
○地域新エネルギービジョン策定等事業（本事業は２２年度で終了） ※（ ）名の市町村名は現在のものです。

年度 県名 事業者名 備考 年度 県名 事業者名 備考 年度 県名 事業者名 事業名 年度 県名 事業者名 事業名

7 岡山 岡山県 15 鳥取 青谷町（鳥取市） 15 鳥取 鳥取県 畜産・食品バイオマス利用可能性調査 14 鳥取 鳥取県 木質バイオマス事業可能性調査

8 広島 安芸津町（東広島市） 関金町（倉吉市） 佐治村（鳥取市） くず梨などバイオマス資源のエネルギー利用 岡山 勝山町（真庭市） 勝山町における木質バイオマスエネルギーの利用可能性調査
9 鳥取 日野町 西伯町（南部町） 島根 大東町（雲南市） 温泉熱エネルギー活用調査 久世町（真庭市） 久世町における木質バイオマスエネルギー利用方策検討調査

島根 島根県 ２年間（H9・H10） 大山町 柿木村（吉賀町） 木質バイオマスエネルギー活用調査 山口 山口県 小規模分散型熱供給（ペレット・ボイラ）システム事業化ＦＳ調査

岡山 勝北町（津山市） 島根 出雲市 岡山 美甘村（真庭市） 木質バイオマスエネルギー活用調査 15 鳥取 日南町 日南町地域新エネルギービジョンＦＳ調査 木質バイオマス・蒸気タービンコジェネレーション等

広島 芸北町（北広島町） 平田市（出雲市） 新庄村 村内自然エネルギー活用プロジェクト（雪氷冷熱の利用） 広島 府中町 太陽光市民共同発電導入による事業化検討調査

山口 下関市 ２年間（H9・H10） 赤来町（飯南町） 16 鳥取 大山町 雪氷冷熱エネルギー重点ビジョン 山口 錦町（岩国市） 木質バイオマス熱利用事業化ＦＳ調査
10 鳥取 船岡町（八頭町） 斐川町 智頭町 智頭町木質バイオマスエネルギービジョン 16 鳥取 佐治村（鳥取市） 事業化フィージビリティスタディ調査

島根 八束町（松江市） 瑞穂町（邑南町） 岩美町 バイオガスプラント具体化検討調査 山口 山口県 メタン発酵新技術導入による食品廃棄物等のバイオガス化

山口 山口県 ２年間（H10・H11） 岡山 井原市 島根 島根県 しまね木質バイオマスエネルギープラン 17 鳥取 岩美町 バイオガスプラント事業化調査

11 広島 御調町（尾道市） 新見市 佐田町（出雲市） 木質バイオマスエネルギー活用調査 山口 山口県 非改質タイプ燃料電池導入事業化ＦＳ調査
12 鳥取 鳥取県 加茂川町（吉備中央町） 岡山 井原市 井原市バイオディーゼル燃料活用アクションプラン 18 広島 広島県 廃棄物炭化システム事業化調査

泊村（湯梨浜町） 成羽町（高梁市） 神郷町 木質バイオマスエネルギー活用調査 19 島根 吉賀町 公共施設等への木質バイオマスボイラー導入検討

島根 八雲村（松江市） 神郷町（新見市） 17 広島 広島県 ごみエネルギー利用システム検討調査 岡山 山一工業㈱ 市有施設におけるバイオマスエネルギー活用事業

多伎町（出雲市） 広島 広島県 ２年間(H15･H16) 広島県 広島県燃料電池等普及促進調査 20 島根 島根電工㈱ 地域の木質バイオマスによる地域熱供給事業FS調査

桜江町(江津市） 大柿町（江田島市） 21 鳥取 南部町 木質バイオマス事業化フィージビリティスタディ
13 島根 安来市 千代田町（北広島町） 川本町 木質系バイオマス熱利用事業化可能性調査

江津市 福富町（東広島市） 18 鳥取 南部町 木質バイオマス導入調査 森下建設(株) 江津市における木質バイオマスと事業系廃棄物を組み合わせたサーマルリサイクル事業ＦＳ調査

大東町（雲南市） 山口 豊田町（下関市） 島根 海士町 農林水産物処理加工施設を核としたバイオマスエネルギー導入の具体化検討調査 22 島根 奥出雲町 森林バイオマス活用の事業化調査

岡山 岡山市 ２年間（H13・H14） 16 島根 鹿島町（松江市） 岡山 奈義町 奈義町新エネルギー導入重点プロジェクト詳細検討 津和野町 森林バイオマスの熱利用の事業化調査

御津町（岡山市） 広瀬町（安来市） 西粟倉村 森林バイオマス導入事業詳細調査 山陰建設工業(株) 有機系廃棄物からのバイオエタノール製造事業化フィージビリティスタディ

日生町（備前市） 海士町 広島 呉市 バイオマス利活用システム検討調査
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水素を利用した公共施設の省エネルギー化調査

長船町（瀬戸内市） 岡山 総社市 庄原市 庄原森のバイオマス産業団地事業化調査 広島 神石高原町 木質系バイオマス熱利用及び小水力発電の事業化調査

大佐町（新見市） 哲西町（新見市） 山口 周南市 森林バイオマス活用地産・地消型エネルギーシステム具体化検討調査 山口 長府商店街協同組合 長府商店街の省エネルギー化調査

勝山町（真庭市） 哲多町（新見市） 平生町 木質系（竹林）バイオマス等による発電・熱利用検討調査

久世町（真庭市） 東粟倉村（美作市） 19 島根 出雲市 出雲市次世代エネルギーパーク整備計画

新庄村 広島 庄原市 隠岐の島町 木質バイオマスの活用に係る詳細ビジョン策定調査

富村（鏡野町） 蒲刈町（呉市） 岡山 岡山県 木質バイオマス利活用重点調査

上斎原村（鏡野町） 倉橋町（呉市） 西粟倉村 風力発電導入プロジェクトの重点調査

阿波村（津山市） 大崎上島町 20 島根 美郷町 木質バイオマスエネルギーの利活用

美作町（美作市） 山口 周南市 広島 三次市 森林バイオマス導入事業詳細検討調査

中央町（美咲町） 17 鳥取 南部町 21 山口 下関市 長州出島における再生可能エネルギー利活用調査

広島 熊野町 島根 飯南町 22 島根 雲南市 中山間地域の資源を活かす総合的バイオマスエネルギー利活用方策可能性調査

総領町（庄原市） 岡山 奈義町 岡山 津山市 津山市バイオガスシステム導入可能性調査

山口 錦町（岩国市） 倉敷市 広島 安芸太田町 森林バイオマス熱利用の具体化検討調査

島根

中国地域における新エネルギー助成制度の実施状況

ＦＳ一般ビジョン

瀬戸内海島嶼部における太陽エネルギーを活用した公共施設モデル的危機管理シ
ステム構築具体化検討調査

大崎上島町

一般ビジョン 重点テーマ

山口 錦町（岩国市） 倉敷市 広島 安芸太田町 森林バイオマス熱利用の具体化検討調査

14 鳥取 岩美町 勝央町

福部村（鳥取市） 西粟倉村

佐治村（鳥取市） 広島 呉市

智頭町 ２年間（H14・H15） 山口 平生町

日南町 柳井市

江府町 18 鳥取 大山町

島根 浜田市 島根 雲南市

益田市 隠岐の島町

東出雲町 広島 三次市

木次町（雲南市） 安芸太田町

佐田町（出雲市） 北広島町

金城町（浜田市） 19 鳥取 北栄町 【省エネ含む】

柿木村（吉賀町） 島根 大田市

岡山 笠岡市 邑南町

高梁市 川本町

賀陽町（吉備中央町） 美郷町

美甘村（真庭市） 岡山 備前市 【省エネ含む】

奥津町（鏡野町） 20 広島 廿日市市

英田町（美作市） 21 島根 奥出雲町

広島 府中町 津和野町
岡山 瀬戸内市

津山市

広島 東広島市

神石高原町

山口 山口市

22 島根 知夫村

岡山 浅口市

美咲町

広島 世羅町


