
所管経済産業局 事業名
北海道経済産業局 北海道 泊村 泊村再エネ活用型水産養殖実証事業
北海道経済産業局 北海道 岩内町 岩内町エネルギー構造高度化・地場産業活性化調査事業
北海道経済産業局 北海道 共和町 共和町エネルギー構造高度化調査
北海道経済産業局 北海道 神恵内村 神恵内村脱炭素社会推進事業
北海道経済産業局 北海道 寿都町 寿都町湯別地区バイオマスボイラー整備・実証調査事業
北海道経済産業局 北海道 蘭越町 蘭越町再エネ設備導入可能性調査等事業
北海道経済産業局 北海道 余市町 余市町エネルギー構造高度化・転換可能性検証事業
北海道経済産業局 北海道 倶知安町 倶知安町地域再生可能エネルギー導入ビジョン改定業務
北海道経済産業局 北海道 仁木町 仁木町エネルギー転換実証事業
北海道経済産業局 北海道 赤井川村 地域エネルギーまち・くらし・しごと活用促進事業
東北経済産業局 青森県 むつ市 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
東北経済産業局 青森県 六ヶ所村 地域新電力設立可能性調査事業
東北経済産業局 宮城県 石巻市 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
東北経済産業局 宮城県 石巻市 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
東北経済産業局 宮城県 石巻市 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
東北経済産業局 宮城県 東松島市 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
東北経済産業局 福島県 - 「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
東北経済産業局 福島県 - 「テクノアカデミー浜」再エネ等設備導入事業
東北経済産業局 福島県 いわき市 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向けた調査・分析事業
東北経済産業局 福島県 浪江町 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
東北経済産業局 新潟県 - 再生可能・次世代エネルギー活用・理解促進事業
東北経済産業局 新潟県 - 再生可能・次世代エネルギー調査研究促進事業
東北経済産業局 新潟県 - 新潟県版小型燃料電池（FC）バス実証運行事業
東北経済産業局 新潟県 長岡市 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
東北経済産業局 新潟県 柏崎市 市有地における再エネ設備導入実現可能性調査
東北経済産業局 新潟県 柏崎市 小学校を活用したPPAモデル手法調査事業
東北経済産業局 新潟県 柏崎市 大容量蓄電池及び太陽光発電設備整備事業
東北経済産業局 新潟県 小千谷市 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
東北経済産業局 新潟県 十日町市 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
東北経済産業局 新潟県 十日町市 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
東北経済産業局 新潟県 見附市 見附駅前広場地中熱利用設備整備事業
東北経済産業局 新潟県 上越市 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
関東経済産業局 茨城県 - カーボンニュートラル産業拠点創出調査研究事業
関東経済産業局 茨城県 - 脱炭素経営普及啓発シンポジウム事業
関東経済産業局 茨城県 - 再生可能エネルギー普及推進事業
関東経済産業局 茨城県 東海村 再生可能エネルギー導入促進事業
関東経済産業局 茨城県 茨城町 茨城町再生可能エネルギービジョン策定
関東経済産業局 茨城県 那珂市 那珂市再生可能エネルギー高度化に係る地域脱炭素ビジョン策定事業
関東経済産業局 茨城県 水戸市 創エネ施策実現可能性調査事業
関東経済産業局 茨城県 日立市 公共施設における再生可能エネルギー活用事業
中部経済産業局 静岡県 掛川市 公共施設における再エネ発電設備及び蓄電設備設置工事設計業務
中部経済産業局 静岡県 磐田市 公共施設の太陽光発電設備等導入調査事業
中部経済産業局 静岡県 - 次世代エネルギーシステム等構築・理解促進事業
中部経済産業局 静岡県 - 再生可能エネルギーの新産業創出に向けた技術開発プロジェクト
中部経済産業局 静岡県 御前崎市 御前崎市における電力スマート利用システム構築事業
中部経済産業局 静岡県 御前崎市 エネルギーのまちポータルサイト構築事業
中部経済産業局 静岡県 焼津市 焼津市地域再生可能エネルギー普及促進事業
中部経済産業局北陸支局 石川県 - 企業における再生可能エネルギー理解促進事業
中部経済産業局北陸支局 石川県 - いしかわエコハウス機能強化事業
中部経済産業局北陸支局 石川県 - 水素インフラを活用した水素社会加速化実証事業
中部経済産業局北陸支局 石川県 - 石川県産業の強みを活かしたエネルギー構造高度化に向けた技術開発推進事業
中部経済産業局北陸支局 石川県 志賀町 志賀町における再エネ推進を目指したプラットホーム構築事業
中部経済産業局北陸支局 富山県 - 脱炭素化モデル中小企業育成事業
中部経済産業局北陸支局 富山県 氷見市 再生可能エネルギーを活用した地域マイクログリッドの構築に向けた実証事業
近畿経済産業局 福井県 - ローカル水素サプライチェーン構築に向けた技術研究事業
近畿経済産業局 福井県 - 嶺南スマートエリア推進事業
近畿経済産業局 福井県 - 再生可能エネルギーを利用した複数ドローンの制御によるホース把持システムに関する研究
近畿経済産業局 福井県 - 道路融雪の省エネを実現する、技術支援機能を備えたスマート積雪センサの開発
近畿経済産業局 福井県 - エネルギー学習事業
近畿経済産業局 福井県 - 県有施設における太陽光設置可能性調査事業
近畿経済産業局 福井県 敦賀市 敦賀市CO2フリー水素サプライチェーン構築実証プロジェクト
近畿経済産業局 福井県 敦賀市 敦賀市スマート物流実証プロジェクト
近畿経済産業局 福井県 美浜町 「きいぱす」エネルギー環境教育推進事業
近畿経済産業局 福井県 美浜町 「きいぱす」カーボンニュートラル教育強化に向けた展示充実事業
近畿経済産業局 福井県 美浜町 再生可能エネルギーで航行する電池推進遊覧船への太陽光システム導入事業
近畿経済産業局 福井県 おおい町 「うみんぴあ大飯」における再生可能エネルギー導入設備設置事業
近畿経済産業局 京都府 - 燃料電池フォークリフト普及等に向けた導入実証事業
近畿経済産業局 京都府 福知山市 公共施設群を含む未利用地への再エネ設備導入調査事業
近畿経済産業局 京都府 舞鶴市 東舞鶴公園再生可能エネルギー導入事業
近畿経済産業局 京都府 舞鶴市 水素エネルギー等普及調査研究事業
近畿経済産業局 京都府 綾部市 （仮称）綾部市エネルギー・環境基本計画策定事業
近畿経済産業局 京都府 綾部市 公共施設への再生可能エネルギー設備導入等による理解促進事業
近畿経済産業局 京都府 宮津市 宮津市エネルギー構造高度化調査・設計事業
近畿経済産業局 京都府 伊根町 伊根町での再生可能エネルギーを活用した地域振興策実現可能性調査（Step.2-2）
中国経済産業局 島根県 - 再生可能エネルギー普及啓発事業
中国経済産業局 島根県 安来市 再エネ地産地消の社会実装に向けた調査・研究事業
中国経済産業局 島根県 雲南市 雲南市再生可能エネルギーと電力小売り事業によるエネルギー高度化調査・検討事業
中国経済産業局 鳥取県 - 令和新時代とっとり環境イニシアティブプラン普及啓発事業
中国経済産業局 鳥取県 - 境港水産物地方卸売市場他での鳥取スタイルＰＰＡによる事業可能性調査事業
中国経済産業局 鳥取県 境港市 境港市再生可能エネルギー理解促進事業
中国経済産業局 山口県 上関町 花咲く海の町「上関」再エネ導入プロジェクト検討業務
四国経済産業局 愛媛県 - 水素サプライチェーンモデル構築プロジェクト事業
四国経済産業局 愛媛県 内子町 観光分野から始める内子町エネルギー転換推進事業
四国経済産業局 愛媛県 大洲市 大洲市エネルギービジョン策定事業
四国経済産業局 愛媛県 八幡浜市 地中熱を核とした再エネシステムの地場産業化事業
九州経済産業局 福岡県 糸島市 創エネルギーのまち・いとしま推進事業
九州経済産業局 佐賀県 - 洋上風力発電事業誘致への理解促進事業
九州経済産業局 佐賀県 - 県有施設を用いた VPP システム構築検討事業
九州経済産業局 佐賀県 - ＳＡＧＡ発再エネ事業モデル構築事業
九州経済産業局 佐賀県 - エナジーツーリズム研究事業
九州経済産業局 佐賀県 - 海洋温度差発電技術を応用した温泉発電技術の実証研究事業
九州経済産業局 佐賀県 - 水素による再エネ由来電力の調整可能性調査等事業
九州経済産業局 佐賀県 - ＳＡＧＡサンライズパークを対象とした教育等コンテンツ整備事業
九州経済産業局 佐賀県 - 企業経営のグリーン化技術展開催事業
九州経済産業局 佐賀県 唐津市 唐津市沖洋上風力発電事業に関する理解促進事業
九州経済産業局 佐賀県 唐津市 唐津スマートレジリエンス拠点構築事業
九州経済産業局 佐賀県 唐津市 唐津市再生可能エネルギー総合計画改訂事業
九州経済産業局 長崎県 松浦市 松浦市再エネ導入のための調査・研究事業
九州経済産業局 長崎県 壱岐市 壱岐市におけるＲＥ水素システム実証試験
九州経済産業局 長崎県 佐世保市 佐世保市木質バイオマスエネルギー導入可能性調査
九州経済産業局 鹿児島県 - 水素・再生可能エネルギー推進事業
九州経済産業局 鹿児島県 - 再生可能エネルギー導入活性化事業
九州経済産業局 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市市有施設における太陽光発電システム等導入可能性調査事業
九州経済産業局 鹿児島県 いちき串木野市 西薩海域における洋上風力発電の普及啓発及び地域共生・協調施策検討事業

九州経済産業局 鹿児島県 日置市
令和５年度再生可能エネルギー高度化に係る中小水力発電の設計等事業及び理解促進事業並びに
木質バイオマスエネルギー利用可能性調査事業

九州経済産業局 鹿児島県 さつま町 さつま町地域エネルギービジョンの推進に向けた地域理解促進事業

事業名

エネルギー構造高度化・転換理解促進事業　地域づくりサポート事務局事業

申請自治体（都道府県/市町村）

令和５年度「エネルギー構造高度化・転換理解促進事業」補助金の公募結果について

事業者名

株式会社ジェイアール東日本企画
（法人番号：7011001029649）

【エネルギー構造高度化等相談地域プラットフォーム構築事業

【地域理解促進事業、技術開発事業】


