
平成３０年度 地域の特性を活かしたエネルギーの地産地消促進事業費補助金（再生可能エネルギー熱事業者支援事業）　交付決定案件一覧　【新規事業：１次公募】

都道府県 市区町村

1 太陽熱利用 石川県 金沢市 株式会社ディスティーノ金沢 30 30 ディスティーノ金沢太陽熱利用給湯設備設置事業 施設へ太陽熱利用給湯設備を設置し、給湯に利用する。

2 太陽熱利用 石川県 小松市 株式会社丸西組/ニシ・ウエルネス株式会社 30 30
株式会社丸西組／ニシ・ウエルネス株式会社　ウエルネスふらま太陽熱利
用給湯設備設置事業

施設へ太陽熱利用給湯設備を設置し、給湯に使用する。

3 温度差エネルギー利用 千葉県 松戸市 東京センチュリー株式会社/医療法人財団松圓会 30 30
東京センチュリー株式会社／医療法人財団松圓会　東葛クリニック新松戸へ
の温度差エネルギー利用 給湯設備導入事業

医療施設から出る透析排液熱の温度差エネルギーを活用したヒートポンプを
設置し、透析治療用原水加温に利用する。

4 温度差エネルギー利用 東京都 墨田区 ヒューリック株式会社 30 32
ヒューリック株式会社　（仮称）両国リバーセンター新築工事　河川水温度差
エネルギー利用設備設置事業

河川水を利用し、温度差エネルギーを施設の空調に使用する。

5 温度差エネルギー利用 福岡県
北九州市
若松区

日揮触媒化成株式会社 30 30
日揮触媒化成株式会社北九州事業所への工場廃水の廃熱をボイラ給水加
温に利用する「温度差エ ネルギー利用」ユニット設置事業

工場内で発生した廃水の廃熱をヒートポンプユニットで回収し、ボイラー給水
加温に利用する。

6 地中熱利用 北海道
空知郡

奈井江町
北海道住電精密株式会社 30 30

北海道住電精密株式会社精密棟への地中熱ヒートポンプ空調設備導入事
業

施設へ地中熱を熱源としたヒートポンプを導入し、空調に利用する。

7 地中熱利用 宮城県 栗原市 株式会社イノアックコーポレーション 30 30
株式会社イノアックコーポレーション築館工場 事務所棟への地中熱利用空
調システム事業

事務所棟へ地中熱を熱源としたヒートポンプを導入し、空調に利用する。

8 地中熱利用 東京都 千代田区 日本工営株式会社 30 31 日本工営株式会社　日本工営ビル地中熱利用設備設置事業 施設へ地中熱を熱源としたヒートポンプを導入し、空調に利用する。

9 地中熱利用 愛知県 豊川市 株式会社丸上製作所 30 30
株式会社丸上製作所　熱間コイルバネ工場への地中熱利用空調設備導入
事業

工場へ地中熱を熱源としたヒートポンプを導入し、空調に利用する。

10 バイオマス熱利用 北海道
斜里郡
斜里町

株式会社　佐藤製材工場 30 30 株式会社 佐藤製材工場の木材乾燥用バイオマスボイラー設置事業
工場へ製材残材を燃料とするバイオマスボイラーを設置し、木材乾燥に使用
する。

11 バイオマス熱利用 山形県 長井市 株式会社　長井観光 30 30
株式会社　長井観光　はぎ乃湯における暖房・給湯用木質バイオマスボイラ
設置事業

温浴施設へ木質バイオマスチップを燃料とするバイオマスボイラーを設置し、
給湯に使用する。

12 バイオマス熱利用 群馬県
吾妻郡
高山村

株式会社　オリエント 30 31
株式会社オリエント高山工場バイオマスコージェネレーションボイラー設置事
業

工場へ加工時に出るオガ粉、木屑等を燃料にしたバイオマスボイラーを設置
し、工場内の加工時の熱源や空調等に利用する。また、一部の蒸気で発電
し工場内電力に供給する。

13 バイオマス熱利用 埼玉県
秩父郡

小鹿野町
株式会社山口組 30 30 株式会社山口組温浴施設への給湯用木質バイオマスボイラ設置事業

温浴施設へ木質チップを燃料とするバイオマスボイラーを設置し、給湯に使
用する。

補助率
2/3以内

※2

14 バイオマス熱利用 三重県 津市 井村屋株式会社 30 30 井村屋株式会社本社工場への食品製造用バイオマスボイラ設置事業
工場へ建築廃材を燃料としたバイオマスボイラーを設置し、食品製造に利用
する。

15 バイオマス熱利用 鳥取県
東伯郡
琴浦町

米久おいしい鶏株式会社 30 30
米久おいしい鶏株式会社帽子取農場２への暖房用バイオマスボイラー設置
事業

施設へ鶏糞を燃料とするバイオマスボイラーを設置し、空調に使用する。

16 バイオマス熱利用 高知県
安芸郡
芸西村

個人事業主 30 30 個人事業主/施設園芸ハウスへの木質バイオマス暖房機導入事業
農業用ビニールハウスへ木質ペレットを燃料とするバイオマスボイラーを導
入し、空調に使用する。
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17 バイオマス熱利用 福岡県
北九州市
八幡東区

三井住友ファイナンス&リース株式会社/テス・エンジニア
リング株式会社

30 30
三井住友ファイナンス&リース株式会社、テス・エンジニアリング株式会社に
よる 北九州次世代エネルギーパークにおける河内天然温泉 あじさいの湯へ
の 浴槽保温、温泉加温系統用木質バイオマスボイラ熱供給事業

温浴施設へ木質チップを燃料とするバイオマスボイラーを設置し、給湯に使
用する。

補助率
2/3以内

※2

18 バイオマス熱利用 福岡県 うきは市 株式会社　マルジョウ 30 30 株式会社マルジョウ　工場への乾燥用バイオマスボイラ設置事業
工場へ杉・桧の皮、端材（木片）を燃料としたバイオマスボイラーを設置し、製
品乾燥工程に使用する。

補助率
2/3以内

※1

19
バイオマス熱利用

バイオマス燃料製造
長野県

下伊那郡
阿南町

三井住友ファイナンス＆リース株式会社/南信州菓子工
房株式会社

30 31
三井住友ファイナンス＆リース株式会社/南信州菓子工房株式会社　阿南工
場へのバイオガス燃料製造及び 熱利用設備設置事業

工場へ排水を原料とした嫌気発酵によるバイオマス燃料製造設備とバイオマ
スボイラーを設置し、食品製造ラインで利用する。

補助率
2/3以内

※1

20
バイオマス熱利用

バイオマス燃料製造
愛媛県 西予市 株式会社　ちぬやホールディングス 30 31

株式会社ちぬやホールディングス　四国工場　冷凍食品加工工場の工場内
設備の熱源利用によるバイオガス燃料 製造設備（メタン発酵）及びバイオガ
ス熱利用設備設置事業

工場へ排水を原料とした嫌気発酵によるバイオマス燃料製造設備とバイオマ
スボイラーを設置し、製造工程に使用する。

21 バイオマス燃料製造 京都府
綾部市

とよさか町
株式会社本田味噌本店 30 32 株式会社本田味噌本店綾部工場へのバイオガス燃料製造設備設置事業

工場へ排水を原料とする嫌気発酵によるバイオマス燃料製造設備を導入し、
バイオガスボイラーの燃料に使用する。

22 バイオマス燃料製造 兵庫県 三木市 株式会社　兼久 30 30 株式会社兼久三木工場へのバイオマス燃料製造設備設置事業
オガクズを原料とするブリケット燃料製造設備を導入し、飲食店へピザ窯等
の燃料として供給する。

23 バイオマス燃料製造 奈良県 生駒市 北川造園 30 30 北川造園　生駒市域における未利用草木質資源のバイオコークス化事業
剪定枝を原料としたバイオコークス製造設備を設置し、温浴施設の給湯加温
に使用する。

24 バイオマス燃料製造 愛媛県 四国中央市 大王製紙株式会社 30 32 大王製紙株式会社三島工場におけるバイオマス燃料製造設備設置事業
工場へ排水を原料とした嫌気発酵によるバイオマス燃料製造設備を設置し、
工場内の石灰焼却炉に使用する。

補助率
2/3以内

※1

※1　民間事業者が地方公共団体から指定・認定を受け、かつ先導的な事業
※2　地域内エコシステムの構築に向けた取組として、木質バイオマス熱利用又は木質バイオマス燃料製造を導入する事業


