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%96%E7%AD%89%E3%81%AE%E8%B3%BC%E5%85%A5%E3%81%AB%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91-2/
https://mykoho.jp/article/%E5%B2%A9%E6%89%8B%E7%9C%8C%E8%BB%BD%E7%B1%B3%E7%94%BA/%E5%BA%83%E5%A0%B1%E3%81%8B%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%81%84-%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%E7%89%88-388%E5%8F%B7-%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C3%E5%B9%B44%E6%9C%8814%E6%97%A5%E7%99%BA%E8%A1%8C/%E8%96%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%96%E7%AD%89%E3%81%AE%E8%B3%BC%E5%85%A5%E3%81%AB%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91-2/
https://mykoho.jp/article/%E5%B2%A9%E6%89%8B%E7%9C%8C%E8%BB%BD%E7%B1%B3%E7%94%BA/%E5%BA%83%E5%A0%B1%E3%81%8B%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%81%84-%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%E7%89%88-388%E5%8F%B7-%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C3%E5%B9%B44%E6%9C%8814%E6%97%A5%E7%99%BA%E8%A1%8C/%E8%96%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%96%E7%AD%89%E3%81%AE%E8%B3%BC%E5%85%A5%E3%81%AB%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91-2/
https://mykoho.jp/article/%E5%B2%A9%E6%89%8B%E7%9C%8C%E8%BB%BD%E7%B1%B3%E7%94%BA/%E5%BA%83%E5%A0%B1%E3%81%8B%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%81%84-%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%E7%89%88-388%E5%8F%B7-%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C3%E5%B9%B44%E6%9C%8814%E6%97%A5%E7%99%BA%E8%A1%8C/%E8%96%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%96%E7%AD%89%E3%81%AE%E8%B3%BC%E5%85%A5%E3%81%AB%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91-2/
https://mykoho.jp/article/%E5%B2%A9%E6%89%8B%E7%9C%8C%E8%BB%BD%E7%B1%B3%E7%94%BA/%E5%BA%83%E5%A0%B1%E3%81%8B%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%81%84-%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%E7%89%88-388%E5%8F%B7-%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C3%E5%B9%B44%E6%9C%8814%E6%97%A5%E7%99%BA%E8%A1%8C/%E8%96%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%96%E7%AD%89%E3%81%AE%E8%B3%BC%E5%85%A5%E3%81%AB%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91-2/
https://mykoho.jp/article/%E5%B2%A9%E6%89%8B%E7%9C%8C%E8%BB%BD%E7%B1%B3%E7%94%BA/%E5%BA%83%E5%A0%B1%E3%81%8B%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%81%84-%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%E7%89%88-388%E5%8F%B7-%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C3%E5%B9%B44%E6%9C%8814%E6%97%A5%E7%99%BA%E8%A1%8C/%E8%96%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%96%E7%AD%89%E3%81%AE%E8%B3%BC%E5%85%A5%E3%81%AB%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91-2/
https://mykoho.jp/article/%E5%B2%A9%E6%89%8B%E7%9C%8C%E8%BB%BD%E7%B1%B3%E7%94%BA/%E5%BA%83%E5%A0%B1%E3%81%8B%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%81%84-%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%E7%89%88-388%E5%8F%B7-%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C3%E5%B9%B44%E6%9C%8814%E6%97%A5%E7%99%BA%E8%A1%8C/%E8%96%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%96%E7%AD%89%E3%81%AE%E8%B3%BC%E5%85%A5%E3%81%AB%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91-2/
https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019121900067/
https://www.town.kuzumaki.iwate.jp/docs/2015111900178/
https://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2014120200057/
https://www.town.shiwa.iwate.jp/kurashi/gomi/3/1482.html
https://www.town.sumita.iwate.jp/docs/2015022700096/
https://www.vill.tanohata.iwate.jp/docs/2015082500186/
http://www.vill.noda.iwate.jp/jutakukurashi/1104.html
https://www.city.hachimantai.lg.jp/soshiki/nourin/1091.html
https://www.city.miyako.iwate.jp/norin/baiomasusutobuhojokin_2.html
https://www.city.miyako.iwate.jp/norin/baiomasusutobuhojokin_2.html
https://www.village.ohira.miyagi.jp/soshiki/5/1171.html
https://www.city.tome.miyagi.jp/kankyo/shisejoho/machizukuri/kankyo/hojojose/jyuutakuyosinsyouenerugi/index.html
https://www.city.tome.miyagi.jp/kankyo/shisejoho/machizukuri/kankyo/hojojose/jyuutakuyosinsyouenerugi/index.html
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【山形県】 

◆山形県「令和 3 年度山形県再生可能エネルギー等設備導入事

業費補助金」 

https://www.pref.yamagata.jp/050016/kurashi/kankyo/energy

/saiseikanou/saiseikanou_hojo_h31.html 

 

◇寒河江市「令和 3 年度再生可能エネルギー設備導入事業費補

助金」 

https://www.city.sagae.yamagata.jp/kurashi/sumai/kankyou/sai

seieenagy.html 

 

◆鶴岡市「令和 3 年度鶴岡市再生可能エネルギー設備普及促進

事業費補助金」 

https://www.city.tsuruoka.lg.jp/seibi/kankyo/recycleenergy/kan

kyoene.html 

 

◇天童市「令和 3 年度天童市ペレットストーブ等設置支援事業

費補助金」 

https://www.city.tendo.yamagata.jp/lifeinfo/gomi/tendokannkyo

u.html 

 

◇戸沢村「戸沢村再生可能エネルギー設備等設置事業費補助金」 

http://www.vill.tozawa.yamagata.jp/life/seikatsu_kotsu_jutaku/ju

taku_hojokin/ 

 

◇南陽市「南陽市木質燃料利用促進事業補助金」 

http://www.city.nanyo.yamagata.jp/rinmu/3664 

 

◇西川町「令和 3 年度西川町薪ストーブ等利用拡大支援事業」 

http://www.town.nishikawa.yamagata.jp/chomin/05/2021-

0415-1133-78.html 

 

◇真室川町「ペレットストーブ等利用拡大支援事業費補助金」 

https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/docs/201812040

0400/ 

 

◆村山市「令和 3 年度村山市木質バイオマス燃焼機器設置事業

補助金」 

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

ml 

◇最上町「最上町エネルギー利用効率化推進補助金」 

https://mogami.tv/life/04jyuutaku/24jyosei-enagy.php 

 

◆遊佐町「令和 3 年度遊佐町再生可能エネルギー設備導入事業

費補助金」 

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

6145656.html 

 

【福島県】 

◇いわき市「令和３年度いわき市環境負荷軽減機器導入促進補

助制度」 

http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1617259663980/in

dex.html 

 

◇喜多方市「令和 3 年度喜多方市住宅用再生可能エネルギー設

備等設置費補助金」 

https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/kikaku/14385.ht

ml 

 

◇桑折町「令和 3 年度桑折町再生可能エネルギーシステム設備

等設置補助制度」 

https://www.town.koori.fukushima.jp/soshiki/kankyo/1/3/2713

.html 

 

◇西会津町「西会津町再生可能エネルギー設備等設置費補助事

業」 

https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/soshiki/2/20.html 

 

◇広野町「広野町住宅等用新エネルギーシステム設置費補助事

業」 

https://www.town.hirono.fukushima.jp/kikaku/jutaku_shinenerugi.

html 

 

【栃木県】 

◇さくら市「令和 3 年度さくら市再生可能エネルギー利用機器

設置費補助金」 

http://www.city.tochigi-

sakura.lg.jp/soshiki/15/saiseikanouh03.html 

 

 

https://www.pref.yamagata.jp/050016/kurashi/kankyo/energy/saiseikanou/saiseikanou_hojo_h31.html
https://www.pref.yamagata.jp/050016/kurashi/kankyo/energy/saiseikanou/saiseikanou_hojo_h31.html
https://www.city.sagae.yamagata.jp/kurashi/sumai/kankyou/saiseieenagy.html
https://www.city.sagae.yamagata.jp/kurashi/sumai/kankyou/saiseieenagy.html
https://www.city.tsuruoka.lg.jp/seibi/kankyo/recycleenergy/kankyoene.html
https://www.city.tsuruoka.lg.jp/seibi/kankyo/recycleenergy/kankyoene.html
https://www.city.tendo.yamagata.jp/lifeinfo/gomi/tendokannkyou.html
https://www.city.tendo.yamagata.jp/lifeinfo/gomi/tendokannkyou.html
http://www.vill.tozawa.yamagata.jp/life/seikatsu_kotsu_jutaku/jutaku_hojokin/
http://www.vill.tozawa.yamagata.jp/life/seikatsu_kotsu_jutaku/jutaku_hojokin/
http://www.city.nanyo.yamagata.jp/rinmu/3664
http://www.town.nishikawa.yamagata.jp/chomin/05/2021-0415-1133-78.html
http://www.town.nishikawa.yamagata.jp/chomin/05/2021-0415-1133-78.html
https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/docs/2018120400400/
https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/docs/2018120400400/
https://www.city.murayama.lg.jp/kurashi/josei/josei/biomass.html
https://www.city.murayama.lg.jp/kurashi/josei/josei/biomass.html
https://mogami.tv/life/04jyuutaku/24jyosei-enagy.php
http://www.town.yuza.yamagata.jp/living/energy/43126pd0416145656.html
http://www.town.yuza.yamagata.jp/living/energy/43126pd0416145656.html
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1617259663980/index.html
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1617259663980/index.html
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/kikaku/14385.html
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/kikaku/14385.html
https://www.town.koori.fukushima.jp/soshiki/kankyo/1/3/2713.html
https://www.town.koori.fukushima.jp/soshiki/kankyo/1/3/2713.html
https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/soshiki/2/20.html
https://www.town.hirono.fukushima.jp/kikaku/jutaku_shinenerugi.html
https://www.town.hirono.fukushima.jp/kikaku/jutaku_shinenerugi.html
http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/soshiki/15/saiseikanouh03.html
http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/soshiki/15/saiseikanouh03.html
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◇那珂川町「令和 3 年度那珂川町低炭素まちづくり推進設備等

導入事業費補助金」 

http://www.town.tochigi-

nakagawa.lg.jp/life/kurashi/teitan2018-0402-1526-23.html 

 

◇益子町「益子町住宅用木質バイオマスストーブ設置費補助金

制度」 

http://www.town.mashiko.tochigi.jp/page/page001518.html 

 

【群馬県】 

◇川場村「川場村木質系エネルギー導入促進事業費補助金」 

https://www.vill.kawaba.gunma.jp/d1w_reiki/H421902500055/

H421902500055_j.html 

 

◇嬬恋村「嬬恋村薪ストーブ購入費補助金」 

https://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/nougyou/nourin/2016-

0218-1133-22.html 

 

◇中之条町「中之条町薪ストーブ等購入費補助金」 

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

nourin/firewoodstove/firewoodstove.html 

 

◇沼田市「令和 3 年度沼田市住宅用再生可能エネルギーシステ

ム設置補助金」 

http://www.city.numata.gunma.jp/life/kankyo/taiyoko/1003684

.html 

 

◇前橋市「木質燃料ストーブ購入費補助金」 

https://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi_tetsuzuki/1/8/176

71.html 

 

◇みどり市「令和 3 年度みどり市住宅用新エネルギーシステム

等設置補助事業」 

https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1554091627

081/index.html 

 

◆みなかみ町「みなかみ町薪ストーブ等購入費補助金」 

https://www.town.minakami.gunma.jp/industry/03hojyokin/2019

-0424-1822-71.html 

※薪ストーブ、薪ボイラーが対象 

【埼玉県】 

◆小鹿野町「小鹿野町木質バイオマスストーブ等設置費補助金」 

https://www.town.ogano.lg.jp/kurashi-tetsuzuki/sumai-

sien/baiomasusutobu-secchihi-jyosei/ 

 

◇所沢市「令和 3 年度『所沢市スマートハウス化推進補助金』

【家庭用】」 

https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukankyo/

kankyo/ekojyosei/kikidounyu.html 

 

【千葉県】 

◇香取市「住宅用省エネルギー設備設置補助金制度（令和 3 年

度）」 

https://www.city.katori.lg.jp/smph/living/kankyohozen/shoene/

hojokinseido.html 

※対象は薪ストーブ 

 

◆山武市「山武市木質バイオマス燃料利活用補助金」 

https://www.city.sammu.lg.jp/sp/page/page001016.html 

 

【東京都】 

◇八王子市「令和 3 年度八王子市再生可能エネルギー利用機器

等設置費補助制度」 

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/004/a546973/a

871645/p007132_d/fil/3panhu.pdf 

 

【神奈川県】 

◇小田原市「令和 3 年度家庭用熱利用システム補助金(太陽熱

給湯設備・木質バイオマス暖房設備)」 

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

dy/neturiyour3.html 

 

◇清川村「地球温暖化防止対策事業補助金」 

https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/ijuteiju/2266.html#sut

obu 

 

【新潟県】 

◇阿賀町「阿賀町ペレットストーブ購入補助金」 

http://www.town.aga.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/r174RG00000

795.html 

http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/life/kurashi/teitan2018-0402-1526-23.html
http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/life/kurashi/teitan2018-0402-1526-23.html
http://www.town.mashiko.tochigi.jp/page/page001518.html
https://www.vill.kawaba.gunma.jp/d1w_reiki/H421902500055/H421902500055_j.html
https://www.vill.kawaba.gunma.jp/d1w_reiki/H421902500055/H421902500055_j.html
https://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/nougyou/nourin/2016-0218-1133-22.html
https://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/nougyou/nourin/2016-0218-1133-22.html
https://www.town.nakanojo.gunma.jp/~info/12-nourin/firewoodstove/firewoodstove.html
https://www.town.nakanojo.gunma.jp/~info/12-nourin/firewoodstove/firewoodstove.html
http://www.city.numata.gunma.jp/life/kankyo/taiyoko/1003684.html
http://www.city.numata.gunma.jp/life/kankyo/taiyoko/1003684.html
https://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi_tetsuzuki/1/8/17671.html
https://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi_tetsuzuki/1/8/17671.html
https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1554091627081/index.html
https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1554091627081/index.html
https://www.town.minakami.gunma.jp/industry/03hojyokin/2019-0424-1822-71.html
https://www.town.minakami.gunma.jp/industry/03hojyokin/2019-0424-1822-71.html
https://www.town.ogano.lg.jp/kurashi-tetsuzuki/sumai-sien/baiomasusutobu-secchihi-jyosei/
https://www.town.ogano.lg.jp/kurashi-tetsuzuki/sumai-sien/baiomasusutobu-secchihi-jyosei/
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukankyo/kankyo/ekojyosei/kikidounyu.html
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukankyo/kankyo/ekojyosei/kikidounyu.html
https://www.city.katori.lg.jp/smph/living/kankyohozen/shoene/hojokinseido.html
https://www.city.katori.lg.jp/smph/living/kankyohozen/shoene/hojokinseido.html
https://www.city.sammu.lg.jp/sp/page/page001016.html
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/004/a546973/a871645/p007132_d/fil/3panhu.pdf
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/004/a546973/a871645/p007132_d/fil/3panhu.pdf
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/energy/subsidy/neturiyour3.html
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/energy/subsidy/neturiyour3.html
https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/ijuteiju/2266.html#sutobu
https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/ijuteiju/2266.html#sutobu
http://www.town.aga.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/r174RG00000795.html
http://www.town.aga.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/r174RG00000795.html
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◇糸魚川市「令和 3 年度糸魚川市ペレットストーブ設置事業補

助金」 

https://www.city.itoigawa.lg.jp/secure/13575/%E7%B3%B8%E9

%AD%9A%E5%B7%9D%E5%B8%82%E3%83%9A%E3%83%AC%E3%8

3%83%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%9

6%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A3%9C%

E5%8A%A9%E9%87%91%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5

%86%85%EF%BC%88PDF.218KB%EF%BC%89[1].pdf 

 

◆柏崎市「ECO2 プロジェクト」 

https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/kankyo_pet

/kankyo_kankyohozen/1/index.html 

 

◇上越市「令和 3 年度上越市住宅リフォーム促進事業」 

https://www.city.joetsu.niigata.jp/uploaded/attachment/196453

.pdf 

 

◇南魚沼市「木質バイオマスストーブ設置補助金制度」 

http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/shizen/kankyou/kankyo

u/1585005366416.html 

 

◇妙高市「令和 3 年度妙高市住宅取得等支援事業補助金」 

https://www.city.myoko.niigata.jp/docs/4807.html 

 

◇村上市「令和 3 年度村上市木質バイオマスストーブ設置費補

助金」 

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

r03.html 

※申込期間：6 月 1 日（火）～30 日（水）まで 

 

◆湯沢町「再生可能エネルギー普及促進事業補助金」 

https://www.town.yuzawa.lg.jp/kurashinojoho/machinitsuiteshirit

ai/12/1/1722.html 

 

【富山県】 

◇小矢部市「小矢部市ペレットストーブ設置推進事業補助金」 

http://www.city.oyabe.toyama.jp/kurashi/gomikankyo/chikyuond

anka/1464913339112.html 

 

 

◇上市町「上市町ペレットストーブ導入促進事業補」 

https://www.town.kamiichi.toyama.jp/event-

topics/svTopiDtl.aspx?servno=599 

 

◇富山市「富山市省エネ設備等導入補助事業」 

https://www.city.toyama.toyama.jp/kankyobu/kankyoseisakuka/

ondankataisakukikaku/shoenesetsubihojo.html 

 

◇氷見市「氷見市木質バイオマスストーブ設置補助金」 

https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/bijinesu_sangyo/sangyo

/3/2901.html 

 

◇南砺市「ペレットストーブ等設置事業補助金」 

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

sypher/www/info/detail.jsp?id=12585 

 

【石川県】 

◇内灘町「内灘町新エネルギー・省エネルギーシステム設置費

補助金制度」 

http://www.town.uchinada.lg.jp/webapps/www/service/detail.js

p?id=9545 

 

◇金沢市「金沢市木質ペレットストーブ設置費補助金」 

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/25001/seisaku/jyosei_yushi/

stove_hojyo.html 

 

◇かほく市「かほく市住宅用自然エネルギーシステム設置費補

助金」 

http://www.city.kahoku.ishikawa.jp/www/01/102/003/000/in

dex_16291.html 

 

◆小松市「小松市バイオマス設備設置費補助制度」 

https://www.city.komatsu.lg.jp/kurasi_tetuzuki/2/2/7/7520.ht

ml 

 

◇珠洲市「珠洲市木質バイオマスストーブ購入費補助金」 

https://www.city.suzu.lg.jp/kikakuzaisei/biomass_stove_subsidy_

1.html 

 

 

https://www.city.itoigawa.lg.jp/secure/13575/%E7%B3%B8%E9%AD%9A%E5%B7%9D%E5%B8%82%E3%83%9A%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%96%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85%EF%BC%88PDF.218KB%EF%BC%89%5b1%5d.pdf
https://www.city.itoigawa.lg.jp/secure/13575/%E7%B3%B8%E9%AD%9A%E5%B7%9D%E5%B8%82%E3%83%9A%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%96%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85%EF%BC%88PDF.218KB%EF%BC%89%5b1%5d.pdf
https://www.city.itoigawa.lg.jp/secure/13575/%E7%B3%B8%E9%AD%9A%E5%B7%9D%E5%B8%82%E3%83%9A%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%96%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85%EF%BC%88PDF.218KB%EF%BC%89%5b1%5d.pdf
https://www.city.itoigawa.lg.jp/secure/13575/%E7%B3%B8%E9%AD%9A%E5%B7%9D%E5%B8%82%E3%83%9A%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%96%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85%EF%BC%88PDF.218KB%EF%BC%89%5b1%5d.pdf
https://www.city.itoigawa.lg.jp/secure/13575/%E7%B3%B8%E9%AD%9A%E5%B7%9D%E5%B8%82%E3%83%9A%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%96%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85%EF%BC%88PDF.218KB%EF%BC%89%5b1%5d.pdf
https://www.city.itoigawa.lg.jp/secure/13575/%E7%B3%B8%E9%AD%9A%E5%B7%9D%E5%B8%82%E3%83%9A%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%96%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85%EF%BC%88PDF.218KB%EF%BC%89%5b1%5d.pdf
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/kankyo_pet/kankyo_kankyohozen/1/index.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/kankyo_pet/kankyo_kankyohozen/1/index.html
https://www.city.joetsu.niigata.jp/uploaded/attachment/196453.pdf
https://www.city.joetsu.niigata.jp/uploaded/attachment/196453.pdf
http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/shizen/kankyou/kankyou/1585005366416.html
http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/shizen/kankyou/kankyou/1585005366416.html
https://www.city.myoko.niigata.jp/docs/4807.html
https://www.city.murakami.lg.jp/site/eco/shinene-biomass-r03.html
https://www.city.murakami.lg.jp/site/eco/shinene-biomass-r03.html
https://www.town.yuzawa.lg.jp/kurashinojoho/machinitsuiteshiritai/12/1/1722.html
https://www.town.yuzawa.lg.jp/kurashinojoho/machinitsuiteshiritai/12/1/1722.html
http://www.city.oyabe.toyama.jp/kurashi/gomikankyo/chikyuondanka/1464913339112.html
http://www.city.oyabe.toyama.jp/kurashi/gomikankyo/chikyuondanka/1464913339112.html
https://www.town.kamiichi.toyama.jp/event-topics/svTopiDtl.aspx?servno=599
https://www.town.kamiichi.toyama.jp/event-topics/svTopiDtl.aspx?servno=599
https://www.city.toyama.toyama.jp/kankyobu/kankyoseisakuka/ondankataisakukikaku/shoenesetsubihojo.html
https://www.city.toyama.toyama.jp/kankyobu/kankyoseisakuka/ondankataisakukikaku/shoenesetsubihojo.html
https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/bijinesu_sangyo/sangyo/3/2901.html
https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/bijinesu_sangyo/sangyo/3/2901.html
https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=12585
https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=12585
http://www.town.uchinada.lg.jp/webapps/www/service/detail.jsp?id=9545
http://www.town.uchinada.lg.jp/webapps/www/service/detail.jsp?id=9545
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/25001/seisaku/jyosei_yushi/stove_hojyo.html
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/25001/seisaku/jyosei_yushi/stove_hojyo.html
http://www.city.kahoku.ishikawa.jp/www/01/102/003/000/index_16291.html
http://www.city.kahoku.ishikawa.jp/www/01/102/003/000/index_16291.html
https://www.city.komatsu.lg.jp/kurasi_tetuzuki/2/2/7/7520.html
https://www.city.komatsu.lg.jp/kurasi_tetuzuki/2/2/7/7520.html
https://www.city.suzu.lg.jp/kikakuzaisei/biomass_stove_subsidy_1.html
https://www.city.suzu.lg.jp/kikakuzaisei/biomass_stove_subsidy_1.html
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◇能美市「能美市自然エネルギー設備設置補助金」 

https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1001000000

179/index.html 

 

◇能登町「能登町木質バイオマスストーブ補助金」 

http://www.town.noto.lg.jp/www/service/detail.jsp?common_id=

11721 

 

◇白山市「再生可能エネルギー設備設置事業費補助」 

https://www.city.hakusan.lg.jp/shiminseikatsubu/kankyo/recycla

ble_energy/biomass/biomass-stove.html 

 

【福井県】 

◇越前市「越前市住宅用太陽光発電・暮らしの省エネ設備導入

促進事業補助金」 

https://www.city.echizen.lg.jp/office/060/051/hojyoseido/taiy

oukou.html 

 

◇小浜市「小浜市木質バイオマス利用機器設置補助金」 

https://www1.city.obama.fukui.jp/category/page.asp?Page=459

2 

 

【山梨県】 

◇忍野村「木質ペレットストーブ設置費補助金」 

http://www.vill.oshino.lg.jp/docs/2015042800011/ 

 

◇甲府市「クリーンエネルギー機器普及助成金制度」 

https://www.city.kofu.yamanashi.jp/kankyohozen/machi/kankyo

/shisaku/20130328.html 

 

◆道志村「道志村エコライフ促進事業助成金」 

http://www.vill.doshi.lg.jp/info/info.php?if_id=181&ka_id=3 

 

◇韮崎市「クリーンエネルギー普及促進事業費補助金」 

https://www.city.nirasaki.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/kankyoeisei_go

mi/2/3105.html 

 

◇北杜市「北杜市再生可能エネルギー設備設置補助金」 

https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/ene_subsidy.html 

 

◇南アルプス市「令和 3 年度南アルプス市エコライフ促進補助

金」 

https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/1397.html 

 

◇山中湖村「木質ペレットストーブ設置費補助金」 

https://www.vill.yamanakako.lg.jp/docs/2014120400013/ 

 

◇山梨市「山梨市木質バイオマス資源利活用補助金」 

https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/citizen/docs/160904

5.html 

 

【長野県】 

◇朝日村「新エネルギー普及促進事業補助金」 

https://www.vill.asahi.nagano.jp/official/benriservice/shinseishod

ownload/766.html 

 

◆阿智村「阿智村環境に優しい住宅設備導入補助金」 

https://www.vill.achi.lg.jp/site/teiju/20140404jyutaku.html 

 

◆飯島町「林業振興対策事業補助金」 

https://www.town.iijima.lg.jp/soshikiichiran/sangyoshinkoka/koc

hirimmugakari/1894.html 

 

◆飯田市「令和 3 年度飯田市ペレットストーブ・ペレットボイ

ラー設置補助金」 

https://www.city.iida.lg.jp/site/ecomodel/2021perextutohojo.ht

ml 

 

◆飯綱町「飯綱町森のエネルギー推進事業補助金」 

https://www.town.iizuna.nagano.jp/docs/307.html 

 

◇池田町「池田町森のエネルギー推進事業補助金」 

https://en3-jg.d1-law.com/ikeda-

town/d1w_reiki/H423902500010/H423902500010.html 

 

◇伊那市「伊那市森のエネルギー推進事業補助金」 

https://www.inacity.jp/sangyo_noringyo/noringyo/ringyo/mokus

hitsubaiomasu/pelletstove.html 

 

 

https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1001000000179/index.html
https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1001000000179/index.html
http://www.town.noto.lg.jp/www/service/detail.jsp?common_id=11721
http://www.town.noto.lg.jp/www/service/detail.jsp?common_id=11721
https://www.city.hakusan.lg.jp/shiminseikatsubu/kankyo/recyclable_energy/biomass/biomass-stove.html
https://www.city.hakusan.lg.jp/shiminseikatsubu/kankyo/recyclable_energy/biomass/biomass-stove.html
https://www.city.echizen.lg.jp/office/060/051/hojyoseido/taiyoukou.html
https://www.city.echizen.lg.jp/office/060/051/hojyoseido/taiyoukou.html
https://www1.city.obama.fukui.jp/category/page.asp?Page=4592
https://www1.city.obama.fukui.jp/category/page.asp?Page=4592
http://www.vill.oshino.lg.jp/docs/2015042800011/
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/kankyohozen/machi/kankyo/shisaku/20130328.html
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/kankyohozen/machi/kankyo/shisaku/20130328.html
http://www.vill.doshi.lg.jp/info/info.php?if_id=181&ka_id=3
https://www.city.nirasaki.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/kankyoeisei_gomi/2/3105.html
https://www.city.nirasaki.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/kankyoeisei_gomi/2/3105.html
https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/ene_subsidy.html
https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/1397.html
https://www.vill.yamanakako.lg.jp/docs/2014120400013/
https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/citizen/docs/1609045.html
https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/citizen/docs/1609045.html
https://www.vill.asahi.nagano.jp/official/benriservice/shinseishodownload/766.html
https://www.vill.asahi.nagano.jp/official/benriservice/shinseishodownload/766.html
https://www.vill.achi.lg.jp/site/teiju/20140404jyutaku.html
https://www.town.iijima.lg.jp/soshikiichiran/sangyoshinkoka/kochirimmugakari/1894.html
https://www.town.iijima.lg.jp/soshikiichiran/sangyoshinkoka/kochirimmugakari/1894.html
https://www.city.iida.lg.jp/site/ecomodel/2021perextutohojo.html
https://www.city.iida.lg.jp/site/ecomodel/2021perextutohojo.html
https://www.town.iizuna.nagano.jp/docs/307.html
https://en3-jg.d1-law.com/ikeda-town/d1w_reiki/H423902500010/H423902500010.html
https://en3-jg.d1-law.com/ikeda-town/d1w_reiki/H423902500010/H423902500010.html
https://www.inacity.jp/sangyo_noringyo/noringyo/ringyo/mokushitsubaiomasu/pelletstove.html
https://www.inacity.jp/sangyo_noringyo/noringyo/ringyo/mokushitsubaiomasu/pelletstove.html
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◇伊那市「伊那市山林資源活用機器設置補助金」 

https://www.inacity.jp/sangyo_noringyo/noringyo/ringyo/mokus

hitsubaiomasu/makistove.html 

※対象は薪ストーブ 

 

◇上田市「薪ストーブの購入費補助」 

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

※対象は薪ストーブ 

 

◇小谷村「定住促進事業補助金」 

https://www.vill.otari.nagano.jp/www/contents/100100000006

0/index.html 

 

◆川上村「川上村木質バイオマス熱利用システム設置補助金」 

http://www.vill.kawakami.nagano.jp/d1w_reiki/4229025000270

00000MH/422902500027000000MH/422902500027000000

MH_j.html 

 

◆木島平村「木島平村信州産ペレット消費拡大事業補助金」 

http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/d1w_reiki/H430902500072/H4

30902500072_j.html 

 

◇木曽町「木曽町森林エネルギー活用事業補助金」 

http://www.town-

kiso.com/kurashi/hojyokin1/100257/m100043/ 

 

◇駒ケ根市「えがおポイント制度」 

https://www.city.komagane.nagano.jp/gyosei/kurashi_tetsuzuki/

kankyo_eisei/egaopoint/2317.html 

 

◆塩尻市「塩尻市木質バイオマス利用設備設置費等補助金」 

http://www.city.shiojiri.lg.jp/kurashi/kankyo/mokushitsubiomass

/mokusitubaiomasu.html 

 

◆高森町「バイオマスエネルギー利用推進事業補助金」 

https://www.town.nagano-

takamori.lg.jp/soshiki/11/2/1/5/2600.html 

 

◆高山村「高山村森のエネルギー推進事業補助金」 

https://www.vill.takayama.nagano.jp/docs/641.html 

◇辰野町「ペレットストーブ購入の補助金」 

http://www.town.tatsuno.lg.jp/pellet.html 

 

◇立科町「森のエネルギー推進事業補助金」 

http://www.town.tateshina.nagano.jp/0000000590.html 

※対象は薪ストーブ 

 

◆千曲市「森のエネルギー推進事業」 

https://www.city.chikuma.lg.jp/docs/2013081600036/ 

 

◇天龍村「太陽と森林エネルギー等活用推進事業補助」 

http://www.vill-

tenryu.jp/notice/administrative/living_info/subsidy/solar_hojo/ 

 

◇東御市「木質バイオマスストーブ設置補助金」 

https://www.city.tomi.nagano.jp/category/joseijigyou/154781.h

tml 

 

◇南木曽町「南木曽町山林資源活用機器設置補助金」 

https://en3-jg.d1-

law.com/nagiso/d1w_reiki/H502902500006/H502902500006.

html 

 

◇野沢温泉村「森のエネルギー推進事業補助金」 

http://www.vill.nozawaonsen.nagano.jp/living/W003H0000137.h

tml 

 

◇白馬村「白馬村森のエネルギー推進事業補助金」 

https://www.vill.hakuba.lg.jp/gyosei/nogyo_shoko_kensetsu_nyus

atsu/nogyo/1982.html 

 

◇松川村「松川村木質バイオマス循環利用普及促進事業補助金」 

http://www.vill.matsukawa.nagano.jp/reiki_int/reiki_honbun/e797

RG00000590.html 

 

◇松本市「松本市薪ストーブ購入事業補助金」 

http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/sigoto/ringyo/osir

ase/R2maki.html 

 

 

https://www.inacity.jp/sangyo_noringyo/noringyo/ringyo/mokushitsubaiomasu/makistove.html
https://www.inacity.jp/sangyo_noringyo/noringyo/ringyo/mokushitsubaiomasu/makistove.html
https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/sinrin/1354.html
https://www.vill.otari.nagano.jp/www/contents/1001000000060/index.html
https://www.vill.otari.nagano.jp/www/contents/1001000000060/index.html
http://www.vill.kawakami.nagano.jp/d1w_reiki/422902500027000000MH/422902500027000000MH/422902500027000000MH_j.html
http://www.vill.kawakami.nagano.jp/d1w_reiki/422902500027000000MH/422902500027000000MH/422902500027000000MH_j.html
http://www.vill.kawakami.nagano.jp/d1w_reiki/422902500027000000MH/422902500027000000MH/422902500027000000MH_j.html
http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/d1w_reiki/H430902500072/H430902500072_j.html
http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/d1w_reiki/H430902500072/H430902500072_j.html
http://www.town-kiso.com/kurashi/hojyokin1/100257/m100043/
http://www.town-kiso.com/kurashi/hojyokin1/100257/m100043/
https://www.city.komagane.nagano.jp/gyosei/kurashi_tetsuzuki/kankyo_eisei/egaopoint/2317.html
https://www.city.komagane.nagano.jp/gyosei/kurashi_tetsuzuki/kankyo_eisei/egaopoint/2317.html
http://www.city.shiojiri.lg.jp/kurashi/kankyo/mokushitsubiomass/mokusitubaiomasu.html
http://www.city.shiojiri.lg.jp/kurashi/kankyo/mokushitsubiomass/mokusitubaiomasu.html
https://www.town.nagano-takamori.lg.jp/soshiki/11/2/1/5/2600.html
https://www.town.nagano-takamori.lg.jp/soshiki/11/2/1/5/2600.html
https://www.vill.takayama.nagano.jp/docs/641.html
http://www.town.tatsuno.lg.jp/pellet.html
http://www.town.tateshina.nagano.jp/0000000590.html
https://www.city.chikuma.lg.jp/docs/2013081600036/
http://www.vill-tenryu.jp/notice/administrative/living_info/subsidy/solar_hojo/
http://www.vill-tenryu.jp/notice/administrative/living_info/subsidy/solar_hojo/
https://www.city.tomi.nagano.jp/category/joseijigyou/154781.html
https://www.city.tomi.nagano.jp/category/joseijigyou/154781.html
https://en3-jg.d1-law.com/nagiso/d1w_reiki/H502902500006/H502902500006.html
https://en3-jg.d1-law.com/nagiso/d1w_reiki/H502902500006/H502902500006.html
https://en3-jg.d1-law.com/nagiso/d1w_reiki/H502902500006/H502902500006.html
http://www.vill.nozawaonsen.nagano.jp/living/W003H0000137.html
http://www.vill.nozawaonsen.nagano.jp/living/W003H0000137.html
https://www.vill.hakuba.lg.jp/gyosei/nogyo_shoko_kensetsu_nyusatsu/nogyo/1982.html
https://www.vill.hakuba.lg.jp/gyosei/nogyo_shoko_kensetsu_nyusatsu/nogyo/1982.html
http://www.vill.matsukawa.nagano.jp/reiki_int/reiki_honbun/e797RG00000590.html
http://www.vill.matsukawa.nagano.jp/reiki_int/reiki_honbun/e797RG00000590.html
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/sigoto/ringyo/osirase/R2maki.html
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/sigoto/ringyo/osirase/R2maki.html
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◆南箕輪村「住宅用新エネルギー施設設置補助金」 

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

youkou.html 

 

◆宮田村「林業振興事業補助金」 

https://www.vill.miyada.nagano.jp/industry/pages/root/10480-

014/peretto 

 

◆泰阜村「泰阜村薪ストーブ等購入補助金」 

https://vill.yasuoka.nagano.jp/docs/2587.html#%E8%96%AA%E3

%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%96%E3%82%92%E5%B0

%8E%E5%85%A5%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84 

 

【岐阜県】 

◇郡上市「郡上市木質燃料ストーブ購入補助金」 

https://www.city.gujo.gifu.jp/business/detail/post-117.html 

 

◇高山市「高山市木質バイオマス活用促進事業補助金」 

https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000024/1000130/1

001311/1001315.html 

 

◇中津川市「自然エネルギー活用推進補助」 

https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/life/env/1/1/6026.html 

 

【静岡県】 

◇小山町「木質燃料ストーブ購入補助金」 

http://www.fuji-oyama.jp/kurashi_04_SHsCM0D5.html 

 

【愛知県】 

◇豊橋市「令和 3 年度家庭用エネルギー設備等導入補助金」 

https://www.city.toyohashi.lg.jp/34039.htm 

 

【滋賀県】 

◆多賀町「多賀町木質バイオマス燃焼機器購入促進事業」 

https://www.town.taga.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=

275 

 

【京都府】 

◇井手町「薪ストーブ等設置費補助金」 

http://www.town.ide.kyoto.jp/lifeevent/tetuduki/13941807006

80.html 

 

◇亀岡市「薪ストーブ及び木質ペレットストーブ購入助成事業」 

http://www.city.kameoka.kyoto.jp/rinmu/rinmu-

tyouju/pelletstove.html 

 

◇京丹後市「令和 3 年度京丹後市 低炭素・資源循環促進支援

補助金」 

https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/shiminkankyo/seika

tsukankyo/3/4/2/14575.html 

 

◇長岡京市「COOL CHOICE 実践補助金」 

http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000010968.html 

※対象は薪ストーブ 

 

◇南丹市「薪ストーブおよび木質ペレットストーブ購入補助金」 

https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/114/004/000/inde

x_10647.html 

 

【大阪府】 

◇高槻市「令和 3 年度エコハウス補助金」 

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/m/kakuka/shimin/kankyo/os

hirase/1590633777160.html 

※5 月 17 日から募集開始 

 

【兵庫県】 

◇猪名川町「ペレットストーブ等購入助成補助」 

https://www.town.inagawa.lg.jp/kurashi/seikatsu/gomi_kankyou_

doubutsu/kankyou/1468124916495.html 

 

◆新温泉町「新温泉町再生可能エネルギー導入促進事業」 

https://www.town.shinonsen.hyogo.jp/page/?mode=detail&detail

_mode=topics&page_id=4608e6edfca1d28e114ab35a483bb4d7 

 

◆丹波市「令和 3 年度丹波市薪ストーブ・薪ボイラー設置補助

金」 

https://www.city.tamba.lg.jp/site/kankyouka/r2makiboira-suto-

bu.html 

※対象は薪ストーブ、薪ボイラ 

 

https://www.vill.minamiminowa.lg.jp/soshiki/jyumin/jyutakuyoutaiyoukou.html
https://www.vill.minamiminowa.lg.jp/soshiki/jyumin/jyutakuyoutaiyoukou.html
https://www.vill.miyada.nagano.jp/industry/pages/root/10480-014/peretto
https://www.vill.miyada.nagano.jp/industry/pages/root/10480-014/peretto
https://vill.yasuoka.nagano.jp/docs/2587.html#%E8%96%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%96%E3%82%92%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84
https://vill.yasuoka.nagano.jp/docs/2587.html#%E8%96%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%96%E3%82%92%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84
https://vill.yasuoka.nagano.jp/docs/2587.html#%E8%96%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%96%E3%82%92%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84
https://www.city.gujo.gifu.jp/business/detail/post-117.html
https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000024/1000130/1001311/1001315.html
https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000024/1000130/1001311/1001315.html
https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/life/env/1/1/6026.html
http://www.fuji-oyama.jp/kurashi_04_SHsCM0D5.html
https://www.city.toyohashi.lg.jp/34039.htm
https://www.town.taga.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=275
https://www.town.taga.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=275
http://www.town.ide.kyoto.jp/lifeevent/tetuduki/1394180700680.html
http://www.town.ide.kyoto.jp/lifeevent/tetuduki/1394180700680.html
http://www.city.kameoka.kyoto.jp/rinmu/rinmu-tyouju/pelletstove.html
http://www.city.kameoka.kyoto.jp/rinmu/rinmu-tyouju/pelletstove.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/shiminkankyo/seikatsukankyo/3/4/2/14575.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/shiminkankyo/seikatsukankyo/3/4/2/14575.html
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000010968.html
https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/114/004/000/index_10647.html
https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/114/004/000/index_10647.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/m/kakuka/shimin/kankyo/oshirase/1590633777160.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/m/kakuka/shimin/kankyo/oshirase/1590633777160.html
https://www.town.inagawa.lg.jp/kurashi/seikatsu/gomi_kankyou_doubutsu/kankyou/1468124916495.html
https://www.town.inagawa.lg.jp/kurashi/seikatsu/gomi_kankyou_doubutsu/kankyou/1468124916495.html
https://www.town.shinonsen.hyogo.jp/page/?mode=detail&detail_mode=topics&page_id=4608e6edfca1d28e114ab35a483bb4d7
https://www.town.shinonsen.hyogo.jp/page/?mode=detail&detail_mode=topics&page_id=4608e6edfca1d28e114ab35a483bb4d7
https://www.city.tamba.lg.jp/site/kankyouka/r2makiboira-suto-bu.html
https://www.city.tamba.lg.jp/site/kankyouka/r2makiboira-suto-bu.html
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◇丹波篠山市「令和 3 年度薪ストーブ等設置補助金」 

https://www.city.tambasasayama.lg.jp/shinseishodownload/162

92.html 

 

【和歌山県】 

◇有田川町「薪ストーブ等設置補助金」 

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

tml 

 

【岡山県】 

◇西粟倉村「低炭素なむらづくり推進施設設置補助金」 

http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/%E4%BD%8E%E7%8

2%AD%E7%B4%A0%E3%81%AA%E3%82%80%E3%82%89%E3%81%

A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E6%8E%A8%E9%80%B2%E6%96%BD

%E8%A8%AD%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E

9%87%91%E3%81%AE%E5%88%B6%E5%BA%A6/ 

 

◆真庭市「令和 3 年度真庭市木質バイオマス利用開発推進事業

補助金」 

https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/41/26451.html 

 

◇美作市「美作市薪ストーブ設置事業補助金」 

http://www.city.mimasaka.lg.jp/shimin/kurashi/nogyou/145040

0655287.html 

※対象は薪ストーブ 

 

【広島県】 

◇北広島町「北広島町薪ストーブ購入補助金」 

https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/soshiki/7/1327.html 

※対象は薪ストーブ 

 

◆神石高原町「ペレットストーブ等購入補助事業」 

http://www.jinsekigun.jp/town/formation/kankyoueisei/kankyou

eisei/eco/stove/ 

 

◇東広島市「令和3年度薪・木質ペレットストーブ設置補助金」 

https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/material/files/group/38/

503033103.pdf 

 

【山口県】 

◇岩国市「岩国市ペレットストーブ購入費補助金」 

https://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/42/12181.html 

 

◇山口市「山口市空き家バンク改修事業補助金」 

https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/26/5924.html 

 

【徳島県】 

◆上勝町「令和 3 年度 再生可能エネルギー設備設置補助金」 

http://www.kamikatsu.jp/docs/2015040800013/ 

 

【鳥取県】 

◇岩美町「家庭用発電設備等導入推進補助金」 

http://www.iwami.gr.jp/item/6660.htm 

 

◆南部町「南部町家庭用発電設備等導入推進補助金」 

https://www.town.nanbu.tottori.jp/reiki/reiki_honbun/r049RG00

000846.html 

 

◇日南町「日南町家庭用発電設備等導入推進補助金」 

https://www.town.nichinan.lg.jp/kurashi_kankyo/hojo_hojoseido/

2383.html 

 

◇三朝町「三朝町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金

（令和 3 年度）」 

http://www.town.misasa.tottori.jp/315/319/324/764/3726.ht

ml 

 

◇八頭町「令和3年度八頭町家庭用発電設備等導入推進補助金」 

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

 

【島根県】 

◆海士町「薪ストーブ等設置費補助金」 

http://www.town.ama.shimane.jp/kurashi/guide/10900/10906/

post-106.html 

※対象は薪ストーブ、薪ボイラ 

 

◆隠岐の島町「木質ペレット熱利用設備設置事業補助金」 

https://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/14963

63746740/index.html 

 

https://www.city.tambasasayama.lg.jp/shinseishodownload/16292.html
https://www.city.tambasasayama.lg.jp/shinseishodownload/16292.html
https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/sinseisho/nourinn/3602.html
https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/sinseisho/nourinn/3602.html
http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/%E4%BD%8E%E7%82%AD%E7%B4%A0%E3%81%AA%E3%82%80%E3%82%89%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E6%8E%A8%E9%80%B2%E6%96%BD%E8%A8%AD%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%81%AE%E5%88%B6%E5%BA%A6/
http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/%E4%BD%8E%E7%82%AD%E7%B4%A0%E3%81%AA%E3%82%80%E3%82%89%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E6%8E%A8%E9%80%B2%E6%96%BD%E8%A8%AD%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%81%AE%E5%88%B6%E5%BA%A6/
http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/%E4%BD%8E%E7%82%AD%E7%B4%A0%E3%81%AA%E3%82%80%E3%82%89%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E6%8E%A8%E9%80%B2%E6%96%BD%E8%A8%AD%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%81%AE%E5%88%B6%E5%BA%A6/
http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/%E4%BD%8E%E7%82%AD%E7%B4%A0%E3%81%AA%E3%82%80%E3%82%89%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E6%8E%A8%E9%80%B2%E6%96%BD%E8%A8%AD%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%81%AE%E5%88%B6%E5%BA%A6/
http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/%E4%BD%8E%E7%82%AD%E7%B4%A0%E3%81%AA%E3%82%80%E3%82%89%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E6%8E%A8%E9%80%B2%E6%96%BD%E8%A8%AD%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%81%AE%E5%88%B6%E5%BA%A6/
https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/41/26451.html
http://www.city.mimasaka.lg.jp/shimin/kurashi/nogyou/1450400655287.html
http://www.city.mimasaka.lg.jp/shimin/kurashi/nogyou/1450400655287.html
https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/soshiki/7/1327.html
http://www.jinsekigun.jp/town/formation/kankyoueisei/kankyoueisei/eco/stove/
http://www.jinsekigun.jp/town/formation/kankyoueisei/kankyoueisei/eco/stove/
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/material/files/group/38/503033103.pdf
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/material/files/group/38/503033103.pdf
https://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/42/12181.html
https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/26/5924.html
http://www.kamikatsu.jp/docs/2015040800013/
http://www.iwami.gr.jp/item/6660.htm
https://www.town.nanbu.tottori.jp/reiki/reiki_honbun/r049RG00000846.html
https://www.town.nanbu.tottori.jp/reiki/reiki_honbun/r049RG00000846.html
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http://www.town.misasa.tottori.jp/315/319/324/764/3726.html
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http://www.town.ama.shimane.jp/kurashi/guide/10900/10906/post-106.html
http://www.town.ama.shimane.jp/kurashi/guide/10900/10906/post-106.html
https://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/1496363746740/index.html
https://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/1496363746740/index.html
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◇奥出雲町「奥出雲町新エネルギー設備導入促進事業奨励金」 

https://www.town.okuizumo.shimane.jp/www/contents/100100

0000410/index.html 

 

◇津和野町「津和野町ペレットストーブ等購入補助金」 

http://www.tsuwano.net/www/contents/1355814871354/inde

x.html 

 

◇松江市「令和 3 年度松江市再生可能エネルギー機器等導入促

進事業補助金」 

http://www1.city.matsue.shimane.jp/gomi/kankyou/hojokin/suto

-bu.html 

 

◇吉賀町「住宅用木質バイオマス熱利用設備導入促進事業費補

助金」 

https://www.town.yoshika.lg.jp/kurashi/josei/saiseikanou/y_wbi

omass.html 

【高知県】 

◇梼原町「新エネルギー等活用施設設置補助金」 

http://www.town.yusuhara.kochi.jp/town/kakuka/seibi/2020-

06-19kankyo.html 

 

【熊本県】 

◇小国町「小国町エコハウス設備設置費補助金」 

https://www.town.kumamoto-

oguni.lg.jp/q/aview/229/1314.html 

 

◇山都町「【令和 3 年度】山の都エコライフ支援事業」 

https://www.town.kumamoto-

yamato.lg.jp/kiji0036630/index.html 

 

◇南関町「南関町家庭用再生可能エネルギー導入促進事業」 

https://www.town.nankan.lg.jp/page2777.html?type=top

 

６．公募等情報（締切順）                                               

 

■公益信託富士フイルム・グリーンファンド 2021 年度活動助

成・研究助成 

応募締切 2021 年 5 月 6 日（木） 

http://www.jwrc.or.jp/service/shintaku/fgf_ken.htm 

 

■（公財）日本環境協会「令和 2 年度（第 3 次補正予算）二酸

化炭素排出抑制対策事業費等補助金（再エネの最大限の導入の

計画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエ

ントな地域社会実現支援事業）」 

公募期間 2021 年 3 月 29 日（月）～5 月 6 日（木） 

https://www.jeas.or.jp/news/000034.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」 

公募期間 2021 年 3 月 29 日（月）～5 月 6 日（木） 

https://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100304.html 

 

■NEDO「『カーボンリサイクル・先進的な火力発電技術等の海

外展開推進事業／カーボンリサイクル・先進的な火力発電技術

等に係る導入促進事業／カーボンリサイクル関連技術及び先

進的な火力発電技術等の海外展開可能性の調査』に係る公募に

ついて」 

受付期間 2021 年 4 月 6 日（火）～5 月 6 日（木） 

https://www.nedo.go.jp/koubo/EV2_100231.html 

 

■（一社）環境共創イニシアチブ「令和 3 年度地域共生型再生

可能エネルギー等普及促進事業費補助金公募情報（地域マイク

ログリッド構築事業）」 

公募期間  

・1 次締切：2021 年 5 月 28 日（金） 

・2 次締切：2021 年 7 月 30 日（金） 

・3 次締切：2021 年 9 月 30 日（木） 

・4 次締切：2021 年 10 月 29 日（金） 

https://sii.or.jp/microgrid03/note1.html 

 

■（一社）環境共創イニシアチブ「令和 3 年度地域共生型再生

可能エネルギー等普及促進事業費補助金公募情報（導入プラン

作成事業）」 

公募期間  

・1 次締切：2021 年 5 月 28 日（金） 

https://www.town.okuizumo.shimane.jp/www/contents/1001000000410/index.html
https://www.town.okuizumo.shimane.jp/www/contents/1001000000410/index.html
http://www.tsuwano.net/www/contents/1355814871354/index.html
http://www.tsuwano.net/www/contents/1355814871354/index.html
http://www1.city.matsue.shimane.jp/gomi/kankyou/hojokin/suto-bu.html
http://www1.city.matsue.shimane.jp/gomi/kankyou/hojokin/suto-bu.html
https://www.town.yoshika.lg.jp/kurashi/josei/saiseikanou/y_wbiomass.html
https://www.town.yoshika.lg.jp/kurashi/josei/saiseikanou/y_wbiomass.html
http://www.town.yusuhara.kochi.jp/town/kakuka/seibi/2020-06-19kankyo.html
http://www.town.yusuhara.kochi.jp/town/kakuka/seibi/2020-06-19kankyo.html
https://www.town.kumamoto-oguni.lg.jp/q/aview/229/1314.html
https://www.town.kumamoto-oguni.lg.jp/q/aview/229/1314.html
https://www.town.kumamoto-yamato.lg.jp/kiji0036630/index.html
https://www.town.kumamoto-yamato.lg.jp/kiji0036630/index.html
https://www.town.nankan.lg.jp/page2777.html?type=top
http://www.jwrc.or.jp/service/shintaku/fgf_ken.htm
https://www.jeas.or.jp/news/000034.html
https://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100304.html
https://www.nedo.go.jp/koubo/EV2_100231.html
https://sii.or.jp/microgrid03/note1.html
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・2 次締切：2021 年 7 月 30 日（金） 

・3 次締切：2021 年 9 月 30 日（木） 

・4 次締切：2021 年 10 月 29 日（金） 

https://sii.or.jp/microgrid03/note2.html 

 

■京都府「令和 3 年度京の森林文化を守り育てる支援事業」 

募集期間 2021 年 4 月 2 日（金）～6 月 11 日（金） 

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

 

■長野県林務部信州の木活用課県産材利用推進室「令和 3 年度

薪によるエネルギーの地消地産推進事業」 

応募期間 2021 年 5 月 6 日（木）～6 月 11 日（金） 

https://www.pref.nagano.lg.jp/mokuzai/0408maki.html 

 

■新潟県「令和 3 年度新潟県再生可能エネルギー設備導入促進

事業補助金」 

提出期限 ～2021 年年 6 月 11 日（金）まで 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sogyosuishin/13569159351

43.html 

 

■（一財）省エネルギーセンター「2021 年度（令和 3 年度）

省エネ大賞募集開始のご案内」 

募集期間 2021 年 4 月 6 日（火）～6 月 24 日（木） 

https://www.eccj.or.jp/bigaward/start21/index.html 

 

■農林中央金庫「『農中森力基金』第 8 回助成事業の募集につ

いて」 

募集期間 2021 年 4 月 1 日（木）～6 月 30 日（水） 

https://www.nochubank.or.jp/news/news_release/2021/post-

617.html 

 

■JT「SDGs 貢献プロジェクト」 

申請期間 2021 年 6 月 1 日（火）～30 日（水） 

https://www.philanthropy.or.jp/jt/ 

 

■静岡県浜松市「浜松市木質バイオマス設備導入支援事業費補

助金」 

受付期間 2021 年 4 月 15 日（木）～2022 年 1 月 31 日（月） 

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

ene/new_ene/mokushitsuhojokin.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」 

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030501/2019022200068.

html 

 

■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/ 

https://sii.or.jp/microgrid03/note2.html
http://www.pref.kyoto.jp/shinrinhozen/moribunka.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/mokuzai/0408maki.html
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sogyosuishin/1356915935143.html
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sogyosuishin/1356915935143.html
https://www.eccj.or.jp/bigaward/start21/index.html
https://www.nochubank.or.jp/news/news_release/2021/post-617.html
https://www.nochubank.or.jp/news/news_release/2021/post-617.html
https://www.philanthropy.or.jp/jt/
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shin-ene/new_ene/mokushitsuhojokin.html
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shin-ene/new_ene/mokushitsuhojokin.html
https://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
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030501/2019022200068.html
https://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/
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※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 

 

■NEO「バイオジェット燃料生産技術開発事業／実証を通じた

サプライチェーンモデルの構築」に係る公募について（予告） 

https://www.nedo.go.jp/koubo/FF1_100312.html 

※公募予定 2021 年 4 月下旬（目途）～1 カ月間程度 
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