事業者への情報提供＊が可能な再⽣可能エネルギー関係団体（例）
＊⼀般的相談（ガイドライン、マニュアル、事例紹介等の問合せ）への対応が可能です。
再エネ種

太陽光発電

⾵⼒発電

団 体 名

⼀般社団法⼈
太陽光発電協会
(JPEA)

概

要

2019年5⽉
連 絡 先

太陽光発電システムに関連する利⽤技術の確⽴及び普及 ⼀般社団法⼈ 太陽光発電協会
促進、並びに産業の発展によって、我が国経済の繁栄と、国 TEL 0570-003-045 / FAX 03-6268-8566
⺠⽣活の向上に寄与し、もって会員の共通の利益を図る。 （受付 平⽇9:00〜12:00、13:00〜17:00）
＊個別の具体的な事業⽀援には対応しておりません
http://www.jpea.gr.jp/index.html

⼀般社団法⼈
⾵⼒エネルギー利⽤に関する基礎と応⽤について、科学技
⽇本⾵⼒エネルギー学
術の振興と普及を⽬指す。
会

⼀般社団法⼈⽇本⾵⼒エネルギー学会 事務局
TEL 03-3526-3400 / FAX 03-3526-3410
E-mail info@jwea.or.jp
http://www.jwea.or.jp

バイオガス事業推進協議会 事務局
バイオガス事業に関する、成功事例の普及、技術情報の伝 (⼀般社団法⼈ 地域環境資源センター)
バイオガス事業推進協
達、課題解決に向けての⼀体的かつ効率的な調査検討、 TEL 03-3432-6285
議会
事業推進のための率直な意⾒交換等を実施。
E-mail biogas@biogas.jp
http://www.biogas.jp/

発⾏資料等
「太陽光発電事業の評価ガイド」
( http://www.jpea.gr.jp/topics/hyouka_guide.html )
「地上設置型太陽光発電システムの設計ガイドライン（構造設計）」
( http://www.jpea.gr.jp/pdf/180618PVguideline.pdf )
「太陽光発電保守点検ガイドライン」
( http://www.jpea.gr.jp/pdf/161228_pv_maintenance.pdf )
「洋上⾵⼒発電」
（⽇本⾵⼒エネルギー学会翻訳 ⿅島出版社）
「⾵⼒発電の系統連系〜欧州の最前線〜」
（⽇本⾵⼒エネルギー学会翻訳）
「⾵⼒発電のための電⼒系統⼯学」
（⽇本⾵⼒エネルギー学会翻訳 オーム社）
「バイオガスの栞」
( http://www.biogas.jp/pdf/pdf_siori.pdf ）
バイオマス活⽤に関するマニュアル等
（ http://www.jora.jp/txt/publish/index.html ）

「バイオマス活⽤ハンドブック」
（ http://www.jora.jp/txt/publish/pdf/14_panfu.pdf ）

「バイオガスシステムの現状と課題」（⽬次PDF）

全般

バイオマス
（発電・
熱利⽤）

⼀般社団法⼈
⽇本有機資源協会

有機性資源（バイオマス）の総合的な有効利⽤の促進を
図り、もって持続可能な循環型社会の構築と環境保全の推
進に寄与することを⽬的とした活動を実施、⽀援。バイオマス
産業都市推進協議会の事務局を運営。

（ http://www.jora.jp/txt/publish/pdf/bio_index.pdf ）

⼀般社団法⼈⽇本有機資源協会 相談室 菅原
「バイオガス化マニュアル」（⽬次PDF）
TEL 03-3297-5618 / FAX 03-3297-5619
（http://www.jora.jp/txt/publish/pdf/biomasska_index.pdf）
E-mail hq@jora.jp
「地域バイオマス資源化システム解説書」（⽬次PDF）
http://www.jora.jp
（http://www.jora.jp/txt/publish/pdf/11_index.pdf）

「バイオマス産業都市関連資料」
（http://www.jora.jp/tiikibiomas_sangyokasien30/index.html）

「バイオマス事業化に関するQ&A」
（http://www.jora.jp/tiikibiomas_sangyokasien30/pdf/170331biomass_
QA.pdf）

⼀般社団法⼈
⽊質 ⽇本⽊質バイオマスエ
ネルギー協会

「⽊質バイオマス施設（発電利⽤・熱利⽤）導⼊ガイドブック」
「⼩規模⽊質バイオマス発電導⼊ガイドブック」
⼀般社団法⼈⽇本⽊質バイオマスエネルギー協会
「⽊質バイオマスによる産業⽤等熱利⽤導⼊ガイドブック」
⽊質バイオマスエネルギー利⽤の関係事業化促進のための 秋葉
当協会発⾏の上記3種類の導⼊ガイドブックは下記URLよりダウンロード願いま
提⾔・提案の策定、⽊質バイオマスエネルギー利⽤促進にお TEL 03-6240-1234（受付 9:30〜17:30）
す。
ける個別技術の課題の整理と対応⽅策の検討 等
E-mail mail@jwba.or.jp
（ https://www.jwba.or.jp/導⼊ガイドブック/ ）
https://www.jwba.or.jp
「地域ではじめる⽊質バイオマス熱利⽤」
((⼀社)⽇本⽊質バイオマスエネルギー協会編、⽇刊⼯業新聞社発⾏)

◆裏⾯にも掲載しております◆

事業者への情報提供＊が可能な再⽣可能エネルギー関係団体（例）
＊⼀般的相談（ガイドライン、マニュアル、事例紹介等の問合せ）への対応が可能です。
再エネ種

団 体 名

概

要

2019年5⽉
連 絡 先
全国⼩⽔⼒利⽤推進協議会 事務局⻑ 中島

⽔⼒発電

全国⼩⽔⼒利⽤推進 ⼩⽔⼒利⽤推進に関する調査研究を⾏うとともに、⼩⽔⼒ TEL 03-5980-7880 / FAX 03-5980-7065
利⽤事業の普及発展に寄与。
E-mail info@j-water.org
協議会
http://j-water.org

⽇本地熱協会
地熱発電・熱利⽤

⼀般財団法⼈
エンジニアリング協会

太陽熱利⽤

⽇本地熱協会 事務局⻑ 齋藤
有望な地下資源である地熱を、地域と共⽣しながら安全に TEL 03-5823-4639 / FAX 03-5823-4640
また安定的に活⽤するための幅広い取り組みを実施。
E-mail tsaito@chinetsukyokai.com
http://www.chinetsukyokai.com
社会経済の発展と環境と調和した社会システムの構築を⽬
指し、エンジニアリングに携わる多くの企業が集結し、エンジニ
アリング能⼒の向上、技術開発の推進など幅広い事業を実
施。「地熱発電・熱⽔活⽤研究会」の講演・交流会を年6
回開催。

⼀般財団法⼈エンジニアリング協会
地熱プロジェクト推進室⻑ 奥村
E-mail okumura@enaa.or.jp
TEL 03-5405-7203 / FAX 03-5405-8201
http://www.enaa.or.jp/GEC/

太陽熱利⽤システム(ソーラーシステム、太陽熱温⽔器)の

⼀般社団法⼈ ソーラーシステム振興協会

全な発展と国⺠の⽣活向上に寄与する。

http://www.ssda.or.jp/

発⾏資料等
「⼩⽔⼒発電事例集2018」
（全国⼩⽔⼒利⽤推進協議会事務局編纂、株式会社クリエイト⽇報出版部
発⾏）
協会パンフレット
（表紙 A3）
( http://www.chinetsukyokai.com/publication/images/jga.pd f)

（中ペラ A4）＊表紙を折った中に挟みこみます
( http://www.chinetsukyokai.com/publication/images/jga_pera.pdf )

協会のホームページ（ http//www.enaa.or.jp/GEC/ ）
「地熱関連情報」に講演会の配布資料を公開

⼀般社団法⼈
⽣産及び利⽤・エネルギー消費の改善向上を通じて、太陽 E-mail info@ssda.or.jp
ソーラーシステム振興協
エネルギーの有効利⽤の促進に資し、もって関連産業の健 TEL 03-5203-9111 / FAX 03-5203-6660
会（SSDA)
協会パンフレット 「地中熱の利⽤」
（ http://www.geohpaj.org/introduction/index8/book4 ）

NPO法⼈地中熱利⽤促進協会 事務局

地中熱利⽤

特定⾮営利活動法⼈
地中熱利⽤に係る普及促進、調査統計、規格認証、⼈材 TEL 03-3391-7836
地中熱利⽤促進協会
育成事業等を実施。
E-mail geohpajs@geohpaj.org
（GeoHPAJ）
http://www.geohpaj.org

「地中熱ヒートポンプシステム施⼯管理マニュアル 」
（特定⾮営利活動法⼈地中熱利⽤促進協会編、㈱オーム社発⾏）
（ http://www.geohpaj.org/introduction/index8/book8 ）

「オープンループ導⼊ガイドライン」
（ http://www.geohpaj.org/project/document/document02 ）

「地中熱講座」
（ http://www.geohpaj.org/project/course ）

⼀般財団法⼈

温度差エネルギー
ヒートポンプ・蓄熱セン
熱利⽤

ター

雪氷熱利⽤

公益財団法⼈
雪だるま財団

「ヒートポンプ」と「蓄熱」のナショナルセンターとして、ヒートポン ⼀般財団法⼈ヒートポンプ・蓄熱センター
プ・蓄熱システムの普及促進と技術向上に向けた事業などを TEL 03-5643-2401 / FAX 03-5641-4501
展開。
https://www.hptcj.or.jp

各種パンフレット
（ http://www.hptcj.or.jp/tabid/214/Default.aspx ）

公益財団法⼈ 雪だるま財団 伊藤
雪の利活⽤や利雪技術の開発・普及を⽬指し、雪利⽤施
TEL 025-592-3988 / FAX 025-592-3324
設の技術・運営等で⾏政・団体・企業などへの⽀援を実施。
E-mail snowman@yukidaruma.or.jp
平成18年から雪の市⺠会議を全国各地で毎年開催。
http://www.yukidaruma.or.jp

◆裏⾯にも掲載しております◆

