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都道府県
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補助対象事業者 会社名団体名 補助事業の名称 事業概要

太陽光発電 北海道 平成22 平成22 非営利民間団体 一般社団法人ソーラーパワー1 民間集合住宅太陽光発電設備普及導入事業 28kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 北海道 平成22 平成22 非営利民間団体   国立大学法人北見工業大学  国立大学法人北見工業大学福利施設太陽光発電設備事業 屋根に25KW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 北海道 平成22 平成22 地方公共団体 札幌市 札幌市中央図書館・中島児童会館太陽光発電設備設置事業 屋上に15kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 北海道 平成22 平成22 地方公共団体 札幌市 札幌ドーム太陽光発電設備設置 施設に90kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 北海道 平成22 平成22 地方公共団体 札幌市水道局 配水センター太陽光発電設置 施設に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 北海道 平成22 平成22 非営利民間団体 生活協同組合コープさっぽろ
生活協同組合コープさっぽろ　西宮の沢店太陽光発電設備設置事
業

屋上に20kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 北海道 平成22 平成22 非営利民間団体 生活協同組合コープさっぽろ
生活協同組合コープさっぽろ　さつない店太陽光発電設備設置事
業

屋上に11kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 北海道 平成22 平成22 地方公共団体 中札内村 中札内村老人保健福祉センター太陽光発電設備設置事業 屋上に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 北海道 平成22 平成22 非営利民間団体 特定非営利活動法人和 太陽光発電事業 屋根に1０kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 北海道 平成22 平成22 地方公共団体 北海道石狩市     石狩市庁舎太陽光発電システム導入事業 庁舎壁面に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 岩手県 平成22 平成22 非営利民間団体 いわて生活協同組合
いわて生活協同組合　釜石配送センター太陽光発電設備設置事
業

屋根に19kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 岩手県 平成22 平成22 非営利民間団体   学校法人岩手医科大学   岩手医科大学矢巾キャンパス太陽光発電導入事業 敷地内に100KW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 岩手県 平成22 平成22 社会システム枠
紫波町 ・ 環境エネルギー普及株式会
社

太陽光発電設備導入事業 屋上に５０kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 岩手県 平成22 平成22 非営利民間団体   社会福祉法人　桂泉会      （仮称）ケアハウス まべち川 太陽光発電設備設置事業 屋上に20kWの太陽光発電設備を導入する

太陽光発電 岩手県 平成21 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人清風会 社会福祉法人清風会太陽光発電システム設備設置工事 建物に30kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 宮城県 平成22 平成22 非営利民間団体 みやぎ生活協同組合     みやぎ生活協同組合石巻支部太陽光発電設備導入事業 屋上に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 宮城県 平成22 平成22 非営利民間団体 みやぎ生活協同組合     みやぎ生活協同組合富沢店太陽光発電設備導入事業 屋根に50kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 宮城県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人一秀会
医療法人一秀会　グループホーム堤通り太陽光発電設備設置事
業

屋上に20kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 宮城県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人慶隆会
医療法人慶隆会　松陵かきざきクリニック太陽光発電設備設置事
業

施設に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 宮城県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人社団日吉台きむら内科 医療法人社団日吉台きむら内科　太陽光発電設備設置事業 屋上に10kW の太陽光発電システムを導入する。

平成２２年度　新エネルギー等導入加速化支援対策事業〔地域新エネルギー等導入促進事業〕補助事業者一覧
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太陽光発電 宮城県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人恵萩会 社会福祉法人恵萩会　落合はぐくみ学園太陽光発電導入事業 屋上に10kWの太陽光発電設備を設置する

太陽光発電 宮城県 平成22 平成22 地方公共団体 仙台市 仙台市立上愛子小学校太陽光発電装置設置事業 屋上に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 山形県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人　福寿会 福寿草小荷駄施設太陽光発電事業 屋根上に20kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 山形県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人光風会 小規模多機能ふよう 太陽光発電設備導入事業 屋根に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 山形県 平成22 平成22 地方公共団体 社会福祉法人友和会         社会福祉法人 友和会　サン・シティ別館太陽光発電設備設置事業 屋上に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福島県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人秀公会 医療法人秀公会あづま脳神経外科病院太陽光発電設備設置事業 屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福島県 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人まこと学園 まこと幼稚園太陽光発電設備設置事業 屋根に２０kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福島県 平成22 平成22 非営利民間団体   公立大学法人会津大学         会津大学　修学支援宿泊施設建設（太陽光発電）事業 屋上に20kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福島県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会医療法人福島厚生会
社会医療法人福島厚生会　福島第一病院西棟太陽光発電設備設
置事業

屋根に20kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福島県 平成22 平成22 非営利民間団体   社会福祉法人　吾妻福祉会     社会福祉法吾妻福祉会　さゆりこども園太陽光発電設備設置事業 屋根に10KW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福島県 平成21 平成22 地方公共団体 南会津町     南会津町統合保育所建設工事　太陽光発電設置工事 屋根に20kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福島県 平成22 平成22 非営利民間団体   日蓮本宗本法寺 日蓮本宗本法寺太陽光発電設備設置事業 屋上に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福島県 平成21 平成22 地方公共団体 福島県喜多方市 「総合福祉センター」太陽光発電設備導入事業 公共施設に、12kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福島県 平成21 平成22 地方公共団体 福島県喜多方市 「熱塩加納総合支所」太陽光発電設備導入事業 公共施設に、１０kWの太陽光発電設備を導入する。

太陽光発電 福島県 平成21 平成22 地方公共団体 福島県喜多方市 「ふれあいランド高郷」太陽光発電設備導入事業 公共施設に、35kWの太陽光発電設備を導入する。

太陽光発電 福島県 平成21 平成22 地方公共団体 福島県喜多方市 「押切川公園体育館」太陽光発電設備導入事業 公共施設に、16kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 新潟県 平成21 平成22 社会システム枠 新潟県 ・ 昭和シェル石油株式会社 新潟県　雪国型メガソーラー建設の共同事業 石油製品輸入基地内に1000kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 栃木県 平成21 平成22 地方公共団体 宇都宮市 （仮称）第３図書館新築太陽光発電設備導入事業 建物屋根に30kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 栃木県 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人須賀学園
学校法人須賀学園　宇都宮短期大学長坂キャンパス5号館　太陽
光発電設備設置事業

屋根に20kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 栃木県 平成22 平成22 非営利民間団体   学校法人平出むつみ学園 平出むつみ幼稚園　太陽光発電設備設置事業 屋根に20kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 栃木県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人　洗心会
社会福祉法人洗心会サンフラワーグリーンホーム太陽光発電設備
設置事業

屋根に２０ｋｗの太陽光発電システムを導入する。
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太陽光発電 栃木県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人こころみる会 こころみ学園　太陽光発電設備設置事業 屋根に20kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 栃木県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人敬愛会 社会福祉法人 敬愛会　グループホーム　太陽光発電設備事業 建物屋根に19kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 栃木県 平成22 平成22 非営利民間団体   社会福祉法人静山会 社会福祉法人静山会 唐沢静山荘 太陽光発電設備設置事業 屋上に50KW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 栃木県 平成22 平成22 非営利民間団体 特定非営利活動法人　醍醐会 特定非営利法人醍醐会　醍醐の森川崎太陽光発電設備導入事業 屋根上に25KW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 栃木県 平成22 平成22 地方公共団体 栃木県 栃木県立科学技術高等学校（仮称）太陽光発電設備導入事業 屋上に40kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 栃木県 平成22 平成22 地方公共団体 栃木市 都賀中学校　太陽光発電システム導入促進事業 屋根に30kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 茨城県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人光潤会　平間病院 医療法人光潤会　平間病院太陽光発電設備導入事業 屋根上に32KW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 茨城県 平成22 平成22 非営利民間団体
医療法人光潤会グループホームゆうら
く

医療法人光潤会　グループホームゆうらく太陽光発電設備導入事
業

屋根上に33kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 茨城県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人光潤会ルーエしもつま
医療法人光潤会　介護老人保健施設ルーエしもつま太陽光発電
設備導入事業

屋根に50kWの太陽光発電設備を導入する

太陽光発電 茨城県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人社団いとう眼科 医療法人社団いとう眼科　太陽光発電設置事業 屋上に１０kWの太陽光発電設備を設置する。

太陽光発電 茨城県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人石岡脳神経外科病院 介護老人保健施設サン・テレーズ太陽光発電設置事業 屋上に40kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 茨城県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人石岡脳神経外科病院 石岡循環器科脳神経外科病院太陽光発電設置事業 屋上に60kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 茨城県 平成22 平成22 非営利民間団体
一般社団法人鹿嶋市創エネ・省エネ協
議会

小山記念病院太陽光発電設備導入事業 屋上に９６ｋｗの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 茨城県 平成22 平成22 社会システム枠
一般社団法人鹿嶋市創エネ・省エネ協
議会 ・ 鹿島市

鹿嶋市ソーラー設備導入民活プロジェクト 762kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 茨城県 平成22 平成22 地方公共団体 茨城県 関城浄水場太陽光発電設備設置事業 50kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 茨城県 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人大関学園 学校法人大関学園　岩間第一幼稚園太陽光発電設備設置事業 屋根に18KW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 茨城県 平成22 平成22 地方公共団体 高萩市     松岡小学校太陽光発電設備設置事業 屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 茨城県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人　あかね会             ケアハウス　マイホーム五浦　太陽光発電設備設置事業 屋上に20kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 茨城県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人 寿生会     社会福祉法人寿生会 やすらぎの園 太陽光発電設備設置事業 屋根上に50kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 茨城県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人　清栄会
社会福祉法人清栄会　特養老人ホームきたうら太陽光発電設備
導入事業

屋根に50kWの太陽光発電設備を導入する

太陽光発電 茨城県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人 和幸会     社会福祉法人和幸会 白鳥保育園 太陽光発電設備設置事業 屋上に20kW の太陽光発電システムを導入する。
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太陽光発電 茨城県 平成22 平成22 非営利民間団体   社会福祉法人梅の里 社会福祉法人梅の里　新エネ福祉施設太陽光発電設備設置事業 施設に40kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 茨城県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人豊心の会
社会福祉法人豊心の会　アクティブライフさかど太陽光発電設備
導入事業

屋根に20kWの太陽光発電設備を導入する

太陽光発電 茨城県 平成22 平成22 地方公共団体 水戸市教育委員会 水戸市立浜田小学校太陽光発電設備設置工事事業 施設に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 群馬県 平成22 平成22 地方公共団体   安中市  安中市立原市保育所太陽光発電設備設置事業 屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 群馬県 平成22 平成22 地方公共団体 群馬県下仁田町 下仁田町立下仁田小学校太陽光発電設備導入事業 屋根に20kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 群馬県 平成22 平成22 非営利民間団体 財団法人アルカンシエール美術財団
財団法人アルカンシエール美術財団　ハラミュージアムアーク太陽
光発電設備設置事業

建物屋根に80kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 群馬県 平成22 平成22 非営利民間団体  社会福祉法人みやび会 グループホームふじの里太陽光発電設備設置事業 区画内スペースに14kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 群馬県 平成22 平成22 非営利民間団体   社会福祉法人清光会
社会福祉法人清光会特別養護老人ホーム泉の園太陽光発電設
備事業

施設屋上に20kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 群馬県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人智灯会強戸保育園 強戸保育園　太陽光発電設備導入事業 屋根に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 千葉県 平成21 平成22 地方公共団体 浦安市 浦安市障がい者等就労支援施設太陽光発電設備導入事業 施設に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 千葉県 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人小川学園
学校法人　小川学園　あすみ中央幼稚園　　太陽光発電システム
導入促進事業

屋上に13kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 千葉県 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人千葉明徳学園 学校法人千葉明徳学園太陽光発電設備設置事業 屋上に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 千葉県 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人能勢学園     学校法人能勢学園　高浜幼稚園太陽光発電設備設置事業 屋上に１９kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 千葉県 平成21 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人　松栄会     特別養護老人ホームひまわりの丘太陽光発電設備導入事業 屋上に20kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 千葉県 平成22 平成22 非営利民間団体
社会福祉法人ミッドナイトミッションのぞ
み会

望みの門有料老人ホーム太陽光発電設備導入事業 屋上に19kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 千葉県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人花の子福祉会
平成２２年度 社会福祉法人花の子福祉会 花の子保育園 太陽光
発電設備導入事業

屋上に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 千葉県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人豊島福祉会        須賀保育園　太陽光発電設備導入事業 屋根上に10kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 千葉県 平成21 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人北斗泰山会 グループホーム あいや における太陽光発電設備導入事業 屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 千葉県 平成21 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人北斗泰山会 特別養護老人ホーム おはら における太陽光発電設備導入事業 屋根に20kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 千葉県 平成21 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人和光会 （仮）白塚保育所太陽光発電設備導入事業 屋上に50kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 千葉県 平成21 平成22 地方公共団体  千葉県柏市   柏市立風早南部小学校移転建設工事（太陽光発電設備工事） 屋根に10KWの太陽光発電システムを導入する。
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太陽光発電 千葉県 平成22 平成22 非営利民間団体 立正佼成会 立正佼成会　千葉教会道場　太陽光発電設置事業 施設に20kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 埼玉県 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人春日部学園（春日部幼稚園） 春日部幼稚園太陽光発電設備導入事業 屋根に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 埼玉県 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人城西医療学園 学校法人城西医療学園　日本医療科学大学　太陽光発電事業 施設に29kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 埼玉県 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人聖学院 聖学院大学太陽光発電設備設置事業 校舎屋根に10kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 埼玉県 平成22 平成22 非営利民間団体    社会福祉法人ゆたか会ゆたか保育園    社会福祉法人 ゆたか会 ゆたか保育園太陽光発電設備導入事業 屋根に３０ｋＷの太陽光発電設備を導入する

太陽光発電 埼玉県 平成22 平成22 非営利民間団体 生活クラブ生活協同組合 生活クラブ越谷センタ－太陽光発電設備事業 屋根に20kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 東京都 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人社団大坪会 北多摩病院太陽光発電設備事業 屋上に49kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 東京都 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人柿の実学園 夢の森幼稚園17ｋｗ太陽光発電設備導入事業 施設に１７kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 東京都 平成21 平成22 非営利民間団体 学校法人桑沢学園東京造形大学     (仮称）東京造形大学　新棟建築計画　太陽光発電設備設置事業 屋根に15kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 東京都 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人順心広尾学園
学校法人順心広尾学園　　広尾学園中学・高等学校太陽光発電
設備設置事業

屋根に10KW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 東京都 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人東京緑ヶ丘学園緑ヶ丘幼稚園 学校法人東京緑ヶ丘幼稚園太陽光発電設備設置工事 屋根に20kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 東京都 平成22 平成22 地方公共団体 葛飾区 太陽光発電設備導入事業 施設に31kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 東京都 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人敬仁会
社会福祉法人敬仁会　ル･ソラリオン西新井（仮称）太陽光発電設
備設置工事

施設に20kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 東京都 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人東保育会 （仮称）稲城第一保育園新築工事　太陽光発電設備設置事業 屋根に15kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 東京都 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人八晃会 宝光保育園　太陽光発電事業 屋根に20ｋWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 東京都 平成22 平成22 地方公共団体 小平市       小平市健康センター太陽光発電設備設置工事 屋根に10kWの太陽光発電設備を導入する。

太陽光発電 東京都 平成21 平成22 地方公共団体 青梅市 青梅市新庁舎建設太陽光発電設備工事 屋上に３０ｋＷの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 東京都 平成22 平成22 社会システム枠
大田区 ・ 豊島区 ・ 中野区 ・ 港区 ・ 東
久留米市 ・ 町田市 ・ アサヒビール株式
会社

アサヒビール株式会社　東京都内小学校太陽光発電システム導
入事業　第二期

各学校に60kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 東京都 平成21 平成22 地方公共団体 中野区 中野区勤労福祉会館太陽光発電設備導入事業 屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 東京都 平成22 平成22 地方公共団体 東京都 北足立市場太陽光発電設備設置事業 屋根に200kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 東京都 平成22 平成22 地方公共団体 東京都 東京都水道局砧浄水場太陽光発電設備導入事業 施設に80kW の太陽光発電システムを導入する。
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太陽光発電 東京都 平成22 平成22 地方公共団体 東京都 平成２２年度辰巳ふ頭雑貨上屋太陽光発電設備工事 屋上部に136kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 東京都 平成21 平成22 地方公共団体 東京都 平成２２年度品川ふ頭内貿上屋(仮称)(新築)太陽光発電設備工事 屋上に100kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 東京都 平成22 平成22 地方公共団体 東京都下水道局
東京都下水道局砂町水再生センターほか1か所太陽光発電設備
導入事業

合計１５kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 東京都 平成22 平成22 地方公共団体 東京都江戸川区       江戸川区立東部図書館太陽光発電設備導入事業 屋根に20kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 東京都 平成22 平成22 地方公共団体 東京都江戸川区 （仮称)江戸川区東葛西地区区民施設太陽光発電設備導入事業 屋根に10KW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 東京都 平成21 平成22 社会システム枠 東日本旅客鉄道株式会社 ・ 千代田区 東京駅第４乗降場太陽光発電事業 屋根に319kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 東京都 平成22 平成22 地方公共団体 練馬区 練馬区立豊玉南小学校　太陽光発電設備導入事業 屋根に30kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 東京都 平成22 平成22 地方公共団体 練馬区役所
仮称）練馬区資源循環推進センターへの太陽光発電設備導入事
業

屋根上に30kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 山梨県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人永生会 多胡クリニック太陽光発電設備　設置事業 屋根に10kWの太陽光発電設備を設置する

太陽光発電 山梨県 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人中沢学園田富みかさ幼稚園     学校法人中沢学園　田富みかさ幼稚園太陽光発電設備設置事業 屋上に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 山梨県 平成21 平成22 地方公共団体 山梨県 平成２２年度地域新エネルギー等導入促進事業 屋上に60kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 山梨県 平成19 平成22 地方公共団体 山梨県甲府市 甲府市公立文教施設 太陽光発電設備導入事業 施設に80kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 山梨県 平成21 平成22 地方公共団体 山梨県忍野村 忍野村生涯学習センター太陽光発電設備導入事業 屋根に30kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 山梨県 平成21 平成22 地方公共団体   山梨市         山梨市地域交流センター太陽光発電設備導入事業 屋根に30kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 山梨県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人いきいき倶楽部
社会福祉法人いきいき倶楽部 介護老人福祉施設コスモ太陽光発
電設備導入事業

屋根に30kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 山梨県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人押原保育園福祉会
社会福祉法人押原保育園福祉会　押原保育園太陽光発電設備設
置事業

屋根に13kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 山梨県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人富士桜桃会
（仮称）地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護　山美家
併設短期入所生活介護やまびこ太陽光発電設備設置事業

屋根に23kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 山梨県 平成22 平成22 非営利民間団体 生活協同組合パルシステム山梨
生活協同組合パルシステム山梨富士五湖センター 太陽光発電設
備設置事業

屋根に10kWの太陽光発電設備を設置する

太陽光発電 山梨県 平成22 平成22 地方公共団体 西桂町役場 西桂町役場 西桂保育所太陽光発電設備導入事業 屋根に10kWの太陽光発電設備を設置する

太陽光発電 山梨県 平成21 平成22 地方公共団体  南アルプス市
南アルプス市消防本部庁舎・防災センター太陽光発電設備地域新

     エネルギー導入事業
施設に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 山梨県 平成22 平成22 地方公共団体 富士吉田市
自然エネルギー設置事業（富士吉田市民文化エリア太陽光発電設
備設置工事）

屋根に37kW の太陽光発電システムを導入する。
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太陽光発電 神奈川県 平成22 平成22 非営利民間団体
学校法人逗子かぐのみ学園かぐのみ幼
稚園

かぐのみ幼稚園太陽光発電導入事業 屋根に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 神奈川県 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人椿学園でんえん幼稚園 でんえん幼稚園太陽光発電導入事業 屋根に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 神奈川県 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人日高学園
学校法人日高学園　相模すぎのこ幼稚園太陽光発電設備設置工

    事
園舎屋に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 神奈川県 平成21 平成22 地方公共団体 学校法人峰岡学園
峰岡幼稚園太陽光発電設備導入事業（H２１年度～H２２年度継続
事業）

屋上に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 神奈川県 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人北見学園     学校法人北見学園 室の木幼稚園太陽光発電設備設置工事 屋上に30kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 神奈川県 平成22 平成22 非営利民間団体 財団法人電気安全環境研究所     ＪＥＴ研究事業センター太陽光発電システム設置工事 屋上に13kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 神奈川県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人山百合会岸根保育園 社会福祉法人 山百合会 岸根保育園太陽光発電設備導入事業 屋根に10KW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 神奈川県 平成22 平成22 非営利民間団体  社会福祉法人松宝苑  湘南くすの木保育園太陽光発電システム設置事業 屋上に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 神奈川県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人全国社会福祉協議会
社会福祉法人全国社会福祉協議会　中央福祉学院太陽光発電設

     備設置事業
施設に57kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 神奈川県 平成22 平成22 地方公共団体 神奈川県企業庁 神奈川県企業庁城山ソーラーガーデン増設事業 敷地に30kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 神奈川県 平成22 平成22 地方公共団体 神奈川県企業庁 神奈川県企業庁水道水質センター太陽光発電設備設置事業 敷地に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 神奈川県 平成22 平成22 地方公共団体 神奈川県内広域水道企業団 伊勢原浄水場太陽光発電設備設置工事 屋外に72kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 神奈川県 平成22 平成22 地方公共団体 秦野市 秦野市役所西庁舎太陽光発電設備設置事業 屋上に１５kW太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 神奈川県 平成22 平成22 非営利民間団体   生活協同組合コープかながわ  （仮称）コープ秦野曽屋店太陽光発電設備設置事業 店舗に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 神奈川県 平成21 平成23 地方公共団体 東京電力株式会社 ・ 川崎市 仮称）川崎市大規模太陽光発電設備設置事業 施設に合計２万kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 長野県 平成22 平成22 社会システム枠 伊那中央行政組合
伊那中央行政組合　伊那中央病院MRI棟増築太陽光発電設備設

     置事業
屋上に15ｋＷの太陽光発電設備を導入する

太陽光発電 長野県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人わかばエルアンドエム 医療法人わかばエルアンドエム　太陽光発電導入事業 屋根に25kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 長野県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人芳生会 やまだ小児科クリニック太陽光発電設備導入事業 屋根上に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 長野県 平成22 平成22 地方公共団体 軽井沢町
平成22年度地域新エネルギー等導入促進事業　西保育太陽光発
電設工事

屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 長野県 平成22 平成22 地方公共団体 佐久水道企業団     佐久水道企業団管理センター太陽光発電設備設置事業 屋根に50kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 長野県 平成22 平成22 非営利民間団体 佐久浅間農業協同組合  平成22年度地域新エネルギー等導入促進事業　 屋根上に10kW の太陽光発電システムを導入する。
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太陽光発電 長野県 平成22 平成22 社会システム枠 春日電機株式会社 ・ 辰野町役場 春日電機株式会社辰野工場　太陽光発電設備設置事業 工場に50kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 長野県 平成22 平成22 地方公共団体 長野県下伊那郡大鹿村 平成２２年度 大鹿小学校太陽光発電設備設置事業 屋根に１９kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 長野県 平成22 平成22 非営利民間団体 長野県労働金庫 長野県労働金庫諏訪湖支店太陽光発電設備導入事業 屋上に20kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 長野県 平成22 平成22 地方公共団体 飯田市     飯田市　介護・福祉・健康の里　太陽光発電設置事業 屋上に２０kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 長野県 平成22 平成22 地方公共団体 飯田信用金庫 飯田信用金庫高森支店　太陽光発電システム設置事業 屋根に２０kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 岐阜県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人香徳会 医療法人香徳会太陽光発電設備設置 屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 岐阜県 平成21 平成22 非営利民間団体 医療法人清澄会不破ノ関病院 不破ノ関病院病棟太陽光発電設備導入事業 屋根に３０ｋＷ相当の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 岐阜県 平成21 平成22 地方公共団体 岐阜市 （仮称）岐阜市大杉一般廃棄物最終処分場太陽光発電設置事業 施設に30kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 岐阜県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人千寿会 千寿の里　西小田　ソーラーパネル工事 屋上に50kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 岐阜県 平成22 平成22 非営利民間団体 社団法人岐阜県労働基準協会連合会     社団法人岐阜県労働基準協会連合会　太陽光発電設備導入事業 屋上に50kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 岐阜県 平成21 平成22 地方公共団体 多治見市 JR多治見駅南北自由通路屋上太陽光発電システム導入事業 屋上に29kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 岐阜県 平成22 平成22 地方公共団体 中津川市 中津川市付知公民館太陽光発電設備設置事業 屋上に20kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 静岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 JA静岡市農業協同組合
ＪＡ静岡市農業協同組合　南部じまん市　太陽光発電設備設置事
業

屋根上に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 静岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 JA静岡市農業協同組合 ＪＡ静岡市農業協同組合　大里支店　太陽光発電設備設置事業 屋上に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 静岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人社団健祉会
医療法人社団健祉会　小規模介護老人保健施設等太陽光発電設

    備設置事業
屋上に30kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 静岡県 平成22 平成22 非営利民間団体    医療法人社団拓己会
医療法人社団拓己会　グループホーム大柳の家　太陽光発電設

    備設置事業
屋根に40kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 静岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人興誠学園
学校法人興誠学園　浜松学院大学付属愛野こども園　太陽光発
電設備導入事業

屋根に１０kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 静岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人若杉学園若杉幼稚園 学校法人若杉学園　若杉幼稚園　太陽光発電設備設置事業 施設に30kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 静岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人静岡理工科大学 星陵高等学校新築屋上太陽光発電導入事業 屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 静岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人大雄学園 学校法人大雄学園 青島幼稚園 太陽光発電設備設置事業 屋上に10kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 静岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人たんぽぽ会 石原の里　太陽光発電装置設置事業 屋上に14kW の太陽光発電システムを導入する。
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太陽光発電 静岡県 平成22 平成22 地方公共団体 社会福祉法人真徳会 天林寺保育園太陽光発電設備設置事業 屋根に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 静岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人峰栄会
社会福祉法人　峰栄会　きらりタウン浜北　総合福祉施設　太陽光
発電設備設置事業

屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 静岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 社団法人静岡県トラック協会 静岡県トラック会館　太陽光発電設備設置事業 屋根に40kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 静岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 宗乗寺 宗教法人 宗乗寺 太陽光発電設備設置事業 屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 静岡県 平成22 平成22 地方公共団体 焼津市　・株式会社赤阪鐵工所
焼津市（株式会社赤阪鐵工所 豊田工場） 50kW太陽光発電システ
ム設置事業

屋根に50kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 静岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 生活協同組合コープしずおか （仮称）コープ下野東店太陽光発電設備設置事業 建物屋上に合計10kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 静岡県 平成22 平成22 地方公共団体 静岡県焼津市 小川保育園増改築工事太陽光発電設置事業 屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 静岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 静清信用金庫 静清信用金庫 大里支店 太陽光発電設備導入事業 建物に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 静岡県 平成21 平成22 地方公共団体 富士市 富士市公共施設太陽光発電設備導入事業 屋根に11KW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 静岡県 平成21 平成22 非営利民間団体 富士市農業協同組合 富士市農業協同組合　今泉支店　太陽光発電設備導入事業 屋根に26kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛知県 平成22 平成22 非営利民間団体 あいち豊田農業協同組合 ＪＡあいち豊田上郷支店　太陽光発電設備設置事業 屋上に１０ＫＷの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛知県 平成22 平成22 非営利民間団体 ひまわり農業協同組合 JAひまわりグリーンセンター一宮新築太陽光発電設備導入事業 屋上に１０ｋＷの太陽光発電設備を導入する

太陽光発電 愛知県 平成21 平成22 非営利民間団体 ひまわり農業協同組合 JAひまわり本店新築工事太陽光発電設備導入事業 施設に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛知県 平成22 平成22 地方公共団体 愛知県岩倉市
（仮称）老人憩いの家建設事業に伴う新エネルギー導入事業（太
陽光発電）

屋上に40kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛知県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人松樹会平松クリニック 医療法人松樹会 平松クリニック太陽光発電導入事業 屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛知県 平成22 平成22 地方公共団体   学校法人あさひ学園         小幡あさひ幼稚園太陽光発電設備設置事業 屋上に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛知県 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人白山学園 はくさん幼稚園太陽光発電設備導入事業 施設に20kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛知県 平成22 平成22 地方公共団体 吉良町     白浜保育園　太陽光発電設備設置事業 屋根に10kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 愛知県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人愛知県厚生事業団 昭和荘保育園太陽光発電設備設置事業 屋上に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛知県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人昌巳福祉会 さくらヶ丘保育園　太陽光発電システム設置事業 屋上に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛知県 平成22 平成22 地方公共団体 社団福祉法人歩々の会 生活介護事業所ぴかっと太陽光発電設備導入事業 屋上に10kWの太陽光発電システムを導入する。
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太陽光発電 愛知県 平成21 平成22 非営利民間団体 西尾信用金庫 Ｈ21西尾信用金庫幡豆支店太陽光発電設備設置工事 屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛知県 平成22 平成22 非営利民間団体 知多信用金庫 知多信用金庫太陽光発電設備設置事業 屋上に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛知県 平成22 平成22 非営利民間団体 特定非営利活動団体　のぞみ デイサービスのぞみ太陽光発電設備導入事業 屋根に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛知県 平成22 平成22 非営利民間団体 日本基督教団中京教会 日本基督教団中京教会　太陽光発電設備設置事業 屋根に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛知県 平成22 平成22 非営利民間団体 認可地縁団体今自治区     今自治区　新区民会館太陽光事業 屋上に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛知県 平成22 平成22 非営利民間団体 碧海信用金庫 碧海信用金庫サルビア支店太陽光発電設備導入事業 屋上に30kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛知県 平成22 平成22 地方公共団体   豊田市 豊田市総合体育館太陽光発電設備設置事業 屋上に40kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛知県 平成22 平成22 非営利民間団体 豊田信用金庫 豊田信用金庫　陣中支店太陽光発電設備設置事業 屋上に10kwの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛知県 平成22 平成22 地方公共団体 名古屋市上下水道局     柴田水処理センター太陽光発電設備設置工事 屋上に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛知県 平成21 平成22 地方公共団体 名古屋市上下水道局             鍋屋上野浄水場太陽光発電設備等設置工事 屋根に191kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛知県 平成22 平成22 地方公共団体 弥富市 弥富市立弥生保育所太陽光発電設備設置事業 屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 富山県 平成22 平成22 社会システム枠 北陸電力株式会社・富山市 富山太陽光発電所の設備設置事業 建物に1000kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 富山県他 平成22 平成22 非営利民間団体 財団法人北陸電気保安協会       財団法人北陸電気保安協会　太陽光発電設備設置事業 施設に15kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福井県 平成22 平成22 非営利民間団体
社会福祉法人コミュニティーネットワー
クふくい

社会福祉法人コミュニティーネットワークふくい愛はーと太陽光発
電設備設置事業

屋根に40kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福井県 平成22 平成22 非営利民間団体
社会福祉法人コミュニティーネットワー
クふくい

社会福祉法人コミュニティーネットワークふくい若狭プラザ棟太陽
光発電設備設置事業

施設屋根に60kWの太陽光発電設備を導入する。

太陽光発電 福井県 平成22 平成22 非営利民間団体
社会福祉法人コミュニティーネットワー
クふくい

社会福祉法人コミュニティーネットワークふくいグリーンハウス太陽
光発電設備設置事業

建屋屋根に20kWの太陽光発電設備を導入する。

太陽光発電 福井県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人越前自立支援協会
社会福祉法人　越前自立支援協会　児童養護施設「一陽」新設工
事　太陽光発電設備導入事業（10ｋｗ）

屋上に10KW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福井県 平成22 平成22 地方公共団体 福井市 福井市公共施設太陽光発電システム設置事業 施設に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 滋賀県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人一善会 社会福祉法人　一善会　太陽光発電導入事業 屋上に50ｋＷの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 滋賀県 平成22 平成22 非営利民間団体 東びわこ農業協同組合 新支店への太陽光発電設備導入事業 屋根に10kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 京都府 平成22 平成22 非営利民間団体   ネバーランド鴨川管理組合法人   ネバーランド鴨川　太陽光発電設備設置事業 屋上に10kWの太陽光発電設備システムを導入する。
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太陽光発電 京都府 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人光華女子学園
京都光華女子大学　70周年記念棟（仮称）　太陽光発電システム
設置事業

屋上に20kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 京都府 平成22 平成22 非営利民間団体   学校法人美乃里学園
学校法人美乃里学園自然幼稚園市民共同おひさま発電所設置事

  業
屋根に10kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 京都府 平成22 平成22 地方公共団体 社会福祉法人丹陽福祉会     みどり保育園太陽光発電設備設置事業 屋根に19kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 京都府 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人梅ノ宮乳児保育園    嵯峨野保育園太陽光発電設備導入事業 屋根に1３kWの太陽光発電設備を導入する。

太陽光発電 京都府 平成22 平成22 非営利民間団体 宗教法人生長の家宇治別格本山     宗教法人生長の家宇治別格本山　太陽光発電設備設置事業 屋根に100kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 京都府 平成22 平成22 非営利民間団体 本福寺 宗教法人　本福寺太陽光発電設備設置事業 屋根に20kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 三重県 平成20 平成22 地方公共団体 志摩市
（仮称）浜島町小学校校舎太陽光発電設備導入事業、（仮称）浜島
町小学校太陽光発電設備普及啓発事業

屋根に20KW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 三重県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人長冨会 長太の浦第二保育園太陽光発電設置事業 屋根に20kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 和歌山県 平成22 平成22 非営利民間団体   医療法人恵友会
医療法人　恵友会　高齢者施設　（仮称）なぎの家恵友　太陽光発
電設備設置事業

屋根に18kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 和歌山県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人しょうぶ保育園 （仮称）印南こども園　新築工事 屋上に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 奈良県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人協同福祉会
社会福祉法人協同福祉会あすなら保育園太陽光発電設備設置事
業

屋根に10kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 奈良県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人綜合施設美吉野園 社会福祉法人綜合施設　美吉野園　太陽光発電設備設置事業 建物に100kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 奈良県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人綜合施設美吉野園 吉野学園太陽光発電設備導入事業 屋上に２０ＫＷの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 大阪府 平成22 平成22 非営利民間団体   医療法人気象会     医療法人気象会東朋八尾病院　太陽光発電設置事業 屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 大阪府 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人ヒラタ学園 「学校法人ヒラタ学園 太陽光発電設備設置事業」 屋上に80kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 大阪府 平成22 平成22 非営利民間団体   学校法人ホンダ学園
ホンダ学園テクニカルカレッジ関西４号館太陽光発電設備設置事

       業
建物に40kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 大阪府 平成22 平成22 地方公共団体 学校法人大阪学芸     学校法人 大阪学芸　本校舎屋上　太陽光発電設備設置事業 屋上に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 大阪府 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人大阪国学院
学校法人大阪国学院　浪速中学校高等学校新武道館太陽光発電
設備設置事業

屋上に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 大阪府 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人大阪初芝学園 大阪初芝学園狭山登美丘キャンパス太陽光発電設備導入事業 屋上に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 大阪府 平成22 平成22 地方公共団体    学校法人大阪電気通信大学   大阪電気通信大学太陽光発電装置設置導入事業 施設に20kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 大阪府 平成22 平成22 社会システム枠
株式会社シーエナジー・ダイネツ商事株
式会社 ・ 堺市

ダイネツ商事株式会社　堺浜工場　太陽光発電設備設置事業 屋上に300kW の太陽光発電システムを導入する。
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太陽光発電 大阪府 平成20 平成24 社会システム枠 堺市 ・ 関西電力株式会社 堺市臨海部大規模太陽光発電設備導入事業 廃棄物埋立処分場の一部に10,000kWの太陽光発電設備を導入する。

太陽光発電 大阪府 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人ﾄﾞﾚﾐ福祉会
社会福祉法人ﾄﾞﾚﾐ福祉会　（仮称）第二ﾄﾞﾚﾐ保育園　太陽光発電

    設備設置事業
屋根に１０ｋＷの太陽光発電設備を導入する。

太陽光発電 大阪府 平成21 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人どんぐり福祉会 久宝寺保育園　太陽光発電設備導入事業 屋上に１６kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 大阪府 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人堺あかり会 西陶器保育園新築工事　太陽光発電設備導入事業 屋上に10kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 大阪府 平成22 平成22 非営利民間団体   社会福祉法人堺文化学苑 文化保育園　太陽光発電設備導入事業 屋上に15kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 大阪府 平成22 平成22 非営利民間団体   社会福祉法人白水福祉会  城山台保育園　太陽光発電設備導入事業 屋上に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 大阪府 平成22 平成22 非営利民間団体
社団法人大阪府自家用自動車連合協
会

社団法人　大阪府自家用自動車連合協会　寝屋川事業所太陽光
発電設備導入事業

屋上に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 大阪府 平成22 平成22 非営利民間団体 宗教法人古神道仙法教 古神道仙法教太陽光発電設備導入事業 屋上に14kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 大阪府 平成22 平成22 地方公共団体 吹田市 仮称）青少年拠点施設及び子育て支援施設及び山田駅前図書館 屋上に20kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 大阪府 平成22 平成22 非営利民間団体 生活協同組合コープ自然派ピュア大阪     コープ自然派ピュア大阪太陽光発電設備導入事業 施設に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 大阪府 平成22 平成22 地方公共団体 大東市 大東市立保健医療福祉センター太陽光発電設備設置事業 屋上に２０ｋＷの太陽光発電設備を導入する

太陽光発電 大阪府 平成22 平成22 非営利民間団体 天理教豊生分教会 天理教豊生分教会　太陽光発電設備設置事業 屋根に11kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 大阪府 平成22 平成22 非営利民間団体
特定非営利活動法人ジャパンパワーマ
ネージメント

３郵便局太陽光発電設備設置事業 屋上に12KW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 兵庫県 平成21 平成22 非営利民間団体 医療法人社団朋優会
医療法人社団朋優会サンスマイル三木　太陽光発電設備導入事
業

屋上に50kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 兵庫県 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人　熊見学園 学校法人熊見学園　神戸星城高等学校太陽光発電設備設置事業 屋上に11kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 兵庫県 平成22 平成22 非営利民間団体 地縁法人清和台自治会 清和台自治会発足４０周年記念事業 屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 兵庫県 平成22 平成22 地方公共団体   兵庫県  兵庫県立ものづくり大学校（仮称）太陽光発電設備設置事業 屋上に100kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 岡山県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人まつい皮ふ科 医療法人まつい皮ふ科　太陽光発電設備設置事業 建物屋上に15kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 岡山県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人社団恵誠会 大西病院太陽光発電設備導入事業 屋上に20kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 岡山県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人社団百子会     医療法人社団百子会やまな病院太陽光発電設備設置事業 屋上に20kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 岡山県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人仙仁会 医療法人仙仁会　なかやまクリニック太陽光発電設備設置事業 屋根に10KW の太陽光発電システムを導入する。
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太陽光発電 岡山県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人中川耳鼻咽喉科 医療法人　中川耳鼻咽頭科　太陽光発電設備設置事業 屋上に11KW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 岡山県 平成22 平成22 非営利民間団体   医療法人養命会 グループホーム養命荘太陽光発電設備導入事業 屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 岡山県 平成22 平成22 地方公共団体       岡山県西南水道企業団                太陽光発電システム設置工事岡山県西南水道企業団 屋上に50kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 岡山県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人ことぶき会 小規模特別養護老人ホーム「げんき」太陽光発電設備導入事業 屋根に20kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 岡山県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人やよい保育園 社会福祉法人やよい保育園　太陽光発電設備設置事業 屋根に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 岡山県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人交友会 Homeおさふね保育園太陽光発電設備導入事業 屋根に19kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 岡山県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人純晴会 デイサービスセンター浮洲園太陽光発電設備導入事業 施設に20kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 岡山県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人純晴会 グループホーム浮洲の里太陽光発電設備導入事業 屋根に20kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 岡山県 平成22 平成22 地方公共団体   社会福祉法人津山社会福祉事業会         津山乳児保育園太陽光発電設備導入事業 屋根に20kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 岡山県 平成22 平成22 非営利民間団体 社団法人 岡山環境センター 社団法人 岡山環境検査センター太陽光発電設備設置事業 屋上 に10kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 岡山県 平成22 平成22 地方公共団体 早島町 早島町地域活動支援センター太陽光発電設備設置事業 屋根に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 岡山県 平成22 平成22 非営利民間団体 津山信用金庫     津山信用金庫落合支店　太陽光発電設置工事 屋上に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 岡山県 平成22 平成22 非営利民間団体
特定非営利活動法人おかやまエネル
ギーの未来を考える会

福渡保育園太陽光発電設備（ふくわたりおひさま発電所）設置事
業

屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 岡山県 平成22 平成22 地方公共団体 美作市     美作市立美作北幼児園太陽光発電設備設置事業 屋上に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 岡山県 平成20 平成22 地方公共団体 美作市
美作市立大原小学校太陽光発電設備導入及びＯＭソーラーシス
テム設備導入事業

建物屋根上に15kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 島根県 平成21 平成22 非営利民間団体 くにびき農業協同組合 JAくにびき法吉支店新築工事に伴う太陽光発電設備工事 屋上に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 島根県 平成22 平成22 地方公共団体 海士町 隠岐開発総合センター　太陽光発電設備工事 屋上に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 島根県 平成22 平成22 地方公共団体 海士町 海士町高齢者住宅太陽光発電設備設置事業 屋根に20KW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 島根県 平成22 平成22 非営利民間団体 宗教法人「生長の家松江道場」 平成２２年度生長の家松江道場太陽光発電設備設置事業 屋根に12kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 島根県 平成22 平成22 非営利民間団体 宗教法人「生長の家島根県教化部」 平成２２年度生長の家島根県教化部太陽光発電設備設置事業 屋上に19kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 広島県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人永和会 平成２２年度医療法人永和会新エネルギー導入事業 施設に70kW の太陽光発電システムを導入する。
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太陽光発電 広島県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人社団共愛会己斐ヶ丘病院 医療法人社団共愛会 己斐ヶ丘病院　太陽光発電設備設置事業 屋上に20kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 広島県 平成21 平成22 非営利民間団体 広島県民共済生活協同組合 新県民共済会館　　太陽光発電　設置事業 施設に15kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 広島県 平成22 平成22 地方公共団体 社会福祉法人報正会 社会福祉法人報正会 入江保育園太陽光発電設備設置事業 屋根に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 広島県 平成22 平成22 非営利民間団体 宗教法人　浄土真宗本願寺派　蓮教寺 宗教法人蓮教寺太陽光発電設備設置事業 屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 広島県 平成22 平成22 地方公共団体 神石高原町 神石高原町立統合三和小学校太陽光発電設備整備事業 屋上に40kWの太陽光発電設備を設置する

太陽光発電 広島県 平成22 平成22 社会システム枠 中国電力株式会社 ・ 広島県 ・ 福山市 山太陽光発電所太陽光発電設備設置事業 施設に3000kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 広島県 平成22 平成22 地方公共団体   廿日市市 廿日市市庁舎・文化センター太陽光発電システム整備事業 屋上に40kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 広島県 平成22 平成22 非営利民間団体   両備信用組合     両備信用組合新市支店太陽光発電導入事業 屋上に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 山口県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人社団林田クリニック 林田クリニック　太陽光発電設備導入事業 屋上に20kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 山口県 平成22 平成22 非営利民間団体   医療法人真人会 医療法人真人会　まごころの家太陽光発電設備設置事業 屋上に10KW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 山口県 平成21 平成22 地方公共団体 宇部市 俵田翁記念体育館太陽光発電設備導入事業 屋根に40kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 山口県 平成21 平成22 地方公共団体 宇部市 市役所周辺整備事業 屋上に40kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 山口県 平成22 平成22 地方公共団体 社団福祉法人山口県盲人福祉協会 社団福祉法人　養護盲目老人ホーム春光苑太陽光発電事業 屋根に40kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 山口県 平成22 平成22 地方公共団体 周南市 住吉学校給食センター太陽光発電設備設置事業 施設に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 山口県 平成22 平成22 非営利民間団体 宗教法人明圓寺 明圓寺　太陽光発電設備導入事業 寺屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 徳島県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人靖美福祉会きらら保育園 きらら保育園太陽光発電設備導入事業 屋上に10kWの太陽光発電設備を設置する

太陽光発電 徳島県 平成22 平成22 地方公共団体 社団法人　四国建設弘済会
社団法人　四国建設弘済会　徳島支所　太陽光発電設備設置事

        業
屋上に19kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 徳島県 平成21 平成22 地方公共団体 小松島市
平成２１年度基幹水道構造物耐震化事業管理棟工事に伴う太陽
光発電設備工事

施設に20kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 徳島県 平成22 平成22 地方公共団体 徳島県企業局 吉野川北岸工業用水道浄水場太陽光発電設備設置事業 施設に50kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 香川県 平成22 平成22 非営利民間団体   医療法人社団厚仁会    グループホームこうじん 太陽光発電システム搭載事業 屋根に15kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 香川県 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人ときわ幼稚園 学校法人ときわ幼稚園太陽光発電設備設置事業 屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。
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太陽光発電 香川県 平成22 平成22 地方公共団体      香川県 香川県立善通寺第一高等学校太陽光発電設備導入事業 施設に20kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 香川県 平成22 平成22 地方公共団体 香川県水道局 中部浄水場太陽光発電設備導入事業 屋根に100KW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 香川県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人 サマリヤ 特別養護老人ホーム西春日 太陽光発電設備導入事業 屋上に３０ｋＷの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 香川県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人 長尾福祉会 特別養護老人ホームゆたか荘 太陽光発電設備導入事業 屋根に３０ｋＷの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 香川県 平成22 平成22 非営利民間団体   社会福祉法人厚仁会 珠光園はる・珠光園うらら 太陽光発電システム搭載事業 屋上に40kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 香川県 平成22 平成22 地方公共団体 社団法人　四国建設弘済会     社団法人　四国建設弘済会　本所　太陽光発電設備設置事業 屋上に19kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 高知県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人仁栄会  特定施設入居者生活介護ひじま太陽光発電設備導入事業 施設に15kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 高知県 平成22 平成22 地方公共団体 社団法人　四国建設弘済会
社団法人　四国建設弘済会　四万十支所　太陽光発電設備設置

        事業
屋根に24kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 高知県 平成22 平成22 地方公共団体   土佐清水市       土佐清水市庁舎 太陽光発電設備設置事業【普及啓発活動】 屋上に30kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 高知県 平成22 平成22 非営利民間団体
特定非営利活動法人ジャパンパワーマ

  ネージメント
      「室戸市羽根町　地域新エネルギー等導入促進事業」 屋外に496kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛媛県 平成21 平成22 社会システム枠
愛媛県西条市 ・ 株式会社アドバンテッ
ク

西条市地域共同災害対応型クリーンエネルギー等普及促進事業 市施設に計１００kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛媛県 平成22 平成22 地方公共団体 愛媛信用金庫 （仮）愛媛信用金庫本郷支店太陽光発電設備設置事業 屋上に18kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛媛県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人たくま会 グループホームせと太陽光発電設備設置導入事業 屋根に16kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛媛県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人幸友会岡本眼科クリニック 医療法人幸友会　岡本眼科クリニック太陽光発電設備設置事業 屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛媛県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人川谷整形外科 川谷整形外科　太陽光発電システム工事 屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛媛県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人佑心會 堀江病院太陽光発電設備設置事業 病院屋上屋根、駐車場に145kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 愛媛県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人　金亀会 身体障がい者療護施設スマイル　太陽光発電設備導入事業 施設に100kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛媛県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人宗友福祉会 はばたき授産園　太陽光発電設備導入事業 屋根に45kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛媛県 平成22 平成22 非営利民間団体 正念寺 正念寺　太陽光発電設備導入事業 屋上に10kWの太陽光発電設備を導入する

太陽光発電 愛媛県 平成22 平成22 地方公共団体 東温市 川内中学校太陽光発電設備設置工事 屋上に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛媛県 平成22 平成22 地方公共団体 東温市 重信中学校太陽光発電設備設置工事 屋上に20kWの太陽光発電システムを導入する。
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太陽光発電 愛媛県 平成22 平成22 非営利民間団体 萩生寺     萩生寺　太陽光発電設備導入事業 屋上に30kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 愛媛県 平成22 平成22 非営利民間団体 法徳寺     法徳寺　太陽光発電設備導入事業 屋上に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人原土井病院 バンビ園　太陽光発電設備導入事業 屋根へ19kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人祥風会　甘木病院 甘木心療クリニック太陽光発電設備導入事業 屋上に20KW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人八春会 医療法人八春会小富士病院太陽光発電設備導入事業 屋上に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福岡県 平成21 平成22 非営利民間団体 医療法人片山医院 医療法人片山医院太陽光発電導入促進事業 屋上に１０kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人中間東学園
学校法人　中間東学園（中間東幼稚園・中間南幼稚園）　太陽光
発電設備導入事業

屋根に20kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人中村学園 中村学園女子高等学校校舎新築工事　太陽光発電設備 屋上に40KW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人麻生学園
学校法人麻生学園　下山門幼稚園地域新エネルギー等導入促進

    事業
屋上に20kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人弥生幼稚園 学校法人弥生幼稚園市民共同おひさま発電所プロジェクト 屋根に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福岡県 平成22 平成22 非営利民間団体
財団法人九州ヒューマンメディア創造セ
ンター

    ＨＭＣビル太陽光発電設備導入事業 1０kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 福岡県 平成22 平成22 地方公共団体 社会福祉法人　さかえ会 さかえ保育園　太陽光発電設備導入事業 屋上に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人　正寿庵会
社会福祉法人　正寿庵会　老人短所入所　エルンテハイム　太陽
光発電設備設置事業

屋上に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人カトリック聖家族会
社会福祉法人カトリック聖家族会　聖家族の家若宮太陽光発電設

 備設置事業
屋上に30kWの太陽光発電設備を導入する。

太陽光発電 福岡県 平成22 平成22 地方公共団体   社会福祉法人自生福祉会
社会福祉法人　自生福祉会　宇土保育園太陽光発電設備設置事

        業
屋根に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人周防学園
社会福祉法人周防学園　グループホームほうらい　太陽光発電設
備導入計画

屋根に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福岡県 平成21 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人周防学園
社会福祉法人周防学園　介護老人保健施設ほうらい山荘　太陽光
発電設備導入事業

屋根に19kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人浄蓮福祉会 浄蓮寺保育園　太陽光発電設備導入事業 屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人年長者の里
（仮称）グループホーム山王　山王ディサービスセンター　太陽光
発電設備導入事業

屋上に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人宝林会 宇島保育園太陽光発電設備設置事業 施設に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福岡県 平成22 平成22 地方公共団体 社会福祉法人芳寿会       特別養護老人ホーム菰田太陽光発電設備導入事業 施設に11kW の太陽光発電システムを導入する。
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太陽光発電 福岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人北筑前福祉会 社会福祉法人北筑前福祉会太陽光発電システム搭載事業 屋上に70kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福岡県 平成21 平成22 地方公共団体 大牟田市・九州電力株式会社 港太陽光発電事業 施設に3000kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福岡県 平成22 平成22 地方公共団体   筑紫農業協同組合         筑紫農業協同組合　御笠支店太陽光発電設備設置事業 屋上に20kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福岡県 平成22 平成22 非営利民間団体
特定非営利活動法人みんなの家会宅
老所ほのぼの

特定非営利活動法人みんなの家会宅老所ほのぼの　小規模多機
能ホームほのぼの　太陽光発電設備設置事業

屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福岡県 平成22 平成22 地方公共団体 福岡市       福岡市太陽光発電率先導入事業 施設に45kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福岡県 平成22 平成22 地方公共団体 福岡市水道局 夫婦石浄水場太陽光発電設備導入事業 施設に60kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 福岡市農業協同組合
ＪＡ福岡市　デイサービスセンター　「えがお」　太陽光発電設備設
置事業

屋上に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福岡県 平成21 平成22 地方公共団体 豊前市 豊前市文化施設整備太陽光発電設備導入事業 施設に50kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 福岡県 平成22 平成22 地方公共団体 北九州市 笹尾配水池外太陽光発電設備導入事業 施設に19kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 大分県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人祥成会 みなと眼科　太陽光発電設備導入事業 屋上に19kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 大分県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人人昭会 医療法人人昭会　多機能ホーム　太陽光発電設備設置事業 屋根上に10KW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 大分県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人善昭会       医療法人善昭会　オアシス第一病院　太陽光発電設備設置事業 屋上に20KW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 大分県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人哲世会 鶴見台病院　太陽光発電設備導入事業 施設に10kWの太陽光発電設備をを設置する。

太陽光発電 大分県 平成22 平成22 非営利民間団体
一般社団法人エコエネルギー推進協議
会

一般社団法人エコエネルギー推進協議会共同住宅太陽光発電設
備導入事業

屋根に203kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 大分県 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人河野学園 緑ヶ丘第二幼稚園　太陽光発電設備導入事業 屋上に15kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 大分県 平成22 平成22 非営利民間団体 財団法人明和保育園 財団法人明和保育園新園舎舎屋太陽光発電導入事業 10kWの太陽光発電設備を導入する

太陽光発電 大分県 平成22 平成22 地方公共団体
社会福祉法人九州キリスト教社会福祉

   事業団
  寄り合いセンターいずみ太陽光発電設備設置工事 屋根に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 大分県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人三愛会 （仮称）天領ガーデン太陽光発電設備導入事業 屋根に30kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 大分県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人庄内厚生館 地域新エネルギー等導入促進事業 屋根に20kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 大分県 平成22 平成22 地方公共団体 大分県
大分県立学校施設太陽光発電設備設置事業（大分県立高田高等
学校）

校舎屋上に30kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 大分県 平成22 平成22 地方公共団体 大分県
大分県立学校施設太陽光発電設備設置事業（大分県立三重総合
高等学校）

校舎屋上に30kWの太陽光発電設備システムを導入する。
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太陽光発電 大分県 平成22 平成22 地方公共団体 大分県
大分県立学校施設太陽光発電設備設置事業（大分県立竹田高等
学校）

校舎屋上に30kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 大分県 平成22 平成22 地方公共団体 大分県
大分県立学校施設太陽光発電設備設置事業（大分県立日田林工
高等学校）

校舎屋上に30kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 大分県 平成22 平成22 地方公共団体 大分県
大分県立学校施設太陽光発電設備設置事業（大分県立宇佐高等
学校）

校舎屋上に30kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 大分県 平成21 平成22 社会システム枠 大分県 ・ 新日本製鐵株式会社
大分県との連携による新日本製鐵株式会社大分製鐵所太陽光発
電設備設置事業

駐車場屋根４箇所に計５０kWの太陽光発電設備システムを導入する。

太陽光発電 大分県 平成21 平成22 地方公共団体 大分県臼杵市 土づくりセンター太陽光発電設備導入事業 屋根に１５０kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 大分県 平成22 平成22 非営利民間団体
特定非営利活動法人九州・自然エネル
ギー推進ネットワーク

大分市学校給食西部共同調理場　太陽光発電設備導入事業 共同調理場に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 佐賀県 平成22 平成22 地方公共団体 佐賀県神埼市     神埼中央公園体育館太陽光発電システム設置事業 屋根に70kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 佐賀県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人あやめ会 太陽社太陽光発電設備工事 屋上に20kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 佐賀県 平成22 平成22 非営利民間団体
社会福祉法人伊万里福祉会立花保育
園

立花保育園太陽光発電設備導入事業 屋根に15kWの太陽光発電設備を設置する

太陽光発電 佐賀県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人佐賀キリスト教事業団 グループホームシオンの園川上太陽光発電設備設置事業 屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 佐賀県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人川原福祉会 くるみ保育園　太陽光発電設備導入事業 屋根に19kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 長崎県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人雄人会 三川内病院　太陽光発電設備導入事業 屋上に30kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 長崎県 平成22 平成22 地方公共団体 社会福祉法人まこと福祉会 畝刈保育園　太陽光発電設備導入事業 屋根に19kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 長崎県 平成22 平成22 地方公共団体 社会福祉法人愛心福祉会 昭徳保育園　太陽光発電設備導入事業 屋根に15kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 長崎県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人琴の海いやしの会
社会福祉法人 琴の海いやしの会 つくもの里　太陽光発電設備設
置事業

屋根に19kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 長崎県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人松風会 知的障害者生活支援　清華学園　太陽光発電設備設置事業 屋上に10kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 長崎県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人白寿会
社会福祉法人白寿会　平戸荘（平戸田平地区）グループホーム
（かぶとむし）新築太陽光発電設備設置事業

屋上に50kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 長崎県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人野の花会あじさい保育園
社会福祉法人野の花会　あじさい保育園太陽光発電設備設置事
業

屋根に18KW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 宮崎県 平成21 平成22 地方公共団体 ソーラーフロンティア株式会社 ・ 宮崎県 昭和シェルソーラー宮崎工場太陽光発電設備設置事業 工場に1000kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 宮崎県 平成22 平成22 社会システム枠 綾町・株式会社キューデン・エコソル 綾てるはドーム　太陽光発電設備導入事業 屋上に151kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 宮崎県 平成22 平成22 地方公共団体 宮崎県企業局      企業局新エネルギー導入事業（太陽光発電） 敷地に90kWの太陽光発電設備を導入する
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太陽光発電 宮崎県 平成22 平成22 非営利民間団体 宮崎中央農業協同組合 宮崎中央農業協同組合　南宮崎支店太陽光発電設備設置事業 屋上に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 宮崎県 平成22 平成22 非営利民間団体 九州労働金庫 九州労働金庫宮崎県本部・労働福祉会館太陽光発電設備事業 屋上に20kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 熊本県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人　横田会 ＷＯＲＫＳみらい　太陽光発電設備導入事業 屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 熊本県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人金澤会 医療法人金澤会　あおばの家太陽光発電設備設置事業 計29kWの太陽光発電設備を導入する

太陽光発電 熊本県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人弘仁会
熊本総合医療リハビリテーション学院　２号館　太陽光発電設備導
入事業

屋上に20kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 熊本県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人社団健成会  医療法人社団健成会事務所棟太陽光発電設備設置事業 屋上に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 熊本県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人瑞恭会
医療法人瑞恭会　高齢者専用賃貸住宅　太陽光発電設備設置事
業

屋上に30kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 熊本県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人平成会
医療法人平成会介護老人保健施設平成ドリーム館太陽光発電設
備設置事業

屋根に30kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 熊本県 平成22 平成22 非営利民間団体   医療法人祐基会      医療法人祐基会　グループホーム悠祐　太陽光システム設置事業 屋上に11KW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 熊本県 平成22 平成22 非営利民間団体 学校法人八商学園 学校法人八商学園　秀岳館高等学校太陽光発電設備設置事業 屋根に81kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 熊本県 平成22 平成22 地方公共団体 熊本県
熊本県産業技術センター本館等整備に伴う太陽光発電設備導入
事業

建物屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 熊本県 平成21 平成22 地方公共団体 熊本県 熊本県立済々黌高等学校管理棟改築に伴う太陽光発電設置工事 建物屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 熊本県 平成21 平成22 非営利民間団体   熊本県信用保証協会  熊本県信用保証協会　太陽光発電設備導入事業 屋上に10KW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 熊本県 平成22 平成22 地方公共団体 熊本市上下水道局       八景水谷水源地太陽光発電設備設置事業 屋上に３０ｋＷの太陽光発電設備を導入する

太陽光発電 熊本県 平成22 平成22 地方公共団体 熊本市上下水道局 亀井送水場ポンプ棟太陽光発電設備設置事業 屋上に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 熊本県 平成22 平成22 非営利民間団体
社会福祉法人 しあわせ福祉会すずか
け台保育園

社会福祉法人 しあわせ福祉会 すずかけ台保育園太陽光発電設
備設置事業

施設に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 熊本県 平成22 平成22 地方公共団体 社会福祉法人 博友会 特別養護老人ホーム南風苑 太陽光発電設備導入事業 施設に120kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 熊本県 平成21 平成22 地方公共団体 社会福祉法人 緑新会 特別養護老人ホーム新和苑増築棟 太陽光発電設備導入事業 施設に30kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 熊本県 平成22 平成22 非営利民間団体   社会福祉法人若宮福祉会  天水生命学園　太陽光発電設置事業 屋上に50kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 熊本県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人白浜福祉会
社会福祉法人白浜福祉会　しろはと保育園　太陽光発電設備設置
事業

屋根に15kWの太陽光発電設備を導入する

太陽光発電 熊本県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人北斗会
(仮称)苓南寮グループホームＡ棟、Ｂ棟　太陽光発電設備設置事
業

屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。
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太陽光発電 熊本県 平成22 平成22 非営利民間団体 社福祉法人栖本福祉会
社会福祉法人栖本福祉会　和貴保育園　太陽光発電設備設置事
業

屋根に15KW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 熊本県 平成22 平成22 非営利民間団体 浄土真宗本願寺派西教寺 西教寺納骨堂太陽光発電設備設置事 屋上に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 熊本県 平成21 平成22 非営利民間団体 特定医療法人芳和会 菊陽病院太陽光発電設備導入事業 建物屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 鹿児島県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人誠心会 医療法人誠心会太陽光発電設備設置事業 4施設に計170kW の太陽光発電システムを導入

太陽光発電 鹿児島県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人實信会まきのせ泌尿器科     医療法人實信会まきのせ泌尿器科太陽光発電設備設置事業 屋上に19kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 鹿児島県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人徳之島福祉会 にこにこ指定老人ディサービス太陽光発電設備設置設事業 屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 鹿児島県 平成22 平成22 地方公共団体 社会福祉法人徳之島福祉会 養護徳之島老人ホーム太陽光発電設備設置事業 屋根に20kW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 鹿児島県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人白鳩会 社会福祉法人　白鳩会太陽光発電設備設置事業 屋根に25kWの太陽光発電設備を設置する

太陽光発電 鹿児島県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人別府福祉会
社会福祉法人　別府福祉会　まくらざき保育園　太陽光発電システ
ム搭載工事

施設に11kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 鹿児島県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人輪光福祉会 特別老人ホーム輪光無量寿園太陽光発電設備設置事業 屋根に10KW の太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 沖縄県 平成22 平成22 地方公共団体 金武町役場 金武町堆肥センター太陽光パネル設置事業 屋根に50kWの太陽光発電システムを導入する。

太陽光発電 沖縄県 平成22 平成22 非営利民間団体 宗教法人沖縄県護国神社 沖縄県護国神社 社務所棟増築工事（太陽光発電設備）事業 屋根に10kW の太陽光発電システムを導入する。

風力発電 北海道 平成21 平成23 非営利民間団体 一般社団法人　厚田市民風力発電 石狩市・厚田市民風力発電事業 2,000kW機×2基導入し、発電した電力は石狩市を通じ北海道電力へ売電。

風力発電 北海道 平成21 平成23 地方公共団体 北海道寿都町 風太風力第２発電所建設事業
2,300kW機×2基(計4,600kW）の風力発電機と出力安定化のための蓄電池システムを設置し、発電した電力
は一部所内で使用し、残りを全て売電。

風力発電 青森県 平成21 平成22 地方公共団体 外ヶ浜町 竜飛風力発電事業 1,675kW機×２基(計3,350kW）の風力発電設備を建設し、第三セクター方式で売電事業。

風力発電 青森県 平成21 平成23 社会システム枠
青森県佐井村 ・ 日立キャピタル株式会
社 ・ 三井住友ファイナンス＆リース株
式会社 ・ さくら風力株式会社

佐井風力発電事業 風力発電機1,703kW　1基を建設し、発生した電力を売電。

風力発電 秋田県 平成21 平成23 非営利民間団体 一般社団法人グリーンファンド秋田 市民風力発電所・にかほ　風力発電設備導入事業 1,990kWの風力発電設備を導入し、発電した電力は東北電力に売電。

風力発電 秋田県 平成21 平成23 非営利民間団体 一般社団法人グリーンファンド秋田 市民風力発電所・八峰　風力発電設備導入事業 1,990kWの風力発電設備を導入し、発電した電力は東北電力へ売電。

風力発電 秋田県 平成21 平成23 非営利民間団体 一般社団法人このうら市民風力発電 秋田このうら市民風力発電所設備導入事業 1,990kWの風力発電設備を一基導入し、発電した電力は東北電力に売電。

風力発電 秋田県 平成21 平成22 非営利民間団体 一般社団法人にしめ市民風力発電 秋田にしめ市民風力発電設備導入事業 1,500kWの風力発電設備を導入し、発電した電力は東北電力に売電。

風力発電 山形県 平成21 平成23 社会システム枠

山形県遊佐町 ・ 日立キャピタル株式会
社 ・ 三井住友ファイナンス＆リース株
式会社 ・ 株式会社庄内環境エネル
ギー

遊佐日向川風力発電事業 1,990kWの風力発電設備を導入し、発電した電力は東北電力へ売電。
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風力発電 茨城県 平成20 平成23 地方公共団体 茨城県 深芝処理場新エネルギー（風力発電）設備導入事業 省エネを目的として2,000kW風力発電設備の導入事業を推進。

風力発電 愛知県 平成21 平成23 非営利民間団体 特定非営利活動法人環境ＮＰＯ渥美 環境ＮＰＯ　渥美第一風力発電所設備導入事業
1,600kWの風力発電設備を設置し、発電した電力は敷地内の堆肥生産施設へ供給、余剰電力は中部電力
へ売電。

太陽熱利用 青森県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人のぞみ会 社会福祉法人　のぞみ園　太陽熱利用設備導入事業 屋根に62㎡の太陽熱利用を導入する。

太陽熱利用 岩手県 平成22 平成22 社会システム枠
紫波町 ・ 環境エネルギー普及株式会
社

太陽熱給湯設備導入事業 屋根に122㎡の太陽熱利用を導入する。

太陽熱利用 栃木県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人陽向陽だまり保育園
社会福祉法人 陽向 陽だまり保育園　空気集熱式パッシブソー
ラー（OMソーラー）設備導入事業

施設に35㎡の太陽熱利用を導入する。

太陽熱利用 茨城県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人　梅の里 社会福祉法人　梅の里　新エネ福祉施設　太陽熱設備設置事業 施設に100㎡の太陽熱利用を導入する。

太陽熱利用 千葉県 平成22 平成22 非営利民間団体
社会福祉法人首都圏光の村　千葉光の
村授産園

光の村　太陽熱給湯設備導入事業 屋根に65㎡の太陽熱利用を導入する。

太陽熱利用 東京都 平成22 平成22 地方公共団体    メゾン・ド・ノア天神町管理組合法人 メゾン・ド・ノア天神町施設太陽熱利用設備設置事業 屋上に52㎡の太陽熱利用を導入する。

太陽熱利用 東京都 平成22 平成22 非営利民間団体
共立リライアンス高尾駅前管理組合法
人

共立リライアンス高尾駅前　施設社屋太陽熱利用機器設備設置事
業

屋上に31㎡の太陽熱利用を導入する。

太陽熱利用 東京都 平成22 平成22 地方公共団体 警視庁
警視庁単身待機宿舎小金井警察署小金井寮　太陽熱利用設備導
入事業

屋根に100㎡の太陽熱利用を導入する。

太陽熱利用 東京都 平成22 平成22 非営利民間団体 財団法人和敬塾 財団法人和敬塾学生ホール太陽熱利用設備導入事業 屋上に115㎡の太陽熱利用を導入する。

太陽熱利用 東京都 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人　桐仁会 社会福祉法人　桐仁会　かしわ園屋上太陽熱利用設備設置事業 屋上に38㎡の太陽熱利用を導入する。

太陽熱利用 東京都 平成21 平成22 地方公共団体 中野区長 中野区立堀江高齢者福祉センター太陽熱利用設備導入事業 屋根に49㎡の太陽熱利用ｼｽﾃﾑを導入する。

太陽熱利用 山梨県 平成22 平成22 地方公共団体 社会福祉法人富士桜桃会
（仮称）地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護　山美家
併設短期入所生活介護やまびこ太陽熱利用備設置事業

施設に194㎡の太陽熱利用を導入する。

太陽熱利用 神奈川県 平成22 平成22 非営利民間団体 特定非営利活動法人アクト川崎
川崎フロンターレ・クラブハウスへの太陽熱利用給湯設備導入事
業

屋根に24㎡の太陽熱利用を導入する。

太陽熱利用 長野県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人博仁会 特別養護老人ホーム桜荘ソーラーシステム設備事業 屋根に56㎡の太陽熱利用を導入する。

太陽熱利用 静岡県 平成22 平成23 非営利民間団体 社会福祉法人たんぽぽ会 石原の里　ＯＭソーラー設備設置事業 屋根に167㎡の太陽熱利用を導入する。

太陽熱利用 愛知県 平成22 平成23 地方公共団体 安城市
東端保育園空気集熱式パッシブソーラー（ＯＭソーラー）設備導入
事業

屋上に95㎡の太陽熱利用を導入する。

太陽熱利用 愛知県 平成21 平成22 非営利民間団体 医療法人忠恕会小林内科胃腸科
医療法人　忠恕会　小林内科胃腸科　空気集熱式パッシブソー
ラー（OMソーラー）設備導入事業

施設に43㎡の太陽熱利用ｼｽﾃﾑを導入する。

太陽熱利用 高知県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人光の村 光の村　太陽熱給湯設備導入事業 屋根に98㎡の太陽熱利用を導入する。

太陽熱利用 高知県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人土佐香美福祉会
特別養護老人ホーム　ウェルプラザ高知　　太陽熱利用設備導入
事業

屋上に152㎡の太陽熱利用を導入する。
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太陽熱利用 福岡県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人社団慶仁会 ひまわり保育所太陽熱利用システム導入事業 施設に34㎡の太陽熱利用を導入する。

太陽熱利用 宮崎県 平成21 平成22 地方公共団体 綾町 (仮称)地域資源活用総合交流促進施設太陽熱利用設備導入事業 施設に77㎡の太陽熱利用ｼｽﾃﾑを導入する。

太陽熱利用 宮崎県 平成22 平成22 地方公共団体 医療法人十善会 県南病院太陽熱利用設備導入事業 施設に538㎡の太陽熱利用を導入する。

太陽熱利用 宮崎県 平成22 平成22 非営利民間団体
財団法人潤和リハビリテーション振興財
団

財団法人　潤和会記念病院太陽熱利用給湯システム設置事業 屋上に126㎡の太陽熱利用を導入する。

太陽熱利用 熊本県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人  熊本南福祉会 社会福祉法人 熊本南福祉会 太陽熱利用給湯システム事業 屋上に155㎡の太陽熱利用を導入する。

太陽熱利用 鹿児島県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人龍美会 医療法人 龍美会 太陽熱利用給湯システム導入事業 屋上に171㎡の太陽熱利用を導入する。

太陽熱利用 鹿児島県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人　天上会 障害者支援施設新樹学園太陽熱設備導入事業 屋上に53㎡の太陽熱利用を導入する。

太陽熱利用 鹿児島県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人明星福祉会
社会福祉法人明星福祉会「妙見の里」太陽熱利用給湯設備導入
事業

屋根に78㎡の太陽熱利用を導入する。

温度差エネルギー 岩手県 平成22 平成22 非営利民間団体
特定非営利活動法人紫波みらい研究
所

温度差エネルギー排水熱利用設備導入事業 年間約25万人の来場者がある公共温浴施設に於いて、温度差エネルギー利用設備を導入。

温度差エネルギー 愛媛県 平成22 平成22 地方公共団体 医療法人天真会南高井病院 南高井病院　温度差エネルギー設備導入事業 ヒートポンプ技術を用いた温度差エネルギーにより、既存給湯設備の補給水及び供給水を加温。

バイオマス熱利用 茨城県 平成22 平成22 非営利民間団体 国立大学法人筑波大学 筑波大学研究基盤総合センター（工作部門）冷熱源設備導入事業 木質ペレットを原料とする冷温熱利用。

バイオマス熱利用 岐阜県 平成22 平成22 非営利民間団体 岐阜県厚生農業協同組合連合会
岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 木質ペレット焚吸
収冷温水機導入事業

木質ペレットを原料とする冷温熱利用。

バイオマス熱利用 岐阜県 平成22 平成22 非営利民間団体 社会福祉法人同朋会
社会福祉法人同朋会 障害者支援施設 生活の家 桜美寮 木質ペ
レット焚吸収冷温水機導入事業

木質ペレットを原料とする冷温熱利用。

バイオマス熱利用 鳥取県 平成22 平成22 地方公共団体 南部町 南部町役場法勝寺庁舎　木質ﾍﾟﾚｯﾄ焚吸収冷温水機設置事業 木質ペレットを原料とする冷温熱利用。

水力発電 青森県 平成21 平成22 非営利民間団体 八戸圏域水道企業団 八戸圏域水道企業団根城配水池小水力発電事業 水道用水を利用した75kWの発電設備を設置。

水力発電 岩手県 平成19 平成22 地方公共団体 岩手県 柏台地点の小水力開発事業 最大出力61kWの発電設備を設置。平成22年度は普及啓発事業の実施。

水力発電 岩手県 平成21 平成22 地方公共団体 岩手県八幡平市 明治百年記念公園小水力発電所建設事業 農業用水を利用した9.9kWの発電設備を設置。

水力発電 岩手県 平成20 平成22 非営利民間団体 照井土地改良区 照井発電所普及啓発事業 一関市に農業用水を利用した50kWの発電設備を設置。平成22年度は普及啓発事業の実施。

水力発電 茨城県 平成21 平成22 非営利民間団体 独立行政法人水資源機構 小貝川注水工小水力発電設備導入事業 工業用水を利用した110kWの発電設備を設置。

水力発電 群馬県 平成21 平成23 地方公共団体 群馬県企業局 新利南発電所建設事業 維持流量を利用した最大出力1,000kW(500kW×2台）の発電設備を設置。

水力発電 群馬県 平成22 平成22 社会システム枠 高崎市・東京発電株式会社 白川発電所建設事業 発電出力60kWの小水力発電を水道施設に導入し、自家消費。余剰電力を売電。
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水力発電 埼玉県 平成22 平成23 社会システム枠 さいたま市・東京発電株式会社 北部第一・第二発電所建設事業 北部配水場に最大出力70kW及び32kWの発電設備を設置。

水力発電 埼玉県 平成22 平成22 社会システム枠 さいたま市・東京発電株式会社 大宮発電所建設事業 大宮配水場に最大出力49kWの発電設備を設置。

水力発電 山梨県 平成22 平成23 地方公共団体 山梨県企業局 深城発電所建設事業 最大出力340kWの発電設備を設置。

水力発電 山梨県 平成20 平成22 地方公共団体 都留市 都留市家中川小水力市民発電所「元気くん２号」建設事業 最大出力19kWの発電設備を設置。Ｈ22年度は普及啓発事業の実施。

水力発電 山梨県 平成22 平成23 社会システム枠 北杜市・三峰川電力株式会社 北杜市村山六ヶ村堰小水力発電共同導入事業　蔵原地点 北杜市蔵原地点に最大出力185kWの発電設備を設置。

水力発電 山梨県 平成22 平成23 社会システム枠 北杜市・三峰川電力株式会社 北杜市村山六ヶ村堰小水力発電共同導入事業　西沢地点 北杜市西沢地点に最大出力220kWの発電設備を設置。

水力発電 山梨県 平成22 平成23 社会システム枠 北杜市・三峰川電力株式会社 北杜市村山六ヶ村堰小水力発電共同導入事業　川子石地点 北杜市川子石地点に最大出力170kWの発電設備を設置。

水力発電 神奈川県 平成21 平成22 地方公共団体 横浜市水道局 横浜市水道局青山水源事務所小水力発電設備導入事業 水道用水を利用した最大出力75kWの発電設備を設置。

水力発電 神奈川県 平成21 平成22 地方公共団体 神奈川県企業庁 中津配水池他小水力発電設備設置事業 中津配水池に100kW、葛原配水池に24kWの発電設備を設置。

水力発電 神奈川県 平成20 平成22 地方公共団体 神奈川県企業庁 神奈川県企業庁小水力発電設備設置事業 芹沢配水池に55kW、道志第４発電所に59kWの発電設備を設置。平成22年度は普及啓発事業の実施。

水力発電 富山県 平成22 平成23 地方公共団体 黒部市 宮野用水発電所建設事業 最大出力750kWの発電設備を設置。

水力発電 富山県 平成21 平成22 非営利民間団体 庄川沿岸用水土地改良区連合 庄川合口発電所設置事業 庄川用水合口ダムに570kWの発電設備を設置。

水力発電 富山県 平成22 平成23 地方公共団体 富山県企業局 庄発電所（仮称）建設事業 最大出力190kWの発電設備を設置。

水力発電 富山県 平成20 平成22 地方公共団体 富山県企業局 仁右ヱ門用水発電所建設事業 農業用水を利用した460kWの発電設備を設置。平成22年度は普及啓発事業の実施。

水力発電 富山県 平成21 平成23 地方公共団体 富山市 上滝東町・東新町公民館小水力発電導入事業 用水を利用した最大出力88kWの発電設備を設置。

水力発電 富山県 平成21 平成23 地方公共団体 富山市 常西公園小水力発電導入事業 用水を利用した9.9kWの発電設備を設置。

水力発電 石川県 平成22 平成23 地方公共団体 金沢市企業局 末浄水場小水力発電設備導入事業 水道水の余剰圧力を利用した42kWの発電設備を設置。

水力発電 京都府 平成20 平成22 地方公共団体 京都府 水運用拠点施設（仮称）新エネルギー導入事業 100kWの太陽光発電設備と31kWの水力発電所を設置。平成22年度普及啓発事業の実施。

水力発電 三重県 平成19 平成22 地方公共団体 三重県企業庁 三重県企業庁小水力発電設備導入事業
①桑名市の播磨浄水場に水道用水を利用した77kWの発電設備を設置。
②志摩市の磯部浄水場に水道用水を利用した32kWの発電設備を設置。

水力発電 福岡県 平成21 平成22 地方公共団体 福岡市水道局 瑞梅寺浄水場小水力発電設備導入事業 水道用水を利用した35kWの発電設備を設置。

水力発電 宮崎県 平成22 平成23 地方公共団体 宮崎県企業局 企業局新エネルギー導入事業（水力発電） 最大出力33kWの発電設備を設置。
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天然ガスコージェネレー
ション

神奈川県 平成22 平成22 非営利民間団体 医療法人横浜宮崎脳神経外科病院
医療法人 横浜宮崎脳神経外科病院　高効率型天然ガスコージェ
ネレーション設備導入事業

天然ガスコージェネレーション設備（25kW×2台）を設置し、発電電力は構内の電力負荷、排熱は構内の温
水および暖房負荷対応。

天然ガスコージェネレー
ション

熊本県 平成21 平成22 非営利民間団体
社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病
院

済生会熊本病院における高効率天然ガスコージェネレーション設
備への更新事業

既設の天然ガスコージェネレーション設備を高効率ガスエンジン(400kW×3台)に更新。

地熱発電 鹿児島県 平成22 平成23 非営利民間団体 財団法人メディポリス医学研究財団 メディポリス指宿　地熱バイナリー発電所　建設事業 定格出力1,800kWのバイナリー発電設備を設置。
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