
平成２５年５月１５日 

益城町・熊本県 

 

県内立地決定２８件目！！地場企業参入７件目 

益城町におけるメガソーラー発電事業に係る協定締結について 

このたび、しらさぎエナジー（株）（益城町）が益城町小谷の民有地において、

メガソーラー発電事業を実施することが決定しました。 

しらさぎエナジー（株）は、地場企業である白鷺電気工業（株）（熊本市東区）

の子会社です。地場企業の参入は７件目、県内では２８件目となります。 

 

１ 事業の概要 

（１）設置箇所 熊本県上益城郡益城町大字小谷 2227 番地 1他 
（２）事業者名 しらさぎエナジー株式会社 
（３）太陽電池出力 ２，９９０キロワット（２．９メガワット） 

（４）事業用地面積 ６６，０００平方メートル（約２０，０００坪） 

（５）総事業費 約９億円 

（６）着工時期    平成２５年７月 

（７）発電開始時期 平成２５年１１月 

 

２ 協定調印式 

（１）協定締結日 平成２５年５月１７日（金）１３：３０～ 

（２）調印式会場   益城町役場 町長応接室  

（３）協定署名者  ・しらさぎエナジー株式会社 代表取締役 沼田 幸広  

・益城町長 住永 幸三郎 

・熊本県商工観光労働部長 真崎 伸一 

 ※調印式後、記者会見を実施。 

 

＜お問い合わせ＞ 

益城町都市計画課     髙本・後藤      TEL 096-286-3111（内線 195）   

熊本県エネルギー政策課  前田・霜出（ｼﾓｲﾃﾞ）TEL 096-333-2320（内線5175） 

 

報道資料 



平成２５年５月１５日 
 

メガソーラー発電所建設事業に関する企業概要 

 
１ 会社概要 
（１）会社名     しらさぎエナジー株式会社 
（２）本社所在地   熊本県上益城郡益城町大字小谷 2224 番地 8 
（３）代表者     代表取締役 沼田 幸広 
（４）事業種目    再生可能エネルギー等による発電並びに電気の供給 

及び販売等 
（５）資本金     9,000,000 円 
（６）従業員数    １人（平成２５年６月現在） 
（７）売上高     7,000 万円見込み（平成２６年６月期）初期７カ月間 
           1 億 2,000 万円見込み（平成２７年６月期）年間ベース 
（８）創業      平成２５年３月 
 
２ 事業計画 
（１）設置個所    熊本県上益城郡益城町大字小谷 2227 番地 1 他 
（２）発電出力    ２，９９０キロワット（２．９９０メガワット） 
（３）事業用地    ６６，０００平方メートル（約２０，０００坪） 
（４）総事業費    約９億円 
（５）着工時期    平成２５年７月 
（６）発電開始時期  平成２５年１１月 
 
３ 協定締結 
（１）協定締結日   平成２５年５月１７日（金）１３：３０～ 
（２）調印式会場   益城町役場町長応接室 
（３）協定署名者   しらさぎエナジー株式会社 代表取締役 沼田 幸広  

益城町長 住永 幸三郎 
           熊本県 商工観光労働部長 真崎 伸一 
 ※調印後記者会見を行う。 
＜お問い合わせ＞ 
しらさぎエナジー株式会社 岩﨑・斉藤  TEL 096-380-7130 
益城町都市計画課     髙本・後藤  TEL 096-286-3111（内線 195） 
熊本県エネルギー政策課  前田・霜出  TEL 096-333-2320（内線 5175）             

公 表 



熊本県内のメガソーラー導入及び計画状況（予定を含む） H25.5.15現在・エネルギー政策課

№ 設置箇所名 設置場所 設置事業者
稼働・建
設別等

発電出力（ＭＷ） 土地面積（㎡） 運用開始・立地時期 備考

1 リクシル有明ソーラーパワー 長洲町 （株）リクシル ◎ 3.75 119,000 平成23年1月完成 自家消費

2 再春館製薬所 益城町 再春館製薬所 ◎ 1.775 屋根・壁面設置平成12年3月から段階的に整備 自家消費

3
九州ソーラーファーム２
南関セキア発電所

南関町 芝浦グループホールディングス（株） ◎ 3.3 61,100
平成24年2月立地協定
7月31日発電開始

県候補地№２

4
宇土市住吉(宇土市土地開発公社
遊休地）

宇土市 スカイソーラージャパン（株） ● 1.955 25,129 平成24年5月22日立地協定

5
東京エレクトロン九州（株）
合志事業所

合志市
東京エレクトロン九州（株）
合志事業所

◎ 1.25 工場屋上設置
平成24年７月6日立地協定
12月21日発電開始

6 芦北町女島（女島埋立地） 芦北町
コアテック（株）・サンエジソンジャパ
ン（株）の2社連合

● 8 95,000 平成24年７月24日立地協定 県候補地№７

7 芦北町矢城（矢城牧場跡地） 芦北町 （株）大林クリーンエナジー ● 21.5 328,764 平成24年７月24日立地協定 県候補地№８

8 合志市・熊本製粉太陽光発電所 合志市 熊本製粉（株） ◎ 1 18,876
平成24年７月25日立地協定
12月14日発電開始

9 熊本一武ソーラー発電所 錦町
三井物産（株）・東京海上アセットマ
ネジメント投信（株）・（株）明電舎の３
社連合

◎ 2.2 33,000
平成24年７月３１日立地協定
平成25年4月11日竣工

県候補地№１１

10 天草市楠浦（埋立地） 天草市 共栄建設株式会社 ● 1.999 34,500 平成24年8月16日立地協定 県候補地№１２

11 阿蘇くまもと空港北側県有地 菊陽町
三菱商事（株）・（株）三菱総合研究
所

● 2 40,000 平成24年9月3日立地協定

12
河村電器産業（株）水俣太陽光発
電所

水俣市 河村電器産業（株） ◎ 1.171
工場敷地内

（17,479）
平成24年9月3日立地協定
平成25年2月14日竣工

13
九州ソーラーファーム８
錦発電所

錦町 芝浦グループホールディングス（株） ◎ 2.185 36,600
平成24年9月25日立地協定
平成25年2月発電開始

14
ヒラオカ石油・荒尾市ソーラー発
電所

荒尾市 ヒラオカ石油（株） ◎ 2 30,000
平成24年10月2日立地協定
平成25年4月26日竣工

15 要崎太陽光発電所 水俣市 七洋物産（株） ◎ 1.872 32,000
平成24年11月12日立地協定
平成25年4月12日竣工

16 興和テック玉名太陽光発電所 玉名市 興和テック（株） ◎ 1 17,299
平成24年11月21日立地協定
平成25年3月21日発電開始

17 天草市牛深魚貫町（民有地） 天草市 佐藤長八商事株式会社 ◎ 1.999 29,500
平成24年12月10日立地協定
12月17日発電開始1



熊本県内のメガソーラー導入及び計画状況（予定を含む） H25.5.15現在・エネルギー政策課

№ 設置箇所名 設置場所 設置事業者
稼働・建
設別等

発電出力（ＭＷ） 土地面積（㎡） 運用開始・立地時期 備考

18 未来工業（株）熊本工場 菊池市 未来工業（株） ◎ 1.2
（工場屋根）

13,000
平成24年12月12日立地協定
平成25年3月29日発電開始

19 天草市倉岳（埋立地） 天草市
英和運輸（株）・山寿産業
の２社連合

● 1.2 29,000 平成２５年１月１０日立地協定 県候補地№９

20 八代市日奈久（市有地） 八代市 （株）大林クリーンエナジー △ 2.1 27,000 平成２５年１月１７日立地協定

21 ＰＧＣソーラー発電所 南関町 （株）ピージーシー ◎ 1.5 25,000
平成２５年１月２８日立地協定
平成25年4月12日竣工

22 山都町島木（民有地） 山都町
テイクエナジーコーポレーション
（株）

△ 1.981 34,000 平成25年2月18日立地協定 県候補地№１３

23 八代市新港町（倉庫屋根） 八代市 大日産業（株） △ 1.6
（倉庫屋根）

14,600
平成25年3月13日立地協定

24
日本合成化学工業（株）
熊本工場

宇土市
日本合成化学工業（株）
（株）キューデンエコソル

- 1.984 31,000 平成25年4月19日立地協定

25 上天草市松島町（自社所有地） 上天草市 山陽木材（株） - 1.5 23,000 平成25年4月25日立地協定

26
ミライアル（株）熊本事業所住吉工
場

菊池市 ミライアル（株） - 1
（工場屋根）

2,772
平成25年4月24日立地協定

27 富士電機（株）熊本工場 南関町 富士電機（株） - 1 30,000 平成25年5月7日立地協定

28 益城町小谷（民有地） 益城町 しらさぎエナジー（株） - 2.99 66,000 平成25年5月17日立地協定予定

29 荒尾市大島（貯炭場跡地） 荒尾市 SBエナジー（株） - 14 180,000 協定締結に向け調整中 県候補地№１

77.011
※稼働中（◎）・建設中（●）・未着工（△）で表示

合計出力（№29を除く）
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