
（都道府県別に掲載）

ＮＯ 事業の名称 事業者名 事業実施場所 事業の概要 補助金交付決定額

1
ビートパルプ蒸気乾燥設備導入による省エネ
ルギー事業

ホクレン農業協同組合連合会 北海道斜里郡斜里町
ビートパルプからの蒸発水を蒸気として回収利用する技術を導入し、燃焼ガスの発生がない高効率な
蒸気乾燥設備に更新して省エネルギー化を図る。

¥708,206,211

2
スラグ用竪型ミル導入による省エネルギー事
業

日鉄住金セメント株式会社 北海道室蘭市

本事業では重油焚きスラグ乾燥設備とボールミルによるスラグ粉砕をスラグ用竪型ミルを導入し、キル
ン排熱を活用した乾燥粉砕へ変更することにより、スラグ乾燥設備一部廃止による重油使用量の削
減、高効率な竪型ミル粉砕へ変更および粉砕機稼働を合理化することによる電気使用量削減により省
エネルギー化を図る。

¥629,290,000

3
バイオマスボイラー及び高効率機器導入によ
る省エネルギー事業

コアレックス道栄株式会社 北海道虻田郡倶知安町
高効率バイオマスボイラーに更新し、重油使用量の削減を図る。また、高効率トランス、高効率モー
ター、高効率コンプレッサに更新し、電力使用量の削減を図る。またＥＭＳを採用し、送気圧力を制御
する。

¥221,458,611

4
漁業における省エネ型２艘びき沖合底びき網
漁船導入による省エネルギー事業

有限会社本田漁業部 岩手県釜石市
全抵抗を軽減した省エネ型船体に低燃費型主機関の動力を利用し、高効率大口径可変ピッチプロペ
ラ、油圧ポンプ及び軸発電機を駆動、低燃費型発電装置を設置した省エネ型２艘びき沖合底びき網漁
船を建造し、燃料消費量の削減を図る。

¥196,000,000

5
株式会社デンソー岩手における高効率型天然
ガスコージェネレーション設備導入による省エ
ネルギー事業

三菱ＵＦＪリース株式会社／株
式会社デンソー岩手

岩手県胆沢郡金ケ崎町 高効率ガスコージェネレーションシステムを導入することにより省エネルギーを図る事業である。 ¥575,583,030

6

高効率コージェネ導入による電気需要平準
化、およびエネマネ事業者を活用するコンプ
レッサー等の最適制御とＥＭＳ導入による仙台
製造所の省エネルギー事業

ＪＦＥ条鋼株式会社 宮城県仙台市
高効率コージェネ設置による電気需要平準化、電気購入削減、及び排熱回収による蒸気を利用するこ
とで既設ボイラーの燃料削減を行う。更にＥＭＳにて製造所の全域で圧空、電気、蒸気等の需給と圧
力等を監視し、コンプレッサー、蒸気ボイラー、コージェネ等の最適制御により省エネルギーを図る。

¥865,680,000

7 宮城きのこセンター省エネルギー事業 ホクト株式会社 宮城県大崎市
高効率の冷凍機、氷蓄熱装置、ボイラー、空調、ＬＥＤ照明へ更新することで、省エネルギーを図る。さ
らに氷蓄熱装置を冷凍機に接続し、ピーク電力の削減を図る。

¥58,208,466

8
東洋ゴム工業（株）仙台工場におけるガスター
ビンコージェネレーション設備導入による省エ
ネルギー事業

三菱ＵＦＪリース株式会社／東
洋ゴム工業株式会社／株式会
社ＯＧＣＴＳ

宮城県岩沼市
発電効率・総合効率の高いガスタービンコージェネレーション設備を導入し、電気需要平準化時間帯
の工場内電力負荷の一部を自家発電で賄い、電力ピーク対策を行うとともに、省エネ・省ＣＯ２の取り
組みを実施する。

¥431,426,666

9
天昇電気工業（株）福島工場における省エネル
ギー事業

オリックス株式会社／天昇電
気工業株式会社

福島県二本松市
工場において水銀灯を高効率照明に更新し、電力使用量を削減する。また、油圧式射出成形機を高
効率射出成形機に更新し、電力使用量を削減する。

¥103,459,999

10
高効率大型電動式射出成形機導入による省エ
ネルギー事業

三甲株式会社 茨城県常陸大宮市
既存の油圧式射出成形機を高効率の電動式射出成形機に更新し、電気使用量の削減を図る事業で
ある。

¥202,094,589

11 旭硝子鹿島工場　省エネルギー事業 旭硝子株式会社 茨城県神栖市

工場の下記設備更新およびシステム更新を行うことにより、省エネルギー化を図ることを目的とする。
１．ＮＯ５コーターの油拡散ポンプ（ＤＰ）をターボ分子ポンプ（ＴＭＰ）へ更新。
２．ボトムクーリングファンのインバータ化更新。
３．水銀灯器具を高天井用ＬＥＤへ更新。
４．廃油廃ガス廃水燃焼設備更新。

¥227,861,985

12
昭和産業鹿島工場におけるコミッショニング活
用による省エネルギー事業

ＮＴＴファイナンス株式会社／
昭和産業株式会社／日本ファ
シリティ・ソリューション株式会
社

茨城県神栖市
コミッショニング活用により、【区分Ⅰ】では、ガスエンジン排熱回収ボイラおよび排熱回収熱交換器で
のガスエンジン排熱有効活用により、省エネルギー化を図る。【区分Ⅱ】では、ガスエンジン発電設備に
よりピーク対策および省エネを図ることを目的とする。

¥289,999,999

13
天然ガスコージェネレーションシステム設置
ユーティリティセンターからの熱電融通による７
工場間一体ＥＳＣＯ方式省エネルギー事業

東京ガスエンジニアリングソ
リューションズ株式会社／キヤ
ノン株式会社／カルビー株式
会社／久光製薬株式会社

栃木県宇都宮市
工業団地内近接７工場に設置の蒸気・温水ボイラを、ユーティリティセンターに設置する大型ガスコー
ジェネレーションの排ガスボイラに更新することで省エネルギーを図る。またＥＳＣＯ事業者によりＥＭＳ
を導入し最適制御を行う。

¥2,538,412,900

14
高効率深冷空気分離装置の導入による省エネ
ルギー事業

エア・ウォーター株式会社 栃木県宇都宮市
現在使用している深冷空気分離装置を高効率深冷空気分離装置に更新し、電力使用量を削減し、省
エネルギーを図る事業である。

¥443,529,999

15
高効率大型電動式射出成形機導入による省エ
ネルギー事業

三甲株式会社 群馬県北群馬郡吉岡町
既存の油圧式射出成形機を高効率の電動式射出成形機に更新し、電気使用量の削減を図る事業で
ある。

¥143,659,609

16 矢崎化工(株)太田工場省エネルギー事業 矢崎化工株式会社 群馬県太田市 電動射出成形機、高効率エアコン、ＬＥＤに更新、またＥＭＳの導入により電力削減を行う。 ¥123,217,500

17
東部製造所における高効率回転機器への置
換等による省エネルギー事業

ＪＦＥ条鋼株式会社 埼玉県三郷市
製鋼工場内の回転機器（集塵ファン・給水ポンプ）を、高効率の機器に置換する。また給水ポンプの
モーターはトップランナー適合品を導入し、冷却塔ファンをインバーター化することで消費電力を削減
し、省エネルギーを図る。

¥4,463,333

18

ＥＳＣＯ方式を用いた洋紙・加工材工場へのガ
スエンジンコージェネレーションシステムの導
入および、電力・熱の供給比率可変システムに
より合理的な電力ピーク対策を実現する省エ
ネルギー事業

東京ガスエンジニアリングソ
リューションズ株式会社／リン
テック株式会社

埼玉県熊谷市

洋紙・加工材工場においてＥＳＣＯ方式を採用し、既設ガスタービンを高効率なガスエンジンコージェネ
レーションに更新することで、ピーク対策を実現する。更に廃熱温水から蒸気への変換により、省エネ
ルギーも実現する。本事業は工場内のデマンドに応じて電力と蒸気の供給比率を可変させ、ピーク時
間帯は電力比率を増大させる最適運転制御を行うことにより、一層のピーク対策が可能となる。

¥263,779,999

19 熱回収強化による省エネルギー事業 ＪＦＥスチール株式会社 千葉県千葉市
製鉄所内で熱負荷の大きい焼結設備や圧延設備において、主に熱回収、顕熱ロス防止による省エネ
ルギーを行う。発電所では放熱を抑えることで省エネルギーを行う。

¥851,779,998

20
厚板スラブ温度向上対策工事による省エネル
ギー事業

新日鐵住金株式会社 千葉県君津市 スラブから放熱される熱量削減を目的とする設備更新を行い、省エネルギー化を図る。 ¥30,666,666

21
エチレン製造装置のプロパン処理拡大による
省エネルギー事業

出光興産株式会社／三井化
学株式会社

千葉県市原市 エチレン製造装置の原料をナフサからプロパンに更新し、省エネルギーを図る事業である。 ¥244,505,332

22
２高炉熱風炉高効率化による省エネルギー事
業

新日鐵住金株式会社 千葉県君津市
２高炉熱風炉の煉瓦材質改善・チェッカー煉瓦受金物耐熱性改善及び、排ガス顕熱回収装置能力増
強により、高炉送風温度の高温化を行い、省エネルギーを図る。

¥269,544,333

23
東日本製造所千葉地区連続塗装ラインオーブ
ン省エネルギー事業

ＪＦＥ鋼板株式会社 千葉県千葉市
連続カラー塗装ラインのオーブン制御システムの更新により、吸入する空気の量を品種ごとに適正化
するという製造プロセスの改善を行い、燃焼系で使用する燃料（コークス炉ガス）の使用量を削減す
る。

¥24,833,333

平成29年度 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金
（省エネルギー投資促進に向けた支援補助事業のうちエネルギー使用合理化等事業者支援事業）

交付決定案件一覧（複数年事業）

1 



（都道府県別に掲載）

ＮＯ 事業の名称 事業者名 事業実施場所 事業の概要 補助金交付決定額

平成29年度 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金
（省エネルギー投資促進に向けた支援補助事業のうちエネルギー使用合理化等事業者支援事業）

交付決定案件一覧（複数年事業）

24
熱放散防止と高効率機器導入による省エネル
ギー事業

ＪＦＥスチール株式会社 千葉県千葉市
１．送風配管の熱放散防止により次工程での燃料使用量を削減。
２．製鉄設備の照明ＬＥＤ化により電力使用量を削減する。

¥27,545,118

25
高効率ハイブリッドＣＲＰ推進システムと適時推
進機構および最適船型導入による、さんふら
わあ ふらの 省エネルギー事業

商船三井フェリー株式会社 東京都港区
旅客フェリーの代替船建造にあたり、省エネルギー性能の高い機器で構成する船舶を導入し、燃料費
を削減し省エネルギー化を図る。

¥8,000,000

26
高効率ハイブリッドＣＲＰ推進システムと適時推
進機構および最適船型導入による、さんふら
わあ さっぽろ 省エネルギー事業

商船三井フェリー株式会社 東京都港区
旅客フェリーの代替船建造にあたり、省エネルギー性能の高い機器で構成する船舶を導入し、燃料費
を削減し省エネルギー化を図る。

¥14,000,000

27
高効率ガスエンジン発電機によるコージェネ
レーションシステム及びボイラ用エコノマイザー
導入による省エネルギー事業

六本木エネルギーサービス株
式会社

東京都港区
既存のガスタービンコージェネレーションシステムに変えて高効率ガスエンジンコージェネレーションシ
ステムを導入、並びに温水吸収冷凍機を導入して温水排熱の有効利用を行うとともに、既存ボイラに
エコノマイザーを設置して省エネルギー化を図る事業である。

¥339,466,666

28
ＲＯＲＯ貨物船への省エネ技術･設備導入によ
る省エネルギー事業

日本マリン株式会社／日本海
運株式会社／山本汽船株式
会社

東京都港区
省エネ技術機器を導入した建造船に更新することにより、燃料消費量を低減させ、省エネルギー化を
図る。

¥522,966,666

29
製糖工場における天然ガスコージェネレーショ
ンシステム導入による電気需要平準化及び既
存蒸気削減による省エネルギー事業

和田製糖株式会社 東京都江戸川区

製糖工場において高効率ガスコージェネレーションシステムを導入し、電気需要平準化時間帯に優先
的に発電することによって、当該時間帯の電気使用量を削減し、ピーク対策を図る事業である。また、
発生する廃熱も工場プロセスで有効利用することで既存蒸気削減による省エネルギー、省ＣＯ２を実現
する。

¥149,999,999

30
青山センター２号ターボ冷凍機の圧縮機イン
バータ化による省エネルギー事業

丸の内熱供給株式会社 東京都港区
固定速冷凍機を可変速冷凍機(インバータターボ冷凍機)へ更新することにより、省エネルギーを図る
事業である。

¥66,255,999

31
接触改質装置におけるエネルギー利用高効率
化による省エネルギー事業

ＪＸエネルギー株式会社 神奈川県横浜市
石油精製における改質装置において、加熱炉に関わる高効率設備への更新により加熱炉の燃料消費
量を削減することで省エネルギーを図る。

¥331,355,605

32
製鉄所自家発電設備のＧＴＣＣ化リプレイスに
よる省エネルギー事業

ＪＦＥスチール株式会社 神奈川県川崎市
副生ガス焚き蒸気タービン発電設備のうち一部を、高効率のガスタービンコンバインドサイクル方式に
リプレイスすることにより省エネルギー化を図る。

¥2,722,904,332

33
株式会社鈴徳藤沢営業所における省エネル
ギー事業

オリックス株式会社／株式会
社鈴徳

神奈川県藤沢市
工場の照明をＬＥＤ照明に更新、スクラップシャーを高効率タイプの機器に更新し、工場全体で省エネ
ルギー化を図る事業である。

¥69,856,666

34
製鉄所への高効率設備導入による省エネル
ギー事業

ＪＦＥスチール株式会社 神奈川県川崎市

１．製鋼工場ＮＲＰ排ガスＩＤＦのインバーター化
２．高効率空気圧縮機に更新
３．蒸気配管への新保温材適用
４．厚板工場短尺スラブの熱片率向上

¥128,133,332

35
電解プラントと火力発電所の省電力設備導入
及びカーバイドプラントのプロセス改善による
省エネルギー事業

デンカ株式会社 新潟県糸魚川市

【１】イオン交換膜法食塩電解プラントにおいて、電解槽設備を更新することにより、電気使用量の削減
を図る。
【２】工場内火力発電所において、ボイラー給水ポンプを更新し、ポンプ動力の削減を図る。
【３】カルシウムカーバイドを製造するカーバイドプラントの原料生石灰供給プロセスを更新し、カーバイ
ドプラント全体の省エネ化と電力ピーク対策を行う。

¥215,600,000

36
株式会社加島屋高効率設備導入による省エネ
ルギー事業

株式会社加島屋 新潟県新潟市
物販店舗、レストラン、本社機能を持つビル会社の照明・冷凍・空調設備を高効率機器に更新し、省エ
ネルギー化を図る。

¥32,471,999

37 新潟きのこセンター省エネルギー事業 ホクト株式会社 新潟県新発田市
高効率冷凍機、氷蓄熱装置、高効率空調機、ＬＥＤ照明へ更新することで、省エネ化を図る事が目的で
ある。

¥36,261,696

38
富山製造所における鍛造炉と所内照明の高効
率化による省エネルギー事業

日本高周波鋼業株式会社 富山県射水市
鍛造加熱炉および鍛造熱処理炉において高効率機器を導入し、また所内照明にＬＥＤ照明を適用して
省エネルギーを図る。

¥210,993,316

39 高効率原質設備導入による省エネルギー事業 大豊製紙株式会社 岐阜県加茂郡川辺町

原質設備を高効率設計フローによりスクリーン等の付帯設備を減らした設備に変更し、パルプ製造原
単位を向上させ、化石燃料由来の電力量を抑える。且つＥＭＳを導入し、抄紙機の運転負荷に適した
ポンプの最適化運転制御を実施し更なる電力削減を図る。その他電灯を無電極ランプへ更新、ターボ
ブロワ及びトップランナー機器の変圧器への更新等を含め、省エネルギー及びベンチマークの改善を
図る事業である。

¥370,724,645

40 ７０号蓄熱燃焼式脱臭装置省エネルギー事業 住友ベークライト株式会社 静岡県藤枝市
既存の直接燃焼式脱臭装置を蓄熱燃焼式へ更新することにより、その燃料（都市ガス）消費量を削減
する。

¥49,844,000

41 高効率設備導入による省エネルギー事業 日本レーベル印刷株式会社 静岡県静岡市
事業所全体の印刷機を全自動高効率印刷機に更新、照明をＬＥＤ照明に更新することで、省エネル
ギーを図る。また、蓄電池を導入して、電力ピーク対策を図る。ＥＭＳを導入することで、空調機の制御
を行う。

¥177,537,000

42
ニットク(株)本社工場における省エネルギー事
業

オリックス株式会社／ニットク
株式会社

静岡県富士市
ドライヤーを熱伝導の高いタイプのものに更新することで蒸気量を削減。加えて工場内の水銀灯をＬＥ
Ｄに更新することで省エネルギーを図る事業である。

¥64,263,332

43 愛工業(株)榛原工場省エネルギー事業 愛工業株式会社 静岡県牧之原市
射出成形機を、既存の油圧式から高効率電動式に更新。さらに冷却水ポンプのインバータ化を行う。
また、工場内照明を水銀灯から省エネルギー性の高いＬＥＤ照明に更新することで、省エネルギーを図
る。

¥83,925,000

44 熱延加熱炉燃料削減による省エネルギー事業 新日鐵住金株式会社 愛知県東海市
加熱炉のバーナをリジェネバーナに変更することと、加熱炉の耐火物を高断熱仕様に変更することに
より、炉燃料（ＣＯＧ）使用量を削減し省エネルギーを図る。

¥642,741,753

45
ステンレス連続焼鈍酸洗設備　焼鈍炉通板方
式変更による省エネルギー事業

日新製鋼株式会社 愛知県碧南市
炉内通板をフローター方式（炉内ガスを循環加圧・再加熱して製品を浮上通板する方式）から炉内ロー
ル支持による通板方式へ変更することにより、加熱ガス使用量の削減を図る。

¥302,466,666

46
ガソリン精製関連設備におけるエネルギー利
用高効率化による省エネルギー事業

出光興産株式会社 愛知県知多市
石油精製におけるガソリン精製関連設備において、装置間にまたがる海水配管やフィード配管を更新
し省エネルギーを図る事業である。

¥56,146,666
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47
高効率電解槽の導入およびプロセス改造によ
る省エネルギー事業

東亞合成株式会社 愛知県名古屋市
イオン交換膜法電解プロセスにおいて省電力型の複極式電解槽を導入する。併せて、現在使用してい
る電解槽および苛性ソーダ濃縮設備を高効率運転が可能となるよう改良し、省エネルギーを図る事業
である。

¥325,461,570

48
第三原油蒸留装置におけるエネルギー利用効
率の最適化による省エネルギー事業

昭和四日市石油株式会社 三重県四日市市
第三原油蒸留装置において、既設熱交換器/ポンプ/流量制御弁の更新・熱交換器の再編により熱回
収量を増やし、加熱炉における燃料使用量を削減することにより、省エネルギーを図る。

¥142,733,332

49
電気分解工程における電解槽の陰極改造によ
る省エネルギー事業

東ソー株式会社 三重県四日市市
電気分解工程における電解槽で、陰極面を高効率タイプに改良することで、省エネルギーを図る事業
である。

¥6,306,666

50
ＫＨネオケム（株）四日市工場における省エネ
ルギー事業

オリックス株式会社／ＫＨネオ
ケム株式会社

三重県四日市市
蒸留プロセスにＣＯ２分離膜設備を導入することにより、蒸留塔における処理エネルギーを削減する。
更に既存照明設備のＬＥＤ化、ＥＭＳ設備導入による蒸留プロセス高度制御（多変数モデル予測制御）
を実施することにより、工場全体の省エネルギー化を図る。

¥614,802,450

51
第二原油蒸留装置におけるエネルギー利用効
率の最適化による省エネルギー事業

昭和四日市石油株式会社 三重県四日市市
第二原油蒸留装置において、新規熱交換器の設置・既設熱交換器／ポンプの増強更新・熱交換器の
再編により熱回収量を増やし、加熱炉における燃料使用量を削減することにより、省エネルギーを図る
事業である。

¥16,166,666

52 三浦金属(株)における省エネルギー事業
オリックス株式会社／三浦金
属株式会社

大阪府大阪市
工場内のスクラップシャーを高効率タイプに更新し、照明を無電極灯に更新することで省エネルギーを
図る。

¥65,999,999

53
ガスエンジンコージェネレーション導入による省
エネルギー事業

パナソニックライティングデバイ
ス株式会社

大阪府高槻市
ガスエンジンコージェネレーション設備導入により、事業所内の電力需要平準化と排熱利用による省エ
ネルギーを図る事業である。

¥135,166,666

54
トップランナー機器等導入による省エネルギー
事業

有限会社エスアンドアイ 大阪府泉大津市
既存照明及び空調をトップランナー基準を満たしている高効率空調設備等に更新し、省エネルギー化
を図る。またＥＭＳ導入により照明と空調の制御を行う事でさらなる省エネルギー化を図る。

¥41,625,170

55
三共堺東ビル　設備更新およびＥＭＳ導入によ
る省エネルギー事業

ＳＫハウジング株式会社 大阪府堺市
既存の空調設備をトップランナー基準の高効率空調機へ、照明設備をＬＥＤに更新し、更にＥＭＳを導
入し、エネルギーの管理と空調制御を行うことにより省エネルギー化を図る。

¥34,026,000

56
次世代環境対応型高効率アーク炉の導入など
による省エネルギー事業

中山鋼業株式会社 大阪府大阪市

１．既設アーク炉への次世代環境対応型高効率アーク炉導入。
２．既設ＬＦ冷却水及びＣＣＭ冷却水スプレーポンプ用電動機の高効率タイプへの更新。
３．既設建屋集塵ファン及び２．で更新する電動機へのＥＭＳ導入による最適制御、及び蓄電池による
ピーク対策。
以上の省エネ技術導入により省エネルギーを図る事業である。

¥102,655,000

57
バイオマス発電設備の導入による化石燃料削
減省エネルギー事業

甲南ユーテイリティ株式会社 兵庫県神戸市
既設の都市ガス焚ボイラによる発電設備を、バイオマス燃料である木屑チップ焚のボイラによる発電
設備に更新することで、都市ガス使用量を削減し、コンビナート各社に供給している蒸気発生プロセス
の省エネルギー化を図る。

¥618,464,580

58
高効率型天然ガスコージェネレーション設備導
入による省エネルギー事業

株式会社日本触媒 兵庫県姫路市 高効率型天然ガスコージェネレーション設備を導入し、電力ピーク対策を図る事業である。 ¥37,418,329

59
高効率断熱材と高効率インバーターシステム
の導入による製鉄所省エネルギー事業

株式会社神戸製鋼所 兵庫県加古川市
鋼材加熱炉の炉内を断熱性能の高い耐火物に改造する。また、ブロワの電動機に高効率インバー
ターシステムを導入し、省エネルギーを図る事業である。

¥50,439,666

60
自己蒸気機械圧縮型（通称ＭＶＲ型）蒸発装置
導入による省エネルギー事業

旭陽化学工業株式会社 兵庫県姫路市
既存の蒸発装置を自己蒸気機械圧縮型（通称ＭＶＲ型）蒸発装置に更新することで、事業場全体の省
エネルギーを図る。

¥23,333,332

61
姫路製造所圧延サイズ替え時間短縮、製鋼Ｌ
Ｆ投入電力最適化などによる省エネルギー事
業

ＪＦＥ条鋼株式会社 兵庫県姫路市
既設照明をＬＥＤ照明へ更新する。またトラフ設備の更新、トラックタイム監視設備の更新、 冷却塔ファ
ンのインバーター制御化および鋼滓輸送車両の更新を行い、製造所の省エネルギー化を図る。

¥54,218,832

62
窒素供給プロセス改善による省エネルギー事
業

新日鐵住金株式会社／製鉄オ
キシトン株式会社

兵庫県姫路市 需給実態にあった窒素圧縮機を導入することで、省エネルギーを図る。 ¥38,393,332

63 プラ和歌山省エネルギー事業 有限会社プラ和歌山 和歌山県日高郡印南町
本事業では油圧射出成形機を電動射出成形機に更新するとともに、工場内の水銀灯をＬＥＤ照明に更
新し、電気使用量の削減を行う事を目的としている。

¥36,249,000

64 タービン発電機導入による省エネルギー事業 日本製紙株式会社 島根県江津市
高効率タービン発電機を導入し、電気需要平準化時間帯のピーク対策を実施し、省エネルギーを図
る。

¥237,397,999

65

省エネ型製鋼プロセスへの生産集約及び圧延
プロセスの熱量最適制御により工場全体での
高効率化・高生産性化を実現する省エネル
ギー事業

東京製鐵株式会社 岡山県倉敷市
製鋼プロセスのうち、ＡＣアーク炉を廃止し、より高効率なＤＣアーク炉に生産ラインを集約する。更に、
製鋼プロセスの各種ファンや圧延プロセス（加熱炉）にＥＭＳ制御を導入し、省エネルギー化を図る。

¥98,329,300

66
加熱プロセスの改善と高効率機器導入による
省エネルギー事業

ＪＦＥスチール株式会社 岡山県倉敷市

１．熱間圧延における加熱プロセスの更新
２．冷延工場ヤード照明ＬＥＤ化による電力削減
３．送風工場ヤード照明ＬＥＤ化による電力削減
４．油入変圧器更新

¥6,996,332

67
光陽産業（株）笠岡工場における省エネルギー
事業

オリックス株式会社／光陽産
業株式会社

岡山県笠岡市
工場において、基幹設備である圧延加熱炉を高効率なタイプに更新、重油焚きから天然ガス焚きへの
燃料転換も同時に行う。加えてＬＥＤ照明を導入することにより工場全体の総合的な省エネルギーを図
る。

¥72,000,000

68
蒸気凝縮水からの低温廃熱の有効利用及び
それに伴う新規高効率冷水塔への集約化によ
る省エネルギー事業

三菱化学株式会社 岡山県倉敷市

事業所内に蒸気凝縮水熱回収のための配管ネットワークを構築することで、所内発電所ボイラーでの
低温廃熱回収を可能にし、エネルギー原単位の向上を図る。又、製造プラントでは、低温廃熱回収に
より負荷軽減された冷熱を供給する冷水塔を集約し、高効率の冷水塔へ更新することでエネルギー原
単位の向上を図る。

¥37,216,966

69
エコシステム岡山株式会社における高効率
タービン更新省エネルギー事業

ＤＯＷＡエコシステム株式会社
／エコシステム岡山株式会社
／ＤＯＷＡエレクトロニクス岡山
株式会社

岡山県岡山市

既設の発電設備のうち主要部であるタービン・発電機を高効率機器に更新することにより、自家発電
比率を増加させ、省エネルギーを実現するものである。また、発電システムをプロセス改善し、既設設
備で使用している都市ガスを減少させ、更なる事業所全体の省エネ・ＣＯ２排出量削減に資する事業で
ある。

¥183,263,332
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70
バーナ改善と高効率機器導入による省エネル
ギー事業

ＪＦＥスチール株式会社 岡山県倉敷市
１．３、４焼結点火炉ジェットバーナ設置
２．油入変圧器高効率化
以上により省エネルギーを図る。

¥61,192,346

71 高効率発電設備導入による省エネルギー事業 瀬戸内共同火力株式会社 広島県福山市
既存の副生ガス焚き汽力発電設備を高効率の副生ガス焚きガスタービンコンバインドサイクル発電設
備に更新し、省エネルギー化を図る。

¥1,175,819,999

72
二重反転プロペラ搭載型ハイブリッド式推進シ
ステムを用いた内航貨物船導入による省エネ
ルギー事業

向島ドック株式会社 広島県尾道市
既存の内航貨物船に二重反転プロペラ、ディーゼル主機、電気推進システムを組み合わせ、それらの
技術要素に対して船型開発を行い、ハイブリッド船として運航し、省エネルギー化を図る。

¥1,000,000

73
焼結機への酸素吹込み設備導入及び地区内
の工場設備高効率化による省エネルギー事業

ＪＦＥスチール株式会社／大陽
日酸株式会社／株式会社ＪＦＥ
サンソセンター

広島県福山市

１．焼結機への酸素吹込み設備導入及び高効率中圧酸圧機導入
２．熱延工場への供給水圧低減対策　　
３．連続焼鈍炉 ラジアントチュ－ブ炉への廃熱回収装置設置
４．変圧器の高効率化

¥164,309,999

74 広島きのこセンター省エネルギー事業 ホクト株式会社 広島県三原市
高効率冷凍機、氷蓄熱装置、高効率空調機、ＬＥＤ照明へ更新することで、省エネ化を図る事が目的で
ある。

¥78,783,000

75
高効率パストライザー等の更新による省エネ
ルギー事業

三井住友ファイナンス＆リース
株式会社／宝積飲料株式会
社

広島県東広島市
既存のパストライザー（充填後滅菌機）を高効率型へ更新＋廃熱回収システムを導入し、省エネル
ギー化を実現する。また併わせて照明設備のＬＥＤ化と変圧器の高効率化への更新により、更なる省
エネルギー化を図る。

¥50,499,999

76 ラクタム原料工場の省エネルギー事業 宇部興産株式会社 山口県宇部市 シクロヘキサノン(アノン)製造工程を更新することに省エネルギー化を図る。 ¥410,022,765

77
第一スチレンモノマー製造装置　第二反応器
内蔵型熱交換器更新による省エネルギー事業

出光興産株式会社 山口県周南市
既存の熱交換器をより高温で使用できる材質に更新することで、蒸気温度を上昇させ、スチレンモノ
マー製造にかかわるエネルギーを削減する省エネルギー事業である。

¥1,533,333

78
カプロラクタム（ナイロン原料）回収設備の省エ
ネルギー事業

宇部興産株式会社 山口県宇部市 カプロラクタム回収設備を更新することで省エネルギーを図る事業である。 ¥153,427,666

79
高効率冷凍機の導入と熱源システムの再構築
による省エネルギー事業

三洋電機株式会社 徳島県板野郡松茂町
工場のエネルギー棟において、高効率冷凍機に更新と冷水系統の集約化による熱源システムの再構
築および給気ユニットの高効率化により、電気とガスを同時に削減する省エネルギー事業である。

¥253,394,999

80 香川きのこセンター省エネルギー事業 ホクト株式会社 香川県東かがわ市
高効率の冷凍機、氷蓄熱装置、空調、ＬＥＤ照明へ更新することで、省エネルギーを図る。さらに氷蓄
熱装置を冷凍機に接続し、ピーク電力の削減を図る。

¥62,232,066

81
高効率推進システムによる大型内航フェリーの
省エネルギー事業

四国開発フェリー株式会社 愛媛県西条市 代替船に高効率推進システムを導入し、省エネルギーを図る事業である。 ¥333,333,332

82
ヤマキ(株)第二工場における省エネルギー事
業

オリックス株式会社／ヤマキ株
式会社

愛媛県伊予市

めんつゆ充填ライン２既設ラインの新設多品種高効率ラインへの統合集約、既設ユーティリティ設備一
式（ボイラ、チラー、照明）の高効率タイプへの更新、蒸気バルブ保温ジャケット及びドレン回収タンク保
温設備導入による廃熱回収、更にＥＭＳ設備導入による蒸気減圧制御を行うことにより、工場全体の
合理化を行い省エネルギーを図る。

¥404,050,000

83 黒木きのこセンター省エネルギー事業 ホクト株式会社 福岡県八女市
本事業では、高効率冷凍機、高効率空調機、ＬＥＤ照明を導入する。高効率冷凍機は負荷に追従した
運転が可能で省エネ性が高く、空調と照明は同等能力で消費電力を削減し、省エネルギー化を図る。

¥39,953,666

84 城島きのこセンター省エネルギー事業 ホクト株式会社 福岡県久留米市
本事業では、高効率冷凍機、高効率空調機、ＬＥＤ照明を導入する。高効率冷凍機は負荷に追従した
運転が可能で省エネ性が高く、空調と照明は同等能力で消費電力を削減し、省エネルギー化を図る。

¥78,262,999

85
大木しめじセンター生産設備改修省エネル
ギー事業

農事組合法人大木しめじセン
ター

福岡県三潴郡大木町
生産設備の高効率化による、省エネ効果、生産性向上、原単位の改善を目的とする。またＥＭＳ機器
を導入することで、より緻密なエネルギーマネジメントを行う事業である。

¥49,257,649

86 高効率設備導入による省エネルギー事業
三菱ＵＦＪリース株式会社／株
式会社なかやしき

福岡県北九州市
集塵機、コンプレッサー及びプレカット加工機を高効率型に更新し、省エネルギー化を図る。ＥＭＳを導
入することで、コンプレッサーの台数制御及び計測・データ分析により継続的な運用管理の最適化を図
る。

¥158,849,900

87
大分製鐵所２焼結クーラー排熱回収による省
エネルギー事業

新日鐵住金株式会社／大分
共同火力株式会社

大分県大分市

高温焼結鉱の冷却設備を高効率タイプに更新し、従来大気放散していた排ガスの顕熱を利用した排
熱回収ボイラーを設置し蒸気回収を図る。これにより所内蒸気所要量を低減、蒸気製造ボイラーの所
内副生燃料ガス使用量を削減し、余剰副生燃料ガスによる発電設備での石炭、重油購入使用量を削
減する。

¥1,000,000

88
大分製鐵所　厚板工場及び熱延工場における
省エネルギー事業

新日鐵住金株式会社／大分
共同火力株式会社

大分県大分市
工場の加熱炉を、排熱回収率の高いリジェネバーナ、冷却水損失の少ないスタッドレスポスト構造へ
更新することにより省エネルギー化を図る。

¥83,109,000

89
エチレンプラント熱分解炉（Ｍ炉）への燃焼用
空気予熱設備導入による省エネルギー事業

昭和電工株式会社 大分県大分市 既存の熱分解炉へ燃焼用空気予熱設備を導入し、省エネルギーを図る事業である。 ¥108,233,332

90 大分みそ協業組合における省エネルギー事業
株式会社キューコーリース／
大分みそ協業組合

大分県臼杵市

Ａ重油焚ボイラをガス焚ボイラに、発電機をガスコジェネに、それぞれＡ重油からＬＮＧへの燃料転換と
同時に実施することで、燃料エネルギーの削減を図る。またガスコジェネでピーク時間帯の負荷を抑え
つつ照明のＬＥＤ化やエネマネ制御による節電を図り、工場全体で熱・電気の削減と分散型電源による
ピーク対策を同時に達成する事業である。

¥157,020,000

91
電子制御とインバータ制御を利用した大型船
での省エネルギー事業

琉球海運株式会社 沖縄県那覇市
燃費効率のよい電子制御エンジンへ更新し、高効率プロペラとインバータ制御での海水冷却ポンプの
効率化を図ったエンジンプラント及びアンチローリングタンクシステムでの船速性能向上と大型化で省
エネルギーを図る。

¥320,833,333

92
エチレンプラント及び動力プラント間低圧蒸気
配管新設による省エネルギー事業

昭和電工株式会社／鶴崎共
同動力株式会社

大分県大分市
弊社エチレンプラント、および動力プラントで蒸気配管を新設することで圧力損失を低減し、背圧タービ
ンの熱落差・効率を向上し、エネルギー使用量を削減する。

¥36,599,999
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