
（事業計画書作成担当者）

青森県

青森県青森市長島一丁目1-1

担当部署名 環境生活部　環境政策課

ＴＥＬ 017-734-9243

ＦＡＸ 017-734-8065

メールアドレス kankyo@pref.aomori.lg.jp

（基金事業の執行計画） （単位：千円）

再生可能エネルギー等導入推進事業 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

地域資源活用詳細調査事業 0 577 60 － －

公共施設再生可能エネルギー等導入事業 0 139,682 1,480,191 － －

民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業 0 0 77,110 － －

風力・地熱発電事業等導入支援事業 0 0 0 － －

0 140,259 1,557,361 － －

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

※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

所在地

道県等の名称

平成25年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書　（各年度報告書）
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（事業計画の概要）

H23 H24 H25 H26 H27 合計

全体計画 1.5 3.0 7.3 11.2 14.1 14.1

H25年度計画 1.5 1.6 3.9 8.6 12.2 12.2

全体計画 1,649 1,649 1,649 1,649 1,649 1,649

H25年度計画 1,649 1,649 1,649 1,649 1,649 1,649

全体計画 24 49 120 184 232 232

H25年度計画 24 27 64 141 202 202

全体計画 － 365,000 1,167,520 940,000 660,000 3,132,520

H25年度計画 － 40,000 713,064 1,005,040 809,760 2,567,864

全体計画 － 375 1,025 880 640 2,920

H25年度計画 － 50 698 1,125 878 2,751

全体計画 － 156.6 500.9 403.3 283.1 1,343.9

H25年度計画 － 24.0 427.8 603.0 485.9 1,540.7

②-2　蓄電容量（kWh）

③CO2削減量（t-
CO2）
　（②*0.000429）※
※防災拠点数の内訳は公共施設1,640箇所＋民間施設9箇所
※③のH25年度計画の数値は排出係数0.0006を適用

平成26年度計画概要

基金執行額　1,557,361千円

１．地域資源活用詳細調査事業　60千円
    基金事業に係る事務管理費（市町村指導、環境省打合せなど）　60千円

２．公共施設再生可能エネルギー等導入事業　1,480,191千円
（１）県有施設　277,661千円（設計のみを実施する事業も含む）
　　 ①再エネ発電設備導入施設数　7施設（内訳：太陽光=7、風力=1）　【再エネ発電量：73,504kWh/年　CO2削減量：44.1t-CO2】
　　 ②蓄電池導入施設数　10施設　【蓄電容量：125kWh】
     ③再エネ併設LED街路灯　5施設（10基）
（２）市町村施設　1,202,530千円（設計のみを実施する事業も含む）
　　 ①再エネ発電設備導入施設数　26施設（内訳：太陽光=26、風力=1）　【再エネ発電量：524,520kWh/年　CO2削減量：314.7t-CO2】
　　 ②蓄電池導入施設数　27施設　【蓄電容量462kWh】
　　 ③再エネ併設LED街路灯　13施設（51基）
　
３．民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業　77,110千円
　　 ①再エネ発電設備導入施設数　4施設（内訳：太陽光=3、風力=1）　【再エネ発電量：75,040kWh/年　CO2削減量：45.0t-CO2】
　　 ②蓄電池導入施設数　4施設　【蓄電容量61kWh】
　　 ③再エネ併設LED街路灯　1施設（10基）

　

【成果指標】
　①防災拠点における再生可能エネルギーの普及率（％）
　②導入した再生可能エネルギー等による発電量・蓄電容量（kWh）
　③導入した再生可能エネルギーによるCO2削減量（t-CO2）

【成果目標】
　①～③の各指標に対するH25年度の成果目標については、右表のとおり。（H26年
度以降は参考値）

【事業実施後の評価の方法】
　各年度における達成率を測定して評価する。ただし、評価に当たっては、事業計画
の変更等により、各年度における導入施設数には増減があり得ること等を踏まえ、翌
年度以降の計画内容についても勘案した上で、総合的に評価するものとする。

項目（指標）

①再エネ普及率（％）
　　（イ／ア*100）

ア　防災拠点数（箇所）

イ　導入施設数（箇所）

②再エネ発電量（kWh）

平成25年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書　（各年度報告書）

計画の名称 青森県再生可能エネルギー等導入推進基金

事業の実施期間 平成25年度 交付対象 青森県、市町村（一部事務組合を含む）

【全体計画（合計）に対する進捗率】

◇導入施設数 27.6%

◇再エネ発電量 22.8%

◇蓄電容量 22.9%

◇CO2削減量 31.8%
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（基金事業の内容）

合計 H23 H24 H25 H26 H27

02000-24-1-001 導入拠点等調査事業 － 517 0 517 0 － － －

02000-24-1-002 基金事業に係る事務管理費 － 120 0 60 60 － －

基金事業の執行に当たり必要な
事務経費（市町村指導、環境省打
合せなど）

合計 － 637 0 577 60 － －

平成25年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援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 事業名
総事業費
（千円）

基金充当額（千円）
実施主体

青森県

事業内容 備考

H25は実施なし

青森県
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合計 H23 H24 H25 H26 H27
年間再エネ

発電量
（kWh）

蓄電容量
（kWh）

CO2削減量
（t-CO2）

02000-25-2-004

県立学校再生可能エネルギー
等導入事業（弘前工業高等学
校）

15,330 12,292 12,292 青森県
学校・体育

館
蓄電池15kWh
※太陽光10kW導入済

15  

02000-25-2-005

県立学校再生可能エネルギー
等導入事業（八戸工業高等学
校）

－ 566 566 － － 青森県
学校・体育

館
太陽光10kW、蓄電池15kWh 10,000 15 6.0

02000-26-2-009

県立学校再生可能エネルギー
等導入事業（五所川原工業高等
学校）

－ 712 712 － － 青森県
学校・体育

館
太陽光10kW、蓄電池15kWh 10,000 15 6.0

02000-25-2-006

県立学校再生可能エネルギー
等導入事業（十和田工業高等学
校）

26,305 19,468 19,468 青森県
学校・体育

館
蓄電池15kWh
※太陽光20kW導入済

15  

02000-25-2-007

県立学校再生可能エネルギー
等導入事業（むつ工業高等学
校）

35,547 30,675 30,675 青森県
学校・体育

館
太陽光10kW、蓄電池15kWh 10,000 15 6.0

02000-25-2-008

県立学校再生可能エネルギー
等導入事業（名久井農業高等学
校）

58,527 47,174 47,174 青森県
学校・体育

館
太陽光10kW、風力2kW、蓄電池
15kWh

13,504 15 8.1

02000-25-2-009
県立学校再生可能エネルギー
等導入事業（青森東高等学校）

17,570 14,999 14,999 青森県
学校・体育

館
蓄電池15kWh
※太陽光10kW導入済

15  

02000-25-2-011
新青森県総合運動公園再生可
能エネルギー等導入事業

－ 930 930 － － 青森県
学校・体育

館
太陽光20kW、蓄電池30kWh 20,000 30 12.0

02000-25-2-012
青森県立中央病院再生可能エ
ネルギー等導入事業

－ 8,925 8,925 － － 青森県 病院
太陽光55kW、蓄電池40kWh、太
陽光発電型LED街路灯（10基）

55,000 40 33.0

02000-25-2-013

青森県警察署庁舎再生可能エ
ネルギー等導入事業（八戸警察
署）

29,292 29,292 29,292 青森県 警察・消防
太陽光10kW、蓄電池10kWh、太
陽光発電型LED街路灯（2基）

10,000 10 6.0

02000-25-2-014

青森県警察署庁舎再生可能エ
ネルギー等導入事業（十和田警
察署）

28,570 28,570 28,570 青森県 警察・消防
太陽光10kW、蓄電池10kWh、太
陽光発電型LED街路灯（2基）

10,000 10 6.0

02000-25-2-015

青森県警察署庁舎再生可能エ
ネルギー等導入事業（三沢警察
署）

27,773 27,773 27,773 青森県 警察・消防
太陽光10kW、蓄電池10kWh、太
陽光発電型LED街路灯（2基）

10,000 10 6.0

02000-25-2-016

青森県警察署庁舎再生可能エ
ネルギー等導入事業（七戸警察
署）

27,307 27,307 27,307 青森県 警察・消防
太陽光10kW、蓄電池10kWh、太
陽光発電型LED街路灯（2基）

10,000 10 6.0

02000-25-2-017

青森県警察署庁舎再生可能エ
ネルギー等導入事業（五戸警察
署）

28,978 28,978 28,978 青森県 警察・消防
太陽光10kW、蓄電池10kWh、太
陽光発電型LED街路灯（2基）

10,000 10 6.0

事業内容

事業効果
特定
被災
地方
公共
団体

平成25年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書　（各年度報告書）

事業番号 事業名
総事業費
（千円）

基金充当額（千円）

実施主体 施設区分

（２）公共施設再生可能エネルギー等導入事業

※総事業費欄に事業費が記載されているものは事業が終了したもの。

※総事業費欄に事業費が記載されていないものは複数年度事業により事業が未だ終了していないもの。
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合計 H23 H24 H25 H26 H27
年間再エネ

発電量
（kWh）

蓄電容量
（kWh）

CO2削減量
（t-CO2）

事業内容

事業効果
特定
被災
地方
公共
団体

平成25年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書　（各年度報告書）

事業番号 事業名
総事業費
（千円）

基金充当額（千円）

実施主体 施設区分

（２）公共施設再生可能エネルギー等導入事業

※総事業費欄に事業費が記載されているものは事業が終了したもの。

※総事業費欄に事業費が記載されていないものは複数年度事業により事業が未だ終了していないもの。

02201-25-2-001

青森市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（東陽小学
校）

－ 1,659 1,659 － － 青森市
学校・体育

館

太陽光5kW、蓄電池15kWh、 屋
 内高所照明、太陽光発電型LED
街路灯（4基）※太陽光5kW導入
済

5,000 15 3.0

02201-25-2-002

青森市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（新城小学
校）

－ 1,602 1,602 － － 青森市
学校・体育

館

太陽光10kW、蓄電池15kWh、 屋
 内高所照明、太陽光発電型LED
街路灯（4基）

10,000 15 6.0

02201-25-2-003

青森市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（女鹿沢小学
校）

－ 1,203 1,203 － － 青森市
学校・体育

館

太陽光10kW、蓄電池15kWh、 屋
 内高所照明、太陽光発電型LED
街路灯（4基）

10,000 15 6.0

02201-26-2-003

青森市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（戸山市民セ
ンター）

－ 1,535 1,535 － － 青森市 交流施設
太陽光10kW、蓄電池15kWh、 屋
 内高所照明、太陽光発電型LED
街路灯（2基）

10,000 15 6.0

02201-26-2-004

青森市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（北部地区農
村環境改善センター）

－ 1,505 1,505 － － 青森市 交流施設
太陽光10kW、蓄電池15kWh、 屋
 内高所照明、太陽光発電型LED
街路灯（2基）

10,000 15 6.0

02201-25-2-007

青森市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（中央市民セ
ンター）

5,113 5,113 5,113 青森市 交流施設 太陽光発電型LED街路灯（3基）  

02201-25-2-008

青森市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（荒川市民セ
ンター）

3,462 3,462 3,462 青森市 交流施設 太陽光発電型LED街路灯（2基）  

02201-25-2-009
青森 市立市民病院再生可能エ
ネルギー等導入事業

18,270 18,270 18,270 青森市 病院
太陽光発電型LED街路灯（10
基）

 

02202-25-2-003

弘前市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（東目屋ふれ
あいセンター）

38,996 38,996 1,942 37,054 弘前市 交流施設 太陽光20kW、蓄電池15kWh 20,000 15 12.0

02202-25-2-005

弘前市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（朝陽小学
校）

－ 1,445 1,445 － － 弘前市
学校・体育

館
太陽光20kW、蓄電池15kWh 20,000 15 12.0

02202-25-2-006

弘前市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（大和沢小学
校）

－ 1,463 1,463 － － 弘前市
学校・体育

館
太陽光20kW、蓄電池15kWh 20,000 15 12.0

02202-24-2-003

弘前市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（堀越小学
校）

39,795 39,795 1,995 37,800 弘前市
学校・体育

館
太陽光20kW、蓄電池15kWh 20,000 15 12.0

02202-24-2-004

弘前市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（大成小学
校）

39,091 39,091 2,131 36,960 弘前市
学校・体育

館
太陽光20kW、蓄電池15kWh 20,000 15 12.0

02202-24-2-005

弘前市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（城東小学
校）

39,007 39,007 2,100 36,907 弘前市
学校・体育

館
太陽光20kW、蓄電池15kWh 20,000 15 12.0
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合計 H23 H24 H25 H26 H27
年間再エネ

発電量
（kWh）

蓄電容量
（kWh）

CO2削減量
（t-CO2）

事業内容

事業効果
特定
被災
地方
公共
団体

平成25年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書　（各年度報告書）

事業番号 事業名
総事業費
（千円）

基金充当額（千円）

実施主体 施設区分

（２）公共施設再生可能エネルギー等導入事業

※総事業費欄に事業費が記載されているものは事業が終了したもの。

※総事業費欄に事業費が記載されていないものは複数年度事業により事業が未だ終了していないもの。

02202-26-2-006

弘前市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（福村小学
校）

－ 1,448 1,448 － － 弘前市
学校・体育

館
太陽光20kW、蓄電池15kWh 20,000 15 12.0

02203-24-2-001

八戸市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（城北小学
校）

39,907 29,200 2,371 26,829 八戸市
学校・体育

館
太陽光10kW、蓄電池15kWh
屋内高所照明

10,000 15 6.0 ○

02203-24-2-002

八戸市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（白銀公民
館）

39,306 31,427 1,869 29,558 八戸市 公民館 太陽光10kW、蓄電池10kWh 10,000 10 6.0 ○

02203-25-2-002
八戸市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（鮫公民館）

－ 1,130 1,130 － － 八戸市 公民館 太陽光10kW、蓄電池10kWh 10,000 10 6.0 ○

02203-25-2-003
八戸市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（湊公民館）

－ 1,186 1,186 － － 八戸市 公民館 太陽光10kW、蓄電池10kWh 10,000 10 6.0 ○

02203-25-2-004

八戸市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（第三中学
校）

－ 1,279 1,279 － － 八戸市
学校・体育

館
太陽光10kW、蓄電池15kWh、 屋
 内高所照明

10,000 15 6.0 ○

02203-25-2-005

八戸市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（第二中学
校）

－ 1,399 1,399 － － 八戸市
学校・体育

館
太陽光10kW、蓄電池15kWh、 屋
 内高所照明

10,000 15 6.0 ○

02203-25-2-006

八戸市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（南浜中学
校）

－ 1,449 1,449 － － 八戸市
学校・体育

館
太陽光10kW、蓄電池15kWh、屋
内高所照明

10,000 15 6.0 ○

02203-25-2-007

八戸市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（明治中学
校）

－ 1,633 1,633 － － 八戸市
学校・体育

館
太陽光10kW、蓄電池15kWh、屋
内高所照明

10,000 15 6.0 ○

02203-25-2-008

八戸市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（中沢中学
校）

－ 1,684 1,684 － － 八戸市
学校・体育

館
太陽光10kW、蓄電池15kWh、屋
内高所照明

10,000 15 6.0 ○

02203-25-2-009

八戸市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（島守小学
校）

－ 1,421 1,421 － － 八戸市
学校・体育

館
太陽光10kW、蓄電池15kWh、 屋
 内高所照明

10,000 15 6.0 ○

02203-26-2-001

八戸市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（白銀南公民
館）

－ 1,310 1,310 － － 八戸市 公民館 太陽光10kW、蓄電池10kWh 10,000 10 6.0 ○

02206-24-2-001

十和田市避難施設再生可能エ
ネルギー等導入事業（十和田中
学校）

41,480 41,480 1,000 40,480 十和田市
学校・体育

館
太陽光20kW、蓄電池16kWh 20,000 16 12.0

02206-24-2-002

十和田市避難施設再生可能エ
ネルギー等導入事業（甲東中学
校）

42,242 42,242 1,000 41,242 十和田市
学校・体育

館
太陽光20kW、蓄電池16kWh 20,000 16 12.0
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02207-24-2-001
三沢市消防本部庁舎再生可能
エネルギー等導入事業

85,890 76,158 76,158 三沢市 警察・消防
太陽光25kW、風力10kW、蓄電
池30kWh

42,520 30 25.5 ○

02208-24-2-001
むつ市庁舎再生可能エネルギー
等導入事業（本庁舎）

－ 54,798 2,889 51,909 － － むつ市 自治体庁舎
太陽光20kW、蓄電池30kWh、ハ
イブリッド型LED街路灯（1基）

20,000 30 12.0

02208-25-2-001
むつ市庁舎再生可能エネルギー
等導入事業（川内庁舎）

－ 2,837 2,837 － － むつ市 自治体庁舎 太陽光10kW、蓄電池15kWh 10,000 15 6.0

02208-24-2-002
むつ市庁舎再生可能エネルギー
等導入事業（大畑庁舎）

2,700 2,700 88 2,612 むつ市 自治体庁舎 ハイブリッド型LED街路灯（1基）  

02208-24-2-003
むつ市庁舎再生可能エネルギー
等導入事業（脇野沢庁舎）

－ 88 88 － － むつ市 自治体庁舎 ハイブリッド型LED街路灯（1基）  

02208-24-2-004

むつ市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（大畑中学
校）

5,404 5,404 180 5,224 むつ市
学校・体育

館
ハイブリッド型LED街路灯（2基）  

02208-24-2-005

むつ市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（大湊中学
校）

－ 88 88 － － むつ市
学校・体育

館
ハイブリッド型LED街路灯（1基）  

02208-24-2-006

むつ市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（脇野沢中学
校）

－ 88 88 － － むつ市
学校・体育

館
ハイブリッド型LED街路灯（1基）  

02208-24-2-007

むつ市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（奥内小学
校）

－ 88 88 － － むつ市
学校・体育

館
ハイブリッド型LED街路灯（1基）  

02208-24-2-008

むつ市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（関根小学
校）

2,700 2,700 88 2,612 むつ市
学校・体育

館
ハイブリッド型LED街路灯（1基）  

02208-24-2-009

むつ市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（二枚橋小学
校）

2,700 2,700 88 2,612 むつ市
学校・体育

館
ハイブリッド型LED街路灯（1基）  

02208-24-2-010

むつ市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（第一田名部
小学校）

－ 88 88 － － むつ市
学校・体育

館
ハイブリッド型LED街路灯（1基）  

02208-24-2-011

むつ市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（大湊小学
校）

－ 88 88 － － むつ市
学校・体育

館
ハイブリッド型LED街路灯（1基）  

02208-24-2-012

むつ市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（苫生小学
校）

－ 88 88 － － むつ市
学校・体育

館
ハイブリッド型LED街路灯（1基）  
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02208-24-2-013

むつ市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（川内中学
校）

－ 88 88 － － むつ市
学校・体育

館
ハイブリッド型LED街路灯（1基）  

02208-24-2-014

むつ市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（第二田名部
小学校）

－ 88 88 － － むつ市
学校・体育

館
ハイブリッド型LED街路灯（1基）  

02208-24-2-015

むつ市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（第三田名部
小学校）

－ 180 180 － － むつ市
学校・体育

館
ハイブリッド型LED街路灯（2基）  

02208-24-2-016

むつ市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（川内公民
館）

－ 88 88 － － むつ市 公民館 ハイブリッド型LED街路灯（1基）  

02208-24-2-017

むつ市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（下北自然の
家）

2,700 2,700 88 2,612 むつ市 交流施設 ハイブリッド型LED街路灯（1基）  

02209-25-2-001
つがる市避難施設再生可能ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ等導入事業（森田公民館）

－ 1,057 1,057 － － つがる市 公民館
太陽光10kW、蓄電池10kWh、太
陽光発電型LED街路灯（3基）

10,000 10 6.0

02209-25-2-002

つがる市避難施設再生可能ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ等導入事業（柏ふるさと交流
センター）

－ 1,074 1,074 － － つがる市 交流施設
太陽光10kW、蓄電池10kWh、太
陽光発電型LED街路灯（2基）

10,000 10 6.0

02210-25-2-001

平川市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（小和森小学
校）

－ 826 826 － － 平川市
学校・体育

館
蓄電池10kWh
※太陽光20kW導入済

10  

02210-25-2-002

平川市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（平賀東小学
校）

－ 712 712 － － 平川市
学校・体育

館
蓄電池10kWh
※太陽光20kW導入済

10  

02210-25-2-003

平川市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（柏木小学
校）

－ 709 709 － － 平川市
学校・体育

館
蓄電池10kWh
※太陽光20kW導入済

10  

02210-25-2-004

平川市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（大坊小学
校）

－ 701 701 － － 平川市
学校・体育

館
蓄電池10kWh
※太陽光15kW導入済

10  

02210-25-2-005

平川市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（松崎小学
校）

－ 702 702 － － 平川市
学校・体育

館
蓄電池10kWh
※太陽光20kW導入済

10  

02210-25-2-006

平川市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（竹館小学
校）

－ 750 750 － － 平川市
学校・体育

館
蓄電池10kWh
※太陽光20kW導入済

10  

02210-25-2-007

平川市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（金田小学
校）

－ 699 699 － － 平川市
学校・体育

館
蓄電池10kWh
※太陽光20kW導入済

10  
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02210-25-2-008

平川市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（猿賀小学
校）

－ 711 711 － － 平川市
学校・体育

館
蓄電池10kWh
※太陽光20kW導入済

10  

02210-25-2-009

平川市避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（碇ヶ関小学
校）

－ 706 706 － － 平川市
学校・体育

館
蓄電池10kWh
※太陽光15kW導入済

10  

02301-25-2-001

平内町避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（小湊中学
校）

－ 1,377 1,377 － － 平内町
学校・体育

館
太陽光10kW、蓄電池15kWh 10,000 15 6.0

02301-25-2-002

平内町避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（西平内中学
校）

－ 1,389 1,389 － － 平内町
学校・体育

館
太陽光10kW、蓄電池15kWh 10,000 15 6.0

02301-25-2-003

平内町避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（東平内中学
校）

－ 1,383 1,383 － － 平内町
学校・体育

館
太陽光10kW、蓄電池15kWh 10,000 15 6.0

02307-25-2-001
外ヶ浜中央病院再生可能エネル
ギー等導入事業

－ 4,329 4,329 － － 外ヶ浜町 病院
太陽光30kW、蓄電池48kWh、太
陽光発電型LED街路灯（6基）

30,000 48 18.0

02321-24-2-001
鰺ヶ沢町庁舎再生可能エネル
ギー等導入事業（本庁舎）

1,890 1,890 1,890 鰺ヶ沢町 自治体庁舎 太陽光発電型LED街路灯（2基）  

02321-24-2-002

鰺ヶ沢町避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（室内温水
プール）

－ 1,132 402 730 － － 鰺ヶ沢町 交流施設
太陽光20kW、蓄電池15kWh
 屋内高所照明

20,000 15 12.0

02321-24-2-003

鰺ヶ沢町避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（西海小学
校）

－ 1,135 402 733 － － 鰺ヶ沢町
学校・体育

館
太陽光20kW、蓄電池15kWh
 屋内高所照明

20,000 15 12.0

02321-24-2-004

鰺ヶ沢町避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（舞戸小学
校）

－ 1,175 403 772 － － 鰺ヶ沢町
学校・体育

館
太陽光20kW、蓄電池15kWh
 屋内高所照明

20,000 15 12.0

02323-24-2-001

深浦町避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（ウェスパ椿
山）

38,696 27,620 27,620 深浦町 交流施設
蓄電池24kWh
※風力発電750kW導入済

24  

02343-24-2-001

西目屋村避難施設再生可能エ
ネルギー等導入事業（中央公民
館）

86,804 86,804 805 85,999 西目屋村 公民館 太陽光40kW、蓄電池20kWh 40,000 20 24.0

02362-25-2-001

大鰐町避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（総合福祉セ
ンター）

－ 1,693 1,693 － － 大鰐町
社会福祉施

設
太陽光15kW、蓄電池15kWh 15,000 15 9.0

02367-24-2-001

田舎館村避難施設再生可能エ
ネルギー等導入事業（田舎館小
学校）

60,647 60,647 3,083 57,564 田舎館村
学校・体育

館
太陽光20kW、蓄電池20kWh
太陽光発電型LED街路灯（7基）

20,000 20 12.0
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02381-25-2-001

板柳町避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（多目的ホー
ルあぷる）

30,873 30,873 30,873 板柳町 交流施設 太陽光20kW、蓄電池10kWh 20,000 10 12.0

02384-24-2-001
鶴田町庁舎再生可能エネル
ギー等導入事業（本庁舎）

38,136 35,876 35,876 鶴田町 自治体庁舎 太陽光20kW、蓄電池16kWh 20,000 16 12.0

02384-25-2-001
鶴田町避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（鶴遊館）

30,765 28,779 28,779 鶴田町
社会福祉施

設
太陽光10kW、蓄電池16kWh 10,000 16 6.0

02401-25-2-001

野辺地町避難施設再生可能エ
ネルギー等導入事業（野辺地中
学校）

26,826 26,826 26,826 野辺地町
学校・体育

館
太陽光20kW、蓄電池15kWh 、太
 陽光発電型LED街路灯（10基）

20,000 15 12.0

02402-24-2-001

七戸町避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（道の駅しち
のへ）

－ 1,446 1,446 － － 七戸町 休憩施設
太陽光10kW、蓄電池30kWh
※太陽光20kW導入済

10,000 30 6.0

02402-24-2-002

七戸町避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（城南小学
校）

21,408 21,408 1,023 20,385 七戸町
学校・体育

館
太陽光10kW、蓄電池6kWh 10,000 6 6.0

02402-24-2-003

七戸町避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（天間西小学
校）

17,352 17,352 1,024 16,328 七戸町
学校・体育

館
太陽光5kW、蓄電池6kWh 5,000 6 3.0

02406-25-2-001

横浜町避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（横浜中学
校）

－ 1,491 1,491 － － 横浜町
学校・体育

館
太陽光20kW、蓄電池10kWh、 屋
 内高所照明

20,000 10 12.0

02408-25-2-001

東北町避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（東北中学
校）

－ 1,363 1,363 － － 東北町
学校・体育

館
太陽光15kW、蓄電池15kWh、太
陽光発電型LED街路灯（5基)

15,000 15 9.0

02411-25-2-001

六ヶ所村避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（地域交流
ホーム）

－ 1,433 1,433 － － 六ヶ所村 交流施設 太陽光10kW、蓄電池15kWh 10,000 15 6.0

02411-25-2-002

六ヶ所村避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（ろっかぽっ
か）

－ 1,556 1,556 － － 六ヶ所村 交流施設 太陽光20kW、蓄電池15kWh 20,000 15 12.0

02412-25-2-001

おいらせ町避難施設再生可能エ
ネルギー等導入事業（木ノ下小
学校）

40,477 40,477 40,477 おいらせ町
学校・体育

館
太陽光20kW、蓄電池30kWh 20,000 30 12.0 ○

02423-25-2-001

大間町避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（大間小学
校）

－ 1,680 1,680 － － 大間町
学校・体育

館
太陽光15kW、蓄電池15kWh、太
陽光発電型LED街路灯（2基）

15,000 15 9.0

02441-25-2-002

三戸町避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（三戸小学
校・三戸中学校）

20,357 20,357 20,357 三戸町
学校・体育

館
蓄電池20kWh
※太陽光20kW導入済

20  
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合計 H23 H24 H25 H26 H27
年間再エネ

発電量
（kWh）

蓄電容量
（kWh）

CO2削減量
（t-CO2）

事業内容

事業効果
特定
被災
地方
公共
団体

平成25年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書　（各年度報告書）

事業番号 事業名
総事業費
（千円）

基金充当額（千円）

実施主体 施設区分

（２）公共施設再生可能エネルギー等導入事業

※総事業費欄に事業費が記載されているものは事業が終了したもの。

※総事業費欄に事業費が記載されていないものは複数年度事業により事業が未だ終了していないもの。

02442-24-2-001
五戸町庁舎再生可能エネル
ギー等導入事業（本庁舎）

34,269 29,131 1,094 28,037 五戸町 自治体庁舎 太陽光10kW、蓄電池20kWh 10,000 20 6.0

02442-24-2-002

五戸町避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（倉石小学
校）

40,435 27,288 1,227 26,061 五戸町
学校・体育

館
太陽光15kW、蓄電池20kWh 15,000 20 9.0

02442-24-2-003

五戸町避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（町立公民
館）

44,652 39,011 1,434 37,577 五戸町 公民館 太陽光20kW、蓄電池20kWh 20,000 20 12.0

02443-25-2-002

田子町避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（農村環境改
善センター）

－ 1,148 1,148 － － 田子町 交流施設 太陽光10kW、蓄電池10kWh 10,000 10 6.0

02443-25-2-004

田子町避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（中央公民
館）

－ 1,152 1,152 － － 田子町 公民館 太陽光10kW、蓄電池10kWh 10,000 10 6.0

02445-25-2-002

南部町医療健康センター（仮称）
再生可能エネルギー等導入事
業

103,950 98,367 98,367 南部町
病院・自治

体庁舎
太陽光77kW、蓄電池32kWh 77,000 32 46.2

02446-24-2-001

階上町避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（ハートフル
プラザ・はしかみ）

62,107 48,611 1,671 46,940 階上町
社会福祉施

設
太陽光20kW、蓄電池30kWh
 屋内高所照明

20,000 30 12.0 ○

02450-24-2-001

新郷村避難施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（総合福祉セ
ンター）

37,820 37,820 1,413 36,407 新郷村
社会福祉施

設
太陽光15kW、蓄電池10kWh 15,000 10 9.0

02999-24-2-001

中部上北広域事業組合再生可
能エネルギー等導入事業（中央
消防署）

20,832 20,832 20,832
中部上北広
域事業組合

警察・消防 太陽光10kW、蓄電池5kWh 10,000 5 6.0

02999-24-2-002
公立七戸病院再生可能エネル
ギー等導入事業

20,594 20,594 20,594
中部上北広
域事業組合

病院 太陽光10kW、蓄電池5kWh 10,000 5 6.0

02999-25-2-001

中部上北広域事業組合再生可
能エネルギー等導入事業（東北
消防署）

20,797 20,797 20,797
中部上北広
域事業組合

警察・消防 太陽光10kW、蓄電池5kWh 10,000 5 6.0

02999-25-2-002

中部上北広域事業組合再生可
能エネルギー等導入事業（上北
消防署）

20,572 20,572 20,572
中部上北広
域事業組合

警察・消防 太陽光10kW、蓄電池5kWh 10,000 5 6.0

02999-25-2-005
大間病院再生可能エネルギー
等導入事業

10,185 10,185 10,185
一部事務組
合下北医療

センター
病院 太陽光発電型LED街路灯（6基）  

02999-25-2-012
つがる総合病院再生可能エネル
ギー等導入事業

10,663 9,729 9,729
つがる西北
五広域連合

病院 ハイブリッド型LED街路灯（5基）  
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合計 H23 H24 H25 H26 H27
年間再エネ

発電量
（kWh）

蓄電容量
（kWh）

CO2削減量
（t-CO2）

事業内容

事業効果
特定
被災
地方
公共
団体

平成25年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書　（各年度報告書）

事業番号 事業名
総事業費
（千円）

基金充当額（千円）

実施主体 施設区分

（２）公共施設再生可能エネルギー等導入事業

※総事業費欄に事業費が記載されているものは事業が終了したもの。

※総事業費欄に事業費が記載されていないものは複数年度事業により事業が未だ終了していないもの。

02999-25-2-013
鶴田診療所再生可能エネル
ギー等導入事業

12,795 11,673 11,673
つがる西北
五広域連合

病院 ハイブリッド型LED街路灯（6基）  

02999-25-2-014
つがる市民診療所再生可能エネ
ルギー等導入事業

12,795 11,673 11,673
つがる西北
五広域連合

病院 ハイブリッド型LED街路灯（6基）  

合計 1,610,659 1,619,873 0 139,682 1,480,191 － － 1,203,024 1,375 721.8
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合計 H23 H24 H25 H26 H27
年間再エネ発
電量（kwh）

蓄電容量
（kwh）

CO2削減量
（t-CO2）

02000-25-3-001
医療施設再生可能エネルギー等
導入事業（メディカルコート八戸
西病院）

66,045 30,060 30,060
財団法人シル
バーリハビリ

テーション協会
病院

風力20kW、蓄電池16kWh、
太陽光発電型LED街路灯
（10基）

35,040 16 21.0 ○

02000-25-3-002
社会福祉施設再生可能エネル
ギー等導入事業（知的障害者入
所更生施設のぞみ園）

21,630 10,060 10,060
社会福祉法
人のぞみ会

社会福祉施
設

太陽光15kW、蓄電池15kWh 15,000 15 9.0 ○

02000-25-3-003
社会福祉施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（特別養
護老人ホームサンシャイン）

31,200 14,940 14,940
社会福祉法
人東幸会

社会福祉施
設

太陽光10kW、蓄電池15kWh 10,000 15 6.0 ○

02000-25-3-004
社会福祉施設再生可能エネ
ルギー等導入事業（障がい
者支援施設松館療護園）

44,100 22,050 22,050
社会福祉法
人やすらぎ

会

社会福祉施
設

太陽光15kW、蓄電池15kWh 15,000 15 9.0 ○

合計 162,975 77,110 0 0 77,110 0 0 75,040 61 45.0

事業内容

事業効果
特定
被災
地方
公共
団体

平成25年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業報告書　（各年度報告書）

（３）民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業

事業番号 事業名 総事業費

基金充当額

実施主体 施設区分
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