
令和5年5月19日時点

令和４年度補正予算 中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業費補助金

交付決定事業者一覧（58事業者）

補助金交付決定額

合計
約2.1億

執行率 約14.8%

（都道府県順） 

NO 事業者名 本店所在地 診断対象地域
補助金

交付決定額
交付決定日

1 パナソニック株式会社 東京都港区

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、

群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知

県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島

根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐

賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

¥4,279,090 令和5年1月31日

2 一般財団法人省エネルギーセンター 東京都港区 全国 ¥10,953,600 令和5年1月31日

3 一般社団法人カーボンマネジメントイニシアティブ 東京都板橋区
宮城県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨

県、京都府、大阪府
¥21,643,636 令和5年1月31日

4 丸新電機照明株式会社 新潟県新潟市 山形県、福島県、群馬県、新潟県、富山県、長野県 ¥1,961,781 令和5年1月31日

5 有限会社芳芝電気 岡山県岡山市 兵庫県、岡山県、広島県 ¥1,589,582 令和5年1月31日

6 宮地電機株式会社 高知県高知市 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 ¥3,758,618 令和5年1月31日

7 株式会社九南 宮崎県宮崎市 宮崎県 ¥1,739,281 令和5年1月31日

8 特定非営利活動法人環境ネットワーク埼玉 埼玉県さいたま市 茨城県、埼玉県、新潟県 ¥1,705,600 令和5年2月10日

9 株式会社エフ・ユー 東京都中央区
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨

県、長野県、静岡県
¥7,139,200 令和5年2月10日

10 株式会社オオスミ 神奈川県横浜市 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県 ¥1,639,600 令和5年2月10日

11 特定非営利活動法人ワット神戸 兵庫県神戸市 京都府、大阪府、兵庫県 ¥855,200 令和5年2月10日

12 一般社団法人エネルギーマネジメント協会 福岡県北九州市
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、

大分県
¥2,395,600 令和5年2月10日

13 西部瓦斯株式会社 福岡県福岡市 山口県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県 ¥3,316,872 令和5年2月10日

14 株式会社グリーンエキスパート 福岡県福岡市 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 ¥1,529,090 令和5年2月10日



NO 事業者名 本店所在地 診断対象地域
補助金

交付決定額
交付決定日

15 中外電工株式会社 鹿児島県鹿児島市 鹿児島県 ¥716,000 令和5年2月10日

16 エコカーボン株式会社 東京都千代田区 全国 ¥2,654,400 令和5年2月17日

17 一般社団法人中東遠タスクフォースセンター 静岡県掛川市 静岡県、愛知県 ¥1,498,363 令和5年2月17日

18 一般社団法人エナジーセーブデザイン協会 滋賀県大津市 滋賀県、京都府 ¥1,665,600 令和5年2月17日

19 特定非営利活動法人沖縄県環境管理技術センター 沖縄県那覇市 沖縄県 ¥3,707,090 令和5年2月17日

20 株式会社邑計画事務所 岩手県盛岡市 北海道、青森県、岩手県、秋田県 ¥1,199,272 令和5年2月24日

21 株式会社トーホー 山形県天童市 宮城県、秋田県、山形県、福島県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県 ¥2,451,490 令和5年2月24日

22 一般社団法人エコウェーブ２１ 神奈川県藤沢市 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県 ¥2,099,070 令和5年2月24日

23 サカヰ産業株式会社 富山県富山市 新潟県、富山県、石川県 ¥1,022,109 令和5年2月24日

24 ダイキン工業株式会社 大阪府大阪市
茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫

県、奈良県
¥11,367,272 令和5年2月24日

25 株式会社グリーンテクノロジー 広島県広島市
千葉県、東京都、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、

愛媛県、高知県
¥9,776,000 令和5年2月24日

26 北海道電力株式会社 北海道札幌市 北海道 ¥8,399,090 令和5年3月7日

27 一般社団法人ぐんまカーボンニュートラル推進会 群馬県高崎市
宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、富山県、石川県、

長野県、沖縄県
¥3,584,072 令和5年3月7日

28 株式会社エフ・シー・シー 静岡県浜松市 神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県 ¥4,685,454 令和5年3月7日

29 中国電力株式会社 広島県広島市 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 ¥2,041,454 令和5年3月7日

30 山形パナソニック株式会社 山形県山形市 山形県 ¥1,206,690 令和5年3月15日



NO 事業者名 本店所在地 診断対象地域
補助金

交付決定額
交付決定日

31 東京電力エナジーパートナー株式会社 東京都千代田区 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 ¥9,284,727 令和5年3月15日

32 カーボンプランニング株式会社 東京都港区 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 ¥1,151,709 令和5年3月15日

33 北陸電力株式会社 富山県富山市 富山県、石川県、福井県、岐阜県 ¥7,628,000 令和5年3月15日

34 一般社団法人ふくいエネルギーマネジメント協会 福井県福井市 福井県 ¥3,059,000 令和5年3月15日

35 一般社団法人省エネプラットフォーム協会 大阪府泉大津市
北海道、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、

奈良県、和歌山県
¥9,878,320 令和5年3月15日

36 備前グリーンエネルギー株式会社 岡山県備前市 兵庫県、鳥取県、岡山県、香川県 ¥1,889,636 令和5年3月15日

37 株式会社PBC 鹿児島県鹿児島市 熊本県、宮崎県、鹿児島県 ¥2,419,418 令和5年3月15日

38 アイ・ビー・テクノス株式会社 東京都中央区 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県 ¥3,251,090 令和5年3月24日

39 一般社団法人東京環境経営研究所 東京都武蔵村山市 栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 ¥1,072,072 令和5年3月24日

40 一般社団法人地域資源循環システム協会 富山県富山市 富山県、岐阜県 ¥3,512,800 令和5年3月24日

41 一般社団法人静岡県環境資源協会 静岡県静岡市 神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県 ¥1,985,527 令和5年3月24日

42 四国電力株式会社 香川県高松市 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 ¥1,647,440 令和5年3月24日

43 一般社団法人環境省エネ推進研究所 新潟県新潟市 新潟県 ¥2,120,090 令和5年3月31日

44 上野都市ガス株式会社 三重県伊賀市 三重県 ¥1,580,000 令和5年3月31日

45 公益社団法人大阪技術振興協会 大阪府大阪市 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 ¥1,645,963 令和5年3月31日

46 池田煖房工業株式会社 北海道札幌市 北海道、青森県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 ¥1,582,337 令和5年4月12日
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47 株式会社豊国エコソリューションズ 広島県東広島市
宮城県、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、鳥取県、島根県、岡山県、広島

県、山口県
¥1,412,181 令和5年4月12日

48 三浦工業株式会社 愛媛県松山市 全国 ¥10,557,090 令和5年4月12日

49 一般財団法人九州電気保安協会 福岡県福岡市 福岡県、佐賀県、熊本県、大分県 ¥1,836,000 令和5年4月21日

50 特定非営利活動法人循環型社会創造ネットワーク 青森県八戸市 青森県、岩手県、秋田県 ¥2,341,600 令和5年4月28日

51 兼松ペトロ株式会社 東京都千代田区
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、滋賀県、京都

府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
¥3,006,363 令和5年4月28日

52 株式会社スターメンテナンスサポート 岡山県岡山市 兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県 ¥2,427,927 令和5年4月28日

53 株式会社グリーン 福岡県福岡市 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 ¥2,098,581 令和5年4月28日

54 株式会社琉球エコライン 沖縄県那覇市 沖縄県 ¥1,203,054 令和5年4月28日

55 株式会社エスコアドバンス 滋賀県彦根市 福井県、岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府 ¥1,677,818 令和5年5月12日

56 株式会社エコエアソリューション 神奈川県横浜市 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県 ¥1,462,872 令和5年5月19日

57 富士通ホーム＆オフィスサービス株式会社 神奈川県川崎市 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 ¥1,837,018 令和5年5月19日

58 株式会社サプラ 富山県富山市 富山県、石川県、福井県、長野県 ¥1,337,200 令和5年5月19日


