
むつ市 1000020022080 観光DX推進に伴う再エネを活用した情報発信システムの導入可能性調査

六ヶ所村 8000020024112 地域新電力設立可能性調査事業

ニホンジカ有害捕獲個体のバイオマス燃料への転換可能性調査

マンガン酸リチウム系リチウムイオン電池用電極製造技術開発

バイオマスエネルギー源となる微細藻類の生産・収穫プロセスの大幅な改良に関する技術開発

東松島市 1000020042145 東松島市公共施設太陽光発電設備等導入に関する転換理解促進事業

「福島県立テクノアカデミー会津」エネルギー構造転換可能性調査

「テクノアカデミー浜」再エネ等設備導入事業

いわき市 9000020072044 風力発電産業における地域サプライチェーン体制の構築及び市場形成に向けた調査・分析事業

浪江町 8000020075477 水素民生・産業利用サプライチェーン構築及び需給調整実証事業

再生可能・次世代エネルギー活用・理解促進事業

再生可能・次世代エネルギー調査研究促進事業

新潟県版小型燃料電池（FC）バス実証運行事業

長岡市 7000020152021 長岡市再エネ導入に向けた戦略プロジェクトの調査研究事業

市有地における再エネ設備導入実現可能性調査

小学校を活用したPPAモデル手法調査事業

大容量蓄電池及び太陽光発電設備整備事業

小千谷市 4000020152081 図書館等複合施設への再生可能エネルギー設備導入事業

教育施設等への自立分散型太陽光発電・蓄電池設備設置工事（まつのやま学園）事業

教育施設等への自立分散型太陽光発電・蓄電池設備設置工事（水沢中学校）事業

見附市 8000020152111 見附駅前広場地中熱利用設備整備事業

上越市 9000020152226 再生可能エネルギー導入可能性調査及びモデル検討事業

横浜町 4000020024066 地域共生型水素エネルギー有効利用システムに関する F/S 調査事業

六ヶ所村 8000020024112 地域新電力設立可能性調査事業

マンガン酸リチウム系リチウムイオン電池の電極製造技術と BMU の開発

再生可能エネルギーを活用した低コスト陸上養殖実証調査

福島県 いわき市 9000020072044 風力発電を中心とした再生可能エネルギー等の新たな市場形成手法の確立と地域理解促進事業

新潟県版小型燃料電池（FC）バス実証運行事業

再生可能・次世代エネルギー活用・理解促進事業

再生可能・次世代エネルギー調査研究促進事業

新潟県南魚沼警察署における地中熱を利用した融雪設備導入可能性調査事業

長岡市 7000020152021 長岡市エネルギービジョン（仮称）策定事業

オフサイト型電源設備整備事業

柏崎市内における再エネ設備導入立地評価手法の確立に向けた調査

東中学校を活用した再生可能エネルギー理解促進事業

小千谷市 4000020152081 錦鯉鑑賞施設への地中熱設備導入事業

教育施設等への自立分散型太陽光発電・蓄電池設備設置工事（市役所本庁舎・千手小学校）事業

教育施設等への自立分散型太陽光発電・蓄電池設備実施設計（水沢中学校・まつのやま学園）事業

見附市 8000020152111 自然災害の備えとエコまちプロジェクト実現可能調査

燕市 7000020152137 燕市における地域産業活性化等および新規産業・企業誘致のためのＦＳ調査

宮城県 石巻市 1000020042021 マンガン酸リチウム系リチウムイオン電池の電極製造技術と BMU の開発

- 7000020070009 「福島県立テクノアカデミー浜」エネルギー構造転換可能性調査

浪江町 8000020075477 水素民生・産業利用サプライチェーン構築及び需給調整実証事業

福島県

福島県 7000020070009

令和5年度(一次公募)
申請自治体

法人番号 事業名
（都道府県/市町村）

青森県

宮城県

新潟県

新潟県 5000020150002

柏崎市 5000020152056

十日町市 9000020152102

石巻市 1000020042021

令和4年度(一次公募)

－

柏崎市

十日町市

1000020042021

5000020150002

5000020152056

9000020152102

申請自治体
法人番号 事業名

（都道府県/市町村）

宮城県 石巻市

青森県

新潟県

申請自治体
法人番号 事業名

（都道府県/市町村）

福島県

令和4年度(二次公募)

エネルギー構造高度化・転換理解促進事業採択状況（東北分）



再生可能エネルギーを活用した低コスト陸上養殖実証調査

マンガン酸リチウム系リチウムイオン電池部材のカスタマイズ及び開発事業

いわき市 9000020072044 風力発電関連産業の創出と安全安心な発電事業構築に向けた地域理解促進事業

双葉町 8000020075469 双葉駅西側地区災害公営住宅等スマートコミュニティ導入事業

浪江町 8000020075477 水素エネルギー活用促進に向けた柱上パイプラインによる輸送実証事業

新潟県版小型燃料電池（FC）バス導入事業

再生可能・次世代エネルギー活用・理解促進事業

再生可能・次世代エネルギー調査研究促進事業

再生可能エネルギー導入促進施策の実現可能性調査

消防本部地中熱利用設備整備事業

地域情報通信システム整備事業

刈羽村 9000020155047 公共施設への再生可能エネルギー設備等の導入設置事業

長岡市 7000020152021 持続可能な循環型社会推進事業調査研究事業

錦鯉鑑賞施設への地中熱設備導入事業

図書館等複合施設への地中熱設備導入可能性調査事業

教育施設等への自立分散型太陽光発電・蓄電池設備実施設計事業

水素燃料化導入可能性調査事業

青森県 六ヶ所村 8000020024112 地域新電力設立可能性調査事業

広野町 1000020075418 エネルギー構造高度化・転換による地域の水素・脱炭素まちづくりに関するF/S 調査事業

楢葉町 1000020075426 楢葉町における系統制約エリア下の再エネ導入拡大方策等調査・研究事業

「多様な世代の憩いの場」大間町複合施設（仮称）ＺＥＢ化等可能性調査事業

「最北端の“再”挑戦」～「再生可能エネルギーと磯根資源保全の新たな関係性」の構築

石巻市 1000020042021 直流ＬＥＤ照明システム開発事業

登米市 1000020042129 地域資源を活用した再生可能エネルギー設備導入事業

いわき市 9000020072044 風力発電を活用した地域共生モデル創出事業

楢葉町 1000020075426 楢葉町スマートコミュニティの自家消費型電力供給事業等に関する調査・研究事業

浪江町 8000020075477 水素エネルギー利用促進に向けた柱上パイプラインによる輸送実証事業

Ｈ・ＧＯ（えちご）モデル小型燃料電池（ＦＣ）バス導入事業

再生可能・次世代エネルギー活用・理解促進事業

「自然エネルギーの島構想」の実現に向けた調査研究・理解促進事業

新潟処理場太陽光発電設備詳細設計事業

地域情報通信システム整備事業

新庁舎及び消防施設を活用した再生可能エネルギー理解促進事業

小千谷市 4000020152081 錦鯉関連施設への再生可能エネルギー導入可能性調査事業

十日町市 9000020152102 教育施設等への自立分散型太陽光発電・蓄電池設備導入可能性調査事業

上越市 9000020152226 地中熱を活用した堆雪場融雪実証事業

刈羽村 9000020155047 公共施設への再生可能エネルギー設備等の導入設置事業

福島県 富岡町 1000020075434 富岡町再エネを活用した新たなまちづくりのためのビジョン策定事業

新潟県 十日町市 9000020152102 道の駅まつだいふるさと会館再生可能エネルギー設備導入事業

申請自治体
法人番号 事業名

（都道府県/市町村）

令和3年度(二次公募)

福島県

申請自治体
法人番号 事業名

（都道府県/市町村）

宮城県 石巻市 1000020042021

福島県

新潟県

- 5000020150002

柏崎市 5000020152056

小千谷市 4000020152081

十日町市 9000020152102

事業名

福島県

新潟県

- 5000020150002

柏崎市 5000020152056

申請自治体

青森県 大間町 8000020024236

宮城県

（都道府県/市町村）
法人番号

（都道府県/市町村）

令和2年度(二次公募)

令和2年度(一次公募)

令和3年度(一次公募)

申請自治体
法人番号 事業名



むつ市 1000020022080 おおみなと臨海公園再生可能エネルギー活用型事業

大間町 8000020024236 大間町公共施設再生可能エネルギー導入可能性調査事業

福島空港における再生可能エネルギー導入可能性調査事業

再エネ伴走支援型人材育成事業

楢葉町 1000020075426 楢葉町笑ふるタウンならは災害公営住宅再エネ設備導入事業

いわき市 9000020072044 風力発電関連産業の創出と地域企業参入に向けた調査・研究事業

双葉町 8000020075469 双葉町中野地区復興産業拠点太陽光発電設備設置等事業

- 5000020150002 再生可能・次世代エネルギー活用・理解促進事業

刈羽村 9000020155047 再生可能エネルギー設備等の導入設計事業及び再生可能エネルギー設備等の導入設置事業

地中熱利用設備整備事業

地域エネルギー会社実現可能性調査事業

地域情報通信システム整備事業

小千谷市 4000020152081 小千谷市エネルギービジョン策定事業

十日町市 9000020152102 使用済み紙おむつの燃料化実証事業

三条市 5000020152048 地域のものづくり技術を活かしたバイオマスシステムによる地域経済循環モデル構築調査・研究事業

青森県 六ヶ所村 8000020024112 水素実証導入実現可能性調査事業

宮城県 登米市 1000020042129 地域資源を活用した再生可能エネルギー設備導入可能性調査事業

- 7000020070009 再生可能エネルギー関連産業の育成・集積に向けた実現可能性調査事業

田村市 2000020072117 家畜排せつ物等をエネルギー活用した循環型社会検討に関する調査

双葉町 8000020075469 「（仮称）双葉駅西住宅団地」再エネ設備等導入FS調査

- 5000020150002 流域下水道太陽光発電設備導入可能性調査事業

見附市 8000020152111 エネルギー構造高度化等に向けたビジョン策定事業

上越市 9000020152226 ガス水道局新庁舎地中熱融雪設備導入可能性調査・設計事業

東通村 8000020024244 地域水産業振興拠点施設への太陽光発電設備導入事業

むつ市 1000020022080 おおみなと臨海公園再生可能エネルギー活用型事業

- 8000020040002 自立型再エネ水素活用モデル調査

石巻市 1000020042021 水産加工団地における再生可能エネルギーの活用可能性調査

Ｊヴィレッジにおける再生可能エネルギー導入事業

再生可能エネルギー関連産業の育成・集積施策等情報発信事業

再生可能エネルギー関連産業の育成・集積に向けた実現可能性調査事業

未来を担う再エネ・地域フロンティア人材養成事業

地中熱を活用した道路融雪事業

都市公園への再生可能エネルギー導入事業

双葉町 8000020075469 双葉町中野地区復興産業拠点太陽光発電設備導入可能性調査

楢葉町屋内体育施設エネルギー構造高度化・地域振興事業

楢葉町笑ふるタウンならは災害公営住宅再エネ設備導入FS調査

- 5000020150002 再生可能・次世代エネルギーの理解促進事業

太陽光発電設備整備事業

地中熱利用設備導入可能性調査事業

地中熱利用設備整備事業

刈羽村 9000020155047 （仮称）刈羽村エネルギービジョン策定事業及び再生可能エネルギーのFS調査事業

十日町市 9000020152102 桔梗原地区小水力発電事業

（都道府県／市町村）

事業名

事業名

福島県

新潟県

青森県

福島県

-

新潟県
柏崎市

法人番号

法人番号

5000020152056

7000020070009

事業名
（都道府県／市町村）

青森県

宮城県

福島県

-

楢葉町

新潟県
柏崎市

法人番号

5000020152056

7000020070009

1000020075426

平成30年度（一次公募） 申請自治体

平成31年度（一次公募）

平成31年度（二次公募）

申請自治体

（都道府県／市町村）

申請自治体



六ヶ所村 8000020024112 水素導入可能性調査事業

風間浦村 8000020024252 下風呂温泉整備事業に係る再生可能エネルギー導入可能性調査

福島県 浪江町 8000020075477 EVリユース蓄電池を利用したマルチ急速充電器の開発

新潟県 三条市 5000020152048 地域のものづくり技術を活かしたバイオマスシステムによる地域経済循環モデル構築調査・研究事業

自立型再エネ水素活用モデル調査事業

障害者支援施設分散型エネルギー設備検討調査事業

道路敷（トンネル）を活用した再生可能エネルギー導入事業

道路敷（道の駅）を活用した再生可能エネルギー導入事業

都市公園への再生可能エネルギー導入事業

地中熱を活用した道路融雪事業

Jヴィレッジにおける再生可能エネルギー導入可能性調査事業

再生可能エネルギー先進地専門家派遣等事業

再生可能エネルギー育成・集積施策等情報発信事業

（仮称）楢葉町地域エネルギービジョン策定事業

楢葉町笑ふるタウンエネルギー構造高度化・地域振興事業

（仮称）柏崎市地域エネルギービジョン策定事業

太陽光発電設備整備事業

柏崎市新庁舎地中熱利用設備導入可能性調査事業

柏崎市学校施設地中熱利用設備導入可能性調査事業

柏崎市総合体育館地中熱利用設備導入可能性調査事業

廃棄物系バイオガス発電事業

使用済み紙おむつ燃料化事業

（仮称）十日町市宮中水力発電事業

宮城県 女川町 7000020045811 洋上風力発電等事業化可能性調査事業

再生可能エネルギー関連産業の育成・集積に向けた実現可能性調査事業

下水処理場の放流水を用いた小水力発電（基本設計及び採算可能性調査）事業

いわき市 9000020072044 いわき次世代エネルギー地域住民理解促進事業

浪江町 8000020075477 浪江町再生可能エネルギー推進計画策定事業

柏崎市 5000020152056 太陽光発電設備整備事業

十日町市エネルギー政策理解促進事業

橋詰地区小水力発電事業

（仮称）地域エネルギービジョン策定事業

太陽光発電設備設置可能性調査事業

福島県 楢葉町 1000020075426 エネルギービジョン策定に伴う基礎調査

事業名
（都道府県／市町村）

宮城県

福島県

－

楢葉町

新潟県

柏崎市

十日町市

事業名
（都道府県／市町村）

福島県

-

新潟県
十日町市

法人番号

9000020152102

7000020070009

8000020040002

1000020075426

平成29年度（二次公募） 申請自治体

申請自治体

平成30年度（二次公募） 申請自治体
事業名

（都道府県／市町村）

青森県

法人番号

平成28年度（二次公募） 申請自治体
事業名

（都道府県／市町村）

平成28年度（一次公募） 申請自治体
事業名

（都道府県／市町村）

新潟県 柏崎市

法人番号

法人番号

5000020152056

平成29年度（一次公募）
法人番号

5000020152056

9000020152102

7000020070009


