
様式第４号（第５の５（２）②関係） （別紙1）

（事業計画書作成担当者）

（基金事業の執行実績及び計画）※事業ベースの整理 （単位：円）

再生可能エネルギー等導入推進事業 執行率

① 地域資源活用詳細調査事業

② 公共施設再生可能エネルギー等導入事業

③ 民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業

④ 風力・地熱発電事業等導入支援事業

87%

※本表は事業ベースで記載する。（資金ベースで整理しない。）

※報告書を提出する当該年度までは執行済額、以降は執行見込額を記載する。

※「運用収入額」は、基金運用実績における「運用益繰入額」を記載する。

※執行率は、基金総額に対する執行済額の割合を記載する。(合計－運用益収入額）／交付額

（平成27年度報告書）

事業計画作成担当者

所在地

都道府県等の名称

平成26年度 基金総額

137,732 418,000

211,604,000 655,538,000

1,000,000,0000

0

211,741,732 655,956,000 867,697,732

0

0

555,732

00

0

0

平成27年度 平成28年度 合計

平成26年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書（各年度報告書）

〒163-8001　新宿区西新宿2－8－1

東京都

環境局総務部環境政策課区市町村連携担当

担当部局

ＴＥＬ ＦＡＸ

03－5388－137703－5388－3404

0

0

0

合計

867,142,000

0 1,268,767 680,277 1,949,044運用収入額



様式第４号（第５の５（２）②関係） （別紙1－②）

（基金事業の執行実績及び計画）※資金ベースの整理

平成26年度 平成27年度 平成28年度

国費(補助金等)
※27年度以降は追加があった場合のみ記入

1,000,000,000

出資等

運用収入 1,268,767 680,277

(うち国費見合額) ( 　　　　　 ) (1,268,767) (680,277)

その他収入

前年度末基金残高
※一般会計の繰り入れ残額含む

1,000,000,000 789,527,035

返納額
※平成26年度の返納額はマイナスにする。

合計　(a) 1,000,000,000 1,001,268,767 790,207,312

交付額(間接補助事業経費) 211,604,000 655,538,000

執行額(直轄事業経費) 137,732 418,000

その他

合計 (b) 0 211,741,732 655,956,000

1,000,000,000 789,527,035 134,251,312

( 　　　　　 ) ( 　　　　　 ) (  　　　　　)

789,527,035 ÷ 655,956,000

基金残高 ÷
事業完了までに必要となる補助・補てん
額（支出額）

※「運用収入」は、基金運用実績における「運用益繰入額」を記載する。

※「保有割合の算定根拠」について、（基金残高）は報告書を提出する年度の値を設定し、（事業完了までに必要となる補助・補てん額（支出額））は翌年度以降の支出額の計となるように設定する。

（うち国費相当額）

（平成27年度報告書）

（保有割合の算定根拠）

※本表は基金の資金ベースで記載する。（事業ベースで整理しない。）

※報告書を提出する当該年度までは執行済額、以降は執行見込額を記載する。

※「支出」については、当該年度内に支出負担行為を行い、出納整理期間に支出をしたものを含む。ただし、当該年度に債務負担行為のみをおこなったものについては含まない。

保有割合 1.20

平成26年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書（各年度報告書）

基
金
の
額
（
単
位
：
千
円
）

収
入

支
出

一般会計への繰入残額　(ｄ)

国庫納付額　(c)

基金残高　(a-b-c+d)



様式第４号（第５の５（２）②関係） （別紙2）

（事業実施の概要）

（平成27年度報告書）

平成26年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書（各年度報告書）

【事業の目的】
　災害時に都民の生活を守る地域の避難所において、施設機能等に照らして災害時に必要なエネルギーを最優先で確保するため、再生可能エネルギーや蓄電池等を導入する取組を支援することで、「災害に強く，低炭素な地域づくり」を進める。

【実施事業の概要】
①　地域資源活用詳細調査事業【事業実施主体：東京都】
　本事業メニューでは、事業内容の評価のため評価委員会を開催するなどし、今後の基金事業の効果的な実施等について検討を進めるために必要な事務を執り進める。
②　公共施設再生可能エネルギー等導入事業【事業実施主体：区市町村※一部事務組合・広域連合含む】
　本事業メニューでは、災害発生時に避難所として必要となる必要最低限の電力を確保するため、次の考え方に従って設備を導入していく。

【平成27年度実績及び進捗状況】

【事業の選定方法、執行体制】
　本基金事業では、事業計画の立案段階から実施後の評価までの一連の事業プロセスにおいて効率性や透明性などを検証できる仕組みを構築するため、「東京都再生可能エネルギー等導入推進基金事業評価委員会」を開催し、実施事業の審査、評価、助言等を受けることとしている。平成27年度は、
平成２７年度の事業内容と平成２８年度計画の評価等を行った。

　

平成27年度事業実施の概要

区市町村の地域防災計画等において位置付けられている（又は位置付けられる見込みのあ
る）公共施設のうち、次の施設を対象とする。

◇ 避難所

◇ その他発災直後の被害から当面の暮らしを守るための施設

●再生可能エネルギーと蓄電池との組み合わせにより、災害発生時に避難所として必要となる必要最低限の電力を確保する。導入する再生可能エ

ネルギーは都内において最もポテンシャルの高い太陽光発電を基本とするが、災害時電源としての有効性や費用対効果等の妥当性が確保できる場

合には、小型風力（蓄電池付）・小水力・木質バイオマス等の地域特性に応じた再生可能エネルギーの導入も支援していく。

●また、導入した再エネ設備を効率的に運用するため、付帯設備として屋内高所LED照明(既存水銀灯を交換する場合に限る)や蓄電池付ソーラー街路灯

【導入設備】【対象施設】

外部評価委員会

(事業評価等)

総務局

環境局(事務局)

総合防災部防災管理課

(事業計画調整(防災力向上))

都市エネルギー部

地域エネルギー推進課

(事業計画調整(再エネ推進))

総務部環境政策課

(基金窓口・執行総括等)

会計管理局

各区市町村等

(事業執行)

管理部公金管理課

(基金運用・管理)

都庁内

【事業執行体制】【東京都再生可能エネルギー等導入推進基金事業評価委員会の構成】

［評価委員会の開催実績］

・平成２７年９月・平成２８年３月
・主な内容：平成２７年度事業内容の評価及び平成２８年度事業計画の評価等

平成27年度
計画書

平成27年度
変更計画書

平成27年度
各年度報告書

平成27年度(単年度事業)
H27稼働施設数

17 16 16

平成27,28年度(複数年度事業)
H27設計施設数

9 9 9

●平成27年度事業については、平成27年度中に稼働した施設が16件、設計を行った施設が9件と、変更計画書に記載したとおりの実績となった。

・平成27年度施工施設（16施設） 小中学校：15施設、その他施設：1施設
・平成27年度設計施設（9施設） 小中学校：8施設、体育館：1施設



平成26年度に事業
開始に係る分

平成27年度に事業
開始に係る分

平成28年度に事業
開始に係る分

計
平成26年度に事業
開始に係る分

平成27年度に事業
開始に係る分

平成28年度に事業
開始に係る分

計

0 256,163 232,098 488,261 0 240,862 166,219 407,081 0.833737223

0.0% 0.3% 0.3% 0.6% 0.0% 0.3% 0.2% 0.6%

導入施設数 0 26 23 49 0 25 20 45 0.918367347

0.00 140.89 127.65 268.54 0.00 132.47 91.42 223.89 0.833730543

＜全体計画に対する実績の要因分析＞

※当初の計画に比べ、実績値が低い場合は、その要因について記載して下さい。（実績値が高い場合も同様。）

※外部委員会における議事内容（主な意見等）を要約して記述してください。併せて、外部委員会の議事録を別途提出して下さい。

東京都の事業計画内容・区市町村等の事業計画内容について、承認を受けた。その際、主なものとして、委員から次の意見が出された。

○コストパフォーマンスについて、厳密な入札の実施等、実施段階の努力で削減できた分については、余らせるよりも補正募集をするなど、パフォーマンスを上げるように努力するといいかと思う。
○「要配慮者・避難行動支援者への配慮」について、避難所へ連れて行く体制整備等のソフト面、要配慮者用のトイレの整備等のハード面あるが、よりよい避難所をつくることを促すという意味でいえば、その辺りの対応を実施市町村等に伝えるようにする。

・1村1施設については、東京電力による系統連系接続制限により、事業期間内の太陽光発電設備等の設置の見込みがなくなったため、平成27年度変更計画書にて事業を廃止した。

・9施設については、平成27年度に設計、平成28年度に施工を行うため、稼働実績はない。

・平成27年度に稼働した16施設の実績については、定格値を用いて算出している。

防災拠点における再生可能エネルギーの普及率　（％）

達成率

　事業効果

導入した再生可能エネルギー等による発電量　（ｋWｈ／年）

項目

二酸化炭素削減効果　（ｔ－CO2／年)

平成27年度外部委員会の評価内容

全体計画書 平成27年度　各年度報告書



様式第４号（第５の５（２）②関係） （別紙３）

（基金事業の内容） （単位：円）

（基金充当額） （単独費支出額）

平成26年度 外部評価委員会の開催にあたって必要な経費等
1月21日
(委員会)

委員報償費：56,300円
委員会速記料：23,911円
旅費：0円

(0) (80,211) 80,211
26年度については、所要額を単
独費で支出した。

平成27年度 外部評価委員会の開催にあたって必要な経費等
9月9日、3月4日
(委員会)

委員報償費：96,800円
委員会速記料：40,932円
旅費：0円

(137,732) (0) 137,732

平成28年度 外部評価委員会の開催にあたって必要な経費等
6月、3月(委員会)
通年（4月～3月）

委員報償費：155,000円
委員会速記料：100,000円
旅費：163,000円

(418,000) (0) 418,000

平成26年度 0

平成27年度 0

平成28年度 0

平成26年度 0

平成27年度 0

平成28年度 0

平成26年度 (0) (80,211) 80,211

平成27年度 (137,732) (0) 137,732

平成28年度 (418,000) (0) 418,000

※適宜、行を追加する。 (555,732) (80,211) 635,943

※「事業費の算出根拠」については、事業実施に係る詳細な費目及び経費を記載する。

※「合計」については、「事業費の算出根拠」に記載した経費の合計を記載する。

※平成27年及び平成28年度の報告は、前年度までの事業分を記載した上で、当該年度の事業を記載する。

※複数年度にわたる事業については、当該年度までの実績及び以降の見込みを記載する。

合計

平成26年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書（各年度報告書）

（平成27年度報告書）

（１）地域資源活用詳細調査事業

事業番号 事業年度 事業内容 事業実施時期 事業費の算出根拠 備考合計

13000-27-1-001



様式第４号（第５の５（２）②関係） （別紙４）

（基金事業の内容）

（基金充当額）
（単位：円）

（単独費支出額）
（単位：円）

平成26年度 0

平成27年度 (10,000,000) (5,623,068) 15,623,068

平成28年度 0

平成26年度 0

平成27年度 (10,000,000) (7,225,705) 17,225,705

平成28年度 0

平成26年度 0

平成27年度 (10,000,000) (6,358,882) 16,358,882

平成28年度 0

平成26年度 0

平成27年度 (10,000,000) (6,807,881) 16,807,881

平成28年度 0

平成26年度 0

平成27年度 (9,600,000) (7,371,813) 16,971,813

平成28年度 0

平成26年度 0

平成27年度 (10,000,000) (6,296,239) 16,296,239

平成28年度 0

平成26年度 0

平成27年度 (10,000,000) (4,784,731) 14,784,731

平成28年度 0

平成26年度 0

平成27年度 (10,000,000) (4,603,487) 14,603,487

平成28年度 0

平成26年度 0

平成27年度 (10,000,000) (5,589,104) 15,589,104

平成28年度 0

平成26年度 0

平成27年度 (9,600,000) (8,416,359) 18,016,359

平成28年度 0

平成26年度 0

平成27年度 (9,600,000) (6,810,855) 16,410,855

平成28年度 0

平成26年度 0

平成27年度 (10,000,000) (5,243,579) 15,243,579

平成28年度 0

平成26年度 0

平成27年度 (21,366,000) (2,455,149) 23,821,149

平成28年度 0

平成26年度 0

平成27年度 (23,838,000) (2,732,145) 26,570,145

平成28年度 0

平成26年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書（各年度報告書）

（平成27年度報告書）

（２）公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業NO 事業名 実施主体
実施
方法

施設区分

事業内容①
（再生可能エネルギー）

事業内容②
（蓄電池）

事業内容③
（未利用エネルギー）

事業内容④
（その他）

事業年度

事業費

備考

種別 容量
価格

（単位：円）
個数種別

1,406,599

合計

13115-27-2-001
杉並区再生可能エネル
ギー等導入推進基金事業
(杉並第十小学校)

杉並区 補助 学校 太陽光

 価格（単位：円） 個数 容量
価格

（単位：円）
個数種別 容量  価格（単位：円） 個数 種別 容量

15.04ｋＷ 14,216,469 1
リチウム
蓄電池

5ｋＷh

事業効果
（導入（設置）後に見込まれる効果）

発電量
（ｋWh／年)

二酸化炭素
削減量

（ｔ－CO2／年)

5,298 2.91

稼働年月

H28.03

10.485ｋ
ｗ

12,083,217 1
リチウム
蓄電池

16.2ｋｗｈ 11,737,93213201-27-2-001
八王子市再生可能エネル
ギー等導入推進基金事業

(第六中学校)
八王子市 補助 学校 太陽光 Ｈ28.02 11,940 6.571

10.485ｋ
ｗ

13,748,764 1
リチウム
蓄電池

16.2ｋｗｈ 12,821,38113201-27-2-002
八王子市再生可能エネル
ギー等導入推進基金事業

(陵南中学校)
八王子市 補助 学校 太陽光 Ｈ28.02 11,940 6.571

5.04ｋＷ 15,355,623 1
リチウム
蓄電池

5ｋＷh 1,452,25813115-27-2-004
杉並区再生可能エネル
ギー等導入推進基金事業

(松ノ木中学校)
杉並区 補助 学校 太陽光 H28.03 5,298 2.911

5.4ｋＷ 15,417,571 1
リチウム
蓄電池

4.22ｋＷ
h

1,554,24213115-27-2-005
杉並区再生可能エネル
ギー等導入推進基金事業

(沓掛小学校)

杉並区 補助 学校 太陽光 H28.03 5,676 3.121

5.04ｋＷ 14,859,058 1
リチウム
蓄電池

5ｋＷh 1,437,18113115-27-2-006
杉並区再生可能エネル
ギー等導入推進基金事業
(高井戸第四小学校)

杉並区 補助 学校 太陽光 H28.03 5,298 2.911

5.04ｋＷ 13,335,199 1
リチウム
蓄電池

5ｋＷh 1,449,53213115-27-2-007
杉並区再生可能エネル
ギー等導入推進基金事業

(堀之内小学校)
杉並区 補助 学校 太陽光 H28.03 5,298 2.911

5.04ｋＷ 13,151,971 1
リチウム
蓄電池

5ｋＷh 1,451,51613115-27-2-008
杉並区再生可能エネル
ギー等導入推進基金事業

(宮前中学校)
杉並区 補助 学校 太陽光 H28.03 5,298 2.911

5.04ｋＷ 14,185,598 1
リチウム
蓄電池

5ｋＷh 1,403,50613115-27-2-009
杉並区再生可能エネル
ギー等導入推進基金事業

(松庵小学校)
杉並区 補助 学校 太陽光 H28.03 5,298 2.911

5.4ｋＷ 16,490,357 1
リチウム
蓄電池

4.22ｋＷ
h

1,526,00213115-27-2-010
杉並区再生可能エネル
ギー等導入推進基金事業

(馬橋小学校)
杉並区 補助 学校 太陽光 H28.03 5,676 3.121

5.4ｋＷ 14,902,525 1
リチウム
蓄電池

4.22ｋＷ
h

1,508,33013115-27-2-011
杉並区再生可能エネル
ギー等導入推進基金事業

(東原中学校)
杉並区 補助 学校 太陽光 H28.03 5,676 3.121

5.04ｋＷ 13,824,496 1
リチウム
蓄電池

5ｋＷh 1,419,08313115-27-2-012
杉並区再生可能エネル
ギー等導入推進基金事業

(四宮小学校)
杉並区 補助 学校 太陽光 H28.03 5,298 2.911

5.04ｋＷ 15,745,497 1
リチウム
蓄電池

5ｋＷh 1,480,20813115-27-2-002
杉並区再生可能エネル
ギー等導入推進基金事業

(東田小学校)
杉並区 補助 学校 太陽光 H28.03 5,298 2.911

5.04ｋＷ 14,917,644 1
リチウム
蓄電池

5ｋＷh 1,441,23813115-27-2-003
杉並区再生可能エネル
ギー等導入推進基金事業

(永福小学校)
杉並区 補助 学校 太陽光 H28.03 5,298 2.911



（基金充当額）
（単位：円）

（単独費支出額）
（単位：円）

事業NO 事業名 実施主体
実施
方法

施設区分

事業内容①
（再生可能エネルギー）

事業内容②
（蓄電池）

事業内容③
（未利用エネルギー）

事業内容④
（その他）

事業年度

事業費

備考

種別 容量
価格

（単位：円）
個数種別 合計 価格（単位：円） 個数 容量

価格
（単位：円）

個数種別 容量  価格（単位：円） 個数 種別 容量

事業効果
（導入（設置）後に見込まれる効果）

発電量
（ｋWh／年)

二酸化炭素
削減量

（ｔ－CO2／年)

稼働年月

平成26年度 0

平成27年度 (22,088,000) (2,186,625) 24,274,625

平成28年度 0

平成26年度 0

平成27年度 (14,097,000) (902) 14,097,902

平成28年度 0

平成26年度 0

平成27年度 0

平成28年度 0

平成26年度 0

平成27年度 (579,000) (599) 579,599 債務負担工事

平成28年度 (17,158,000) (280,999) 17,438,999 施工

平成26年度 0

平成27年度 (1,224,000) (273,937) 1,497,937 設計

平成28年度 (34,776,000) (15,399,820) 50,175,820 施工

平成26年度 0

平成27年度 (1,212,000) (818,400) 2,030,400 設計

平成28年度 (36,520,000) (3,274,760) 39,794,760 施工

平成26年度 0

平成27年度 (1,738,000) (1,178,000) 2,916,000 設計

平成28年度 (37,367,000) (2,598,400) 39,965,400 施工

平成26年度 0

平成27年度 (1,969,000) (1,152,200) 3,121,200 設計

平成28年度 (38,031,000) (16,976,640) 55,007,640 施工

平成26年度 0

平成27年度 (2,134,000) (26,000) 2,160,000 設計

平成28年度 (44,865,000) (20,929,680) 65,794,680 施工

平成26年度 0

平成27年度 (845,000) (445,016) 1,290,016 設計

平成28年度 (25,155,000) (29,942,851) 55,097,851 施工

平成26年度 0

平成27年度 (856,000) (10,992) 866,992 設計

平成28年度 (29,144,000) (3,593,469) 32,737,469 施工

平成26年度 0

平成27年度 (858,000) (8,992) 866,992 設計

平成28年度 (29,142,000) (4,798,080) 33,940,080 施工

平成26年度 (0) (0) (0)

平成27年度 (211,604,000) (86,420,660) (298,024,660)

平成28年度 (292,158,000) (97,794,699) (389,952,699)

※適宜、行を追加する。 合計 (503,762,000) (184,215,359) 687,977,359

※防災拠点毎に事業を記載してください（1施設＝１事業）

※「発電量」について、発電しない再生可能エネルギー等は記入不要。

※平成27年及び平成28年度の報告は、前年度までの事業分を記載した上で、当該年度の事業を記載する。

※※複数年度にわたる事業については、当該年度までの実績及び以降の見込みを記載する。また、備考欄に各年度の事業内容を記載する。

20ｋｗｈ 22,669,052 113204-27-2-003
三鷹市再生可能エネル
ギー等導入推進基金事業

(第三中学校)
三鷹市 補助 学校 太陽光 20kw

リチウム
蓄電池

25ｋｗｈ 26,216,107 113211-27-2-001
小平市再生可能エネル
ギー等導入推進基金事業
(市民総合体育館)

小平市 補助 体育館 太陽光 15ｋｗ 31,912,733

20,212,348 1
リチウム
蓄電池

リチウム
蓄電池

35ｋｗｈ 40,348,028 113215-27-2-001
国立市再生可能エネル
ギー等導入推進基金事業

(第二中学校)
国立市 補助 学校 太陽光 12ｋｗ 27,606,652 1

1

羽村市 補助 学校 太陽光

13227-27-2-002
羽村市再生可能エネル
ギー等導入推進基金事業

(羽村東小学校)
羽村市 補助 学校 太陽光 10ｋｗｈ

16.04ｋｗ 31,229,589 1
リチウム
蓄電池

20ｋｗｈ 25,158,27813227-27-2-001
羽村市再生可能エネル
ギー等導入推進基金事業

(栄小学校)

13227-27-2-003
羽村市再生可能エネル
ギー等導入推進基金事業

(第二中学校)
羽村市 補助 学校 太陽光 10ｋｗｈ 11,337,322

11,715,956 1
リチウム
蓄電池

20ｋｗｈ 21,888,505 1

合　　　計

1
リチウム
蓄電池

20ｋｗｈ 23,469,750 1

22,776 12.53

Ｈ29.01

Ｈ29.01

H29.1

Ｈ29.3

Ｈ28.10

Ｈ29.01

240,862 132.47

11,388 6.26

11,388 6.26

17,082 9.40

13,666 7.52

6,349 3.49

10ｋｗ 9,329,730 1
リチウム
蓄電池

10ｋｗｈ 8,688,86813119-27-2-001
板橋区再生可能エネル
ギー等導入推進基金事業
(志村第四小学校)

板橋区 補助 学校 太陽光 H29.01 11,388 6.261

16ｋｗ 13,819,028 1
リチウム
蓄電池

20ｋｗｈ 37,854,73113122-27-2-001
葛飾区再生可能エネル
ギー等導入推進基金事業

(奥戸中学校)
葛飾区 補助 学校 太陽光 Ｈ29.02 18,221 10.021

20kw 21,097,073 1
リチウム
蓄電池

20ｋｗｈ 20,728,08713204-27-2-001
三鷹市再生可能エネル
ギー等導入推進基金事業

(南浦小学校)
三鷹市 補助 学校 太陽光 H29.1 22,776 12.531

10.485ｋ
ｗ

11,543,141 1
リチウム
蓄電池

16.2ｋｗｈ 12,731,48413201-27-2-003
八王子市再生可能エネル
ギー等導入推進基金事業

(宮上中学校)
八王子市 補助 学校 太陽光 Ｈ28.02 11,940 6.571

5.04ｋｗ 5,959,726 1
リチウム
蓄電池

10ｋｗｈ 8,138,17613305-27-2-001
日の出町再生可能エネル
ギー等導入推進基金事業
(ひのでグリーンプラザ)

日の出町 補助 その他 太陽光 Ｈ28.03 5,298 2.911

以下、H27-28年度実施事業


