
平成２８年度　再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金　補助事業者一覧　【新規事業三次締切分】

都道府県 市区町村

1 太陽熱利用 広島県
広島市

安佐北区
株式会社ひょうま H28 H28

株式会社ひょうま介護施設グループホーム『ひなたぼっこ亀山』
太陽熱利用給湯設備導入工事

グループホームの屋根に太陽集熱器を設置し、給湯に利用する。

2 太陽熱利用 広島県
広島市

安佐北区
株式会社ひょうま H28 H28

株式会社ひょうま介護施設グループホーム『ひなたぼっこ高陽』
太陽熱利用給湯設備導入事業

グループホームの屋根に太陽集熱器を設置し、給湯に利用する。

3 太陽熱利用 広島県
広島市

安佐南区
株式会社ひょうま H28 H28

株式会社ひょうま介護施設グループホーム『ひなたぼっこ八木』
太陽熱利用給湯設備導入事業

グループホームの屋根に太陽集熱器を設置し、給湯に利用する。

4 太陽熱利用 広島県
広島市

安佐南区
株式会社ひょうま H28 H28

株式会社ひょうま介護施設グループホーム『ひなたぼっこ東原』
太陽熱利用給湯設備導入事業

グループホームの屋根に太陽集熱器を設置し、給湯に利用する。

5
温度差エネルギー利

用
栃木県 那須塩原市 有限会社元泉館 H28 H28

有限会社元泉館　元泉館への温度差エネルギー利用による給
湯システム導入事業

下水熱を熱源としたヒート ポンプを設置し、旅館の給湯に利用する。

6 地中熱利用 北海道
札幌市
中央区

株式会社アリガプランニング H28 H29 アリガプランニング新社屋　地中熱利用冷暖房設備設置事業 地中熱を熱源としたヒートポンプを設置し、事務所の空調に利用する。

7 地中熱利用 埼玉県
さいたま市

桜区
日本総合住生活株式会社 H28 H29

日本総合住生活株式会社JS技術訓練センター（仮称）への地
中熱利用による空調設備設置事業

地中熱を熱源としたヒートポンプを設置し、事務所の空調に利用する。

8 地中熱利用 埼玉県 上尾市 三井金属鉱業株式会社 H28 H28
三井金属鉱業株式会社　銅箔事業部　上尾事業所　第1工場へ
の地下水熱利用による冷凍機設備設置事業

地下水熱を熱源としたヒートポンプを設置し、生産工程の冷却に利用す
る。

9 地中熱利用 愛知県
丹羽郡
大口町

オークマ株式会社 H28 H29
オークマ株式会社　本社工場への地中熱利用による空調設備
設置事業

地中熱を熱源としたヒートポンプを設置し、工場の空調に利用する。

10 バイオマス熱利用 北海道 苫小牧市 北海道曹達株式会社 H28 H29
北海道曹達株式会社苫小牧事業所内生産ライン用バイオマス
ボイラー設置事業

木材を主燃料とするバイオマスボイラを設置し、工場生産ラインに蒸気を
供給する。

11 バイオマス熱利用 群馬県
吾妻郡

中之条町
有限会社たんげ温泉美郷館 H28 H28

有限会社たんげ温泉美郷館への給湯・空調用木質バイオマス
ボイラ設置事業

木質チップを燃料とするバイオマスボイラを設置し、旅館の暖房と給湯に
利用する。

12 バイオマス熱利用 岡山県 高梁市 株式会社　ウェルファムフーズ H28 H28
㈱ウェルファムフーズ　第2吉家B農場への暖房用バイオマスボ
イラ設置事業

鶏糞を燃料とするバイオマスボイラを設置し、鶏舎の暖房に利用する。

13 バイオマス熱利用 岡山県 新見市 株式会社　ウェルファムフーズ H28 H28
㈱ウェルファムフーズ　哲西農場への暖房用バイオマスボイラ
設置事業

鶏糞を燃料とするバイオマスボイラを設置し、鶏舎の暖房に利用する。

14 バイオマス燃料製造 山形県
東田川郡
庄内町

株式会社　渡会電気土木 H28 H28
㈱渡会電気土木・庄内工場へのバイオマス燃料製造設備設置
事業

地域で発生する伐採木を原料とした木質ペレット製造設備を設置する。

備考
完了
年度

補助事業名称 事業概要
設置場所

No. エネルギー種別 補助事業者名称
開始
年度



平成２８年度　再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金　補助事業者一覧　【新規事業三次締切分】

都道府県 市区町村
備考

完了
年度

補助事業名称 事業概要
設置場所

No. エネルギー種別 補助事業者名称
開始
年度

15
バイオマス熱利用

バイオマス燃料製造
長野県 茅野市 株式会社うめはら H28 H28

株式会社うめはら蓼科工場バイオガス燃料製造設備及び工場
供給用バイオガスボイラ設置事業

工場排水を分解処理してバイオガスを製造する設備及びこれを燃焼させ
るバイオガスボイラを設置し、工場生産ラインに蒸気を供給する。

16 太陽光発電 兵庫県
神戸市
西区

米田工機株式会社 H28 H28 米田工機株式会社神戸工場太陽光発電設備導入事業
工場の屋根に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内の消費電力
の一部として使用する。

17 太陽光発電 兵庫県
神戸市
須磨区

大前株式会社 H28 H28 大前株式会社太陽光発電事業
本社屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内の消費の一部
として使用する。

18 太陽光発電 佐賀県
三養基郡
上峰町

吉野ヶ里温泉株式会社 H28 H28
吉野ヶ里温泉株式会社　卑弥呼乃湯　太陽光発電設備導入事
業

温泉の屋根に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を施設の消費電力
の一部として使用する。

19 太陽光発電 宮崎県
児湯郡
新富町

宮崎サンフーズ株式会社 H28 H28 宮崎サンフーズ株式会社太陽光発電設備事業
工場の屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内の自家消費
として使用する。

20 太陽光発電 宮城県
仙台市
泉区

株式会社気仙沼商会 H28 H28
株式会社気仙沼商会　カートピア泉店　太陽光発電設備・蓄電
池設置工事事業

店舗の屋根上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を店舗内の消費
電力の一部として使用する。また、蓄電池を同時に設置し、太陽光発電の
余剰電気を充電し、店舗内の消費電力の一部として使用する。

21 太陽光発電 福島県 郡山市 飯島米穀株式会社 H28 H28 飯島米穀株式会社　本社工場　太陽光発電設備設置工事事業
本社工場の屋根上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を工場内の
消費電力の一部として使用する。

22 太陽光発電 福島県 いわき市 株式会社赤井製材所 H28 H28 株式会社赤井製材所　太陽光発電設備設置事業
工場屋根上に太陽光発電設備を設置することにより、同施設内の消費電
力の一部を賄う。

23 太陽光発電 福島県 いわき市 磐栄運送株式会社 H28 H28 磐栄運送株式会社勿来営業所自家消費太陽光発電事業
営業所の敷地内に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を植物工場の
消費電力の一部として使用する。

24 太陽光発電 茨城県 日立市 株式会社　日立パワーソリューションズ H28 H28
株式会社　日立パワーソリューションズ大みか別館　太陽光発
電設備設置事業

施設の屋根に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を施設内の消費電
力の一部として使用する。

25 太陽光発電 茨城県
猿島郡
五霞町

共同印刷株式会社 H28 H28 共同印刷株式会社　五霞工場3号館太陽光発電設備導入事業
工場の屋根上に太陽光発電設備を導入し、発電した電気を工場内の消費
電力の一部として使用する。

26 太陽光発電 栃木県 宇都宮市 株式会社釜屋 H28 H28 株式会社釜屋　太陽光発電設備導入事業
本社屋根上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内の消費電力
の一部として使用する。

27 太陽光発電 埼玉県 川越市 株式会社ファインシンター H28 H28 株式会社ファインシンター川越工場太陽光発電設備導入事業
工場の事務所棟屋根上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を事業
所内の消費電力の一部として使用する。

28 太陽光発電 埼玉県 秩父市 株式会社　アスカ H28 H28
株式会社アスカ　アスカ秩父寺尾店　太陽光発電設備設置工事
事業

店舗の駐車場に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を店舗内の消費
電力の一部として使用する。
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29 太陽光発電 埼玉県 東松山市 株式会社西田建材店 H28 H28 株式会社西田建材店倉庫太陽光発電設備導入事業 倉庫上に太陽光発電設備を設置し施設内で使用する電力の一部を補う。

30 太陽光発電 埼玉県 桶川市 DICデコール株式会社 H28 H28 DICデコール株式会社物流センター太陽光発電設備導入事業
物流センターの屋根上に太陽光発電を設置し、発電した電気を社内の消
費電力の一部として使用する。また、蓄電池を併設し、災害時等の非常用
電源として活用する。

31 太陽光発電 埼玉県 八潮市 レンゴー株式会社 H28 H28
レンゴー株式会社八潮工場S倉庫屋上太陽光発電設備設置事
業

工場の屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を工場の消費電力
の一部として使用する。

32 太陽光発電 千葉県 市原市 日本リファイン株式会社 H28 H28
日本リファイン株式会社（技術開発センター）太陽光発電設備導
入事業

事務所・研究所棟屋根に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内
の消費電力の一部として使用する。

33 太陽光発電 千葉県
印旛郡

酒々井町
三菱地所・サイモン株式会社 H28 H29

三菱地所・サイモン株式会社　酒々井プレミアム・アウトレット
太陽光発電設備事業

店舗の駐車場にカーポート型太陽光発電設備を設置し、発電した電気を
館内の消費電力として自家消費使用する。

34 太陽光発電 福井県 福井市 尾家産業株式会社 H28 H28 尾家産業株式会社福井営業所太陽光発電設備導入事業
営業所の屋根に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を所内の消費電
力の一部として使用する。

35 太陽光発電 長野県 千曲市 合同会社ゆずりは H28 H28
合同会社ゆずりはサービス付高齢者向け住宅森と人と太陽光
発電設備設置事業

介護施設の屋根上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を施設内の
消費電力の一部として使用する。

36 太陽光発電 岐阜県 羽島市
株式会社バローホールディングス
/株式会社ホームセンターバロー

H28 H29
株式会社バローホールディングス　ホームセンターバロー　メガ
ストア羽島インター店　太陽光発電設備設置事 業

店舗の屋根上に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を施設内の消費
電力の一部として使用する。

37 太陽光発電 神奈川県
足柄上郡
松田町

ほうとくエネルギー株式会社
/松田町役場

H28 H28
ほうとくエネルギー株式会社健康福祉センター太陽光発電設備
導入事業

健康福祉センターの屋上に太陽光発電設備を設置し、センター内の消費
電力の一部として使用する。

38 太陽光発電 神奈川県
足柄上郡
松田町

ほうとくエネルギー株式会社
/松田町役場

H28 H28
ほうとくエネルギー株式会社松田中学校太陽光発電設備導入
事業

中学校の屋上に太陽光発電設備を設置し、中学校の消費電力の一部とし
て使用する。

39 太陽光発電 大阪府
大阪市
此花区

東南興産株式会社 H28 H28 東南興産株式会社常吉工場　太陽光発電設備導入事業
工場屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を事業所内の消費電
力の一部として利用する。

40 太陽光発電 静岡県 掛川市
メルクパフォーマンスマテリアルズマニュ
ファクチャリング合同会社

H28 H28
メルクパフォーマンスマテリアルズマニュファクチャリング合同会
社静岡事業所太陽光発電設備導入事業

事業所の屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内の消費電
力の一部として使用する。

41 太陽光発電 静岡県 掛川市 株式会社原田工業所 H28 H28 株式会社原田工業所本社工場太陽光発電設備導入事業
工場社屋上に太陽光発電を設置し、発電した電気を社内の消費電力の一
部として使用する。

42 太陽光発電 静岡県 藤枝市 株式会社テクノフローワン H28 H28 株式会社テクノフローワン藤枝工場太陽光発電設備導入事業
工場の屋根上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を建物内の消費
電力の一部として使用する。
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43 太陽光発電 愛知県 刈谷市 株式会社　永田工作所 H28 H28 株式会社永田工作所研究棟太陽光発電設備導入事業
研究棟屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内の消費電力
の一部として使用する。

44 太陽光発電 愛知県 長久手市 イケア・ジャパン株式会社 H28 H29
イケア・ジャパン株式会社 （仮称）イケア長久手への太陽光発
電設備導入事業

店舗に太陽光発電設備を設置し、新設する施設の電源として使用する。

45 太陽光発電 三重県 津市
株式会社　バローホールディングス
/株式会社ホームセンターバロー

H28 H29
株式会社バローホールディングス　ホームセンターバロー　メガ
ストア久居インター店　太陽光発電設備設置事 業

店舗の屋根上に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を施設内の消費
電力の一部として使用する。

46 太陽光発電 三重県 松阪市
株式会社　バローホールディングス
/株式会社ホームセンターバロー

H28 H29
株式会社バローホールディングス　ホームセンターバロー　松阪
店太陽光発電設備設置事業

店舗の屋根上に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を施設内の消費
電力の一部として使用する。

47 太陽光発電 滋賀県 長浜市 株式会社ＴＫＸ H28 H28 株式会社ＴＫＸ長浜工場太陽光発電設備導入事業
工場屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内消費電力の一
部として使用する。

48 太陽光発電 滋賀県 湖南市 株式会社アルテコ H28 H28 株式会社アルテコ　滋賀工場　太陽光発電設備導入事業
工場の社屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内消費電力
の一部として使用する。

49 太陽光発電 大阪府 摂津市 セフティライフ株式会社 H28 H28
セフティライフ株式会社コンシェルジュ花みずき事業所太陽光発
電設備導入事業

事業所の屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を事業所内の消
費電力の一部として使用する。

50 太陽光発電 大阪府 東大阪市 株式会社　電業 H28 H28 株式会社電業　本社工場　太陽光発電設備導入事業
工場の屋根に、太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内の消費電
力の一部として使用する。

51 太陽光発電 大阪府 阪南市 三羊化学株式会社 H28 H28 三羊化学株式会社本社工場太陽光発電設備導入事業
本社工場に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を工場内の電力とし
て利用する。

52 太陽光発電 兵庫県 加東市 株式会社ハマテック H28 H28
株式会社ハマテック滝野社機材センター太陽光発電設備導入
事業

社屋上に太陽光発電設備を配置し、発電した電気を社内の消費電力の一
部として使用する。

53 太陽光発電 兵庫県 たつの市 フジプレアム株式会社 H28 H28 フジプレアム株式会社光都新工場太陽光発電設備導入事業
工場の屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を工場の消費電力
の一部として使用する

54 太陽光発電 奈良県 奈良市 森髙建設株式会社 H28 H28 森髙建設本社太陽光発電設備導入事業
倉庫屋上に、太陽光発電設備を設置し、倉庫および本社建屋の消費電力
の一部として使用する。

55 太陽光発電 和歌山県 和歌山市 株式会社あかりホーム H28 H28
住宅型有料老人ホーム　あかり苑有本　太陽光発電設備導入
事業

老人ホームの屋根に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を施設の消
費電力の一部として使用する。

56 太陽光発電 和歌山県 和歌山市 株式会社あかりホーム H28 H28
住宅型有料老人ホーム　あかり苑紀の川　太陽光発電設備導
入事業

老人ホームの屋根に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を施設の消
費電力の一部として使用する。
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57 太陽光発電 和歌山県 和歌山市 株式会社あかりホーム H28 H28
住宅型有料老人ホーム　あかり苑中島　太陽光発電設備導入
事業

老人ホームの屋根に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を施設の消
費電力の一部として使用する。

58 太陽光発電 岡山県 倉敷市 前田道路株式会社 H28 H28 前田道路株式会社倉敷営業所　太陽光発電事業
営業所の屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内の消費電
力の一部として使用する。

59 太陽光発電 愛媛県 松山市 尾家産業株式会社 H28 H28 尾家産業株式会社松山営業所　太陽光発電設備導入事業
営業所の屋根上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を建物内の消
費電力の一部として使用する。

60 太陽光発電 福岡県 朝倉市 有限会社桑野研磨工業所 H28 H29
有限会社桑野研磨工業所新築する本社工場への太陽光発電
設備導入事業

工場社屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を建物内の消費電
力の一部として使用する。

61 太陽光発電 福岡県
京都郡
苅田町

株式会社ウキシロケアセンター H28 H28
株式会社ウキシロケアセンター小波瀬太陽光発電設備導入事
業

介護施設の屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を施設の消費
電力の一部として使用する。

62 太陽光発電 佐賀県 佐賀市 株式会社いこいの里佐賀 H28 H28
住宅型有料老人ホームいこいの里巨勢太陽光発電設備導入事
業

老人ホームの屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を施設の消
費電力の一部として使用する。

63 太陽光発電 佐賀県 唐津市 株式会社いこいの里佐賀 H28 H28
住宅型有料老人ホームいこいの里唐津太陽光発電設備導入事
業

老人ホームの屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を施設の消
費電力の一部として使用する。

64 太陽光発電 埼玉県
大里郡
寄居町

株式会社　エコ計画 H28 H28 株式会社エコ計画寄居エコスペース 太陽光発電設備導入事業
社屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内の消費電力の一
部として使用する。

65 太陽光発電 埼玉県
北葛飾郡
杉戸町

高井戸運送株式会社 H28 H28 高井戸運送株式会社杉戸物流センタ－太陽光発電設備事業
物流センタ－の屋根に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を事業所
内の消費電力の一部とする。

66 太陽光発電 富山県
中新川郡
立山町

株式会社タイヨーパッケージ H28 H28
株式会社タイヨーパッケージ本社・本社工場　太陽光発電設備
導入事業

本社工場の社屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内の消
費電力の一部として使用する。

67 太陽光発電 岐阜県
本巣郡
北方町

株式会社　バローホールディングス
/株式会社ホームセンターバロー

H28 H29
株式会社バローホールディングス　ホームセンターバロー　北方
店太陽光発電設備設置事業

店舗の屋根上に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を施設内の消費
電力の一部として使用する。

68 太陽光発電 岐阜県
養老郡
養老町

佐竹鉄工株式会社 H28 H28 佐竹鉄工株式会社　ラック棟太陽光発電設備導入事業
ラック棟の屋根に太陽光発電設備を設置して、発電した電力を工場内の
消費電力の一部として利用する。

69 太陽光発電 静岡県
浜松市
西区

株式会社　エムエスケイ H28 H28
エムエスケイ本社工場屋根における自家発電用太陽光発電設
備導入事業

工場の屋根に発電設備を設置し自社工場で使用する電力の発電を行い
独立した電力調達体制を整えると共に、災害等非常時の地域への電力提
供も可能とすることを目的とする。

70 太陽光発電 愛知県
名古屋市

緑区
株式会社　山宝 H28 H28 株式会社山宝本社工場太陽光発電設備導入事業

工場上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を工場の消費電力の一
部として使用する。
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71 太陽光発電 京都府
与謝郡

与謝野町
京都奉製株式会社 H28 H28 京都奉製株式会社織工房太陽光発電設備事業

工房の屋根に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を事業所内の消費
電力の一部とする。

72 太陽光発電 大阪府
豊能郡
能勢町

ピップ株式会社 H28 H28 ピップ株式会社近畿物流センター太陽光発電設備導入事業
物流センターの屋根に太陽光発電設備を設置、発電した電気を施設の消
費電力の一部として使用する。

73 太陽光発電 福岡県
北九州市
小倉南区

株式会社ウキシロケアセンター H28 H28 株式会社ウキシロケアセンター若園太陽光発電設備導入事業
介護施設の屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を施設の消費
電力の一部として使用する。

74 太陽光発電 福岡県
北九州市
八幡西区

株式会社ウキシロケアセンター H28 H28
株式会社ウキシロケアセンター永犬丸太陽光発電設備導入事
業

介護施設の屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を施設の消費
電力の一部として使用する。

75 太陽光発電 福岡県
北九州市
八幡西区

株式会社ウキシロケアセンター H28 H28
株式会社ウキシロケアセンター本城弐番館太陽光発電設備導
入事業

介護施設の屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を施設の消費
電力の一部として使用する。


