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H26 飯田市上村まちづくり委員会 ソフト 小水力 飯田市
小水力発電事業を行うため、「分権型エネルギー
自治推進モデル」構築のための調査設計

1,709,512 812,000

H26 さとやまエネルギー㈱ ソフト 小水力 松本市
小水力発電の事業化に向けた箇所選定と調査設
計

3,895,688 1,716,000

H26 信州パートナーズアセット㈱ ソフト 太陽光 長野市
施設整備に向けた資金調達の仕組みづくりの構
築のための調査設計

4,226,365 1,945,000

H26 栄村 ソフト 小水力 栄村 小水力発電の事業化に向けた流量調査 2,592,000 1,296,000

H26 木島平村 ソフト 小水力 木島平村 小水力発電の事業化に向けた調査設計 16,459,000 5,000,000 H27へ繰越

H26 ㈱須坂水力発電 ソフト 小水力 須坂市
既設ダムを活用した小水力発電の事業化に向け
た調査設計

7,423,500 3,000,000

H27 iNE開発合同会社 ソフト 小水力 飯島町 小水力発電を実施するための調査・設計 2,000,000 1,000,000

H27 栄村 ソフト 小水力 栄村
H26年度に本補助金を活用し実施した流量調査
等の継続実施

2,808,000 1,404,000

H27
特定非営利活動法人うすだ美
図

ソフト 小水力 佐久市 農業用水に小水力発電施設を設置 3,709,000 1,854,000

H27 ㈱イースリー ハード 太陽光
下諏訪町
茅野市

住宅の屋根等に太陽光発電設備を設置 18,002,000 4,500,000

H27 さとやまエネルギー㈱ ソフト 小水力 松本市 小水力発電の事業化に向けた流量調査等 4,582,000 2,284,000 H28へ繰越

H27 長野自然電力合同会社 ソフト 小水力 小布施町
小水力発電事業実施に向けた流量調査、基本設
計

6,970,000 3,226,000

H27 さとやまエネルギー㈱ ソフト 小水力 松本市 小水力発電の事業化に向けた流量調査等 8,648,000 4,286,000 H28へ繰越

H27 バイオ企画㈱ ソフト 小水力
大町市
白馬村

小水力発電の事業化に向けた可能性調査、流量
調査及び概略設計

9,874,000 4,882,000 H28へ繰越

H27 さかえ地産開発合同会社 ソフト 小水力 栄村 小水力発電の事業化に向けた詳細設計 6,480,000 3,000,000

H28 長野自然電力合同会社 ソフト 小水力 小布施町
河川を利用した小水力発電事業の実施に向けた
発電施設の実施設計

7,981,200 3,695,000

H28 ㈱イースリー ハード 太陽光 下諏訪町
公共施設等及び遊休農地を利用した太陽光発電
事業の実施に向けた発電設備の設置

50,003,330 11,557,000

H28 しましまエネルギー合同会社 ソフト 小水力 松本市
既設砂防堰堤を利用した小水力発電事業の実施
に向けた基本設計及び実施設計

12,517,200 5,000,000

H29 長野自然電力合同会社 ハード 小水力 小布施町
河川を利用した小水力発電事業の実施に向けた
発電施設の建設工事

259,200,000 72,000,000 H30へ繰越

H29 ㈱信州中野エコパワーランド ハード バイオガス 中野市
きのこの廃培地を活用して行うバイオガス発電事
業の実施に向けた発電施設の建設工事

317,520,000 85,995,000 H30へ繰越

H29 iNE開発㈱ ハード 太陽光 飯島町
公共施設を利用した太陽光発電事業の実施に向
けた発電設備の設置工事

73,278,000 15,000,000

H29 NPO法人上田市民エネルギー ハード 太陽光 東御市
民事信託による住宅の屋根等を利用した太陽光
発電事業の実施に向けた発電設備の設置工事

9,684,640 2,421,000

H29 NPO法人上田市民エネルギー ハード 太陽光 上田市
民事信託による公共施設を利用した太陽光発電
事業の実施に向けた発電設備の設置工事

15,531,500 3,882,000

H29 NPO法人上田市民エネルギー ハード 太陽光 上田市
民事信託による営農型発電事業の実施に向けた
発電施設の設置工事

16,255,050 4,063,000

H30 おひさま進歩エネルギー㈱ ソフト 小水力 飯田市
地域団体と共同した小水力発電事業の実施に向
けた可能性調査

7,450,000 4,966,000

H30 ㈱長野エネルギー開発 ソフト 小水力 山ノ内町
農業用水を利用した小水力発電事業の実施に向
けた基本設計等

3,000,000 2,000,000

H30 ＲＥ諏訪湖㈱ ソフト バイオマス 諏訪市
地域の木材を活用したバイオマス発電事業の実
施に向けた発電機の機種選定

4,000,000 2,666,000

H30
おおじらかわエネルギー合同
会社（さとやまエネルギー㈱）

ソフト 小水力 松本市
河川を利用した小水力発電事業の実施に向けた
基本設計

12,000,000 7,000,000

H30 黒川小水力発電㈱ ソフト 小水力 小谷村
既設砂防堰堤を利用した小水力発電事業の実施
に向けた可能性調査

10,950,000 7,000,000 H31へ繰越

H30 ㈱イースリー ソフト バイオガス 茅野市
エネルギー作物を活用したバイオガス発電事業
の実施に向けた可能性調査

1,688,000 1,125,000

R1 佐久穂水力発電㈱ ソフト 小水力 佐久穂町 農業用水を利用した小水力発電所の基本設計 12,160,000 7,000,000

R1 ㈱信州のもり ソフト バイオマス 高森町
木質バイオマス発電事業に向けた可能性調査及
び発電機種選定の事前調査

6,300,000 4,200,000

R1 合同会社白馬電力 ソフト 小水力 白馬村
河川を利用した小水力発電事業の実施に向けた
可能性調査

10,400,000 6,933,000

R2 ㈱合原有機農園 ハード 太陽光 上田市
上田市十人（じゅうにん）の水田における営農型
太陽光発電事業

9,789,600 2,447,000
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R2 おひさま進歩エネルギー㈱ ソフト 小水力 飯田市
一級河川野底川を利用した小水力発電事業の実
施に向けた詳細設計業務

10,500,000 7,000,000

R2 おひさま進歩エネルギー㈱ ソフト 小水力 根羽村
一級河川根羽村桧原川（ひばらがわ）を利用した
小水力発電事業の実施に向けた可能性調査

4,430,000 2,940,000

R2 佐久穂水力発電㈱ ソフト 小水力 佐久穂町
佐久穂町大石川が水源の農業用水を利用した大
石川第二発電所の基本設計

14,511,500 7,000,000

R2 さとやまエネルギー㈱ ソフト 小水力 松本市
松本市一ノ瀬川を利用した一ノ瀬川第一発電事
業の測量及び概略設計

10,000,000 5,693,000

R2 ㈱イースリー ソフト バイオマス 原村
農業残渣、牛糞等を活用したバイオガス発電事
業の実施に向けた発電設備実施設計

7,000,000 4,533,000
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