
   

   

  
 

 

 

 

○平成１９年度助成先 御前崎小学校（静岡県御前崎市） 

学校近くの海岸がアカウミガメの産卵地となっている御前崎小学校では、アカウミガメの

保護監視員より子ガメ３０頭を受け入れ、５年生が中心となって飼育活動を行っています。 

子ガメは、寒さに弱く水温を２５度位

に保つ必要があります。 
中部グリーン電力基金は、子ガメの

水槽温度を一定に保つために設置さ

れた小型ハイブリッド発電設備（風力

および太陽光発電）に対して、１５０

万円の助成を行いました。 

発電設備は、環境教育授業における

素材として活用されています。また、

生徒たちはアカウミガメを飼育する

中で自然エネルギーを実感していま

す。 

 

 

 

 

○その他の助成先 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

静岡県庁本館（静岡県） ちの保育園（長野県茅野市）桜井小学校（愛知県安城市） 
 

 

皆様からのご寄付は、環境・エネルギー教育にも使われています！ 

中部グリーン電力基金では、環境教育用の助成を通じ、小中学校の生徒の皆さん

に自然エネルギーを身近に感じていただき、環境・エネルギー問題を考える機会を

提供しております。 

中中部部ググリリーーンンレレポポーートト  ２２００００８８  
－－  明明日日のの地地球球・・私私たたちちのの地地球球ののたためめにに  －－  

 

 アカウミガメの飼育 ～ 小型ハイブリッド発電で水温調節 ～ 

ぼくたちが育てている 

子ガメたちです。 



 

 

 

 

中部グリーン電力基金へご協力いただきありがとうございます。 

平成２０年度の助成先決定と平成１９年度の事業活動についてご報告いたします 。 
 

 

 平成２０年度の助成先が決定しました。 
 
 

 平成２０年度は、中部地域の地方公共団体等が設置する太陽光発電設備[太陽

光発電設備（普及）]と、環境教育を目的に学校に設置される自然エネルギー発

電設備[環境教育用発電設備]を対象に、１５件１，２００万円の助成対象を決

定しました。助成金は設備が完成した後にお支払いいたします。 
 

太陽光発電設備（普及） 

助成申込者 施設名称 
発電開始 

予定 

定格出力

（kW） 

助成金額 

(万円) 

愛知県安城市 安城南中学校 21.3.1 １５ ７５

愛知県豊橋市 豊城中学校 21.3.1 １０ ５０

愛知県幸田町 学校給食センター 21.7.1 １０ ５０

愛知県蟹江町 給食センター（仮称） 21.9.1 ２０ １００

三重県企業庁 ゆめが丘浄水場 21.3.1 １５０ (注)８５

三重県伊賀市 城東中学校 21.4.1 １０ ５０

静岡県袋井市 メロープラザ 22.1.1 １０ ５０

静岡県磐田市 総合健康福祉会館（仮称） 20.11.1 １５ ７５

静岡県藤枝市 高洲公民館 21.4.1 ３０ １５０

長野県諏訪広域連合 諏訪広域消防茅野消防署 20.12.10 ２０ １００

長野県長野市 塩崎保育園 21.3.6 １０ ５０

長野県飯田市 一般廃棄物最終処分場受付棟 21.4.1 １５ ７５

長野県大鹿村 生活支援ハウス 21.4.1 １０ ５０

合計 １３件  ３２５ ９６０

 
（注）助成金額調整 

 

環境教育用発電設備 

助成申込者 施設名称 
発電開始 

予定 

助成金額 

(万円) 

(参考)定格

出力（kW）

長野県伊那市 高遠小学校 20.10.1 (注)１２０ 0.018

長野県伊那市 伊那東小学校 20.10.1 (注)１２０ 0.018

合計 ２件  ２４０ 0.036

 （注）建設費見積額が１５０万円のため、その 80%を助成金額とした。 

 

助成契約合計 

合計件数    １５件 合計額   １，２００万円 

 



 

 

 

助成先の累計が１０１ヵ所となりました。 

制度創設(H12.10)からの助成先は、運開予定設備も含め 101 ヵ所となりました。 
  

発電区分 施設数 定格出力 

  太陽光発電設備（普及） ９２ヵ所 2,067   kW 

 風 力 発 電 設 備（※） １ヵ所 14,000   kW 

環 境教育用 発電設備 ８ヵ所 6.316kW 

合 計 １０１ヵ所 16,073.316kW 

※現在、風力発電設備を対象とした助成は行っておりません。  
 

 

助成設備が順次、発電を開始しました。 

平成１８年度および平成１９年度に「中部グリーン電力基金」の助成契約を締結し

た自然エネルギー発電設備の内、平成１８年度中に運開した太陽光発電設備（普及）

１２件に対し合計８５５万円をお支払いいたしました。 

また、環境教育用発電設備につきましては、２件３００万円をお支払いいたしま

した。 

太陽光発電設備（普及） 

契約 

年度 
助成先 施設名称 発電開始

定格出力 

（kW） 

助成金額 

(万円) 

１８ 愛知県豊橋市 吉田方中学校 20 年 2 月 １０ ５０

１８ 愛知県日進市 赤池小学校 20 年 3 月 １０ ５０

１９ 長野県安曇野市 中部学校給食センター 19 年 7 月 ９０ (注 2）１５０

１９ 長野県茅野市 ちの保育園 19 年 9 月 １０ ５０

１９ 三重県伊賀市 上野東小学校 19年12月 １０ ５０

１９ 静岡県 県庁本館 19年12月 １０ ５０

１９ 愛知県名古屋市 名古屋市北環境事業所 20 年 1 月 １０ ５０

１９ 愛知県豊田市 美山小学校 20 年 1 月 １０ ５０

１９ 静岡県湖西市 岡崎中学校 20 年 2 月 ４０ (注 3）１０５

１９ 愛知県岡崎市 総合検査センター 20 年 2 月 (注 1）１０ ５０

１９ 愛知県安城市 桜井小学校 20 年 2 月 １５ ７５

１９ 長野県箕輪町 箕輪消防署・地域交流ｾﾝﾀｰ 20 年 3 月 ２５ １２５

計 １２件  ２５０ ８５５

(注 1）４kW→１４kW へ増設 (注 2）助成金上限額 (注 3）助成金額調整 

環境教育用発電設備 

契約 

年度 
助成先 施設名称 発電開始

助成金額 

(万円) 

（参考）定格

出力（kW）

１９ 静岡県御前崎市 御前崎小学校 19 年 9 月 (注）１５０ １

１９ 静岡県湖西市 岡崎中学校 20 年 2 月 (注）１５０ １．23

計 ２件  ３００ ０．75 

(注 2）助成金上限額  

助成金支払合計 

合計件数    １４件 合計額   １,１５５万円 

 



 

 

 

平成２０年３月現在１，０１４口のご参加をいただいています。 

平成１９年度の収支状況をお知らせします。 

平成１９年度は、皆さまから１，２３７万円余りのご寄付をいただきました。預金

利息等とあわせて１，２４０万円の事業活動収入となりました。一方、助成金として   

１,０５５万円、チラシ印刷費・郵送費などの事務運営費として１０４万円を支出し

ました。また、平成１９年度に助成契約した助成先の内、平成２０年度に発電開始予

定の発電設備への助成金として１００万円を引き当てるとともに、平成２０年度の助

成募集のため１，２００万円の積み立てを行いました。 

 

平成１９年度収支計算書                     （単位：円） 

科 目 金 額 備 考 

Ⅰ 事業活動収支の部   

 １.事業活動収入 12,404,313  

寄付金収入(一般) ( 6,375,500) 19 年度寄付金収入 

寄付金収入(中部電力) ( 6,000,000) 同 上 

   その他 ( 28,813)  
   

 ２.事業活動支出 12,597,015  

   助成金支出 (10,550,000) 19 年度助成金支出（当年度契約） 

   助成引当金支出 (1,000,000) 同 上  （前年度契約） 

   事業運営費 ( 1,047,015)  
   

事業活動収支差額   (a) ▲192,702  

Ⅱ 投資活動収支の部   

 １.投資活動収入 13,800,000  

助成引当資産取崩収入 ( 1,000,000) 18 年度引当分取崩収入 

助成積立資産取崩収入 (12,800,000) 18 年度積立分取崩収入（※） 
   

 ２.投資活動支出 13,500,000  

助成引当資産取得支出 ( 1,500,000) 20 年度支出予定分引当（19 年度契約） 

助成積立資産取得支出 (12,000,000) 20 年度以降支出予定分積立（20 年度契約予定）（※） 
   

 投資活動収支差額   (b) 300,000  

Ⅲ 財務活動収支の部  

 １.財務活動収入 0 

 ２.財務活動支出 0 

 財務活動収支差額   (c) 0 

 

当期収支差額   (d=a+b+c) 107,298  

前期繰越収支差額    (e) 15,074  

次期繰越収支差額   (d+e) 122,372  

※但し、19 年度に助成契約した中津川保育園（75 万円）については、先方都合により契約解除したため 20 年

度支出予定分として再度積立てております。 
 

 

 

 

 

 

 

 

ご紹介下さい。 

国際ロータリー第 2760 地区(愛知県)「環境保全委員長会議」でも PR させていただきました。

今後も出前 PR 活動を実施してまいります。お心当たりの PR 先がございましたら、是非  

各地のロータリークラブ様にご協力いただきグリーン電力基金のＰＲ活動を行いました！ 

岡崎ＲＣ様、長野東ＲＣ様、西尾 KIRARAＲＣ様、半田ＲＣ様、瑞穂ＲＣ様（五十音順） 

財団法人中部産業活性化センター 
平成２０年６月 

 
      〒461-0008  名古屋市東区武平町５－１ 名古屋栄ビル１０階 

      ℡(052)961-7650  fax(052)961-7670  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.ciac.or.jp 
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