
1 太陽光 埼玉 社会福祉法人
いなほ会

わらしべ保育園太陽光
発電設備導入事業

わらしべ保育園の屋根に20kWの太陽光
発電設備を設置する。

2 太陽光 東京 特定非営利活動法人
エコメッセ

武蔵大学に市民発電所
１号機設置事業

武蔵大学の屋上に3kWの太陽光発電設
備を設置する。

3 太陽光 愛知 学校法人
菊武学園

名古屋産業大学太陽光
発電システム設備導入
事業

名古屋産業大学の３号館屋上に10kWの
太陽光発電設備を設置する

4 太陽光 兵庫 財団法人
ひょうご環境創造協会

ひょうごグリーンエネル
ギー基金（有）佐用自動
車整備工場太陽光発電
設備導入事業

佐用町に所在する（有）佐用自動車整備
工場の建物の屋上を借用し、4.56kWの太
陽光発電設備を設置する。

5 太陽光 北海道 学校法人東学園 美晴幼稚園太陽光発電
設備導入事業

美晴幼稚園の屋根に7kWの太陽光発電
設備を設置する。

6
廃棄物燃料

製造 山形 特定非営利活動法人
知音 BDF製造設備導入事業 知音の既築建屋内に、１００Ｌ容量のＢＤ

Ｆ製造設備を設置する。

7 太陽光 福岡 社会福祉法人
二川児童福祉会

二川児童福祉会太陽光
発電設備導入事業

筑後二川保育園園舎の屋上に10kWの太
陽光発電設備を設置する。

8 太陽光 神奈川 学校法人
みちひろ学園

れんげ幼稚園太陽光発
電設備導入事業

れんげ幼稚園の既設園舎屋上に６kWの
太陽光発電設備を設置する。

9 太陽光 三重 宗教法人
南尚院

南尚院太陽光発電設備
導入事業

南尚院の屋根部に3.79kWの太陽光発電
を設置する。

10 太陽光 群馬 社会福祉法人
上毛愛隣社

めぐみ保育園　太陽光
発電導入事業

めぐみ保育園の既築屋に9.5kWの太陽光
発電設備を設置する。

11 太陽光 千葉 学校法人
もっこく学園

もっこく学園太陽光発電
設備導入支援事業

もっこく学園の屋上に７．２kW（相当）の太
陽光発電設備を設置する。

12 太陽光 栃木 学校法人
北関東カトリック学園

聖ﾖｾﾞﾌ幼稚園太陽光電
設設備導入事業

聖ﾖｾﾞﾌ幼稚園の２階廊下ひさしに5.32kW
の太陽光発電設備を設置する。

13 太陽光 山梨 社会福祉法人
博愛保育園

博愛保育園太陽光発電
設備発電設備導入事業

博愛保育園の屋上に10kWの太陽光発電
設備を設置する。

14 太陽光 栃木 社会福祉法人
みどり会

野沢保育園　太陽光発
電設備導入事業

野沢保育園屋上に9.７７kWの太陽光発電
設備を設置する。
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15 太陽光 茨城 社会福祉法人
翠清福祉会

グループホームかたくり
太陽光発電設備導入事
業

グループホームかたくりの屋根に9.5kW
の太陽光発電設備を設置する。

16 太陽光 東京 宗教法人
ｶﾄﾘｯｸ聖心侍女修道会

雪ノ下修道院太陽光発
電設備導入事業

雪ノ下修道院の屋根に、10.7kWの太陽光
発電設備を設置する。

17 太陽光 栃木 学校法人
源学園

源学園太陽光発電設備
導入事業

源学園所有の中鶴田幼稚園の屋上に
15.6kWの太陽光発電設備を設置する。

18 太陽光 千葉
社会福祉法人
蓮沼福祉会　蓮沼保育
園

蓮沼保育園　太陽光発
電設備導入支援事業

蓮沼保育園の屋根上に30.06kWの太陽
光発電設備を設置する。

19 太陽光 東京 宗教法人
妙見寺

妙見寺太陽光発電設備
導入事業

妙見寺の既築庫屋上に5kWの太陽光発
電設備を設置する。

20 太陽光 静岡 学校法人
無憂樹（アソカ）学園

無憂樹学園太陽光発電
設備導入事業

百花幼稚園の屋根部分に5.85kWシステ
ムの太陽光発電設備を設置する。

21 太陽光 長野
財団法人
医療経済研究・社会保
険福祉協会

（仮称）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ佐久
太陽光発電設備導入事
業

高齢者共同住宅「（仮称）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ佐
久」の屋根上に30kWの太陽光発電装置
を設置する。

22 太陽光 栃木 学校法人
しずわでら学園

しずわでら学園太陽光
発電設備導入事業

学校法人しずわでら学園経営のふじおか
幼稚園園舎の屋上に、17.82kWの太陽光
発電設備を設置する。

23 太陽光 東京 宗教法人
祥雲寺

祥雲寺太陽光発電設備
導入支援事業

祥雲寺の敷地内に10.02kWの太陽法発
電設備を設置する。

24 太陽光 千葉 宗教法人
善照寺

善照寺太陽光発電設備
導入事業

善照寺壇信徒会館屋上に約10kWの太陽
光発電設備を設置する。

25 太陽光 愛知
学校法人
藤岡学園
中山松元幼稚園

中山松元幼稚園太陽光
発電設備導入事業

中山松元幼稚園の屋上に12kWの太陽光
発電設備を設備導入する。

26 太陽光 鳥取 社会福祉法人
ショウトク福祉会

保育園ベアーズ太陽光
発電設備導入事業

ショウトク福祉会保育園ベアーズの屋根
に３kWの太陽光発電設備を設置する。

27 太陽光 広島 社会福祉法人
あかつき会

手城西保育園
太陽光発電設備導入事
業

手城西保育所の子育て支援室屋根に
2.7kWの太陽光発電設備を設置する。

28 太陽光 大阪 社会福祉法人
よしみ会

泉北園太陽光発電設備
導入事業

泉北園の既築屋根部に、12ｋｗの太陽光
発電設備を設置する。

29 太陽光 大阪 学校法人
聖晋学園

みくにひじり幼稚園太陽
光発電設備導入事業

みくにひじり幼稚園の屋上に10.56kWの
太陽光発電設備を設置する。
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30 太陽光 愛媛 医療法人
椿クリニック

医療法人椿クリニック
太陽光発電設備導入事
業

椿クリニック屋上に10kWの太陽光発電設
備を設置する。

31 太陽光 兵庫 学校法人
広田学園

広田幼稚園太陽光発電
設備導入事業

広田幼稚園の屋上に8.96kWの太陽光発
電設備と72Wの風車を設置する。

32 太陽光 京都 社会福祉法人
ゆりかご会

ゆりかご保育園太陽光
発電設備導入事業

ゆりかご保育園の屋根に5kWの太陽光
発電設備する。

33 太陽光 兵庫 社会福祉法人
信愛会

若草保育園太陽光発電
設備導入事業

若草保育園の屋上に10.56kWの発電設
備を設置する。

34 太陽光 大阪 社会福祉法人
天宗社会福祉事業会

天宗第二長吉園太陽光
発電設備導入事業

天宗第二長吉園の本館,別館屋上に合計
19kWの太陽光発電設備を設置する。

35 太陽光 岡山 社会福祉法人
大崎ゆりかご会

大崎保育園太陽光発電
設備導入事業

大崎保育園の屋根上に10kWの太陽光発
電設備を設置する。

36 太陽光 大阪 社会福祉法人
公徳会

マーヤ保育園太陽光発
電設備導入事業

マーヤ保育園の屋上に10kWの太陽光発
電設備を設置する。

37 太陽光 大阪 社会福祉法人
どんぐり福祉会

どんぐり保育園新築園
舎太陽光発電設備導入
事業

どんぐり保育園の屋上に１１kWの太陽光
発電設備を設置する。

38 太陽光 兵庫
特定非営利活動法人
ミカゲインターナショナ
ルチルドレンセンター

ミカゲインターナショナ
ルチルドレンセンター芦
屋キャンパス太陽光発
電設備導入事業

ＭICC芦屋キャンパスの屋根に17.7kWの
太陽光発電設備を設置する。

39 太陽光 京都 学校法人
むそう学園

夢窓幼稚園太陽光発電
設備導入事業

夢窓幼稚園の屋根に約５kWの太陽光発
電設備を設置する。

40 太陽光 大阪 医療法人
青青会

東條三愛クリニック太陽
光発電設備導入事業

東條三愛クリニックの屋根上に10kWの太
陽光発電設備を設置する。

41 太陽光 鹿児島
社会福祉法人
笹桐福祉会たけおか保
育園

たけおか保育園太陽光
発電設備導入事業

たけおか保育園の屋上に11.88kWの太陽
光発電設備を設置する。

42 太陽光 山口 社会福祉法人
松原保育園

松原保育園太陽光発電
設備導入事業

松原保育園の屋上に11.88kWの太陽光
発電設備を設置する。

43 太陽光 山口 社会福祉法人
和光保育園

和光保育園太陽光発電
設備導入事業

和光保育園の屋上に10.56kWの太陽光
発電設備を設置する。

44 太陽光 大分 社会福祉法人
羽仁保育園

羽仁保育園太陽光発電
設備導入事業

羽仁保育園の屋根に8.1kWの太陽光発
電設備を設置する。
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45 太陽光 鹿児島 医療法人
和幸会

グループホームたんぽ
ぽ太陽光発電設備導入
事業

グループホームたんぽぽに11.88kWの太
陽光発電設備を設置する。

46 太陽光 鹿児島
学校法人
城山学園カトレア幼稚
園

カトレア幼稚園太陽光
発電設備導入事業

カトレア幼稚園の屋根に10.08kWの太陽
光発電設備を設置する。

47 太陽光 長崎 医療法人
社団大塚会（唐比病院）

唐比病院太陽光発電設
備導入事業

大塚会唐比病院の病棟別館、デイケア
棟の屋上及び屋根に合計30kWの太陽光
発電設備を設置する。

48 太陽光 福岡 社会福祉法人
さいわい福祉会

野ばら第二保育園　太
陽光発電設備導入事業

野ばら第二保育園の屋根に10kWの太陽
光発電設備を設置する。

49 太陽光 鹿児島 社会福祉法人
松の木福祉会

松下保育園太陽光発電
設備導入事業

松下保育園の屋上に11.88 kWの太陽光
発電設備を設置する。

50 太陽光 福岡 社会福祉法人
大木福祉会

「きさきっこ・おひさまの
家」太陽光発電設備導
入事業

木佐木保育園の屋上に10kWの太陽光発
電を設置する。

51 太陽光 福岡 社会福祉法人
純正福祉会

（仮称）青葉東保育園
太陽光発電設備導入事
業

（仮称）青葉東保育園の屋根に約10kWの
太陽光発電設備を設置する。

52 太陽光 鹿児島 学校法人
和光学園日当山幼稚園

日当山幼稚園太陽光発
電設備導入事業

日当山幼稚園の屋根に10kWの太陽光発
電設備を設置する。

53 太陽光 北海道 宗教法人 生長の家
帯広教化部

生長の家帯広教化部太
陽光発電設備導入事業

生長の家帯広教化部の屋上に10kWの太
陽光発電設備を設置する。

54
ハイブリッド
（太陽光・風

力）
東京 財団法人

国際ｱｲﾃｨー財団
太田駅南口ｿｰﾗｰ街灯
導入事業

太田駅南口に１２５ｗの太陽光発電及び
６２ｗの風力のﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ型発電を備えた
街灯を２基設置する。

55
天然ガス
コージェネ 神奈川 社会福祉法人

阿部睦会

共楽会天然ガスコー
ジェネレーション設備導
入事業

共楽会の屋上に発電量9.9kWの天然ｶﾞｽ
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝを設置する。排熱は温水
回収し、温水ボイラの負荷低減を図る。

56
天然ガス
コージェネ 京都 医療法人

西陣健康会

堀川病院天然ガスコー
ジェネレーションシステ
ム設備導入事業

堀川病院の屋上に発電容量66kWの天然
ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝを設置する。排熱は温
水回収し給湯（浴室、厨房）に利用する。

57
天然ガス
コージェネ 大阪 社会福祉法人

恵和会

特別養護老人ホーム河
原城苑天然ガスコー
ジェネレーション設備導
入事業

河原城苑の屋上に22kWの天然ガスｺｼﾞｪ
ﾈﾚｰｼｮﾝ設備を設置する。排熱は既設貯
蓄槽の昇温に利用する。

58
天然ガス
コージェネ 和歌山 社会福祉法人

つわぶき会

綜成苑天然ガスコー
ジェネレーション設備導
入事業

綜成苑の屋上に5kWの天然ガスﾏｲｸﾛｺ
ｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備を設置する。排熱は温水
回収し、温水ボイラの負荷低減を図る。

59
天然ガス
コージェネ 京都 医療法人

財団　医道会

大羽記念病院における
天然ガスコージェネレー
ション設備導入事業

大羽記念病院敷地内に9.8kWの天然ガス
焚ﾏｲｸﾛｺｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝを設置する。排熱は
温水回収し、温水ボイラの負荷低減を図
る。
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60 太陽光 熊本 社会福祉法人
和光福祉会富岡保育園

富岡保育園太陽光発電
設備導入事業

富岡保育園の屋根に8.98kWの太陽光発
電設備を設置する。

61 太陽光 大阪 社会福祉法人
親和会

末広保育園太陽光発電
設備導入事業

末広保育園の屋上に13.3kWの太陽光発
電設備を設置する。

62
ハイブリッド
（太陽光・風

力）
鹿児島

学校法人
カトリック大隅学園カト
リック国分幼稚園

カトリック国分幼稚園
太陽光発電設備導入事
業

カトリック国分幼稚園の屋根に10.45kWの
太陽光発電設備及び庭にハイブリッド型
外灯を設置する。

63 太陽光 群馬
医療法人
同人会（みどりクリニッ
ク）

通所介護事業所デイみ
さと太陽光発電設備導
入事業

デイみさとの屋上に、合計9.29kWの太陽
光発電設備を設置する。

64 太陽光 埼玉 社会福祉法人
日の出福祉会

小島南保育園太陽光発
電設備発電設備導入事
業

小島南保育園老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰまど
かの屋上に15kWの太陽光発電設備を設
置する。

65 太陽光 埼玉 社会福祉法人
東光会新里保育園

新里保育園太陽光発電
設備導入事業

新里保育園の屋上に30kWの太陽光発電
設備を設置する。

66 太陽光 島根 医療法人
嘉村医院

嘉村医院太陽光発電設
備導入事業

嘉村医院の屋根上に5kWの太陽光発電
設備を設置する。

67 太陽光 岡山 社会福祉法人
愛育会

のぞみ保育園太陽光発
電設備導入事業

のぞみ保育園の屋上に10kWの太陽光発
電設備を設置する。

68 太陽光 高知 学校法人
入交学園あたご幼稚園

あたご幼稚園太陽光発
電設備導入事業

あたご幼稚園の屋上に10kWの太陽光発
電設備を設置する。

69 太陽光 高知 学校法人
若草幼稚園

若草幼稚園太陽光発電
設備導入事業

若草幼稚園の屋上に10kWの太陽光発電
設備を設置する。

70 太陽光 高知 学校法人
島内学園

フレンド幼稚園太陽光
発電設備導入事業

フレンド幼稚園の屋上に１１kW太陽光発
電設備を設置する。

71 太陽光 岡山 社会福祉法人
親栄会

乳児親和保育園太陽光
発電設備導入事業

乳児親和保育園の屋上に10kWの太陽光
発電設備を設置する。

72 太陽光 兵庫 学校法人
兵庫朝鮮学校

西播朝鮮初中級学校太
陽光発電設備導入事業

西播朝鮮初中級学校校舎の屋上に
10.8kWの太陽光発電設備を設置する。

73 太陽光 鹿児島 社会福祉法人
本城福祉会

本城福祉会国見保育園
太陽光発電設備導入事
業

国見保育園の園舎屋根に10.45kWの太
陽光発電設備を設置する。

74 太陽光 鹿児島
社会福祉法人
吉留福祉会(エンゼル保
育園）

エンゼル保育園太陽光
発電設備導入事業

ｴﾝｾﾞﾙ保育園の屋根に12.67kWの太陽光
発電設備を設置する。
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75 太陽光 鹿児島 社会福祉法人
円鏡福祉会

円鏡保育園太陽光発電
設備導入事業

円鏡保育園の屋根に5.32kWの太陽光発
電設備を設置する。

76 太陽光 鹿児島 社会福祉法人
明光保育園

明光保育園太陽光発電
設備導入事業

明光保育園の屋根に12.67kWの太陽光
発電設備を設置する。

77 太陽光 山口 宗教法人
龍泉寺

龍泉寺太陽光発電設備
導入事業

龍泉寺の屋根に6.86kWの太陽光発電設
備を設置する。

78 太陽光 大分
社会福祉法人
城南福祉会ゆりかご保
育園

ゆりかご保育園　太陽
光発電設備導入事業

ゆりかご保育園の屋上に9.3kWの太陽光
発電設備を設置する。

79 太陽光 大分 宗教法人
新善光寺

新善光寺太陽光発電設
備導入事業

新善光寺内庫裏屋根に8.4kWの太陽光
発電設備を設置する。

80 太陽光 大分 社会福祉法人
宇佐福祉会宇佐保育園

宇佐保育園太陽光発電
設備導入事業

宇佐保育園の屋上に9.7kWの太陽光発
電設備を設置する。

81 太陽光 熊本 社会福祉法人
鞍岳会

川辺保育園太陽光発電
設備導入

川辺保育園の屋根に10kWの太陽光発電
設備を設置する。

82 太陽光 大分 特定非営利活動法人
養老会

ディサービスセンターよ
しちゃん家太陽光発電
設備導入事業

デイサ－ビスセンタ－よしちゃん家の屋
根に8.6kWの太陽光発電設備を設置す
る。

83 太陽光 鹿児島 社会福祉法人
光愛福祉会

光愛保育園　太陽光発
電設備導入事業

光愛保育園の屋根に15kWの太陽光発電
設備を設置する。

84 太陽光 熊本 NPO法人
温心会

温心会太陽光発電設備
導入事業

温心会所有施設の屋上に20.8KWの太陽
光発電設備を設置する。

85 太陽光 大分
社会福祉法人
護念福祉会由布川保育
園

由布川保育園太陽光発
電設備導入事業

由布川保育園の屋根等に9.7kWの太陽
光発電設備を設置する。

86 太陽光 熊本 社会福祉法人
みすみ保育園

みすみ保育園太陽光発
電設備導入事業

みすみ保育園の屋根に11.25kWの太陽
光発電設備を設置する。

87 太陽光 山口 社会福祉法人
藤山福祉会

藤山福祉会太陽光発電
設備導入事業

藤山保育園の屋上に10.56kWの太陽光
発電設備を設置する。

88
天然ガス
コージェネ 東京 社会福祉法人

育秀会

特別養護老人ホーム第
２育秀会天然ガスコー
ジェネレーションシステ
ム設備導入事業

第２育秀会の屋上に発電容量6kWの天
然ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝを設置する。排熱は
温水回収し、温水ボイラの負荷低減を図
る。

89
天然ガス
コージェネ 大阪 社会福祉法人

佐太善友会

特別養護老人ホーム梅
香苑における天然ガス
焚マイクロコージェネ
レーション設備導入事
業

梅香苑の敷地内に9.8kWの天然ガス焚き
ﾏｲｸﾛｺｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備を設置する。排熱
は温水回収し給湯（浴室、厨房）に利用
する。
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90
天然ガス
コージェネ 京都 社会福祉法人

師子王会

老人保健施設友々苑に
おける天然ガスコージェ
ネレーション設備導入
事業

友々苑の施設内に5kWの天然ガス焚きﾏ
ｲｸﾛｺｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備を設置する。排熱
は温水回収し洗面所の給湯に利用する。

91
天然ガス
コージェネ 京都 医療法人

正生会

老人保健施設岩倉いこ
いの里における天然ガ
ス焚マイクロコージェネ
レーション設備導入事
業

岩倉いこいの里敷地内に5kWの天然ガス
焚きﾏｲｸﾛｺｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備を設置する。
排熱は温水回収し給湯（浴室、洗面所）
に利用する。

92
天然ガス
コージェネ 大阪 医療法人

愛仁会

老人保健施設ケーアイ
における天然ガス焚マ
イクロコージェネレー
ション設備導入事業

老人保健施設ケーアイの敷地内に9.8kW
の天然ガス焚ﾏｲｸﾛｺｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ排熱は
温水回収し給湯に利用する。

93 太陽光 群馬
宗教法人
福音伝道教団太田キリ
スト教会

太田キリスト教会太陽
光発電所設備導入事業

教会の施設で教会の屋根上に6.07kWの
太陽光発電設備を設置する。

94 太陽光 茨城 宗教法人
向龍寺

向龍寺太陽光発電設備
導入事業

向龍寺屋上に7.13kWの太陽光発電設備
を設置する。

95 太陽光 栃木 学校法人
城山学園

城山学園太陽光発電導
入事業

学校法人城山学園の屋上に9.5kWの太
陽光発電設備を設置する。

96 太陽光 鹿児島
社会福祉法人
光山福祉会ひかりやま
保育園

ひかりやま保育園太陽
光発電設備導入事業

ひかりやま保育園の庭に14.85kWの太陽
光発電を設置する。

97 太陽光 佐賀 宗教法人
傳称寺

傳称寺太陽光発電設備
導入事業

傳称寺の屋上に6.32kWの太陽光発電設
備を設置する。

98 太陽光 佐賀 社会福祉法人
りんどう会平原保育園

平原保育園太陽光発電
設備導入事業

平原保育園の屋上に4.75kWの太陽光発
電設備を設置する。

99
ハイブリッド
（太陽光・風

力）
福島

特定非営利法人
うつくしまきららサポート

うつくしまきららサポート
太陽光･風力発電設備
導入事業

町内の中心に位置している石尊山公園
敷地内に、小型風力発電(1,370Ｗ）及び
太陽光発電（３６０Ｗ）を設置する。

100 風力 山口
特定非営利法人
地球温暖化防止協会

油谷町菱海保育所への
連係タイプ小型風力発
電設備導入事業

山口県油谷町立「菱海保育園」の駐車場
に6ｋｗ定格の系統連系タイプ小型風車を
設置する。

101 風力 千葉
特定非営利法人
地球温暖化防止協会

大網白里町農村環境改
善ｾﾝﾀｰへの連系ﾀｲﾌﾟ
小型風力発電設備導入
事業

千葉県大網白里町「農村環境改善ｾﾝ
ﾀｰ」の駐車場に6ｋｗ定格の系統連系タイ
プ小型風車を設置する。


