
年度 県名 事業者 実施場所
出力

（kW）
4 広島県 中国電力㈱ 広島広域公園 10

広島県 中国電力㈱ 広島広域公園 20
5 岡山県 岡山市 上道学校給食センター 10

岡山県 岡山県企業局 岡山県庁 20
6 島根県 島根県警察本部 西郷警察署 15
7 山口県 ㈱徳山国際カントリー倶楽部 法師ヶ岳福祉センター 30
8 広島県 学校法人 福山学園 銀河学院中学校 20
9 広島県 呉市 呉市立二河中学校 30

広島県 呉信用金庫 蒲刈支店 10
広島県 蒲刈町 オレンジパーク（農業公園） 20
山口県 防府市 青少年科学館ソラール 20
山口県 山口県 総合交通センター 10

10 岡山県 丸戸㈱ 丸戸㈱ 本社 100
岡山県 学校法人 吉備学園 岡山商科大付属高等学校 20
岡山県 浅口タクシー㈱ 浅口タクシー㈱本社社屋 10
広島県 社会福祉法人安芸会 特別養護老人ホーム温品荘 20
広島県 イームル工業㈱ イームル工業㈱ 20
山口県 宇部テクノエンジ㈱ 宇部テクノエンジ㈱パーツセンター 10
山口県 徳山海陸運送㈱ 徳山海陸運送㈱港町倉庫 10

11 岡山県 ㈱山田養蜂場（旧㈱ミコー） ㈱山田養蜂場 60
岡山県 明石被服興業㈱ 明石被服工業㈱本社工場 60
岡山県 真備町 真備町立図書館 20
広島県 アヲハタ㈱ アヲハタ㈱忠海カフェテリア 10
山口県 社会福祉法人松風会 救護施設愛和苑本館 20

12 鳥取県 鳥取三洋電機㈱ LCD事業部TFT第２工場 150
鳥取県 鹿野町 鹿野町立鹿野小学校 30
岡山県 ㈱山田養蜂場（旧㈱ミコー） ㈱山田養蜂場 60
岡山県 生活協同組合おかやまコープ コープ児島 10
岡山県 豊和㈱ 豊和㈱本社工場 10
広島県 千代田町 千代田町庁舎 50
広島県 熊野町 熊野町庁舎 20
広島県 学校法人 福山暁の星学院 福山暁の星女子中学・高等学校 20
広島県 豊国工業㈱ 豊国工業㈱ 10
広島県 ㈱広島リバーサイドホテル ホテルJALシティ広島 10
広島県 東広島市 東広島市立三ツ城小学校 10
山口県 山口県 山口県スポーツ交流ゾーン多目的ドーム 30
山口県 ㈱原弘産 シニアウエルス下関 30
山口県 柳井市 柳井市立柳東小学校 20
山口県 光市 光市総合福祉センター 10
山口県 柏原塗研工業㈱ 柏原塗研工業㈱本社ビル 10

13 岡山県 医療法人福嶋医院 いるかの家リハビリテーションセンター 20
岡山県 哲西町 きらめき広場・哲西(町民総合センター) 10
岡山県 コスモ石油㈱ コスモ石油 セルフステーション沼ＳＳ 10
岡山県 清音村 清音村立清音幼稚園 10
広島県 社会福祉法人鏡福祉会 わかば保育園 20
広島県 御調町 御調町こども図書館 10
山口県 積水ハウス㈱ 積水ハウス㈱山口工場 30
山口県 ㈱藤井電業社 ㈱藤井電業社 本社ビル 10

14 鳥取県 鳥取県生活協同組合 鳥取県生活協同組合 商品センター 10
岡山県 医療法人佐藤医院 佐藤医院デイケアセンター 30
岡山県 コスモ石油㈱ コスモ石油 岡山野殿ＳＳ 10
岡山県 岡山県 岡山県総合グランド陸上競技場 10
岡山県 総社市 国民宿舎サンロード吉備路 10
岡山県 井原市 井原市庁舎 10

○産業等用太陽光発電フィールドテスト事業

中国地域における新エネルギー助成制度の実施状況

岡山県 井原市 井原市庁舎 10
岡山県 御津町 御津町歴史郷土資料館 30
岡山県 熊山町 熊山町桜が丘地区コミュニティセンター 40
広島県 学校法人広島国際学院 広島国際学院大学 学生会館棟 30
広島県 三菱重工業㈱ 広島製作所 観音工場内変電所遊休地 10
広島県 ㈱ソルコム ㈱ソルコム 社員寮「リベルテソルコム」 10
広島県 社会福祉法人幸陽会 春日保育所 乳児ほふく室 他 10
広島県 社会福祉法人飛鳥 社会福祉施設 飛鳥苑 10
広島県 呉市 呉市郷原交流センター 20
広島県 コスモ石油㈱ （東広島SS） コスモ石油㈱ 東広島SS 10
広島県 福富町 福富町福祉保健センター・庁舎 20
広島県 医療福祉法人翠仁会 介護老人保健施設 ナーシングホームみかみ屋上 20
山口県 学校法人櫨蔭学園 聖光高等学校 20
山口県 光地区消防組合 光地区消防組合消防本部庁舎 10
山口県 山口県企業局 宇部丸山ダム 20



年度 県名 事業者 実施場所 出力
（kW）

15 島根県 安来市 安来市立図書館(新設)･安来市立和鋼博物館(既設) 20
岡山県 コアテック㈱ コアテック㈱本社工場 100
岡山県 長船町 新長船町学校給食共同調理場 10
広島県 シャープ㈱(通信システム事業本部) シャープ㈱通信システム事業本部 90
広島県 学校法人ノートルダム清心学園 学校法人ノートルダム清心学園 20
広島県 大之木建設㈱ 大之木建設㈱本社ビル 10
広島県 ㈱石井表記 ㈱石井表記駐車場 10
広島県 大柿町 大柿町立大古小学校 10
山口県 学校法人長門高等学校 長門高等学校２号館 30

16 島根県 社会福祉法人桑友 精神障害者通所授産施設「まるべりー松江」 20
岡山県 コアテック㈱ コアテック㈱工場棟 40
岡山県 備前市 新庄地区浄化センター 10
岡山県 ㈱山田養蜂場 ㈱山田養蜂場工場棟 60
岡山県 医療法人三十会 倉敷神経科病院 40
岡山県 船穂町 船穂町民会館 30
岡山県 宗教法人生長の家岡山県教化部 宗教法人生長の家岡山県教化部会館 30
岡山県 大佐町 大佐町総合センター 20
岡山県 ㈱リプロ ㈱リプロ本社工場 20
岡山県 倉敷市 児島リサイクルセンター 20
岡山県 倉敷市 倉敷市立倉敷翔南高等学校 10
岡山県 ㈱化繊ノズル製作所 ㈱化繊ノズル製作所東江原工場 10
岡山県 久米町 大井東コミュニティハウス 10
岡山県 久米南町 久米南町公民館神目支館 10
岡山県 ㈱ループシステム ㈱ループシステム新社屋ビル 10
岡山県 セロリー㈱ セロリーデザイナーズルーム 10
岡山県 ㈱勝英自動車 ㈱勝英自動車学校別館ビル 20
岡山県 有限会社ラディファンス 小規模多機能ホーム 20
岡山県 富士尾産業㈱ 富士尾産業㈱本社ビル倉庫棟 10
岡山県 光陽警備保障㈱ 光陽警備保障㈱本社ビル 10
岡山県 新生電機㈱ 新生電機㈱ 10
広島県 シャープ㈱(IC事業本部) シャープ㈱IC事業本部センタービル動力棟 50
広島県 ㈱島屋 ㈱島屋倉庫 10
山口県 ＫＤＤＩ㈱ ＫＤＤＩ㈱山口衛星通信センターパラボラ館 30
山口県 三菱重工㈱（下関造船所江の浦工場） 三菱重工㈱下関造船所江ノ浦工場 10

17 鳥取県 鳥取旭工業㈱ 鳥取旭工業㈱本社事務所 10
鳥取県 ㈲がんぴ舎 ㈲がんぴ舎 10
鳥取県 ㈲とんや （仮称）とんや介護付有料老人ホーム 10
島根県 社会福祉法人隠岐共生学園 社会福祉法人隠岐共生学園「老人保健施設ともいきの郷」 20
島根県 ㈱丸田 ㈱丸田 ライフラボ益田ショールーム 10
島根県 出雲造機㈱ 出雲造機㈱ 本社 10
岡山県 世界貿易センター 岡山ビルディング㈱ 世界貿易センター・岡山ビルディング 60
岡山県 ㈱山田養蜂場 健康科学研究所 10
岡山県 ㈱山田養蜂場 第２工場 60
岡山県 ㈱山田養蜂場 工場棟・本社事務所棟 140
岡山県 ㈱山田養蜂場 研究棟 30
岡山県 ㈱山田養蜂場 創造経済研究所 岡山ビル 40
岡山県 ㈱山田養蜂場 健康科学研究所 10
岡山県 ㈱山田養蜂場 健康科学研究所 20
岡山県 ㈱山田養蜂場 グループメーリング棟 90
岡山県 ㈱山田養蜂場 グループ図書館 15
岡山県 岡山県企業局 工業用水道事務所 鶴新田浄水場 400
岡山県 岡山県企業局 工業用水道事務所 笠岡浄水場 70
岡山県 ㈱勝英自動車学校 宿泊施設 20
岡山県 コアテック㈱ 本社屋根 30

○太陽光発電新技術等フィールドテスト事業 １／２

中国地域における新エネルギー助成制度の実施状況

岡山県 コアテック㈱ 本社屋根 30
岡山県 学校法人岡本学園 あさひ幼稚園 11
岡山県 三咲町 美咲町立中央小学校 10
岡山県 久米南町 久米南町公民館誕生寺支館 10
岡山県 津山市 津山市庁舎 10
岡山県 院庄林業㈱ インノショウフォレストリー㈱くめ工場 670
岡山県 医療法人創和会 重井医学研究所付属病院 70
岡山県 社会福祉法人鶯園 鶯園デイサービスセンター 19
岡山県 ㈱大町 ㈱大町 本社 19
岡山県 川田設備㈱ 川田設備㈱ 東片上営業所 10
岡山県 宗教法人妙林寺 宗教法人妙林寺 自走式駐車場 30
岡山県 社会福祉法人くすの木福祉会 中山保育園 18
岡山県 社会福祉法人つくし福祉会 下の町乳児保育園 18
岡山県 社会福祉法人恵聖会 富田保育園 18
広島県 医療法人紹応会河田産婦人科医院 河田産婦人科医院 10
広島県 日東電工㈱ 尾道事業所 350
広島県 日東電工㈱ 尾道事業所独身寮 40
広島県 学校法人広島県新庄学園 学校法人広島県新庄学園高校校舎屋上 70
広島県 北川精機㈱ 本社 事務所棟 40
広島県 社会福祉法人さつき会 田尻保育所 11
広島県 学校法人のぞみ学園 天使幼稚園 11
広島県 広島ガス高田販売㈱ 本社事務所 10
広島県 ㈲ながぬまランド スカイレジェンド 10
広島県 ㈲ながぬまランド Jランドシティ 10
広島県 大宮工業㈱ 大宮工業㈱ 10
広島県 日広電機工業㈱ 元町ビル 10
広島県 麒麟麦酒㈱ 広島ブルワリー 10
広島県 巣守金属工業㈱ 巣守金属工業㈱ プレス工場・事務所 20
広島県 社会福祉法人創樹会 デイサービスセンターさわらび 10
広島県 品川運送㈱ 品川運送㈱ 車輌駐車場１・２ 10
広島県 税理士法人 おがわ会計 税理士法人 おがわ会計 10
山口県 山口市 山口市立大内小学校屋内運動場 10
山口県 山口市 小郡町立小郡中学校校舎 20
山口県 社会福祉法人法輪会 しょうや保育園 11
山口県 宗教法人生長の家山口県教化部 宗教法人「生長の家 山口県教化部」境内地 20
山口県 社会福祉法人勝山園 勝山保育園 11
山口県 山口県宇部市 アクトビレッジおのコア施設 10
山口県 学校法人片山学園 小郡幼稚園 11
山口県 エルクホームズ㈱ エルクホームズ㈱ 本社ビル 10



年度 県名 事業者 実施場所
出力

（kW）
18 鳥取県 ㈱日之出運輸 ㈱日之出運輸 米子事業所 70

鳥取県 ㈱山陰リース ㈱山陰リース 本社 10
鳥取県 ㈱タナカ技建 ㈱タナカ技研 本社 10
島根県 ㈱平田自動車教習所 ㈱平田自動車教習所 本館 10
島根県 出雲一畑交通㈱ 出雲一畑交通㈱ 点検棟 10
島根県 安来市 安来市立広瀬中学校 20
島根県 一畑バス㈱ 一畑バス㈱事務所棟 10
島根県 ㈱伊藤工務店 ㈱伊藤工務店「いとうやペット葬祭ワンズ・ハート」 10
岡山県 麒麟麦酒㈱岡山工場 麒麟麦酒㈱岡山工場 20
岡山県 ㈱クラレ 倉敷事業所(玉島)クラレ生産・技術開発センター開発事務所 90
岡山県 岡山県企業局 発電総合管理事務所（仮称） 20
岡山県 岡山県企業局 工業用水道事務所 西之浦浄水場 400
岡山県 岡山県岡山市 灘崎幼保一体施設 10
岡山県 コアテック㈱ コアテック㈱本社工場倉庫棟 40
岡山県 岡山県 岡山県立倉敷天城中学校(仮称) 岡山県立倉敷天城中学校(仮称)教室棟 10
岡山県 学校法人創志学園 学校法人創志学園 ＩＰＵ（仮称） 10
岡山県 ㈱山田養蜂場 ㈱山田養蜂場 上森原社員寮 20
岡山県 ㈱山田養蜂場 ㈱山田養蜂場 瀬戸社員寮 30
岡山県 ㈱倉敷マスカット自動車学校 ㈱倉敷マスカット自動車学校ビル 30
岡山県 ㈱両備エネシス ㈱両備エネシス 国富ＳＳ 10
岡山県 社会福祉法人秋穂福祉会 清心保育園 18
岡山県 社会福祉法人倉敷福徳会 小谷かなりや保育園 20
岡山県 成道寺 宗教法人成道寺客殿・庫裏 10
岡山県 宗教法人生長の家岡山県教化部 宗教法人生長の家岡山県教化部会館 20
岡山県 富士尾産業㈱ 富士尾産業㈱本社工場棟 20
岡山県 福島工業㈱ 福島工業㈱岡山第二工場 20
岡山県 ㈲オフィスムラカミ ㈲オフィスムラカミ検査工場 11
岡山県 ㈲コンドウ 水島マンション 10
岡山県 ㈲伊丹車輌 ㈲伊丹車輌検査工場 11
岡山県 ＪＦＥスチール倉敷労働組合 ＪＦＥスチール労働組合ふれあい会館（仮称） 12
岡山県 ㈱日之出運輸 ㈱日之出運輸 曽原倉庫 200
岡山県 ㈱日之出運輸 ㈱日之出運輸 本社 20
岡山県 ㈱アス・ワン ㈱アス・ワン 15
岡山県 ㈱ノア ㈱ノア 本社ビル 10
岡山県 高山産業㈱ 高山産業㈱本社倉庫棟駐車場 10
岡山県 ㈲駅前駐車場 ㈲駅前駐車場ビル 16.5
広島県 広島県 小用港本小用旅客上屋 12
広島県 広島県安芸郡府中町 府中町くすのきプラザ（仮称） 50
広島県 ㈱中電工 ㈱中電工技術短期大学校 10
広島県 福山医療生活協同組合 福山医療生活協同組合城北診療所 20
広島県 シャープ㈱ シャープ㈱電子部品事業本部三原事業所第２工場 20
広島県 ㈱丸鋲 ㈱丸鋲 本社 10
広島県 ㈱寿エンジニアリング ㈱寿エンジニアリング 本社工場 10
広島県 呉市 広市民センター（仮称） 20
広島県 三原市 三原市立第五中学校 10
広島県 大崎上島町 大崎上島開発総合センター 12
広島県 佐々木産業㈲ 佐々木産業㈲駐車場 10
広島県 三島食品㈱ 三島食品㈱広島工場第３工場棟 10
広島県 社会福祉法人大崎福祉会 大崎美浜荘 30
広島県 備南工業㈱ 備南工業㈱川口工場 30
広島県 ＪＦＥスチール㈱西日本製鉄所（福山地区） ＪＦＥスチール㈱西日本製鉄所（福山地区）構内 第１源水池 10
広島県 福山医療生活協同組合 福山医療生活協同組合 城北診療所 20
広島県 ㈲ながぬまランド コンフォート 11
山 県 長州産業㈱ 長州産業㈱真空 カ 機器 場 50
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山口県 長州産業㈱ 長州産業㈱真空・メカトロ機器工場 50
山口県 シーモール耳鼻科内科クリニック ＜仮称＞博和会デイケアセンター（エスコート） 10
山口県 ヤマネ鉄工建設㈱ ヤマネ鉄工建設㈱第一工場 10
山口県 ㈱シモバン ㈱シモバン 19
山口県 ㈱河久電気工業所 ㈱河久電気工業所 11
山口県 光明寺 光明寺 11
山口県 社会福祉法人岩国ルンビニ会 社会福祉法人岩国ルンビニ会あさひ保育園 11

19 鳥取県 境港海陸運送㈱ 境港海陸運送㈱ 本社 30
島根県 ㈲堀江クレーン ㈲堀江クレーン車庫 10
島根県 ㈱丸田 ㈱丸田 あじさい 10
島根県 雲南市水道局 三刀屋浄水場 16
岡山県 岡山県企業局 岡山県企業局 工業用水道事務所 鶴新田浄水場 200
岡山県 宗教法人生長の家 岡山県教化部 生長の家津山道場 11
岡山県 宗教法人日本キリスト教団津山教会 宗教法人日本キリスト教団津山教会付属田町保育園 10
岡山県 コアテック㈱ コアテック㈱ 阿曽工場 100
岡山県 わかば食品㈱ わかば食品㈱新本社工場 50
岡山県 ㈱前嶋 ㈱前嶋 30
岡山県 ㈱山田養鶏場本社 香々美社員寮 Ｃ棟 10
岡山県 社会福祉法人鶯園 デイサービスセンター椿寿総荘 19
岡山県 社会福祉法人千寿福祉会 グループホーム百 13
広島県 三菱重工業㈱ 三菱重工業㈱広島製作所観音工場 20
広島県 三菱重工業㈱ 三菱重工業㈱ 紙・印刷機械事業部和田沖工場 20
広島県 西日本高速道路㈱中国支社 西日本高速道路㈱小谷サービスエリア（上り）公衆便所棟 4
広島県 ㈱ディスコ ㈱ディスコ 桑畑工場Ｊ棟 200
広島県 ㈱石井表記 ㈱石井表記 本社ビル 200
広島県 ㈱オーザック ㈱オーザック機械棟 50
広島県 宗教法人生長の家 広島県強化部 生長の家広島県強化部会館 30
広島県 ㈲谷浦産業 ㈲谷浦産業 18
広島県 ㈲びんさん ㈲びんさん和風レストランびんさん 10
広島県 ㈱岡恒鋏工場 ㈱岡恒鋏工場 重井工場剪定鋏仕上工場 30
広島県 ㈱広島マツダ 広島マツダ宇品店 ショールーム棟 20
広島県 社会福祉法人湯野福祉会 みどり保育園 社会福祉法人湯野福祉会 みどり保育園 19
広島県 中国塗料㈱ 中国塗料㈱ 大竹研究センター棟 10
広島県 ㈲ながぬまランド ファミリーマンション「ヴェルドミール」 10
山口県 三菱重工業㈱ 三菱重工業㈱下関造船所大和町本館 30
山口県 ㈱日本クライメイトシステムズ ㈱日本クライメイトシステムズ 山口工場 20
山口県 医療法人社団三陽会 (医)三陽会 前田内科病院 30
山口県 ㈲シード ㈲シード 16.5
山口県 ㈲山幸興産 ㈲山幸興産小規模多機能型居宅介護施設エリアなかよかん 10
山口県 社会福祉法人華陽会 (福)華陽会新田保育園 20
山口県 ㈱卯 ㈱卯 16.5
山口県 ㈱カンダ ㈱カンダ 10
山口県 医療法人社団松友会松本外科病院 医療法人社団松友会松本外科病院看護士寮棟 13
山口県 学校法人野田学園 野田学園中学高等学校ホームルーム棟 10

20 鳥取県 日吉津村 日吉津村立日吉津小学校 60
島根県 ㈱マイカル 益田サティ店 100
岡山県 ＪＦＥ電制㈱ ＪＦＥ電制㈱ 岡山支店 10
岡山県 金光教総社教会 金光教総社教会 会堂 14
岡山県 シバセ工業㈱ シバセ工業㈱ 30
岡山県 真庭環境衛生管理㈱ 真庭環境衛生管理㈱ 本社工場 100
広島県 ㈱東洋クリーナー ㈱東洋クリーナー 安佐リサイクル工場 29
広島県 ㈱ピアーズ ㈱ピアーズ マイスイミングクラブ 19
広島県 ㈱竹億 ㈱竹億 10
山口県 長州産業㈱ 長州産業㈱ 本社工場 50
山口県 紺箭銃砲火薬㈱ 紺箭銃砲火薬㈱ 4.5
山口県 マックスバリュ西日本㈱ マックスバリュ西日本㈱ 南岩国店 100


