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平成２４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計画書（各年度計画書） 

 

（事業計画の概要） 

計画の名称 福島県地球温暖化対策等推進基金 

事業の実施期間 平成 24年度 交付対象 福島県、市町村、民間事業者 

平成 24年度計画概要  

【目的・概要】 

福島県では本基金を活用して、公共施設をはじめとし、地域の防災拠点や災害時等に地域住民の生活等に不可欠な都市機能を維持することが必要な施設に

おいて再生可能エネルギー等の導入を推進することで、東日本大震災による被災地域の復旧・復興や原子力発電施設の事故を契機とした電力需給の逼迫への

対応を図り、環境先進地域（エコタウン）を構築することを目的とする。 

 

・事業執行の方針 

事業計画に盛り込まれた基金事業は、復旧・復興の計画と相まって進めていく必要があることから、全体計画書では平成 26年 3月の中間目標達成率 50％

（特定被災地方公共団体以外は 60%）と設定し、平成 24年度における達成率も 20%を予定していたが、除染事業等未だに収束しない原子力事故への対応業務

があることから、平成 24年度における達成率は 10％に抑え、平成 25年度から集中的に執行していくこととする。 

 

・市町村との調整状況、資金の配分計画 

市町村が事業実施主体になる事業については、平成 24年 2月に事業要望を取りまとめ、市町村規模（人口・面積・施設）も考慮し平成 24年 4月当初に配

分額を決定したところである。個別事業は検討中の市町村も多いが、配分額内で効果的な事業となるよう調整しながら、原発事故の影響が強い浜通り以外の

市町村については今年度中に事業内容を確定させていく。 

 

・事業の選定方法、監理体制 

基金事業執行にあたっては、東日本大震災からの復興の基本方針（平成 23年 7月 29日東日本大震災復興対策本部決定）において、復興のための事業は、

「その事業の立案段階から、効率性、透明性、優先度の観点から適切な評価を行うものとする」とされており、環境省はもとより各自治体の執行段階におい

ても透明性の確保が求められていることから、基金事業の実施にあたっては、本県においても、有識者で構成する評価委員会（5名程度：防災計画・施設・

再生エネルギーに知見のある識者）を、交付申請時の事業選定（公共、民間各 1回）、次年度予定事業審査・助言と年間３回行い、事業実施における一連の

プロセスにおいて、効率性や透明性が適切に検証できる仕組みを構築して実施する。 

 

・各事業メニューの概要 

①地域資源活用詳細調査事業 

 本事業メニューにおいては、①導入拠点調査の実施、②評価委員会の開催、③その他事業の基金の執行にあたって必要な経費の執行を行うこととしている。

導入拠点調査については、現状において、施設毎の適正導入規模の情報が不足しており、また、市町村からの要望も強いことから、各施設における導入規模

等を調査する事業を実施する。 

 

②公共施設再生可能エネルギー等導入事業 

 本事業メニューにおいては、県有施設及び市町村施設における再生可能エネルギー等の導入を行う。県有施設においては、災害対策本部等の行政機能を維



持することとし、各地方振興局を中心として太陽光発電設備等の導入を進めることとしている。また、県立高等学校においては、東日本大震災においても、

避難所として被災者の受け入れを行ったことから、その機能の強化を目的として、先ずは公立学校施設災害復旧事業（文部科学省）と連携して事業を進めて

いく。 

 市町村が実施する事業についても、太陽光発電の導入を中心として計画されている。行政機能を維持するための庁舎、避難所となる学校・体育館、傷病者

対応の医療機関、災害弱者を考慮した福祉避難所など、直接的な避難場所等となる施設への導入を優先している。避難所への誘導のための太陽光発電式街路

灯等の整備は現時点での事業化は予定していないが、事業の進捗状況を考慮しながら引き続き検討していくものとする。 

 原子力発電所事故による影響から役場機能を移転している、大熊町等 9町村においては、警戒区域の再編等動きは出ているものの、現時点で帰郷できる時

期や範囲が明らかでないことから、早期の事業着手を見込むことは困難ではあるものの、復興事業とともに本基金を活用し、「環境先進地域（エコタウン）」

を目指すべく配分額を確保している。 

 

③民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業 

 本事業メニューでは、災害時に住民の安全確保を目的として、医療施設や避難所となり得る施設を所有・管理する民間事業者に対し補助を行う。事業実施

は、平成 24年 8月を予定としている。 

 （補助対象事業者）医療機関、鉄道事業者、私立学校、宿泊施設、福祉避難所、商業施設（コンビニ等） 

 （補助対象内容）  太陽光・風力等再生可能エネルギーの導入に対して、事業費の 1／3 を補助する（特定被災地方公共団体においては、1／2にかさ上げ）。 

 （補助対象数）  平成 24年度予定 23件 （総数 111件程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



計画の成果目標 

〇成果目標  

右表に示すとおり、非常時にあっても一定程度の持続的なエネルギー供給

の確保を推進する事を平成 27年度までの目標とする。 

上段が全体計画書上の目標であり、下段が当該年度での目標値となる。当

初の目標値には届いていないが、次年度以降の実施により全体目標の達成を

めざしていく。 

※自給率については、対象施設に特に大規模なものがあることから、除外

して算定することとする。 

※CO2削減量について、全体計画書作成時点の排出係数が 0.468kg-CO2／kWh 

現時点での排出係数は 0.429 kg-CO2／kWhであることから、全体計画書の値

を補正した。併せて補助金所要額効果欄も補正した。 

 

〇目標達成に向けたロードマップ 

・各市町村から平成 27年度までの事業要望を基に、対象施設数を設定してい

ることから、右表の施設数どおりの施行を目標としている。 

・次年度事業計画について、前年度の 10月に全市町村へ照会し、計画変更等

に対応できるよう進行管理していく。 

 

 

 

項目 H23 H24 H25 H26 H27 合計 

対象施設数 37カ所 
89カ所 

63カ所 
148カ所 111カ所 96カ所 481カ所 

再エネ発電

量（kWh） 

― 

kWh 

2,245,363 

1,191,203 

kWh 

3,391,171 

kWh 

2,438,784 

kWh 

2,236,954 

kWh 

10,312,272 

kWh 

蓄電容量 

（kWh） 

― 

kWh 

1,832 

1,121 

kWh 

2,776 

kWh 

2,138 

kWh 

2,064 

kWh 

8,810 

kWh 

普及率 

（累計） 
1.4% 

4.9% 

3.9％ 
10.7% 15.0% 18.7% 18.7% 

自給率 

 
―% 

10% 

11% 

（※4.3%） 

10% 10% 10% 10% 

CO2 削減量

（t-CO2） 

― 

t-CO2 

963.3 

511.0 

t-CO2 

1,456.8 

t-CO2 

1,044.2 

t-CO2 

959.7 

t-CO2 

4,424.0 

t-CO2 

補助金所要

額効果（千

円/t-CO2） 

― 

千円

/t-CO2 

3,793 

3,832 

千円

/t-CO2 

4,002 

千円

/t-CO2 

3,597 

千円

/t-CO2 

3,911 

千円

/t-CO2 

3,841 

千円/t-CO2 

 

 

 

 



（基金事業の内容）

実施主体 契約方法 事業内容

07000-
24-1-001

地域資源活用詳細調査事業 福島県 見積合わせ
導入拠点調査の
実施

07000-
24-1-002

地域資源活用詳細調査事業 福島県 県基準単価
評価委員会の開
催

07000-
24-1-003

地域資源活用詳細調査事業 福島県 県基準単価
その他基金事業
の執行にあたり
必要な経費※

※適宜、行を追加する。

平成２４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計画書　変更計画書

（１）地域資源活用詳細調査事業

事業番号 事業名
合計金額

備考



（基金事業の内容）

発電量（ｋW) 蓄電量（ｋWh)
CO２削減量
t-CO2/年

07000-24-2-001
福島県南相馬合同庁舎太陽光発電設
備等導入事業

福島県 庁舎 太陽光20kW、蓄電池20kWh 21,020 20.0 9.0 ○

07000-24-2-002
アクアマリン再生可能エネルギー導入
事業

福島県
水族館
（避難所）

（仮）太陽光40kW、蓄電池
30kWh

42,040 30.0 18.0 ○

07000-24-2-003
太陽の国施設改修整備事業（太陽の
国再生可能エネルギー設備等導入事
業）

福島県
社会福祉施
設・病院

太陽光30kW、蓄電池30kWh 31,530 30.0 13.5 ○

07000-24-2-004
再生可能エネルギー導入等による防災
拠点支援事業（福島県県中保健福祉
事務所）

福島県 庁舎 太陽光15kW、蓄電池15kWh 15,765 15.0 6.8 ○

07000-24-2-005
県南保健福祉事務所太陽光発電蓄電
システム導入事業

福島県 庁舎 太陽光15kW、蓄電池15kWh 15,765 15.0 6.8 ○

07000-24-2-006
福島県ハイテクプラザ太陽光発電設備
等導入事業

福島県 庁舎 太陽光50kW、蓄電池50kWh 52,550 50.0 22.5 ○

07000-24-2-007 福島高校太陽光発電設備導入事業 福島県 学校 太陽光30kW、蓄電池20kWh 31,530 20.0 13.5 ○

07000-24-2-008 保原高校太陽光発電設備導入事業 福島県 学校 太陽光30kW、蓄電池20kWh 31,530 20.0 13.5 ○

07000-24-2-009
安積黎明高校太陽光発電設備導入事
業

福島県 学校 太陽光30kW、蓄電池20kWh 31,530 20.0 13.5 ○

07000-24-2-010
磐城農業高校太陽光発電設備導入事
業

福島県 学校 太陽光30kW、蓄電池20kWh 31,530 20.0 13.5 ○

07000-24-2-011
勿来工業高校太陽光発電設備導入事
業

福島県 学校 太陽光30kW、蓄電池20kWh 31,530 20.0 13.5 ○

07201-24-2-001 松川支所・学習センター整備事業 福島市 庁舎 太陽光10kW、蓄電池10kWh 10,510 10.0 4.5 ○

07201-24-2-002
福島市立岳陽中学校太陽光発電設備
等導入事業

福島市 学校 太陽光20kW、蓄電池20kWh 21,020 20.0 9.0 ○

07203-24-2-001
郡山市役所本庁舎太陽光発電設備等
導入事業

郡山市 庁舎 太陽光50kW、蓄電池45kWh 52,550 45.0 22.5 ○

07204-24-2-001
いわき市体育施設太陽光発電設備等
導入事業（平体育館）

いわき市
県民会館・公
民館・体育館

太陽光30kW、蓄電池30kWh 31,530 30.0 13.5 ○

07204-24-2-002
いわき市体育施設太陽光発電設備等
導入事業（南部アリーナ）

いわき市
県民会館・公
民館・体育館

太陽光30kW、蓄電池30kWh 31,530 30.0 13.5 ○

07204-24-2-003
いわき市体育施設太陽光発電設備等
導入事業（勿来体育館）

いわき市
県民会館・公
民館・体育館

太陽光30kW、蓄電池30kWh 31,530 30.0 13.5 ○

07205-24-2-001
白河市中央老人福祉センター、デイ
サービスセンター太陽光発電設備等導
入事業

白河市
社会福祉施
設・病院

太陽光30kW、蓄電池20kWh 31,530 20.0 13.5 ○

07205-24-2-002
白河市大信デイサービスセンター太陽
光発電設備等導入事業

白河市
社会福祉施
設・病院

太陽光20kW、蓄電池20kWh 21,020 20.0 9.0 ○

07210-24-2-001
二本松市安達支所太陽光発電設備等
導入事業

二本松市 庁舎 太陽光20kW、蓄電池20kWh 21,020 20.0 9.0 ○

07210-24-2-002
二本松市岩代支所太陽光発電設備等
導入事業

二本松市 庁舎 太陽光20kW、蓄電池20kWh 21,020 20.0 9.0 ○

特定
被災
地方
公共
団体

平成２４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計画書（各年度計画書）

事業番号 事業名

事業効果

（２）公共施設再生可能エネルギー等導入事業

実施主体 施設区分 事業内容

1



発電量（ｋW) 蓄電量（ｋWh)
CO２削減量
t-CO2/年

特定
被災
地方
公共
団体

事業番号 事業名

事業効果

実施主体 施設区分 事業内容

07210-24-2-003
二本松市東和支所太陽光発電設備等
導入事業

二本松市 庁舎 太陽光20kW、蓄電池20kWh 21,020 20.0 9.0 ○

07210-24-2-004
二本松市岳下住民センター太陽光発
電設備等導入事業

二本松市
県民会館・公
民館・体育館

太陽4kW、蓄電池4kWh 4,204 4.0 1.8 ○

07210-24-2-005
二本松市大平住民センター太陽光発
電設備等導入事業

二本松市
県民会館・公
民館・体育館

太陽光5kW、蓄電池5kWh 5,255 5.0 2.3 ○

07210-24-2-006
二本松市塩沢小学校太陽光発電設備
等導入事業

二本松市 学校 太陽光10kW、蓄電池10kWh 10,510 10.0 4.5 ○

07212-24-2-001
鹿島区役所庁舎再生可能エネルギー
発電設備等導入事業

南相馬市 庁舎 太陽光30kW、蓄電池30kWh 31,530 30.0 13.5 ○

07212-24-2-002
原町保健センター太陽光発電設備等
導入事業

南相馬市 庁舎 太陽光15kW、蓄電池15kWh 15,765 15.0 6.8 ○

07212-24-2-003
鹿島保健センター太陽光発電設備等
導入事業

南相馬市 庁舎 太陽光15kW、蓄電池15kWh 15,765 15.0 6.8 ○

07214-24-2-001
本宮市本庁舎太陽光発電設備等導入
事業

本宮市 庁舎 太陽光19kW、蓄電池15kWh 19,969 15.0 8.6 ○

07214-24-2-002
本宮市総合支所太陽光発電設備等導
入事業

本宮市 庁舎 太陽光19kW、蓄電池15kWh 19,969 15.0 8.6 ○

07214-24-2-003
本宮市えぽか太陽光発電設備等導入
事業

本宮市
社会福祉施
設・病院

太陽光19kW、蓄電池15kWh 19,969 15.0 8.6 ○

07214-24-2-004
本宮市指定避難所（大規模）太陽光発
電設備等導入事業　本宮小学校

本宮市 学校
太陽光15.2kW、蓄電池
12.6kWh

15,975 12.6 6.9 ○

07214-24-2-005
本宮市指定避難所（大規模）太陽光発
電設備等導入事業　本宮中学校

本宮市 学校
太陽光15.2kW、蓄電池
12.6kWh

15,975 12.6 6.9 ○

07214-24-2-006
本宮市指定避難所太陽光発電設備等
導入事業　白沢公民館

本宮市
県民会館・公
民館・体育館

太陽光8.5kW、蓄電池6.3kWh 8,934 6.3 3.8 ○

07214-24-2-007
本宮市指定避難所太陽光発電設備等
導入事業　荒井高齢者ふれあいプラザ

本宮市
県民会館・公
民館・体育館

太陽光8.5kW、蓄電池6.3kWh 8,934 6.3 3.8 ○

07301-24-2-001
桑折町醸芳小学校太陽光発電設備等
導入事業

桑折町 学校 太陽光20kW、蓄電池20kWh 21,020 20.0 9.0 ○

07301-24-2-002
桑折町伊達崎小学校太陽光発電設備
等導入事業

桑折町 学校 太陽光20kW、蓄電池20kWh 21,020 20.0 9.0 ○

07303-24-2-001
国見町新庁舎太陽光発電設備等導入
事業

国見町 庁舎 太陽光30kW、蓄電池30kWh 31,530 30.0 13.5 ○

07303-24-2-002
国見町児童高齢者福祉施設太陽光発
電設備等導入事業

国見町
社会福祉施
設・病院

太陽光20kW、蓄電池20kWh 21,020 20.0 9.0 ○

07303-24-2-003
国見町立藤田幼稚園太陽光発電設備
等導入事業

国見町 学校 太陽光10kW、蓄電池10kWh 10,510 10.0 4.5 ○

07303-24-2-004
国見町くにみ幼稚園施設太陽光発電
設備等導入事業

国見町 学校 太陽光10kW、蓄電池10kWh 10,510 10.0 4.5 ○

07322-24-2-001
平成24年度大玉村太陽光発電施設等
設置事業（保健センター）

大玉村 庁舎
（仮）太陽光30kW、蓄電池
30kWh

21,020 20.0 9.0 ○

07322-24-2-002
平成24年度大玉村太陽光発電施設等
設置事業（農村環境改善センター）

大玉村 庁舎 太陽光37kW、蓄電池35kWh 38,887 35.0 16.7 ○

07362-24-2-001
下郷町役場庁舎太陽光発電設備等導
入事業

下郷町 庁舎 太陽光20kW、蓄電池20kWh 21,020 20.0 9.0
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発電量（ｋW) 蓄電量（ｋWh)
CO２削減量
t-CO2/年

特定
被災
地方
公共
団体

事業番号 事業名

事業効果

実施主体 施設区分 事業内容

07368-24-2-001
御蔵入交流館太陽光発電設備等導入
事業

南会津町
県民会館・公
民館・体育館

太陽光30kW、蓄電池10kWh 31,530 10.0 13.5

07368-24-2-002
伊南地域保健センター太陽光発電設
備等導入事業

南会津町 庁舎 太陽光20kW、蓄電池10kWh 21,020 10.0 9.0

07405-24-2-001
西会津診療所太陽光発電施設等導入
事業

西会津町
社会福祉施
設・病院

太陽光28kW、蓄電池32kWh 29,428 32.0 12.6

07405-24-2-002
西会津町ケーブルテレビ放送センター
太陽光発電施設等導入事業

西会津町 庁舎 太陽光15kW、蓄電池15kWh 15,765 15.0 6.8

07407-24-2-001
磐梯町保健医療福祉センター太陽光
発電設備等導入事業

磐梯町
社会福祉施
設・病院

太陽光30kW、蓄電池30kWh 31,530 30.0 13.5

07421-24-2-001 統合小学校太陽光発電工事 会津坂下町 学校 太陽光20kW、蓄電池15kWh 21,020 15.0 9.0

07423-24-2-001
柳津小学校太陽光発電設備等導入事
業

柳津町 学校 太陽光10kW、蓄電池11kWh 10,510 11.0 4.5

07461-24-2-001
西郷村本庁舎太陽光発電設備等導入
事業

西郷村 庁舎 太陽光30kW、蓄電池30kWh 31,530 30.0 13.5 ○

07461-24-2-002
西郷村小中学校太陽光発電設備等導
入事業

西郷村 学校
太陽光15kW、蓄電池15kWh、
LED5灯

15,765 15.0 6.8 ○

07481-24-2-001
棚倉町社会教育複合施設太陽光発電
設備等導入事業

棚倉町 庁舎 太陽光30kW、蓄電池30kWh 31,530 30.0 13.5 ○

07481-24-2-002
棚倉町保健福祉センター太陽光発電・
蓄電池設置事業

棚倉町 庁舎 太陽光15kW、蓄電池20kWh 21,020 20.0 9.0 ○

07482-24-2-001
矢祭中学校太陽光発電設備等導入事
業

矢祭町 学校
太陽光20kW、蓄電池20kWh、
LED６灯

21,020 20.0 9.0 ○

07484-24-001
鮫川村役場庁舎太陽光発電設備等導
入事業

鮫川村 庁舎
太陽光20kW、蓄電池
16.8kWh

21,020 16.8 9.0 ○

07502-24-2-001
再生可能エネルギー設備設置事業（玉
川村北庁舎）

玉川村 庁舎 太陽光20kW、蓄電池16kWh 21,020 20.0 9.0 ○

07502-24-2-002
再生可能エネルギー設備設置事業（保
健センター）

玉川村
社会福祉施
設・病院

太陽光4kW、蓄電池6kWh 4,204 6.0 1.8 ○

07502-24-2-003
再生可能エネルギー設備設置事業（ふ
れあいセンター）

玉川村
社会福祉施
設・病院

太陽光10kW、蓄電池12kWh 10,510 12.0 4.5 ○

07502-24-2-004
再生可能エネルギー設備設置事業（文
化体育館）

玉川村
県民会館・公
民館・体育館

太陽光25kW、蓄電池25kWh 26,275 25.0 11.3 ○

07505-24-2-001
古殿町庁舎太陽光発電設備等導入事
業(古殿町役場）

古殿町 庁舎 太陽光30kW、蓄電池30kWh 31,530 30.0 13.5 ○

07505-24-2-002
古殿町公共施設太陽光発電設備等導
入事業（古殿町公民館）

古殿町
県民会館・公
民館・体育館

太陽光20kW、蓄電池20kWh 21,020 20.0 9.0 ○

07521-24-2-001
三春交流館「まほら」太陽光発電設備
等導入事業

三春町
県民会館・公
民館・体育館

太陽光20kW、蓄電池16kWh 21,020 16.0 9.0 ○

07521-24-2-002
三春町町営体育館太陽光発電設備等
導入事業

三春町
県民会館・公
民館・体育館

太陽光10kW、蓄電池
7.2kWh、LED20

10,510 7.2 4.5 ○

07522-24-2-001
飯豊小学校太陽光発電設備等導入事
業

小野町 学校 蓄電池10kWh 0 10.0 0.0 ○

07522-24-2-002
浮金小学校太陽光発電設備等導入事
業

小野町 学校 蓄電池10kWh 0 10.0 0.0 ○
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07522-24-2-003
小野新町小学校太陽光発電設備等導
入事業

小野町 学校 蓄電池10kWh 0 10.0 0.0 ○

07522-24-2-004
夏井第一小学校太陽光発電設備等導
入事業

小野町 学校 蓄電池10kWh 0 10.0 0.0 ○

07522-24-2-005
浮金中学校太陽光発電設備等導入事
業

小野町 学校 蓄電池10kWh 0 10.0 0.0 ○

07522-24-2-006
小野中学校太陽光発電設備等導入事
業

小野町 学校 蓄電池20kWh 0 20.0 0.0 ○

07548-24-2-001
（仮）葛尾村庁舎太陽光発電設備等導
入事業

葛尾村 庁舎 太陽光30kW、蓄電池30kWh 31,530 30.0 13.5 ○

07999-24-2-001
公立藤田総合病院太陽光発電設備等
導入事業（国見町）

一部事務組合
（公立藤田病院
組合）

社会福祉施
設・病院

太陽光25kW、蓄電池25kWh 26,275 25.0 11.3 ○

07999-24-2-001
長沼分署太陽光発電設備等導入事業
（須賀川市）

一部事務組合
（須賀川地方広
域消防組合）

警察・消防 太陽光15kW、蓄電池15kWh 15,765 15.0 6.8 ○

合計 0 0 1,542,237 1,403 662 0

※　上記には、平成２４年度実施設計のみの施設を含む。

4



（基金事業の内容）

発電量 蓄電量 CO２削減量

07000-24-3-001
福島県再生可能エネルギー導入等によ
る防災拠点支援事業（民間施設支援事
業）

民間事業者 医療施設 太陽光30kW、蓄電池30kWh 31,530 30 14 ○

07000-24-3-002
福島県再生可能エネルギー導入等によ
る防災拠点支援事業（民間施設支援事
業）

民間事業者 医療施設 太陽光30kW、蓄電池30kWh 31,530 30 14 ○

07000-24-3-003
福島県再生可能エネルギー導入等によ
る防災拠点支援事業（民間施設支援事
業）

民間事業者 医療施設 太陽光30kW、蓄電池30kWh 31,530 30 14 ○

07000-24-3-004
福島県再生可能エネルギー導入等によ
る防災拠点支援事業（民間施設支援事
業）

民間事業者 医療施設 太陽光30kW、蓄電池30kWh 31,530 30 14

07000-24-3-005
福島県再生可能エネルギー導入等によ
る防災拠点支援事業（民間施設支援事
業）

民間事業者 医療施設 太陽光30kW、蓄電池30kWh 31,530 30 14

07000-24-3-006
福島県再生可能エネルギー導入等によ
る防災拠点支援事業（民間施設支援事
業）

民間事業者 医療施設 太陽光30kW、蓄電池30kWh 31,530 30 14

07000-24-3-007
福島県再生可能エネルギー導入等によ
る防災拠点支援事業（民間施設支援事
業）

民間事業者 福祉避難所 太陽光20kW、蓄電池16kWh 21,020 16 9 ○

07000-24-3-008
福島県再生可能エネルギー導入等によ
る防災拠点支援事業（民間施設支援事
業）

民間事業者 福祉避難所 太陽光20kW、蓄電池20kWh 21,020 20 9 ○

07000-24-3-009
福島県再生可能エネルギー導入等によ
る防災拠点支援事業（民間施設支援事
業）

民間事業者 福祉避難所 太陽光20kW、蓄電池20kWh 21,020 20 9 ○

07000-24-3-010
福島県再生可能エネルギー導入等によ
る防災拠点支援事業（民間施設支援事
業）

民間事業者 福祉避難所 太陽光20kW、蓄電池20kWh 21,020 20 9

07000-24-3-011
福島県再生可能エネルギー導入等によ
る防災拠点支援事業（民間施設支援事
業）

民間事業者 福祉避難所 太陽光20kW、蓄電池20kWh 21,020 20 9

07000-24-3-012
福島県再生可能エネルギー導入等によ
る防災拠点支援事業（民間施設支援事
業）

民間事業者 私立学校 太陽光20kW、蓄電池20kWh 21,020 20 9 ○

07000-24-3-013
福島県再生可能エネルギー導入等によ
る防災拠点支援事業（民間施設支援事
業）

民間事業者 私立学校 太陽光20kW、蓄電池20kWh 21,020 20 9 ○

07000-24-3-014
福島県再生可能エネルギー導入等によ
る防災拠点支援事業（民間施設支援事
業）

民間事業者 私立学校 太陽光20kW、蓄電池20kWh 21,020 20 9

07000-24-3-015
福島県再生可能エネルギー導入等によ
る防災拠点支援事業（民間施設支援事
業）

民間事業者 私立学校 太陽光20kW、蓄電池20kWh 21,020 20 9

07000-24-3-016
福島県再生可能エネルギー導入等によ
る防災拠点支援事業（民間施設支援事
業）

民間事業者 宿泊施設 太陽光10kW、蓄電池10kWh 10,510 10 5 ○

07000-24-3-017
福島県再生可能エネルギー導入等によ
る防災拠点支援事業（民間施設支援事
業）

民間事業者 宿泊施設 太陽光10kW、蓄電池10kWh 10,510 10 5 ○

07000-24-3-018
福島県再生可能エネルギー導入等によ
る防災拠点支援事業（民間施設支援事
業）

民間事業者 宿泊施設 太陽光10kW、蓄電池10kWh 10,510 10 5

07000-24-3-019
福島県再生可能エネルギー導入等によ
る防災拠点支援事業（民間施設支援事
業）

民間事業者 宿泊施設 太陽光10kW、蓄電池10kWh 10,510 10 5

07000-24-3-020
福島県再生可能エネルギー導入等によ
る防災拠点支援事業（民間施設支援事
業）

民間事業者
商業施設
（コンビニ
等）

太陽光5kW、蓄電池5kWh 5,255 5 2 ○

07000-24-3-021
福島県再生可能エネルギー導入等によ
る防災拠点支援事業（民間施設支援事
業）

民間事業者
商業施設
（コンビニ
等）

太陽光5kW、蓄電池5kWh 5,255 5 2 ○

07000-24-3-022
福島県再生可能エネルギー導入等によ
る防災拠点支援事業（民間施設支援事
業）

民間事業者
商業施設
（コンビニ
等）

太陽光5kW、蓄電池5kWh 5,255 5 2

07000-24-3-023
福島県再生可能エネルギー導入等によ
る防災拠点支援事業（民間施設支援事
業）

民間事業者
商業施設
（コンビニ
等）

太陽光5kW、蓄電池5kWh 5,255 5 2

合計 441,420 416 189

※適宜、行を追加する。

平成２４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計画書（各年度計画書）

事業番号

（３）民間施設再生可能エネルギー等導入事業

事業効果

事業名 実施主体 施設区分 事業内容
特定被災地方
公共団体
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（基金事業の内容）

該当無し

※適宜、行を追加する。

事業効果

事業番号 事業名

再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業計画書（各年度計画書）

（４）風力・地熱発電事業等導入支援事業

特定被災地
方公共団体

実施主体 施設区分 事業内容


