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地域資源活用詳細調査事業 0 1,319 1,707

公共施設再生可能エネルギー等導入事業 0 912,117 3,704,432

民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業 0 22,900 50,728

風力・地熱発電事業等導入支援事業 0 0 0

0 936,336 3,756,867
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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計画書（各年度計画書）【変更】 

 

（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 25年度 交付対象 福島県、市町村、民間事業者 

平成 25年度計画概要  

 

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計画書（当初）からの主な変更内容については、下記のとおり。 

１ 公共施設再生可能エネルギー等導入事業 

   県及び各市町村等における平成 25年度事業計画がほぼ確定したことを受け、平成 27年度までの計画も含めて内容を見直したもの。 

２ 民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業 

   民間施設における平成 25年度事業計画がほぼ確定したことを受け、平成 27年度までの計画も含めて内容を見直したもの。 

計画の成果目標 

〇成果目標  

 

上記事業内容の見直しに伴い、目標値についても見直しを

行ったもの。 

今年度においても、放射能除染作業等本事業以外の全県的

な事業量の増加による自治体職員の不足、工事請負業者の確

保困難等が続いており、年度内に設計作業のみ実施し、工事

については次年度以降に延期する施設が増加したこと等に

よる。 

一方、設計を前倒しで実施している施設も多くあることか

ら、次年度以降の工事実施により、全体目標の達成を目指し

ていく。 

 

※ 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。なお、対象施設数は、工事実施年度で整理し

ている。 

※ 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。 

 

 

項目 H23 H24 H25 H26 H27 合計

89カ所 148カ所 111カ所 96カ所 481カ所
30カ所 90カ所
26カ所

2,245,363 3,391,171 2,438,784 2,236,954 10,312,272
643,485 1,533,540
510,723

蓄電容量 1,832 2,776 2,138 2,064 8,810
（kWh） 523 1,650

508

普及率 4.9% 10.7% 15.0% 18.7% 18.7%
（累計） 2.6% 6.0%

2.5%

10% 10% 10% 10% 10%
10% 10%
8%

963.3 1,456.8 1,044.2 959.7 4,424.0
276.3 858.8

286.0
3,793 4,002 3,597 3,911 3,841
4,587 3,988

3,104

補助金所要額効果
（千円/t-CO2）

―

1.4%

自給率 ―%

CO2削減量

（t-CO2）
―

対象施設数 37カ所

再エネ発電量

（kWh）
―

―



（基金事業の内容）

H23 H24 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

0 1,106 福島県 見積合わせ
導入拠点調査
の実施

(調査委託　１，１０６千円)

07000-
24-1-002

地域資源活用詳細調
査事業

0 34 福島県 県基準単価
評価委員会の
開催

・旅費　：７５千円
・諸謝金　：１３５千円

07000-
24-1-003

地域資源活用詳細調
査事業

0 179 福島県 県基準単価

その他基金事
業の執行に当
たり必要な経
費※

・旅費：         ５４千円
・需用費：      ７６千円
・役務費：１，２５９千円
・使用料：　  １０８千円
※説明会の開催、審査及び完了検
査に係る経費等を想定

0 1,319

※適宜、行を追加する。

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 備考
基金充当額



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計画書（変更計画書）

（基金事業の内容）

（２）公共施設再生可能エネルギー等導入事業

特定被災

H23 H24
発電量
（ｋWh)

蓄電量
（ｋWh)

CO２削減
量

t-CO2/年

地方公共
団体

07000-24-2-001
福島県南相馬合同庁舎再生可能
エネルギー等導入事業

1,680 福島県 庁舎
太陽光20kW  蓄
電池20kWh

21,020 20 12 ○

07000-24-2-002
福島県ふくしま海洋科学館（アクア
マリンふくしま）再生可能エネル
ギー等導入事業

1,701 福島県
学校・教育施
設

太陽光35kW  蓄
電池15kWh

36,785 15 21 ○

07000-24-2-003
福島県県中保健福祉事務所再生
可能エネルギー等導入事業

1,554 福島県 庁舎
太陽光15kW  蓄
電池15kWh

15,765 15 9 ○

07000-24-2-004
福島県ハイテクプラザ再生可能エ
ネルギー等導入事業

2,205 福島県 庁舎
太陽光50kW  蓄
電池50kWh

52,550 50 29 ○

07000-25-2-001
福島県南会津合同庁舎再生可能
エネルギー等導入事業

福島県 庁舎
太陽光20kW  蓄
電池20kWh

21,020 20 12

07000-25-2-002
福島県白河合同庁舎再生可能エ
ネルギー等導入事業

福島県 庁舎
太陽光30kW  蓄
電池40kWh

31,530 40 18 ○

07000-25-2-003
福島県環境創造センター（三春町
所在施設）（仮称）再生可能エネル
ギー等導入事業

福島県 庁舎
太陽光60kW  蓄
電池60kWh

63,060 60 35 ○

07000-25-2-004
福島県環境創造センター（南相馬
市所在施設）（仮称）再生可能エネ
ルギー等導入事業

福島県 庁舎
太陽光30kW  蓄
電池30kWh

31,530 30 18 ○

07000-25-2-005
福島県太陽の国病院再生可能エ
ネルギー等導入事業

福島県 社会福祉施設
太陽光30kW  蓄
電池30kWh

31,530 30 18 ○

07000-25-2-006
福島県立テクノアカデミー郡山再生
可能エネルギー等導入事業

福島県
訓練・研修施
設

太陽光20kW  蓄
電池20kWh  LED8
灯

21,020 20 12 ○

07000-25-2-007
福島県立テクノアカデミー会津再生
可能エネルギー等導入事業

福島県
訓練・研修施
設

太陽光20kW  蓄
電池20kWh  LED4
灯

21,020 20 12 ○

07000-25-2-008
福島県立テクノアカデミー浜再生可
能エネルギー等導入事業

福島県
訓練・研修施
設

太陽光20kW  蓄
電池20kWh  LED8
灯

21,020 20 12 ○

07000-25-2-009
福島県立南会津病院再生可能エ
ネルギー等導入事業

福島県 病院・診療所
太陽光30kW  蓄
電池16kWh

31,530 16 18 ○

07000-25-2-010
福島県立福島高等学校再生可能
エネルギー等導入事業

福島県
学校・教育施
設

太陽光30kW  蓄
電池20kWh

31,530 20 18 ○

07000-25-2-011
福島県立保原高等学校再生可能
エネルギー等導入事業

福島県
学校・教育施
設

太陽光30kW  蓄
電池20kWh

31,530 20 18 ○

07000-25-2-012
福島県立安積黎明高等学校再生
可能エネルギー等導入事業

福島県
学校・教育施
設

太陽光30kW  蓄
電池20kWh

31,530 20 18 ○

07000-25-2-013
福島県立磐城農業高等学校再生
可能エネルギー等導入事業

福島県
学校・教育施
設

太陽光30kW  蓄
電池20kWh

31,530 20 18 ○

07000-25-2-014
福島県立勿来工業高等学校再生
可能エネルギー等導入事業

福島県
学校・教育施
設

太陽光30kW  蓄
電池20kWh

31,530 20 18 ○

07000-25-2-015
福島県立橘高等学校再生可能エ
ネルギー等導入事業

福島県
学校・教育施
設

   蓄電池20kWh 0 20 0 ○

07000-25-2-016
福島県立相馬高等学校再生可能
エネルギー等導入事業

福島県
学校・教育施
設

   蓄電池20kWh 0 20 0 ○

07000-25-2-017
福島県郡山警察署庁舎再生可能
エネルギー等導入事業

福島県 庁舎
太陽光24kW  蓄
電池24kWh

25,224 24 14 ○

07201-24-2-001
福島市松川支所・松川学習セン
ター再生可能エネルギー等導入事
業

1,480 福島市 庁舎
太陽光10kW  蓄
電池10kWh

10,510 10 6 ○

事業内容

事業効果

事業番号 事業名 実施主体 施設区分

基金充当額（千円）

1



特定被災

H23 H24
発電量
（ｋWh)

蓄電量
（ｋWh)

CO２削減
量

t-CO2/年

地方公共
団体

事業内容

事業効果

事業番号 事業名 実施主体 施設区分

基金充当額（千円）

07201-24-2-002
福島市立岳陽中学校再生可能エ
ネルギー等導入事業

490 福島市
学校・教育施
設

太陽光20kW  蓄
電池15kWh

21,020 15 12 ○

07201-25-2-001
福島市立野田小学校再生可能エ
ネルギー等導入事業

福島市
学校・教育施
設

太陽光20kW  蓄
電池11kWh

21,020 11 12 ○

07201-25-2-002
福島市立御山小学校再生可能エ
ネルギー等導入事業

福島市
学校・教育施
設

太陽光20kW  蓄
電池10kWh

21,020 10 12 ○

07201-25-2-003
福島市立南向台小学校再生可能
エネルギー等導入事業

福島市
学校・教育施
設

太陽光20kW  蓄
電池10kWh

21,020 10 12 ○

07201-25-2-004
福島市飯坂消防署再生可能エネ
ルギー等導入事業

福島市 消防施設
太陽光10kW  蓄
電池15kWh

10,510 15 6 ○

07201-25-2-005
福島市立信陵中学校再生可能エ
ネルギー等導入事業

福島市
学校・教育施
設

太陽光20kW  蓄
電池10kWh

21,020 10 12 ○

07201-25-2-006
福島市ふくしまスカイパーク再生可
能エネルギー等導入事業

福島市 空港施設
太陽光1.2kW  蓄
電池2.34kWh

1,261 2 1 ○

07202-25-2-001
会津若松市北会津支所再生可能
エネルギー等導入事業

会津若松市 庁舎
太陽光30kW  蓄
電池30kWh

31,530 30 18

07203-24-2-001
郡山市役所本庁舎再生可能エネ
ルギー等導入事業

80,117 郡山市 庁舎
太陽光50kW  蓄
電池75kWh

52,550 75 29 ○

07203-25-2-001
郡山市大槻ふれあいセンター再生
可能エネルギー等導入事業

郡山市
公民館・住民
センター

太陽光15kW  蓄
電池23.5kWh

15,765 24 9 ○

07203-25-2-002
郡山市三穂田ふれあいセンター再
生可能エネルギー等導入事業

郡山市
公民館・住民
センター

太陽光13kW  蓄
電池23.5kWh

13,663 24 8 ○

07203-25-2-003
郡山市西田ふれあいセンター再生
可能エネルギー等導入事業

郡山市
公民館・住民
センター

太陽光15kW  蓄
電池23.5kWh

15,765 24 9 ○

07203-25-2-004
郡山市中田ふれあいセンター再生
可能エネルギー等導入事業

郡山市
公民館・住民
センター

太陽光10kW  蓄
電池15.6kWh

10,510 16 6 ○

07203-25-2-005
郡山市富田西ふれあいセンター再
生可能エネルギー等導入事業

郡山市
公民館・住民
センター

太陽光13kW  蓄
電池23.5kWh

13,663 24 8 ○

07203-25-2-006
郡山市立中央公民館再生可能エ
ネルギー等導入事業

郡山市
公民館・住民
センター

太陽光50kW  蓄
電池50kWh

52,550 50 29 ○

07204-24-2-001
いわき市南部アリーナ再生可能エ
ネルギー等導入事業 1,085 いわき市 体育館

太陽光30kW  蓄
電池30kWh

31,530 30 18 ○

07204-24-2-002
いわき市平体育館再生可能エネル
ギー等導入事業 1,085 いわき市 体育館

太陽光20kW  蓄
電池30kWh

21,020 30 12 ○

07204-24-2-003
いわき市勿来体育館再生可能エネ
ルギー等導入事業

1,085 いわき市 体育館
太陽光20kW  蓄
電池30kWh

21,020 30 12 ○

07204-25-2-001
いわき市立草野小学校再生可能エ
ネルギー等導入事業

いわき市
学校・教育施
設

太陽光20kW  蓄
電池20kWh

21,020 20 12 ○

07204-25-2-002
いわき市総合体育館再生可能エネ
ルギー等導入事業

いわき市 体育館
太陽光30kW  蓄
電池30kWh

31,530 30 18 ○

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再生可能エネ
ルギー等導入事業

945 白河市 社会福祉施設
太陽光30kW  蓄
電池20kWh

31,530 20 18 ○

07205-24-2-002
白河市大信デイサービスセンター
再生可能エネルギー等導入事業

882 白河市 社会福祉施設
太陽光20kW  蓄
電池20kWh

21,020 20 12 ○

07205-25-2-001
白河市表郷デイサービスセンター
再生可能エネルギー等導入事業

白河市 社会福祉施設
太陽光20kW  蓄
電池22kWh

21,020 22 12 ○

07207-25-2-001
須賀川市立第三中学校再生可能
エネルギー等導入事業

須賀川市
学校・教育施
設

太陽光20kW  蓄
電池30kWh

21,020 30 12 ○

2



特定被災

H23 H24
発電量
（ｋWh)

蓄電量
（ｋWh)

CO２削減
量

t-CO2/年

地方公共
団体

事業内容

事業効果

事業番号 事業名 実施主体 施設区分

基金充当額（千円）

07207-25-2-002
須賀川市立長沼東小学校再生可
能エネルギー等導入事業

須賀川市
学校・教育施
設

太陽光10kW  蓄
電池15kWh

10,510 15 6 ○

07207-25-2-003
須賀川市並木町屋内運動場再生
可能エネルギー等導入事業

須賀川市 体育館
太陽光18kW  蓄
電池30kWh

18,918 30 11 ○

07209-25-2-001
相馬市ＬＶＭＨこどもアート・メゾン
再生可能エネルギー等導入事業

相馬市 社会福祉施設
太陽光11.2kW  蓄
電池14.4kWh

11,771 14 7 ○

07210-24-2-001
二本松市役所安達支所　再生可能
エネルギー等導入事業

903 二本松市 庁舎
太陽光20kW  蓄
電池20kWh

21,020 20 12 ○

07210-24-2-002
二本松市役所岩代支所　再生可能
エネルギー等導入事業

914 二本松市 庁舎
太陽光20kW  蓄
電池20kWh

21,020 20 12 ○

07210-24-2-003
二本松市役所東和支所　再生可能
エネルギー等導入事業

914 二本松市 庁舎
太陽光20kW  蓄
電池20kWh

21,020 20 12 ○

07210-24-2-004
二本松市岳下住民センター　再生
可能エネルギー等導入事業

735 二本松市
公民館・住民
センター

太陽光4kW  蓄電
池5kWh

4,204 5 2 ○

07210-24-2-005
二本松市大平住民センター　再生
可能エネルギー等導入事業

735 二本松市
公民館・住民
センター

太陽光5kW  蓄電
池5kWh

5,255 5 3 ○

07210-24-2-006
二本松市立塩沢小学校　再生可能
エネルギー等導入事業

882 二本松市
学校・教育施
設

太陽光10kW  蓄
電池10kWh

10,510 10 6 ○

07210-25-2-001
二本松市木幡住民センター再生可
能エネルギー等導入事業

二本松市
公民館・住民
センター

太陽光5kW  蓄電
池5kWh

5,255 5 3 ○

07210-25-2-002
二本松市太田住民センター再生可
能エネルギー等導入事業

二本松市
公民館・住民
センター

太陽光5kW  蓄電
池5kWh

5,255 5 3 ○

07210-25-2-003
二本松市杉田住民センター再生可
能エネルギー等導入事業

二本松市
公民館・住民
センター

太陽光5kW  蓄電
池5kWh

5,255 5 3 ○

07210-25-2-004
二本松市渋川住民センター再生可
能エネルギー等導入事業

二本松市
公民館・住民
センター

太陽光3.3kW  蓄
電池5kWh

3,468 5 2 ○

07210-25-2-005
二本松市上川崎住民センター再生
可能エネルギー等導入事業

二本松市
公民館・住民
センター

太陽光3.3kW  蓄
電池5kWh

3,468 5 2 ○

07210-25-2-006
二本松市下川崎住民センター再生
可能エネルギー等導入事業

二本松市
公民館・住民
センター

太陽光3kW  蓄電
池3.3kWh

3,153 3 2 ○

07212-24-2-001
南相馬市鹿島区役所再生可能エ
ネルギー等導入事業

1,313 南相馬市 庁舎
太陽光30kW  蓄
電池30kWh

31,530 30 18 ○

07212-24-2-002
南相馬市原町保健センター再生可
能エネルギー等導入事業

840 南相馬市 庁舎
太陽光20kW  蓄
電池20kWh

21,020 20 12 ○

07212-24-2-003
南相馬市鹿島保健センター再生可
能エネルギー等導入事業

840 南相馬市 社会福祉施設
太陽光15kW  蓄
電池15kWh

15,765 15 9 ○

07212-25-2-001
南相馬市原町第一小学校再生可
能エネルギー等導入事業

南相馬市
学校・教育施
設

太陽光20kW  蓄
電池20kWh  LED4
灯

21,020 20 12 ○

07212-25-2-002
南相馬市立鹿島小学校再生可能
エネルギー等導入事業

南相馬市
学校・教育施
設

太陽光20kW  蓄
電池20kWh  LED4
灯

21,020 20 12 ○

07212-25-2-003
南相馬市立大甕小学校再生可能
エネルギー等導入事業

南相馬市
学校・教育施
設

太陽光20kW  蓄
電池20kWh  LED4
灯

21,020 20 12 ○

07212-25-2-004
南相馬市立原町第二小学校再生
可能エネルギー等導入事業

南相馬市
学校・教育施
設

太陽光20kW  蓄
電池20kWh  LED4
灯

21,020 20 12 ○

07212-25-2-005
南相馬市立原町第三小学校再生
可能エネルギー等導入事業

南相馬市
学校・教育施
設

太陽光20kW  蓄
電池20kWh  LED4
灯

21,020 20 12 ○

07212-25-2-006
南相馬市立太田小学校再生可能
エネルギー等導入事業

南相馬市
学校・教育施
設

太陽光15kW  蓄
電池15kWh  LED4
灯

15,765 15 9 ○
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07212-25-2-007
南相馬市立石神第一小学校再生
可能エネルギー等導入事業

南相馬市
学校・教育施
設

太陽光20kW  蓄
電池20kWh  LED4
灯

21,020 20 12 ○

07212-25-2-008
南相馬市立石神第二小学校再生
可能エネルギー等導入事業

南相馬市
学校・教育施
設

太陽光20kW  蓄
電池20kWh  LED4
灯

21,020 20 12 ○

07212-25-2-009
南相馬市立上真野小学校再生可
能エネルギー等導入事業

南相馬市
学校・教育施
設

太陽光15kW  蓄
電池15kWh  LED4
灯

15,765 15 9 ○

07213-25-2-001
伊達市役所本庁舎再生可能エネ
ルギー等導入事業

伊達市 庁舎
太陽光30kW  蓄
電池32kWh

31,530 32 18 ○

07213-25-2-002
伊達市役所分庁舎再生可能エネ
ルギー等導入事業

伊達市 庁舎
太陽光20kW  蓄
電池16kWh

21,020 16 12 ○

07214-24-2-001
本宮市役所再生可能エネルギー等
導入事業

42,772 本宮市 庁舎
太陽光19kW  蓄
電池16.8kWh

19,969 17 11 ○

07214-24-2-002
本宮市白沢総合支所再生可能エ
ネルギー等導入事業

41,919 本宮市 庁舎
太陽光19kW  蓄
電池16.8kWh

19,969 17 11 ○

07214-24-2-003
本宮市立本宮小学校再生可能エ
ネルギー等導入事業

35,781 本宮市
学校・教育施
設

太陽光15.2kW  蓄
電池12kWh

15,975 12 9 ○

07214-24-2-004
本宮市白沢公民館再生可能エネ
ルギー等導入事業

18,168 本宮市
公民館・住民
センター

太陽光7.6kW  蓄
電池6kWh

7,988 6 4 ○

07214-24-2-005
本宮市高齢者ふれあいプラザ荒井
再生可能エネルギー等導入事業

16,519 本宮市 社会福祉施設
太陽光5kW  蓄電
池4.8kWh

5,255 5 3 ○

07214-24-2-006
本宮市サンライズもとみや再生可
能エネルギー等導入事業

882 本宮市 文化施設
太陽光19kW  蓄
電池16.8kWh

19,969 17 11 ○

07214-24-2-007
本宮市立本宮第一中学校再生可
能エネルギー等導入事業

686 本宮市
学校・教育施
設

太陽光15.2kW  蓄
電池12kWh

15,975 12 9 ○

07301-24-2-001
桑折町立醸芳小学校再生可能エ
ネルギー等導入事業

2,348 桑折町
学校・教育施
設

太陽光20kW  蓄
電池20kWh

21,020 20 12 ○

07301-24-2-002
桑折町立伊達崎小学校再生可能
エネルギー等導入事業

醸芳小に
含む

桑折町
学校・教育施
設

太陽光20kW  蓄
電池20kWh

21,020 20 12 ○

07303-24-2-001
国見町立くにみ幼稚園再生可能エ
ネルギー等導入事業

25,596 国見町
学校・教育施
設

太陽光10kW  蓄
電池16kWh

10,510 16 6 ○

07303-24-2-002
国見町児童高齢者福祉施設再生
可能エネルギー等導入事業

1,311 国見町 社会福祉施設
太陽光20kW  蓄
電池32kWh

21,020 32 12 ○

07303-24-2-003
国見町国見子どもクラブ再生可能
エネルギー等導入事業

655 国見町
学校・教育施
設

太陽光10kW  蓄
電池9.6kWh

10,510 10 6 ○

07308-25-2-001
川俣町立福田小学校再生可能エ
ネルギー等導入事業

川俣町
学校・教育施
設

太陽光15kW  蓄
電池22kWh  LED4
灯

15,765 22 9 ○

07308-25-2-002
川俣町保健センター再生可能エネ
ルギー等導入事業

川俣町
公民館・住民
センター

   蓄電池28.8kWh 0 29 0 ○

07322-24-2-001
大玉村保健センター再生可能エネ
ルギー等導入事業

508 大玉村 庁舎
太陽光10.4kW  蓄
電池8.4kWh

10,930 8 6 ○

07322-24-2-002
大玉村地域包括支援センター再生
可能エネルギー等導入事業

508 大玉村 庁舎
太陽光10.4kW  蓄
電池8.4kWh

10,930 8 6 ○

07322-24-2-003
大玉村農村環境改善センター再生
可能エネルギー等導入事業

62,867 大玉村
公民館・住民
センター

太陽光30.7kW  蓄
電池33.6kWh

32,266 34 18 ○

07322-25-2-001
大玉村総合福祉センターさくら再生
可能エネルギー等導入事業

大玉村 社会福祉施設
太陽光20kW  蓄
電池15kWh

21,020 15 12 ○

07322-25-2-002
大玉村立大山小学校再生可能エ
ネルギー等導入事業

大玉村
学校・教育施
設

太陽光20kW  蓄
電池10kWh

21,020 10 12 ○
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07342-25-2-001
鏡石町勤労青少年ホーム再生可
能エネルギー等導入事業

鏡石町 庁舎    蓄電池16kWh 0 16 0 ○

07342-25-2-002
鏡石町立第二小学校再生可能エ
ネルギー等導入事業

鏡石町
学校・教育施
設

太陽光18kW  蓄
電池16kWh  LED4
灯

18,918 16 11 ○

07342-25-2-003
鏡石町公民館再生可能エネルギー
等導入事業

鏡石町
公民館・住民
センター

太陽光10kW  蓄
電池7.8kWh

10,510 8 6 ○

07342-25-2-004
鏡石町役場再生可能エネルギー等
導入事業

鏡石町 庁舎
太陽光30kW  蓄
電池30kWh

31,530 30 18 ○

07362-24-2-001
下郷町役場再生可能エネルギー等
導入事業

42,757 下郷町 庁舎
太陽光20kW  蓄
電池22kWh

21,020 22 12

07362-25-2-001
下郷町大川ふるさと公園コミュニ
ティセンター再生可能エネルギー
等導入事業

下郷町 体育館
太陽光30kW  蓄
電池33kWh

31,530 33 18

07368-24-2-001
南会津町御蔵入交流館再生可能
エネルギー等導入事業

45,736 南会津町
公民館・住民
センター

太陽光30kW  蓄
電池16kWh

31,530 16 18

07368-24-2-002
南会津町伊南地域保健センター再
生可能エネルギー等導入事業

35,389 南会津町 社会福祉施設
太陽光21kW  蓄
電池18.2kWh

22,071 18 12

07368-25-2-001
南会津町南郷保育所再生可能エ
ネルギー等導入事業

南会津町
学校・教育施
設

太陽光20kW  蓄
電池18.2kWh

21,020 18 12

07368-25-2-002
南会津町立田島第二小学校再生
可能エネルギー等導入事業

南会津町
学校・教育施
設

太陽光10kW  蓄
電池15kWh  LED4
灯

10,510 15 6

07368-25-2-003
南会津町立舘岩小学校再生可能
エネルギー等導入事業

南会津町
学校・教育施
設

太陽光10kW  蓄
電池15kWh  LED5
灯

10,510 15 6

07368-25-2-004
南会津町立舘岩中学校再生可能
エネルギー等導入事業

南会津町
学校・教育施
設

太陽光10kW  蓄
電池15kWh  LED4
灯

10,510 15 6

07368-25-2-005
南会津町立伊南中学校再生可能
エネルギー等導入事業

南会津町
学校・教育施
設

太陽光10kW  蓄
電池15kWh  LED4
灯

10,510 15 6

07368-25-2-006
南会津町福祉ホール再生可能エネ
ルギー等導入事業

南会津町 社会福祉施設
太陽光4kW  蓄電
池3.2kWh

4,204 3 2

07368-25-2-007
南会津町立桧沢小学校再生可能
エネルギー等導入事業

南会津町
学校・教育施
設

太陽光10kW  蓄
電池15kWh  LED4
灯

10,510 15 6

07368-25-2-008
南会津町立田島中学校再生可能
エネルギー等導入事業

南会津町
学校・教育施
設

太陽光10kW  蓄
電池15kWh  LED4
灯

10,510 15 6

07368-25-2-009
南会津町立南会津（旧南郷）中学
校再生可能エネルギー等導入事業

南会津町
学校・教育施
設

太陽光10kW  蓄
電池15kWh  LED4
灯

10,510 15 6

07401-25-2-001
磐梯町立磐梯第一小学校再生可
能エネルギー等導入事業

磐梯町
学校・教育施
設

太陽光20kW  蓄
電池22kWh  LED5
灯

21,020 22 12

07401-25-2-002
磐梯町立磐梯第二小学校再生可
能エネルギー等導入事業

磐梯町
学校・教育施
設

   蓄電池22kWh
LED8灯

0 22 0

07402-25-2-001
北塩原村立旧大塩小学校再生可
能エネルギー等導入事業

北塩原村
学校・教育施
設

太陽光16kW  蓄
電池17kWh

16,816 17 9

07405-24-2-001
西会津町国民健康保険西会津診
療所再生可能エネルギー等導入事
業

47,013 西会津町 病院・診療所
太陽光28.3kW  蓄
電池33.2kWh

29,743 33 17

07405-24-2-002
西会津町ケーブルテレビ放送セン
ター再生可能エネルギー等導入事
業

32,433 西会津町 （その他）
太陽光15.84kW
蓄電池18.2kWh

16,648 18 9

07405-24-2-003
新築西会津町立西会津小学校再
生可能エネルギー等導入事業

1,165 西会津町
学校・教育施
設

太陽光13.8kW  蓄
電池15kWh

14,504 15 8

07405-25-2-001
西会津町さゆり公園体育館再生可
能エネルギー等導入事業

西会津町 体育館
太陽光21kW  蓄
電池18.2kWh
LED8灯

22,071 18 12
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07421-24-2-001
会津坂下町立坂下東小学校再生
可能エネルギー等導入事業

42,067 会津坂下町
学校・教育施
設

太陽光20kW  蓄
電池16.8kWh

21,020 17 12

07421-25-2-001
会津坂下町中央公民館再生可能
エネルギー等導入事業

会津坂下町
公民館・住民
センター

太陽光24kW  蓄
電池20kWh

25,224 20 14

07421-25-2-002
会津坂下町立坂下南小学校再生
可能エネルギー等導入事業

会津坂下町
学校・教育施
設

太陽光20kW  蓄
電池16.8kWh
LED7灯

21,020 17 12

07422-25-2-001
湯川村道の駅あいづ湯川・会津坂
下（仮称）再生可能エネルギー等導
入事業

湯川村 道の駅
太陽光20.8kW  蓄
電池22.4kWh

21,861 22 12 ○

07423-24-2-001
柳津町立柳津小学校再生可能エ
ネルギー等導入事業

19,966 柳津町
学校・教育施
設

太陽光10kW  蓄
電池11kWh

10,510 11 6

07423-25-2-001
柳津町健康福祉プラザ銀山荘再生
可能エネルギー等導入事業

柳津町 社会福祉施設
太陽光10kW  蓄
電池11kWh

10,510 11 6

07461-24-2-001
西郷村本庁舎再生可能エネルギー
等導入事業

3,990 西郷村 庁舎
太陽光30kW  蓄
電池32kWh

31,530 32 18 ○

07461-24-2-002
西郷村保健福祉センター再生可能
エネルギー等導入事業

本庁舎に
含む

西郷村 社会福祉施設
太陽光30kW  蓄
電池32kWh

31,530 32 18 ○

07464-25-2-001
泉崎村保険福祉総合センター再生
可能エネルギー等導入事業

泉崎村 庁舎
太陽光20kW  蓄
電池22kWh

21,020 22 12 ○

07464-25-2-002
泉崎村泉崎幼稚園再生可能エネ
ルギー等導入事業

泉崎村
学校・教育施
設

太陽光10kW  蓄
電池16kWh 10 16 ○

07464-25-2-003
泉崎村立泉崎第一小学校再生可
能エネルギー等導入事業

泉崎村
学校・教育施
設

太陽光16kW  蓄
電池16kWh 16 16 ○

07465-25-2-001
中島村役場再生可能エネルギー等
導入事業

中島村 庁舎
太陽光12kW  蓄
電池22kWh

12,612 22 7 ○

07465-25-2-002
中島村総合福祉センター再生可能
エネルギー等導入事業

中島村 社会福祉施設    蓄電池34kWh 0 34 0 ○

07466-24-001
矢吹町立矢吹中学校再生可能エ
ネルギー等導入事業

31,319 矢吹町
学校・教育施
設

   蓄電池30kWh 0 30 0 ○

07466-25-001
矢吹町保健福祉センタ－再生可能
エネルギー等導入事業

矢吹町 社会福祉施設
太陽光20kW  蓄
電池22kWh

21,020 22 12 ○

07481-24-2-001
棚倉町社会教育複合施設再生可
能エネルギー等導入事業

53,515 棚倉町
学校・教育施
設

太陽光30kW  蓄
電池30kWh

31,530 30 18 ○

07481-24-2-002
棚倉町保健福祉センター再生可能
エネルギー等導入事業

29,899 棚倉町 社会福祉施設
太陽光12kW  蓄
電池12kWh

12,612 12 7 ○

07481-25-2-001
棚倉町役場庁舎再生可能エネル
ギー等導入事業

棚倉町 庁舎
太陽光30kW  蓄
電池20.1kWh

31,530 20 18 ○

07481-25-2-002
棚倉町立棚倉中学校再生可能エ
ネルギー等導入事業

棚倉町
学校・教育施
設

太陽光15kW  蓄
電池15kWh

15,765 15 9 ○

07481-25-2-003
棚倉町立近津小学校再生可能エ
ネルギー等導入事業

棚倉町
学校・教育施
設

太陽光15kW  蓄
電池15kWh

15,765 15 9 ○

07481-25-2-004
棚倉町立社川小学校再生可能エ
ネルギー等導入事業

棚倉町
学校・教育施
設

太陽光15kW  蓄
電池15kWh

15,765 15 9 ○

07482-24-2-001
矢祭町立矢祭中学校再生可能エ
ネルギー等導入事業

1,890 矢祭町
学校・教育施
設

太陽光20kW  蓄
電池20kWh  LED6
灯

21,020 20 12 ○

07483-25-2-001
塙町公民館再生可能エネルギー等
導入事業

塙町
公民館・住民
センター

太陽光20kW  蓄
電池20kWh

21,020 20 12 ○

07483-25-2-002
塙町湯遊ランドはなわ再生可能エ
ネルギー等導入事業

塙町 （その他）
太陽光20kW  蓄
電池20kWh

21,020 20 12 ○
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特定被災

H23 H24
発電量
（ｋWh)

蓄電量
（ｋWh)

CO２削減
量

t-CO2/年

地方公共
団体

事業内容

事業効果

事業番号 事業名 実施主体 施設区分

基金充当額（千円）

07483-25-2-003
塙町道の駅はなわ再生可能エネル
ギー等導入事業

塙町 道の駅
太陽光15kW  蓄
電池15kWh

15,765 15 9 ○

07484-24-2-001
鮫川村役場再生可能エネルギー等
導入事業

39,102 鮫川村 庁舎
太陽光20kW  蓄
電池16kWh

21,020 16 12 ○

07484-25-2-001
鮫川村保健センター再生可能エネ
ルギー等導入事業

鮫川村 病院・診療所
太陽光10kW  蓄
電池10kWh

10,510 10 6 ○

07501-25-2-001
石川町総合体育館再生可能エネ
ルギー等導入事業

石川町 体育館
太陽光20kW  蓄
電池16kWh

21,020 16 12

07502-24-2-001
玉川村ふれあいセンター再生可能
エネルギー等導入事業

24,045 玉川村
公民館・住民
センター

太陽光10kW  蓄
電池12kWh

10,510 12 6 ○

07502-24-2-002
玉川村たまかわ文化体育館再生
可能エネルギー等導入事業

31,166 玉川村 体育館
太陽光20kW  蓄
電池16kWh

21,020 16 12 ○

07502-25-2-001
玉川村役場北庁舎再生可能エネ
ルギー等導入事業

玉川村 庁舎
太陽光20kW  蓄
電池22kWh

21,020 22 12 ○

07502-25-2-002
玉川村立泉中学校再生可能エネ
ルギー等導入事業

玉川村
学校・教育施
設

太陽光16kW  蓄
電池22kWh

16,816 22 9 ○

07502-25-2-003
玉川村立須釜中学校再生可能エ
ネルギー等導入事業

玉川村
学校・教育施
設

太陽光16kW  蓄
電池22kWh

16,816 22 9 ○

07503-25-2-001
平田村地域福祉センター再生可能
エネルギー等導入事業

平田村 社会福祉施設
太陽光20kW  蓄
電池22kWh

21,020 22 12

07504-25-2-001
浅川町武道館再生可能エネルギー
等導入事業

浅川町 体育館
太陽光10kW  蓄
電池9.6kWh

10,510 10 6 ○

07505-24-2-001
古殿町役場庁舎再生可能エネル
ギー等導入事業

2,342 古殿町 庁舎
太陽光40kW  蓄
電池30kWh

42,040 30 24 ○

07505-25-2-001
古殿町公民館再生可能エネルギー
等導入事業

古殿町
公民館・住民
センター

太陽光15kW  蓄
電池15kWh

15,765 15 9 ○

07521-24-2-001
三春町三春交流館「まほら」再生可
能エネルギー等導入事業

1,344 三春町
公民館・住民
センター

太陽光20kW  蓄
電池11kWh

21,020 11 12 ○

07521-24-2-002
三春町町民体育館再生可能エネ
ルギー等導入事業

1,113 三春町 体育館
太陽光10kW  蓄
電池11kWh

10,510 11 6 ○

07522-24-2-001
小野町立飯豊小学校再生可能エ
ネルギー等導入事業

512 小野町
学校・教育施
設

   蓄電池10kWh 0 10 0 ○

07522-24-2-002
小野町立浮金小学校再生可能エ
ネルギー等導入事業

512 小野町
学校・教育施
設

   蓄電池10kWh 0 10 0 ○

07522-24-2-003
小野町立小野新町小学校再生可
能エネルギー等導入事業

512 小野町
学校・教育施
設

   蓄電池10kWh 0 10 0 ○

07522-24-2-004
小野町立夏井第一小学校再生可
能エネルギー等導入事業

512 小野町
学校・教育施
設

   蓄電池10kWh 0 10 0 ○

07522-24-2-005
小野町立浮金中学校再生可能エ
ネルギー等導入事業

515 小野町
学校・教育施
設

   蓄電池10kWh 0 10 0 ○

07522-24-2-006
小野町立小野中学校再生可能エ
ネルギー等導入事業

587 小野町
学校・教育施
設

   蓄電池20kWh 0 20 0 ○

07522-24-2-007
小野町町民体育館再生可能エネ
ルギー等導入事業

646 小野町 体育館
太陽光20kW  蓄
電池20kWh

21,020 20 12 ○

07522-24-2-008
小野町多目的研修集会施設再生
可能エネルギー等導入事業

646 小野町
公民館・住民
センター

太陽光10kW  蓄
電池10kWh

10,510 10 6 ○

07541-25-2-001
広野町役場庁舎再生可能エネル
ギー等導入事業

広野町 庁舎
太陽光25kW  蓄
電池25kWh

26,275 25 15 ○
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特定被災

H23 H24
発電量
（ｋWh)

蓄電量
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CO２削減
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地方公共
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事業内容
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事業番号 事業名 実施主体 施設区分

基金充当額（千円）

07541-25-2-002
広野町公民館・中央体育館再生可
能エネルギー等導入事業

広野町
公民館・住民
センター

太陽光20kW  蓄
電池20kWh  LED5
灯

21,020 20 12 ○

07541-25-2-003
広野町立広野小学校再生可能エ
ネルギー等導入事業

広野町
学校・教育施
設

太陽光20kW  蓄
電池30kWh  LED5
灯

21,020 30 12 ○

07542-25-2-001
楢葉町役場庁舎再生可能エネル
ギー等導入事業

楢葉町 庁舎
太陽光30kW  蓄
電池20kWh

31,530 20 18 ○

07548-24-2-001
葛尾村役場再生可能エネルギー等
導入事業

1,806 葛尾村 庁舎
太陽光15.1kW  蓄
電池20kWh

15,870 20 9 ○

07561-25-2-001
新地町農村環境改善センター再生
可能エネルギー等導入事業

新地町
公民館・住民
センター

太陽光20kW  蓄
電池22kWh

21,020 22 12 ○

07561-25-2-002
新地町総合体育館再生可能エネ
ルギー等導入事業

新地町 体育館
太陽光25kW  蓄
電池32kWh

26,275 32 15 ○

07561-25-2-003
新地町役場庁舎再生可能エネル
ギー等導入事業

新地町 庁舎
太陽光30kW  蓄
電池32kWh

31,530 32 18 ○

07809-24-2-001
公立藤田総合病院（国見町）再生
可能エネルギー等導入事業

42,945
一部事務組合
（公立藤田病院
組合)

病院・診療所
太陽光25kW  蓄
電池25kWh

26,275 25 15 ○

07819-25-2-001
公立岩瀬病院（須賀川市）再生可
能エネルギー等導入事業

一部事務組合
（公立岩瀬病院
組合)

病院・診療所
太陽光20kW  蓄
電池20kWh

21,020 20 12 ○

07862-25-2-001
相馬方部衛生組合公立相馬総合
病院再生可能エネルギー等導入事
業

一部事務組合
（相馬方部衛生
組合）

病院・診療所
太陽光30kW  蓄
電池33.8kWh

31,530 34 18 ○

07867-25-2-001
白河地方広域市町村圏整備組合
庁舎（白河市）再生可能エネルギー
等導入事業

一部事務組合
（白河地方広域
市町村圏整備組
合)

消防施設
太陽光25kW  蓄
電池35kWh

26,275 35 15 ○

07867-25-2-002
白河地方広域市町村圏整備組合
棚倉消防署（棚倉町）再生可能エ
ネルギー等導入事業

一部事務組合
（白河地方広域
市町村圏整備組
合)

消防施設
太陽光10kW  蓄
電池20kWh

10,510 20 6 ○

07871-25-2-001
安達地方広域行政組合消防本部・
北消防署（二本松市）再生可能エ
ネルギー等導入事業

一部事務組合
（安達地方広域
行政組合）

消防施設
太陽光19.36kW
蓄電池16.8kWh

20,347 17 11 ○

07871-25-2-002
安達地方広域行政組合南消防署
（本宮市）再生可能エネルギー等導
入事業

一部事務組合
（安達地方広域
行政組合）

消防施設
太陽光19.4kW  蓄
電池16.8kWh

20,389 17 11 ○

07875-24-2-001
須賀川地方広域消防組合長沼分
署(須賀川市）再生可能エネルギー
等導入事業

23,772
一部事務組合
（須賀川地方広
域消防組合)

消防施設
太陽光10kW  蓄
電池10kWh

10,510 10 6 ○

07875-25-2-001
須賀川地方広域消防組合玉川派
出所（玉川村）再生可能エネルギー
等導入事業

一部事務組合
（須賀川地方広
域消防組合)

消防施設
太陽光5kW  蓄電
池4.8kWh

5,255 5 3 ○

0 912,117
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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計画書（変更計画書）

（基金事業の内容）

H23 H24
発電量
（ｋWh)

蓄電量
（ｋWh)

CO２削減量
t-CO2/年

07000-24-3-001
民間施設再生可能エネル
ギー等導入事業

6,050 民間事業者 福祉避難所 太陽光10kW、蓄電池4.4kWh 10,510 4 6 ○

07000-24-3-002
民間施設再生可能エネル
ギー等導入事業

7,350 民間事業者 福祉避難所
太陽光24kW、蓄電池
21.6kWh

25,224 22 14 ○

07000-24-3-003
民間施設再生可能エネル
ギー等導入事業

9,500 民間事業者 私立学校
太陽光22.4kW、蓄電池
15kWh

23,542 15 13 ○

07000-25-3-001
民間施設再生可能エネル
ギー等導入事業

民間事業者 医療施設
太陽光10kW、蓄電池
16.9kWh

10,510 17 6 ○

07000-25-3-002
民間施設再生可能エネル
ギー等導入事業

民間事業者 福祉避難所
太陽光20.3kW、蓄電池
16kWh

21,335 16 12 ○

07000-25-3-003
民間施設再生可能エネル
ギー等導入事業

民間事業者 福祉避難所
太陽光26.5kW、蓄電池
21.6kWh

27,852 22 16 ○

07000-25-3-004
民間施設再生可能エネル
ギー等導入事業

民間事業者 福祉避難所 太陽光10kW、蓄電池4.4kWh 10,510 4 6 ○

合計 0 22,900

基金充当額（千円）

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

1




