
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

100%

※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

合計

1,372,979,961

0 1,143,780 2,513,720 3657500運用収入額

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）
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平成27年度 平成28年度 合計

（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

1,299,034 2,229,000

714,100,858 654,717,623



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

1,400,000

出資等

運用収入 1,144 2,514

(うち国費見合額) (0) (1,144) (2,514) 

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

1,017,809 489,579

返納額
※平成26年度の返納額はマイナスにする。

合計　(a) 1,400,000 1,018,952 492,093

交付額(間接補助事業経費) 381,299 524,855 489,864

執行額(直轄事業経費) 892 4,517 2,229

その他

合計 (b) 382,191 529,373 492,093

1,017,809 489,579 0

(1,017,809) (489,579) (  　　　　　)

489,579 ÷ 492,093

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）

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）

基
金
の
額
（
単
位
：
千
円
）

収
入

支
出

国庫納付額　(c)

一般会計への繰入残額　(ｄ)

基金残高　(a-b-c+d)

（うち国費相当額）

※「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。

保有割合 0.99

（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。



様式第４号（第５の５（２）②関係） （別紙2）

（事業実施の概要）

実施主体 施設名 エネルギー種別 事業期間

阿久根市 西目地区集会施設 太陽光 平成26～27年度

指宿市 山川文化ホール 太陽光 平成26～27年度

薩摩川内市 川内駅東西自由通路 太陽光＋風力 平成26～27年度

日置市 日置市東市来支所庁舎 太陽光 平成26～27年度

肝付町 肝付町役場本庁 太陽光 平成26～27年度

肝付町 肝付町役場内之浦総合支所 太陽光 平成26～27年度

徳之島町 亀津中学校 太陽光 平成26～27年度

徳之島町 美農里館 太陽光 平成26～27年度

徳之島町 亀徳小学校 太陽光 平成26～27年度

徳之島町 町保健センター 太陽光 平成26～27年度

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）

　薩摩川内市は，次世代エネルギービジョンにおいて，公共施設に太陽光発電，蓄電池，さらには管理の仕組み等を導入し，自然災害の発生に備えた防災拠点を整備することとして
おり，薩摩川内市が管理する川内駅東西自由通路に太陽光及び風力発電設備並びに蓄電池を設置することにより，災害時の支援施設としての機能を果たすことを目指す。平成26年度
に実施設計の準備を行い，実施設計及び施工は平成27年度に行った。

　日置市では，地域防災計画の中で，災害に強い交通・ライフライン施設の整備を促進することとしており，災害対策の支部施設である東市来支所庁舎に太陽光発電設備及び蓄電池
を設置することにより，防災拠点施設の機能強化を図る。平成26年度は実施設計を行い，施工は平成27年度に行った。

　肝付町役場本庁は，高山地区の中心部に位置し，同敷地内に避難所であるコミュニティーセンターがあり，災害対策本部と避難所の機能を有していることから，太陽光発電設備及
び蓄電池を設置することにより，電力遮断時にも施設の機能を維持することで，地域住民に安心を提供する。平成26年度に実施設計の準備を行い，実施設計及び施工は平成27年度に
行った。

（平成27年度報告書）

　当県では，平成26年4月に策定した「県再生可能エネルギー導入ビジョン」において，「防災拠点施設等への分散型エネルギーの導入促進」を今後推進する取組の一つとして位置付けている。
　防災対策の推進による県民の安全の確保及び循環と共生を基調とする環境負荷の小さい持続可能な低炭素社会の実現を図るため，地域の再生可能エネルギーを活用した，災害に強い自立・分散型エネルギーの導入を支援する事業を実施した。
　各事業メニューの実施状況は，次のとおりである。

１　地域資源活用詳細調査事業
　　平成27年７月及び平成28年３月に事業評価委員会を開催し，前年度の事業実績の確認や施設選定の目安，今年度及び次年度計画について意見を得た。

　[鹿児島県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]
　　松村　博久　　　鹿児島大学名誉教授　＜エネルギー全般＞
　　大西　正巳　　　鹿児島県地球温暖化防止活動推進センター長　＜環境＞
　　石窪　奈穂美　　消費生活アドバイザー（鹿児島大学非常勤講師）　＜消費者＞
　　大竹　俊光　　　鹿児島県危機管理防災課長　＜防災＞

２　公共施設再生可能エネルギー等導入事業
　　全体計画：平成２７年度…[導入]２１施設（３年間で３１施設導入）
　　平成２７年度事業計画：[施工]４施設，[設計＋施工]１６施設，[設計]３施設
　　平成２７年度実績：[施工]４施設，[設計＋施工]１６施設，[設計]３施設

平成27年度事業実施の概要

３　民間施設再生可能エネルギー等導入事業
　　平成２７年度実績：[設計＋施工]１施設

　肝付町役場内之浦総合支所は，内之浦地区の中心部に位置し，災害対策本部と避難所の機能を有している。同地区は災害時に道路寸断により，孤立化したことがあることから，太
陽光発電設備及び蓄電池を設置することにより，電力遮断時にも施設の機能を維持することで，地域住民に安心を提供する。平成26年度に実施設計の準備を行い，実施設計及び施工
は平成27年度に行った。

　徳之島町は，地域防災計画において，学校施設について，自家発電設備等の防災機能の向上を図る整備について考慮するとしている。亀津中学校は、町の中心市街地のほぼ中心部
山側、中区集落に立地している。中区集落と近接する北区集落を合わせて約2000人が居住しており、災害発生時に防災上非常に重要な施設となる。本校舎は新築工事により、耐震性
や以前よりも基礎が嵩上げされ水害対策も考えられている。
　太陽光発電施設及び蓄電池を導入することにより、平常時には生徒に対する環境教育の一環として、積極的に活用していくとともに、『災害に強い地域づくり』と、本町を含む奄
美群島は、世界自然遺産登録を目標としており、『環境負荷の小さい地域づくり』の実現を図る。平成26～27年度に実施設計及び施工を行った。

　美農里館は，現在，見直し中の地域防災計画で，避難所に指定される予定の施設である。本施設に太陽光発電設備及び蓄電池を設置することにより，電力遮断時にも施設の機能を
維持することができるようにする。また，奄美群島は，世界自然遺産登録を目指しており，再エネ設備の導入により，環境負荷の小さい地域づくりの実現を図る。平成26年度は実施
設計が完了し，施工は平成27年度に行った。

　徳之島町は，地域防災計画において，学校施設について，自家発電設備等の防災機能の向上を図る整備について考慮するとしている。亀徳小学校は町で２番目に人口の多い地区に
位置し，地域防災計画上の避難所に指定されている。本施設に太陽光発電設備及び蓄電池を設置することにより，電力遮断時にも施設の機能を維持することができるようにする。ま
た，奄美群島は，世界自然遺産登録を目指しており，再エネ設備の導入により，環境負荷の小さい地域づくりの実現を図る。平成26～27年度に実施設計及び施工を行った。

　町保健センターは，現在，見直し中の地域防災計画で，避難所に指定される予定の施設である。本施設に太陽光発電設備及び蓄電池を設置することにより，電力遮断時にも施設の
機能を維持することができるようにする。また，奄美群島は，世界自然遺産登録を目指しており，再エネ設備の導入により，環境負荷の小さい地域づくりの実現を図る。平成26～27
年度に実施設計及び施工を行った。

事 業 の 概 要

　西目地区集会施設は，阿久根市地域防災計画に指定された避難所であるとともに，原子力災害時における避難計画の中で集合場所にも指定されている。本施設に太陽光発電設備及
び蓄電池を設置することにより，電力遮断時にも施設の機能を維持することができるようにする。平成26年度は実施設計が完了し，施工は平成27年度に行った。

　山川文化ホールは，指宿市の山川地区で収容人数が最大の一次避難所であるが，災害時（ライフライン寸断時）に備えた機能を有していないことから，同施設に太陽光発電設備及
び蓄電池を設置することにより，災害に強い避難所となることを目指す。平成26年度は実施設計を行い，施工は平成27年度に行った。



徳之島町 尾母小中学校 太陽光 平成26～27年度

鹿屋市 野球等屋内練習場（仮称） 太陽光 平成26～27年度

与論町 砂美地来館 太陽光 平成26～27年度

鹿児島県 県立北薩病院 街路灯・道路灯 平成27年度

阿久根市 阿久根市本庁舎 太陽光 平成27年度

西之表市 西之表市役所 太陽光 平成27～28年度

西之表市
保健センター

すこやか
太陽光 平成27～28年度

西之表市 国上小学校 太陽光＋風力 平成27～28年度

西之表市 住吉小学校 太陽光＋風力 平成27～28年度

薩摩川内市
サンアリーナ

せんだい
（蓄電池） 平成27～28年度

日置市
日置市日吉支所
庁舎・中央公民館

（複合施設）
太陽光 平成27～28年度

霧島市
霧島市役所
福山総合支所

太陽光 平成27年度

南さつま市
笠沙医療

コミュニティ施設
太陽光 平成27年度

志布志市
安楽稚児松
避難階段

街路灯・道路灯 平成27年度

志布志市
香月水ヶ迫
避難階段

街路灯・道路灯 平成27年度

志布志市
志布志時見坂

避難経路
街路灯・道路灯 平成27年度

大崎町
町道木入道

新地線
街路灯・道路灯 平成27年度

徳之島町 神之嶺小学校 太陽光 平成27年度

　西之表市は，第５次長期振興計画において，「循環と共生による豊かな環境社会の形成」を目指すこととしている。同市は，南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域に指定され
ており，津波遡上高は13mと想定されている。また，離島に位置していることから，災害発生時，他の自治体や国による救援・支援活動に時間を要することが予想される。国上小学校
は海抜93mにあり，地域防災計画上，津波の避難所に位置付けられ，市北部地域の中心避難施設としての活用が見込まれている。同地域は風況にも恵まれていることから，風力発電設
備，太陽光発電設備及び蓄電池を設置することにより，避難所としての機能の維持・強化を図る。平成27年度に実施設計を行い，施工は平成28年度に繰り越した。

西之表市は，第５次長期振興計画において，「循環と共生による豊かな環境社会の形成」を目指すこととしている。同市は，南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域に指定されて
おり，津波遡上高は13mと想定されている。また，離島に位置していることから，災害発生時，他の自治体や国による救援・支援活動に時間を要することが予想される。保健センター
すこやかは市街地の高台21mにあり，地域防災計画上，津波の避難所に位置付けられている。また，施設の機能上，高齢者や乳幼児，妊産婦等の要配慮者への避難施設としての役割も
期待されることから，太陽光発電設備及び蓄電池を設置することにより，機能の維持・強化を図る。平成27年度に実施設計を行い，施工は平成28年度に繰り越した。

　志布志市は南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域に指定されており，最大津波高７m，津波到達時間(１m)が36分と想定されている。安楽稚児松避難階段は，地域防災計画上，
１次開設される避難所及び津波の避難場所である安楽地区公民館に通じる階段である。本階段に太陽光発電及び蓄電池を備えた街路灯を設置することにより，電力遮断時にも避難の
迅速化及び安全確保を図る。平成27年度に施工を行った。

　鹿屋市は，市総合計画において，CO2削減に向けた再生可能エネルギーの積極的な導入や，災害に備えた防災体制の充実などの取組を通して「安全・安心なまちづくり」，「地球に
やさしいまちづくり」等を目指すこととしている。新設される野球等屋内練習場（仮称）は，隣接する串良平和アリーナ（避難拠点施設，福祉避難所に指定）と連携することによ
り，地域住民だけでなく広域的な避難受入等の機能も期待される施設である。本施設に太陽光発電設備及び蓄電池を設置することにより，災害時の自立電源の確保と平常時の電力需
要のピークカットやCO2削減を図る。平成26年度に実施設計の準備を行い，平成27年度に実施設計及び施工を行った。

　砂美地来館は与論町地域防災計画に指定された避難所である。与論島は近年，大型台風の襲来により，電柱倒壊や断線が多く，停電状態が２～４日間続く状態となっていることか
ら，太陽光及び風力発電設備並びに蓄電池を設置することにより，安定した電力供給を図る。平成26年度に実施設計の準備を行い，実施設計及び施工は平成27年度に行った。

　県立北薩病院は姶良・伊佐地区の災害拠点病院（地域災害医療センター）に指定されている。大規模災害時おける地域住民の救護及び避難施設の役割を担っており，太陽光発電及
び蓄電池を備えた街路灯を設置することにより，病院施設内が立入り不能となった場合には，敷地の屋外にある駐車場等が一般用待機場所となる。平成27年度に施工を行った。

　　阿久根市本庁舎は，災害発生時には，災害対策本部が設置され，災害対策の中枢を担うとともに，災害状況や避難情報等を一括管理するなど，情報通信の拠点施設でもある。本
施設に太陽光発電設備及び蓄電池を設置することにより，電力遮断時にも施設の機能を維持することができるようにする。平成27年度に実施設計及び施工を行った。

　西之表市は，第５次長期振興計画において，「循環と共生による豊かな環境社会の形成」を目指すこととしている。同市は，南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域に指定され
ており，津波遡上高は13mと想定されている。また，離島に位置していることから，災害発生時，他の自治体や国による救援・支援活動に時間を要することが予想される。西之表市役
所は市街地の高台21mに位置し，災害時は災害対策本部としての役割を果たすことから，太陽光発電設備及び蓄電池を設置することにより，機能の維持・強化を図る。平成27年度に実
施設計を行い，施工は平成28年度に繰り越した。

　徳之島町は，地域防災計画において，学校施設について，自家発電設備等の防災機能の向上を図る整備について考慮するとしており，尾母小中学校は，地域防災計画上の避難所に
指定されている。本施設に太陽光発電設備及び蓄電池を設置することにより，電力遮断時にも施設の機能を維持することができるようにする。また，奄美群島は，世界自然遺産登録
を目指しており，再エネ設備の導入により，環境負荷の小さい地域づくりの実現を図る。平成26～27年度に実施設計及び施工を行った。

西之表市は，第５次長期振興計画において，「循環と共生による豊かな環境社会の形成」を目指すこととしている。同市は，南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域に指定されて
おり，津波遡上高は13mと想定されている。また，離島に位置していることから，災害発生時，他の自治体や国による救援・支援活動に時間を要することが予想される。住吉小学校は
海抜20mにあり，地域防災計画上，津波の避難所に位置付けられ，市南部地域の中心避難施設としての活用が見込まれている。同地域は風況にも恵まれていることから，風力発電設
備，太陽光発電設備及び蓄電池を設置することにより，避難所としての機能の維持・強化を図る。平成27年度に実施設計を行い，施工は平成28年度に繰り越した。

　薩摩川内市は，次世代エネルギービジョンにおいて，公共施設に太陽光発電，蓄電池等を導入し，自然災害の発生に備えた防災拠点を整備することとしている。地域防災計画にお
いて避難所に指定されているサンアリーナせんだいは，川内地域で収容人数が最大の避難所である。既存の太陽光発電設備は設置されているが，蓄電池を備えていないため，当該施
設に蓄電池を設置することにより，夜間における避難所の機能強化を図る。実施設計及び施工は平成28年度に繰り越した。

日置市では，地域防災計画の中で，災害に強い交通・ライフライン施設の整備を促進することとしており，日吉支所庁舎は災害対策の支部に，中央公民館は避難施設として位置付け
られている。両施設は，統合され，複合施設として建替が行われる計画であり，太陽光発電設備及び蓄電池を設置することにより，防災拠点施設の機能強化を図る。実施設計及び施
工は平成27年度に行い，施工の一部を平成28年度に繰り越した。

　　霧島市役所福山総合支所は，中山間地域にあり，地域の災害対策本部の機能を有している。本施設に太陽光発電設備を設置することにより，電力遮断時の施設の機能維持を図
る。平成27年度に実施設計及び施工を行った。

　笠沙医療コミュニティ施設は，南さつま市の西南端に位置し，野間池地区の医療，公民館，消防団，市役所出張所の機能を併せ持つ複合施設として平成27年度に建設予定の施設で
ある。本施設は，津波襲来時の一時避難所の跡地に整備されるが，周辺を海に囲まれ，唯一の交通路である国道が寸断された場合，物資の搬入，情報の交換等が困難となる恐れがあ
ることから，太陽光発電設備及び蓄電池を設置することにより，電力遮断時にも施設の機能維持を図る。平成27年度に実施設計及び施工を行った。

志布志市は南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域に指定されており，最大津波高７m，津波到達時間(１m)が36分と想定されている。香月水ヶ迫避難階段は，地域防災計画上，１
次開設される避難所及び津波の避難場所である志布志市文化会館に通じる階段である。本階段に太陽光発電及び蓄電池を備えた街路灯を設置することにより，電力遮断時にも避難の
迅速化及び安全確保を図る。平成27年度に施工を行った。

　志布志市は南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域に指定されており，最大津波高７m，津波到達時間(１m)が36分と想定されている。志布志時見坂避難経路は，地域防災計画
上，津波の避難場所及び災害救助法が適用された場合等の追加避難場所である志布志中学校に通じる道路である。本道路に太陽光発電及び蓄電池を備えた街路灯を設置することによ
り，電力遮断時にも避難の迅速化及び安全確保を図る。平成27年度に施工を行った。

　大崎町は南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域に指定されている。町道木入道新地線は，津波発生時における一時避難施設として町と協定を締結している２つの公民館に通じ
る道路である。
　本道路に太陽光発電及び蓄電池を備えた街路灯を設置することにより，電力遮断時にも避難の迅速化及び安全確保を図る。平成27年度に施工を行った。

　　徳之島町は，地域防災計画において，学校施設について，自家発電設備等の防災機能の向上を図る整備について考慮するとしている。神之嶺小学校は，４集落で構成される校区
のほぼ中心部に位置し，地域防災計画上の避難所に指定されている。これまで台風の度に，校区までの送電線が切断され，停電が発生するなど，ライフラインに脆弱な部分があるた
め，本施設に太陽光発電設備及び蓄電池を設置することにより，電力遮断時にも施設の機能を維持することができるようにする。また，奄美群島は，世界自然遺産登録を目指してお
り，再エネ設備の導入により，環境負荷の小さい地域づくりの実現を図る。平成27年度に実施設計及び施工を行った。



徳之島町 山中学校 太陽光 平成27年度

伊仙町
徳之島交流広場
ほーらい館

太陽光 平成27年度

指宿市 指宿市役所 太陽光 平成27～28年度

指宿市 開聞総合体育館 太陽光＋風力 平成27～28年度

指宿市 時遊館COCCOはしむれ 太陽光 平成27～28年度

民間 障害者支援施設　さちかぜ 太陽光 平成27年度

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

94,120 325,040 275,510 694670 426,094 426,094 61.3%

4.9% 5.7% 5.4% 16.0% 6.0% 6.0%

全2,084施設 導入施設数 2 17 12 31 25 25 80.6%

73 186 166 425 282 282 66.3%

＜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。

全体計画書 平成27年度　各年度報告書

　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

・平成26年度の事業実績等について報告を行い，了承を得た。
・平成27年度の事業計画について，計画の変更点について説明を行い，了承を得た。

平成26年度から平成27年度への繰越分を考慮すると，概ね計画どおりの実績となった。平成28年度は事業最終年度であることから，関係市町村に対して密な進捗状況の確認を行い，平成28年度計画を達成できるように努める。

防災拠点における再生可能エネルギーの普及率　（％）

達成率（％）

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

　障害者支援施設さちかぜは、法人内でも各種の情報収集や入所利用者や従業員に対する情報発信を行うなど、基幹的役割を担っている。施設内には、多目的ホールや休憩室、会議
室等があり、避難者の受入スペースも確保できるため、当事業の対象として適している。施設には自家発電機があるが、スプリンクラー用であるため、今回、太陽光発電設備、蓄電
池及びＬＥＤ照明を導入することにより、災害時における福祉避難所としての最低限の機能の確保する。また、災害時に円滑な避難所運営が図れるよう、市の防災担当者や地域の自
治会長等と定期的に協議も行う。平成27年度に実施設計及び施工を行った。

　徳之島町は，地域防災計画において，学校施設について，自家発電設備等の防災機能の向上を図る整備について考慮するとしている。山中学校は，町の北部に位置し，地域防災計
画上の避難所に指定されている。本校区は，他地区の集落から離れており，台風の度に，校区までの送電線が切断され，停電が発生する上，復旧に多くの時間を要するなど，ライフ
ラインに脆弱な部分があるため，本施設に太陽光発電設備及び蓄電池を設置することにより，電力遮断時にも施設の機能を維持することができるようにする。また，奄美群島は，世
界自然遺産登録を目指しており，再エネ設備の導入により，環境負荷の小さい地域づくりの実現を図る。実施設計及び施工は平成27年度に行った。

　徳之島交流広場ほーらい館は，伊仙町のほぼ中央の海抜74ｍ地点に位置し，伊仙町地域防災計画において避難所に指定された施設である。風呂やプールも備えており，災害時にも
水の確保がしやすくなっている。本施設に太陽光発電設備及び蓄電池を導入することで，電力遮断時にも避難所としての施設の機能を維持し，地域住民に安心と安全を提供すること
を目指す。実施設計及び施工は平成27年度に行った。

　本市行政機関の中枢であり，災害時の防災拠点施設（災害対策本部）となっており，太陽光発電設備及び蓄電池を設置することにより，本市の防災拠点施設（災害対策本部）及び
避難所として，災害時に強く，避難者にとって必要不可欠な機能を有する施設となり，併せて，環境負荷の小さい施設として機能する。平成27年度は実施設計を行った。

　開聞地域における一次避難所の中で，当該地域内で拠点となりうる施設であり，太陽光発電施設及び蓄電池を設置することにより，地域の避難所として，災害時に避難者にとって
必要不可欠な機能を有する施設となり，併せて，環境負荷の小さい施設として機能する。平成27年度は実施設計を行った。

　指宿地域内にある温泉街（ホテル，旅館及び温泉施設集中地域）の周辺における避難所の中で，風水害及び津波の避難所として指定されている施設の中で収容人数が最大（150人）
であり，駐車場も広い。本施設に太陽光発電設備及び蓄電池を設置することにより，地域の避難所として，災害時に避難者にとって必要不可欠な機能を有する施設となり，併せて，
環境負荷の小さい施設として機能する。平成27年度は実施設計を行った。

(H25末導入済:102) (H25末導入済:102) (H25末導入済:102)



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：千円）

（基金充当額） （単独費支出額）

平成26年度
・評価委員会の開催
・事業の進捗管理等

・11月，２月
・通年（10月～３月）

・謝金62千円（評価委員謝金）
・賃金職員468千円
・旅費117千円（評価委員，説明会，打合せ等）
・需用費240千円（事務用品等）
・使用料5千円（評価委員会会場使用料）

(892) 892

平成27年度
・評価委員会の開催
・事業の進捗管理等

・７月，３月
・通年（４月～３月）

・共済費21千円
・謝金62千円（評価委員謝金）
・賃金職員840千円
・旅費296千円（評価委員，完了検査，打合せ
等）
・需用費80千円（事務用品等）

(1,299) 1,299

平成28年度
・評価委員会の開催
・事業の進捗管理等

・８月，１２月，３月
・通年（４月～３月）

・謝金93千円（評価委員謝金）
・賃金職員1,035千円
・旅費562千円（評価委員，完了検査，打合せ
等）
・需用費516千円（事務用品等）
・使用料23千円（評価委員会会場使用料等）

(2,229) 2,229

平成26年度 0

平成27年度 0

平成28年度 0

平成26年度 (892) (0) 892

平成27年度 (1,299) (0) 1,299

平成28年度 (2,229) (0) 2,229

※適宜、行を追加する。 (4,420) (0) 4,420

※「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。

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）

（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

（平成27年度報告書）

事業費の算出根拠 備考合計

46000-26-1-001



※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。



（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 (1,490,000) 1,490,000 設計

平成27年度 (23,983,427) (6,488,573) 30,472,000 施工（繰越）

平成28年度

平成26年度 (1,018,000) 1,018,000 設計

平成27年度 (19,440,000) 19,440,000 施工

平成28年度 0

太陽光 30kW 48,925,000 1 平成26年度 0

平成27年度 (127,602,888) (14,957,112) 142,560,000 設計＋施工（繰越）

平成28年度

平成26年度 (723,600) (0) 723,600 設計

平成27年度 (31,852,626) (226,894) 32,079,520 施工+監理（291）

平成28年度

平成26年度 0

平成27年度 (44,329,029) (2,057,871) 46,386,900 設計＋施工（繰越）

平成28年度

平成26年度

平成27年度 (28,518,415) (802,685) 29,321,100 設計＋施工（繰越）

平成28年度

平成26年度 0

平成27年度 (24,098,585) (363,415) 24,462,000 施工（繰越）

平成28年度

平成26年度

平成27年度 (30,527,625) (252,375) 30,780,000 設計＋施工（繰越）

平成28年度

平成26年度

平成27年度 (34,068,608) (1,560,592) 35,629,200 設計＋施工（繰越）

平成28年度

平成26年度 (469,800) (205,200) 675,000 設計

平成27年度 (36,051,264) (1,397,736) 37,449,000 施工

平成28年度

平成26年度 (460,080) 460,080 設計

平成27年度 (35,352,860) (1,982,740) 37,335,600 施工

平成28年度

平成26年度 0

平成27年度 (39,115,113) (628,887) 39,744,000 設計＋施工（繰越）

平成28年度

太陽光 5kw 6,117,000 1 平成26年度 0

平成27年度 (24,894,000) 24,894,000 設計＋施工（繰越）

平成28年度

（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）

備考

種別 容量
価格

（単位：円）
個数 種別 容量

価格
（単位：円）

個数 種別

事業内容③
（未利用エネルギー）

事業内容④
（その他）

稼働年月

事業効果
（導入（設置）後に見込まれる効果）

事業年度

事業費

容量
価格

（単位：円）
個数 種別

合計
（単位：円）

46206-26-2-001
阿久根市西目地区集会施設再生可能
エネルギー導入事業

阿久根市 補助 公民館 太陽光 9.82kw 10,714,000

容量
価格

（単位：円）
個数

導入
によ
る削
減量

発電量
（ｋWh／年)

二酸化炭素
削減量

（ｔ－CO2／年)

46210-26-2-002
公共施設再生可能エネルギー等導入推
進事業（山川文化ホール）

指宿市 補助 社会福祉施設

高効率照明1
リチウム蓄電

池
15.0kwh 14,062,000 1

14,674,000 1
リチウム蓄電

池
10kWh

27 743 H27.9 10,512 7.3

64w
50w
46w
23w
5.6w

7,186,000

10,927 6.3

46215-26-2-003 川内駅次世代エネルギー導入事業 薩摩川内市 補助 その他
リチウム蓄電

池
34kWh 73,723,000

H28.15,784,000 1太陽光 10kW

46216-26-2-004
再生可能エネルギー等導入推進事業
（東市来支所庁舎）

日置市 補助 庁舎

5.4～131W 10,284,000 286 107691 高効率照明

12,866,000 1
リチウム蓄電

池
16kWh

42.0
風力 5kW 9,628,000 1

H28.4 40,296

10,512 6.4

46492-26-2-005
肝付町役場本庁再生可能エネルギー等
導入事業

肝付町 補助 庁舎 太陽光 20kW 10,891,000

高効率照明 57.4 403,000 8 180.8 H27.1018,810,000 2太陽光 10kW

46492-26-2-006
内之浦総合支所再生可能エネルギー等
導入事業

肝付町 補助 庁舎

高効率照明1
リチウム蓄電

池
30kWh 29,447,000 1

8,922,000 1
リチウム蓄電

池
15kWh

25 1.4 H28.3 0.0

62W×21
33W×3
53W×1
17W×2
9W×2

1,015,000

0.0

46530-26-2-007
再生可能エネルギー等導入推進基金事
業（亀津中学校）

徳之島町 補助 学校 太陽光 22kW 14,730,000

高効率照明

53W×21
17W×13
62W×1
9W×6

1,512,000 25 2.435 H28.315,862,000 1太陽光 10kW

46530-26-2-008
再生可能エネルギー等導入推進基金事
業（美農里館）

徳之島町 補助 その他

1
リチウム蓄電

池
13kWh 9,732,000 1

19,298,000 1
リチウム蓄電

池
16kWh

H27.9 21,024 12.1

21,024 12.1

46530-26-2-009
再生可能エネルギー等導入推進基金事
業（亀徳小学校）

徳之島町 補助 学校 太陽光 22kW 26,852,200

H27.1011,482,000 1太陽光 21kW

46530-26-2-010
再生可能エネルギー等導入推進基金事
業（町保健センター）

徳之島町 補助 その他

1
リチウム蓄電

池
14kWh 8,777,000 1

21,036,000 1
リチウム蓄電

池
15kWh

H27.10 22,958 13.2

21,865 12.6

46530-26-2-011
再生可能エネルギー等導入推進基金事
業（尾母小中学校）

徳之島町 補助 学校 太陽光 21kW 27,709,000

H28.315,900,000 1太陽光 21kW

46203-26-2-012 鹿屋市スポーツ施設再配置事業 鹿屋市 補助 体育館

1
リチウム蓄電

池
14kWh 9,119,000 1

20,342,000 1
リチウム蓄電

池
32.4ｋＷｈ

H28.3 21,865 12.6

21,024 19.7

46535-26-2-013 与論町再生可能エネルギー導入事業 与論町 補助 体育館 鉛蓄電池 14.4ｋｗ 2,631,000

高効率照明

184W×12
34.6W×２
45.9W×１
7.9W×13

1,474,000 28 4369 H27.1217,928,000 1太陽光 20ｋＷ

1 8.1
風力 5kw 16,146,000 1

H27.11 14,016



平成26年度 0

平成27年度 (3,218,400) (0) 3,218,400 施工

平成28年度

平成26年度 0

平成27年度 (40,197,975) (3,563,025) 43,761,000 設計＋施工

平成28年度

平成26年度 0

平成27年度 (3,124,872) 3,124,872 設計

平成28年度 0
施工(繰越H27→H28）

基金58,592,128円

平成26年度 0

平成27年度 (781,218) 781,218 設計

平成28年度 0
施工(繰越H27→H28）

基金28,323,782円

太陽光 5kW 8,927,000 1 平成26年度 0

平成27年度 (341,955) 341,955 設計

平成28年度 0
施工(繰越H27→H28）

基金21,283,045円

太陽光 5kW 8,927,000 1 平成26年度 0

平成27年度 (341,955) 341,955 設計

平成28年度 0
施工(繰越H27→H28）

基金21,283,045円

平成26年度 0

平成27年度 0

平成28年度
施工(繰越H27→H28）

基金29,527,000円

平成26年度 0

平成27年度 (16,600,000) 16,600,000 設計

平成28年度 0
監理＋施工（繰越H27→H28）

基金24,777,000円

平成26年度 0

平成27年度 (21,524,400) 21,524,400 設計＋施工

平成28年度

平成26年度 0

平成27年度 (20,196,000) 20,196,000 設計＋施工

平成28年度

平成26年度 0

平成27年度 (1,561,000) (0) 1,561,000 施工

平成28年度

平成26年度 0

平成27年度 (1,562,000) (0) 1,562,000 施工

平成28年度

平成26年度 0

平成27年度 (1,562,000) (0) 1,562,000 施工

平成28年度

平成26年度 0

平成27年度 (8,510,400) (0) 8,510,400 施工

平成28年度

平成26年度 0

平成27年度 (36,438,405) (1,264,395) 37,702,800 設計＋施工

平成28年度

平成26年度 0

平成27年度 (32,828,638) (2,930,162) 35,758,800 設計＋施工

平成28年度

平成26年度 0

平成27年度 (22,302,000) (0) 22,302,000 設計＋施工

平成28年度

平成26年度 0

平成27年度 (918,000) 918,000 設計

平成28年度 0
施工(H28計画計上済）

基金85,351,000円

太陽光 5kW 10,829,000 1 平成26年度 0

平成27年度 (1,393,200) 1,393,200 設計

平成28年度 0
施工(H28計画計上済）

基金41,460,000円

平成26年度 0

平成27年度 (864,000) 864,000 設計

平成28年度 0
施工(H28計画計上済）

基金27,890,000円

平成26年度 (4,161,480) (205,200) 4,366,680

平成27年度 (714,100,858) (38,476,462) 752,577,320

平成28年度 (0) (0) 0

※適宜、行を追加する。 合計 (718,262,338) (38,681,662) 756,944,000

46000-27-2-001
県立北薩病院再生可能エネルギー施設
整備事業

県 直轄 診療施設 268 0.1H27.12

46206-27-2-002
阿久根市市役所本庁舎再生可能エネ
ルギー等導入事業

阿久根市 補助 庁舎 太陽光 15.3kw 18,964,000

街路灯

・太陽電池
85W

・バッテリー
60AH-12V 2

台

3,219,000 3

46213-27-2-003
西之表市再生可能エネルギー等導入事
業（西之表市役所）

西之表市 補助 庁舎 太陽光

1
リチウム蓄電

池
15.4kw 21,584,000 1 21 1210 H28.3 16,083 11.4高効率照明

44w
61w
66w

3,213,000

風力
46213-27-2-005

西之表市再生可能エネルギー等導入事
業（国上小学校）

西之表市 補助 学校

46213-27-2-004
西之表市再生可能エネルギー等導入事
業（保健センターすこやか）

西之表市 補助 その他 太陽光

46216-27-2-008

風力
46213-27-2-006

西之表市再生可能エネルギー等導入事
業（住吉小学校）

西之表市 補助 学校

46215-27-2-007
総合運動公園防災機能強化（蓄電池導
入）事業

薩摩川内市

21,705,000 1 16kWh 18,924,000

補助 体育館

再生可能エネルギー等導入推進事業
（日吉支所庁舎・中央公民館）

日置市 補助 庁舎 太陽光 13.8

46218-27-2-009
福山総合支所太陽光発電設備設置工
事

霧島市 補助 庁舎 太陽光 22kW 21,524,000 1

543.1 1,124,000 27 161 H28.6 23,3972 1 高効率照明
リチウム蓄電

池
22kW

17,885,000

H28.3 23,126 13.3

46220-27-2-010
笠沙・医療コミュニティー施設再生可能
エネルギー導入事業

南さつま市 補助 公民館 太陽光 6

46221-27-2-011
津波避難用ソーラーライト設置事業
（安楽地区）

志布志市 補助 その他

H28.4 11.479110.92kW 2,311,000

H27.12 99.864 0.0

46221-27-2-012
津波避難用ソーラーライト設置事業
（香月地区）

志布志市 補助 その他

街路灯 0.095kw 1,561,000 1

0.0

46221-27-2-013
津波避難用ソーラーライト設置事業
（志布志地区）

志布志市 補助 その他

1,562,000 1 0.055 H27.12 99.864街路灯

H27.12 99.864 0.0

46468-27-2-014
一時避難所誘導灯設置（町道木入道新
地線）

大崎町 補助 その他

街路灯 0.095kw 1,562,000 1

H28.3 315 0.10街路灯 0.015kw

46530-27-2-015
平成27年度再生可能エネルギー等導入
推進基金事業（神之嶺小学校）

徳之島町 補助 学校 太陽光

0.055

0.055

1
リチウム蓄電

池
21.6kW

鉛蓄電池 58kWh 29,527,000

21,024
リチウム蓄電

池
H28.316kWh 12.1

46530-27-2-016
平成27年度再生可能エネルギー等導入
推進基金事業（山中学校）

徳之島町 補助 学校 太陽光

21kW 27,244,800 1 10,458,000 1

110,226,000

H29.3 0.0

0.0H29.11

8,510,000 20

0.095kw

0.0

H28.3 21,865 12.6

46532-27-2-017
再生可能エネルギー等導入推進基金事
業（徳之島交流広場ほーらい館）

伊仙町 補助 その他 太陽光

21kW 25,532,800 1
リチウム蓄電

池
22kWh

0.0

1
リチウム蓄電

池
16.9kw 11,383,000 1 0.010.9kw 22,265,000

H29.3

H29.3

1

H29.3

32.8kw 49,718,000 1
リチウム蓄電

池
33.8kw 16,411,000

5kW 13,066,000 1

5kW 13,066,000 1

4.8

46210-27-2-018
公共施設再生可能エネルギー等導入推
進事業（指宿市役所）

指宿市 補助 庁舎 太陽光

9kW 15,720,000 1 H28.4 8,410
リチウム蓄電

池
7kWh 6,582,000 1

リチウム蓄電
池

14.4kw 3,007,000 1

リチウム蓄電
池

14.4kw 3,007,000 1

H29.3 43,706 25.3

46210-27-2-019
公共施設再生可能エネルギー等導入推
進事業（開聞総合体育館）

指宿市 補助 その他

40kW 42,351,000 1
リチウム蓄電

池
45kWh 43,918,000 1

H29.1 19,125 11.0
風力 5kW 14,563,000 1

リチウム蓄電
池

14kWh 17,549,000 1

リチウム蓄電
池

15kWh 12,035,00046210-27-2-020
公共施設再生可能エネルギー等導入推
進事業（時遊館 COCCOはしむれ）

指宿市 補助 その他 太陽光 6.3

合　　　計 404,581 269.2

H28.12 10,927110kW 16,774,000 1



※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年度の計画は、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、前年度までの実績及び当該年度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。



様式第２号（第５の５（１）②関係）

（基金事業の内容）

（基金充当額）
（単位：円）

（事業者負担額）
（単位：円）

平成26年度 0

平成27年度 (6,025,680) (12,051,360) 18,077,040

平成28年度 0

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成26年度 (0) (0) 0

平成27年度 (6,025,680) (12,051,360) 18,077,040

平成28年度 (0) (0) 0

合計 (6,025,680) (12,051,360) 18,077,040

（基金事業の内容）

（基金充当額）
（単位：千円）

（事業者負担額）
（単位：千円）

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成26年度 (0) 0

平成27年度 (0) 0

平成28年度 (0) 0

合計 (0) 0

※適宜、行を追加する。 平成26年度 (0) (0) 0

※防災拠点毎に事業を記載してください（1施設＝１事業） 平成27年度 (6,025,680) (12,051,360) 18,077,040

※「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28年度 (0) (0) 0

※平成27年及び平成28年度の計画は、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。 総合計 (6,025,680) (12,051,360) 18,077,040

※複数年度にわたる事業については、前年度までの実績及び当該年度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。

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）

（３）民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業（※補助率1/3　ただし特定被災地方公共団体の市町村内で実施する事業は1/2）

事業NO 事業名 実施主体 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）

稼働年月

事業効果
（導入（設置）後に見込まれる効果）

事業年度

事業費

種別 容量
価格

（単位：円）
個数

発電量
（ｋWh／年)

二酸化炭素
削減量

（ｔ－CO2／年)

合計
（単位：円）

46000-27-3-001
社会福祉法人敬天会「さちかぜ」再生可
能エネルギー等導入推進事業

社会福祉法人
敬天会

福祉避難所 太陽光 18kW 15,025,000

価格
（単位：円）

個数 種別 容量
価格

（単位：円）
個数種別 容量

価格
（単位：円）

個数 種別 容量

12.4高効率照明

37.1W×15
41W×8

21.5W×1
13.9W×8

1,121,0401
リチウム蓄電

池
11kWh 1,931,000 2 32 H28.3 21,513

21,513 12.4

（３）民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業（※３％利子補給）

事業NO 事業名 実施主体 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）

合　　　計

事業内容④
（その他）

稼働年月

事業効果
（導入（設置）後に見込まれる効果）

事業年度

金額

種別 容量
価格

（単位：千円）
個数

発電量
（ｋWh／年)

二酸化炭素
削減量

（ｔ－CO2／年)

合計
（単位：千円）

該当なし

価格
（単位：千円）

個数 種別 容量
価格

（単位：千円）
個数種別 容量

価格
（単位：千円）

個数 種別 容量

0 0合　　　計





（別紙５）

設計＋施工

備考

備考





様式第４号（第５の５（２）②関係） （別紙６）

（基金事業の内容）

事業期間 平成26年度 平成27年度 平成28年度

規模 単位 ※開始年度～終了年度
発電量

（ｋｗｈ／年）
CO2削減量

（t-CO2／年）
基金充当額
（単位：円）

基金充当額
（単位：円）

基金充当額
（単位：円）

0 0 0

※適宜、行を追加する。

※「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。

（基金事業の内容）

事業期間 平成26年度 平成27年度 平成28年度

※開始年度及び終了年度
を記載

発電量
（ｋｗｈ／年）

CO2削減量
（t-CO2／年）

基金充当額
（単位：円）

基金充当額
（単位：円）

基金充当額
（単位：円）

0 0 0

※適宜、行を追加する。

※「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。

0 0 0

再エネ種別 単位

風力 千円

地熱

kW

事業効果
（導入（設置）後に見込まれる効果）

発電設備

小計

合計

事業数 事業名 事業内容
総事業費
[単位：円]

備考

導入内容
総事業費
（単位：円）

備考

小計

（４）風力・地熱発電事業等導入支援事業（※１/２補助）

事業効果
（導入（設置）後に見込まれる効果）

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）

（４）風力・地熱発電事業等導入支援事業（※３％利子補給）

事業NO 事業名
再生可能エネルギー等

導入種別



試掘（地熱） kWh

電磁探査（地熱） MJ

t-CO2

探査事業


