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               平成２４年６月 

 

東 北 グ リ ー ン 電 力 基 金 

平成２３年度事業報告書 

－平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで－ 
 

ご加入いただいた皆さまへ 

 

公益財団法人 東北活性化研究センター 

 

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 東北グリーン電力基金にご加入いただいた皆さまには、当センターの

事業運営につきまして、格段のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

 さて、ここに本基金の平成２３年度事業内容について、ご報告申し上

げます。 

 平成２３年度も、基金にご加入いただいた皆さまや東北電力株式会社

からご支援をいただき、おかげさまで基金にとって１１度目となる助成

事業を実施することができました。助成先に関しましては、太陽光発電

２８件、防犯･防災灯３件を助成先として決定いたしました。 

 なお、既に皆さまにお知らせをしておりましたが、当基金は平成２３

年度の助成をもって事業を終了いたしました。これまでの皆さまからの

ご協力に、重ねて厚く御礼申し上げます。 

 

 助成事業等の詳細につきましては、本事業報告をご覧いただけますと

幸いです。 

敬具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この委員会は、学識経験者、市民団体・消費者団体・産業界代表などで構成さ

れ、助成方針や助成先などを審議します。 

（五十音順・敬称略・平成２４年 3 月 31 日現在） 

氏名 所属・役職 

委 員 長 大滝 精一 東北大学大学院 経済学研究科 研究科長 

副委員長 宮崎 哲夫 新日本製鐵株式会社 東北支店長 

委  員 遠藤 修司 社団法人新潟県商工会議所連合会 専務理事 

小林 達子 Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 仙 台 ･ み や ぎ 消 費 者 支 援 ネ ッ ト  代 表 理 事 

佐竹  勤 東北電力株式会社 常務取締役 

堀之内泰壮 東日本電信電話株式会社 宮城支店企画部長 

松坂 知行 八戸工業大学 名誉教授 

間庭  洋 東北六県商工会議所連合会 常任幹事 

山岡 講子 ＮＰＯ法人環境会議所東北 専務理事 

 

 

平成２３年度の収支は、収入合計５，３１２千円（前期繰越金１６３，４０４

千円）、支出合計１６８，７１７千円となり、基金残高（次期繰越収支差額）は 

０円となりました。 
単位：千円（千円未満切捨て） 

科 目 金 額 備 考 
１．事業活動収入 

①寄付金収入 
②雑収入 

受取利息収入 
事業収入計 

 
５，２８２ 

３０ 
３０ 

 
 
 
 

５，３１２  
２．事業活動支出 
①事業費支出 

事務費 
運営委員会運営費 
委託費 

助成金 
風力･太陽光発電助成金 
防犯･防災灯助成金 

事業活動支出計 

 
１６８，７１７ 

１，０８８ 
２８６ 

４４ 

１６７，２９８ 
１５８，８０６ 

８，４９２ 

 
 

※事業報告書作成費など 
※３回開催 
※寄付金収納業務 

 
※２２、２３年度決定分:４２件 
※２３年度決定分:３件 

１６８，７１７  
当期収支差額 △１６３，４０４  

前期繰越収支差額 １６３，４０４  

次期繰越収支差額 ０  

※収支計算については、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。 

平成２３年度の事業内容について 

平成２３年度収支状況 

東北グリーン電力基金運営委員会 



＜助成先一覧＞

設備区分 助成先 設置施設

太陽光 社会福祉法人小合西保育園 小合西保育園 17.3

太陽光 医療法人ひまわり会 まつえ整形外科 9.4

太陽光 社会福祉法人きんし有明福祉会 あそびの森きんし保育園 4.3

太陽光 社会福祉法人慈豊会 グループホーム　まえやま 9.6

太陽光 医療法人社団杜の希会 千厩ひかりクリニック 1.9

太陽光 社会福祉法人公和会 笹口保育園 8.0

太陽光 医療法人社団ｅ－メディカル ｅ－メディカル 19.2

太陽光 社会福祉法人赤塚福祉会 なの花保育園 4.3

太陽光 上山市 上山市役所 2.7

太陽光 猪苗代町 さくらこども園 18.9

太陽光 社会福祉法人光の子福祉会 卸町光の子保育園 14.6

太陽光 新潟市水道局 水質管理センター 19.8

太陽光 医療法人ひろさか内科 ひろさか内科 9.6

太陽光 社会福祉法人若葉会 雲洞グループホームつばき園 15.0

太陽光 社会福祉法人ユトリア会 ユトリケアセンターかすみ 18.7

太陽光 医療法人蛍慈会 石木医院 10.0

太陽光 医療法人健仁会 あきもと整形外科クリニック 9.6

太陽光 六ヶ所村 六趣醸造工房 19.8

太陽光 糸魚川市 糸魚川市斎場 10.0

太陽光 鹿角市 十和田市民センター体育場 5.6

太陽光 社会福祉法人勇樹会 白根そよ風保育園 10.0

太陽光 遠野市 消防本部・遠野消防署 10.0

太陽光 喜多方市 喜多方市喜多方プラザ 19.3

太陽光 本宮市 本宮市立五百川幼保総合施設 19.6

防犯･防災灯 学校法人東小千谷学園 ひばり認定こども園 0.170

防犯･防災灯 十日町 十日町市役所川西支所他６カ所 1.785

防犯･防災灯 川西町 吉島地区交流センター 0.168
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太陽光 おおむら内科クリニック 3.8

14.6

太陽光 学校法人金鵄有明学園 5.5

太陽光

太陽光 社会福祉法人東幸会

出力(kW)

特別養護老人ホーム
サンシャイン

サービス付き高齢者向け住宅
遊間亭

認定こども園　あそびの森
有明幼稚園

医療法人社団おおむら内科
クリニック

医療法人明信会 13.3

東北グリーン電力基金の寄付金・助成金等の推移 

 東北グリーン電力基金の寄付金収入は、平成１２年１０月の基金創設から 

平成２４年３月末日までの累計で、約１１億２千万円となり、助成金累計は、 

約１０億８千万円に達しました。 

東北グリーン電力基金の寄付金・助成金等の推移 

 平成２３年６月１日から８月３１日までの間、助成先を募集いたしました。 

その結果、「風力発電・太陽光発電」の太陽光発電に対する助成には３５件、

「風力発電・太陽光発電を利用した防犯・防災灯」に対する助成には３件の応

募があり、委員会での審議の結果、すべてを助成先といたしました。 

 その後、助成辞退等により、平成２３年度末に余剰原資が発生したことから、

余剰原資を有効活用するため、助成単価が大幅に低下した太陽光発電助成先に

対し、助成対象システム出力に応じて再配分いたしました。 

 ※助成先決定後に助成申込みの取下げがあったため、助成先は「風力発電・ 

  太陽光発電」２８件、「防犯・防災灯」３件となりました。 

＜助 成 先＞ 

 合計出力：風力発電･太陽光発電３２４．４kW、防犯･防災灯２．１２３kW 

  

 ※助成先一覧は次ページをご覧ください。 

 



設備 設備 設備
区分 区分 区分

■エコ・パワー㈱ 青森県下北郡東通村 ■社会福祉法人弘前豊徳会 サンタハウスクリニック ■医療法人ひまわり会 まつえ整形外科

【青森県弘前市】 【福島県田村市】

■㈱ｳｨﾝﾄﾞﾃｯｸ横浜 青森県上北郡横浜町 ■秋田県 由利工業高等学校 ■社会福祉法人きんし有明福祉会 あそびの森きんし保育園

【新潟県新潟市】

■㈱ﾕｰﾗｽｴﾅｼﾞｰ尻労ﾋﾙﾄｯﾌﾟ 青森県下北郡東通村 ■宮城県仙台市 富沢小学校 ■社会福祉法人慈豊会 グループホーム　まえやま

【新潟県阿賀野市】

■六ヶ所村風力開発㈱ 青森県上北郡六ヶ所村 ■学校法人六郷学園 ドリーム幼稚園 ■医療法人社団杜の希会 千厩ひかりクリニック

【宮城県仙台市】 【岩手県一関市】

■㈱ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾜｰくずまき 岩手県岩手郡葛巻町 ■学校法人双葉の森学園 ふたば幼稚園 ■社会福祉法人公和会 笹口保育園

【宮城県名取市】 【新潟県新潟市】

■ｻﾐｯﾄｳｨﾝﾄﾞﾊﾟﾜｰ酒田㈱ 山形県酒田市 ■社会福祉法人太田福祉記念会 太田デイサービスセンター ■医療法人社団ｅ－メディカル ｅ－メディカル

【福島県郡山市】 【新潟県新潟市】

■㈱ﾕｰﾗｽｴﾅｼﾞｰ小田野沢 青森県下北郡東通村 ■新潟県 佐渡地域振興局 ■社会福祉法人東幸会 特別養護老人ホームサンシャイン

   ｳｨﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 【青森県八戸市】

■㈱ﾕｰﾗｽｴﾅｼﾞｰ西目 秋田県由利本荘市 ■学校法人新潟青陵学園 新潟青陵大学･新潟青陵大学短期大学部 ■社会福祉法人赤塚福祉会 なの花保育園

【新潟県新潟市】 【新潟県新潟市】

■㈱ﾕｰﾗｽｴﾅｼﾞｰ釜石 岩手県釜石市 ■社会福祉法人青鸞会 聖徳保育園 ■山形県上山市 上山市役所

【新潟県新潟市】

◇大型風力9ヶ所 209,650 kW ■社会福祉法人同朋福祉協会 割野保育園 ■福島県猪苗代町 さくらこども園

■青森県八戸市 八戸市立白山台小学校 【新潟県新潟市】

■学校法人金鵄有明学園 あそびの森　すみよし保育園 ■社会福祉法人光の子福祉会 卸町光の子保育園

■秋田県大潟村 ふれあい健康館 【新潟県新発田市】 【宮城県仙台市】

■社会福祉法人若葉会 塩沢デイサービスセンターゆきつばき ■新潟市水道局 水質管理センター

■岩手県遠野市 道の駅「遠野風の丘」 【新潟県新潟市】 【新潟県】

■学校法人林学園 学校法人林学園 ■医療法人ひろさか内科 ひろさか内科

◇小型風力3ヶ所 32.2 kW 【青森県八戸市】 【福島県郡山市】

■新潟県新潟市 新潟市立万代高等学校 ■岩手県岩泉町 いわいずみこども園 ■社会福祉法人若葉会 雲洞グループホームつばき園

【新潟県南魚沼市】

■宮城県仙台市 仙台市立仙台工業高等学校 ■弘前地区消防事務組合 弘前地区消防事務組合 ■社会福祉法人ユトリア会 ユトリケアセンターかすみ

【青森県弘前市】 弘前消防署西分署 【山形県山形市】

■青森県八戸市 八戸市立白山台小学校 ■学校法人玉川寺学園 学校法人玉川寺学園 ■医療法人蛍慈会 石木医院

【宮城県多賀城市】 多賀城東幼稚園 【青森県青森市】

■岩手県陸前高田市 黒崎温泉保養センター ■社会福祉法人澪標会かんば保育園 社会福祉法人澪標会 ■医療法人健仁会 あきもと整形外科クリニック

【秋田県秋田市】 かんば保育園 【福島県喜多方市】

■福島県喜多方市 喜多方市林業総合センター ■学校法人中沢学園 学校法人中沢学園 ■青森県六ヶ所村 六趣醸造工房

【福島県会津若松市】 みなみ若葉幼稚園・みなみ若葉こども園

■青森県南津軽郡田舎館村 田舎館村立田舎館中学校 ■社会福祉法人青鸞会 聖徳保育園 ■新潟県糸魚川市 糸魚川市斎場

【新潟県新潟市】

■山形県酒田市 酒田市港南学区ｺﾐｭﾆﾃｨ防災ｾﾝﾀｰ ■社会福祉法人みつばち福祉会 みつばち第二保育園 ■秋田県鹿角市 十和田市民センター体育場

【新潟県新潟市】

■山形県米沢市 米沢市立塩井小学校 ■学校法人金城学園 金城幼稚園 ■社会福祉法人勇樹会 白根そよ風保育園

【新潟県南魚沼市】 【新潟県新潟市】

■宮城県多賀城市 多賀城市立多賀城小学校 ■社会福祉法人なごみ 特別養護老人ホームなごみ ■岩手県遠野市 消防本部・遠野消防署

【福島県福島市】

■山形県高畠町 高畠町総合交流プラザ　　　　　 ■岩手県矢巾町 矢巾町立矢巾中学校 ■学校法人金鵄有明学園 認定こども園－あそびの森－有明幼稚園

【新潟県新潟市】

■新潟県糸魚川市 糸魚川市立大和川地区公民館 ■福島県柳津町 柳津町役場 ■医療法人明信会 サービス付き高齢者向け住宅　遊間亭

【福島県郡山市】

■学校法人仙台こひつじ学園 向山幼稚園 ■学校法人あしのめ学園 学校法人あしのめ学園 ■福島県喜多方市 喜多方市喜多方プラザ

【宮城県】 【宮城県気仙沼市】 葦の芽幼稚園

■学校法人栄光学園 認定こども園ぶどうの木 ■学校法人専念寺学園 白河西認定こども園 ■福島県本宮市 本宮市立五百川幼保総合施設

【福島県鏡石町】 【福島県白河市】

■福島県会津若松市 鶴城コミュニティセンター ■社会福祉法人善昌寺保育園 社会福祉法人善昌寺保育園 ◇太陽光85ヶ所 805.0 kW

【新潟県長岡市】 ■学校法人神宮学院 認定こども園　親松幼稚園

■学校法人新潟高度情報学園 優の森保育園 ■社会福祉法人新盛会 濁川保育園 【新潟県新潟市】

【新潟県新発田市】 【新潟県新潟市】 ■学校法人長生学園 中島幼稚園

■新潟県妙高市 妙高市役所 ■学校法人愛耕学園 学校法人愛耕学園 【新潟県長岡市】

【宮城県気仙沼市】 愛耕幼稚園 ■福島県小野町 ＪＲ小野新町駅前広場

■学校法人マリアンハウス学園 マリアンハウス幼稚園 ■学校法人神愛学園 学校法人神愛学園

【青森県八戸市】 【福島県伊達市】 神愛幼稚園 ■学校法人青森田中学園 学校法人青森田中学園

■宮城県仙台市 仙台市立旭ヶ丘小学校 ■社会福祉法人石巻祥心会 知的障害者入所更生施設　ひたかみ園 【青森県青森市】

【宮城県石巻市】 ■学校法人東小千谷学園 ひばり認定こども園

■学校法人秀志学園 泉の杜幼稚園 ■宮城県仙台市 仙台市茂庭浄水場 【新潟県小千谷市】

【宮城県仙台市】 ■新潟県十日町市 十日町市役所川西支所　他　６カ所

■宮城県加美町 宮崎生涯学習センター ■山形県真室川町 真室川町役場

■山形県川西町 吉島地区交流センター

■山形県鶴岡市 鶴岡西部児童館 ■学校法人村山学園 学校法人村山学園　南光幼稚園

【宮城県仙台市】 ◇防犯・防災灯7ヶ所 6.353 kW

■学校法人東稜学園 福島東稜高等学校 ■医療法人社団おおむら内科クリニック おおむら内科クリニック

【福島県福島市】 【新潟県新潟市】

■福島県会津若松市 城南コミュニティセンター ■社会福祉法人小合西保育園 小合西保育園

【新潟県新潟市】
平成２０年度 4.2 kW 平成２３年度 17.3

以　上

3

合　計 《合計１０４ヶ所》 210,493.553 kWkW

平成２０年度 10.0 kW 平成２３年度 3.8 kW

　当基金でこれまでに助成した助成先の一覧です。１０４件、約２１万ｋＷに対し助成を行いました。県別では、新潟県３１件、福島県１９件、青森県１６件、宮城県１６件、山形県
９件、岩手県８件、秋田県５件となりました。助成先の詳細は下の一覧を参照ください。

kW

kW

平成２０年度 10.0 kW 平成２２年度 10.2 kW

平成２３年度

平成２０年度

平成２０年度

kW

平成２０年度 5.1 kW 平成２２年度 3.3 kW

平成２３年度 0.168

1.824 kW

kW

平成２０年度 10.0 kW 平成２２年度 19.9 kW

平成２３年度 1.785

10.2 kW 平成２２年度 6.4 kW

0.170

平成２２年度 0.485

平成２２年度 1.615

kW

平成１９年度 3.7 kW 平成２２年度 9.6 kW

防
犯
・
防
災
灯

平成２１年度 0.306

平成１９年度 9.2 kW 平成２２年度 4.2 kW

kW

平成１９年度 4.4 kW 平成２２年度 4.5 kW

平成２１年度

5.7 kW 平成２２年度 10.0 kW

平成２３年度10.0 kW 平成２２年度 9.9 kW

19.6 kW

平成１８年度 10.0 kW 平成２２年度 10.2 kW 平成２３年度

19.3 kW

平成１９年度 10.0 kW 平成２２年度 10.0 kW 平成２３年度

平成１９年度

13.3 kW

平成１８年度 10.0 kW 平成２２年度 19.5 kW 平成２３年度 5.5 kW

平成２３年度 10.0 kW

平成１７年度 4.0 kW 平成２２年度 10.6 kW 10.0 kW

平成１６年度 10.0 kW 平成２２年度 7.6 kW 平成２３年度 5.6

平成２３年度

平成１７年度 3.2 kW 平成２２年度 7.6 kW

kW

19.8 kW

平成１５年度 10.0 kW 平成２２年度 4.3 kW 平成２３年度

8.8 kW 平成２２年度 10.0 kW

10.0 kW

平成１５年度 4.6 kW 平成２２年度 5.0 kW 平成２３年度

18.7 kW

太
陽
光
発
電

平成１３年度 10.0 kW 平成２２年度 10.0 kW 平成２３年度

10.0 kW

平成２３年度 9.6 kW

15.0 kW

3.1 kW 平成２２年度 9.5 kW 平成２３年度

平成１５年度

kW 平成２３年度

平成１５年度

kW 平成２３年度

kW 平成２３年度

kW

平成１５年度 1.2

平成１３年度 10.0 kW 平成２２年度 10.0

kW

平成２１年度 3.3

平成２１年度

平成２３年度

大
型
風
力

平成１３年度 27,000

14.6 kW

平成２０年度 12.0 kW

平成２１年度 9.8

小
型
風
力

9.6 kW

kW

平成２３年度 4.3 kW

平成２３年度 19.8 kW

平成２１年度 19.0 kW

平成２２年度 4.5 kW

平成２１年度 3.2 kW 平成２３年度

kW 平成２１年度 3.0 kW 平成２３年度

平成１４年度 16,000 kW 平成２１年度 15.3 kW 平成２３年度 19.2

平成１４年度 30,000 kW 平成２１年度 7.8 kW

14.6

4.3 kW

5.0 kW 平成２３年度 9.6 kW

kW

5.7 kW

太
陽
光
発
電

平成２３年度 9.4 kW

15.1 kW 平成２３年度

8.0 kW

kW

2.7 kW

6.8 18.9

19,250 kW

平成２３年度 1.9 kW

17.5 kW 平成２３年度

15.1 kW

平成１４年度 13,000

平成１４年度 42,900 kW

設　置　場　所助　　　　成　　　　先

平成２１年度

平成１３年度 21,000 kW 平成２１年度

平成１３年度 30,000 kW 平成２１年度

kW

太
陽
光
発
電

平成２１年度

平成１３年度 10,500 kW 平成２１年度

平成１３年度

定格出力 助成決定年度 助　　　　成　　　　先 設　置　場　所 定格出力助成決定年度 助　　　　成　　　　先 設　置　場　所 定格出力 助成決定年度

東北グリーン電力基金助成先一覧 


	平成23年度事業報告書
	平成23年度事業報告書
	平成23年度事業報告書1ページ目
	平成23年度事業報告書2ページ目
	２ページ目
	３ページ目

	平成23年度事業報告書3ページ目
	３ページ目


	平成23年度事業報告書3ページ目
	３ページ目


	平成23年度事業報告書3ページ目
	３ページ目


