
　 　 （単位：千円）

テーマ 施策展開の柱 政策手法 Ｒ４当初予算

新規 （１）県有施設における率先した再生可能エネルギーの導入可能性・省エネルギー化改修の調査、推進 114,451

継続 （２）環境保全実行計画の推進（県庁における省エネ・節電対策の推進等） 　環境部 　環境保全課 -

継続 （３）LED式信号灯器を使用した信号機の新設 　警察本部 　交通規制課 75,465

継続 （４）LED式信号灯器の更新 　警察本部 　交通規制課 248,880

継続 （５）トンネル照明のＬＥＤ化 　県土整備部 　道路維持課 113,200

継続 （６）県有施設の照明改修 　総務部 　財産活用課他 （7,016,403の内数）

継続 （７）県有施設の空調機改修 　総務部 　財産活用課他 1,608,968

継続 （８）福岡県住宅供給公社による賃貸共同住宅省エネルギーモデル事業 　建築都市部 　住宅計画課 -

継続 （９）エネルギー対策特別融資事業（省エネ・再エネ設備、ビル等の省エネ改修、水素ステーション整備等） 　企画・地域振興部 　エネルギー政策室 351,077

継続 （１０）環境保全施設等整備資金融資事業（事業の用に供する燃料電池自動車・電気自動車等） 　環境部 　循環型社会推進課 157,261

継続 （１１）医療施設近代化施設整備事業（うち、地球温暖化対策施設整備事業） 　保健医療介護部 　医療指導課 13,594

継続 （１２）活力ある高収益型園芸産地育成事業（うち、内張カーテンなど省エネ設備の導入） 　農林水産部 　園芸振興課 （1,413,420の内数）

新規 （１３）中小企業等省エネ設備導入支援補助金 　環境部 　環境保全課 105,268

新規 （１４）省エネルギー住宅普及促進事業 　建築都市部 　住宅計画課 125,844

継続 （１５）ふくおかエコライフ応援プロジェクト推進事業（エコファミリーアプリ、エコライフ応援サイト運営、エコ事業所応援事業等） 　環境部 　環境保全課 10,655

新規 （１６）脱炭素啓発ＣＭ制作・配信事業 　環境部 　環境保全課 9,049

継続 （１７）住宅情報提供推進事業 　建築都市部 　住宅計画課 7,248

継続 （１８）脱炭素社会推進事業（中小企業振興） 　環境部 　環境保全課 15,780

継続 （１９）地球温暖化対策推進事業 　環境部 　環境保全課 6,952

新規 （２０）地域脱炭素化に関する市町村支援事業 　環境部 　環境保全課 796

継続 （２１）電力需給問題への対応（連絡体制整備、HP「節電・省エネルギーの情報サイト」の運営） 　企画・地域振興部 　エネルギー政策室 -

人材育成 継続 （２２）脱炭素化人材育成事業 　環境部 　環境保全課 5,100

継続 【再掲】 県有施設における率先した再生可能エネルギーの導入可能性・省エネルギー化改修の調査、推進 【再掲】 114,451

継続 （２３）県立学校における太陽光発電設備の設置 　教育庁 　施設課 21,000

継続 【再掲】 エネルギー対策特別融資事業（省エネ・再エネ設備、ビル等の省エネ改修、水素ステーション整備等） 　企画・地域振興部 　エネルギー政策室 【再掲】 351,077

継続 （２４）再生可能エネルギー等導入促進事業（うち、再生可能エネルギー導入支援システムの運用・改良） 　企画・地域振興部 　エネルギー政策室 1,444

継続 （２５）再生可能エネルギー等導入促進事業（うち、再生可能エネルギー導入支援アドバイザーの派遣） 　企画・地域振興部 　エネルギー政策室 178

継続 （２６）洋上風力発電導入・産業集積促進事業（うち、促進区域指定に向けた意見交換会の開催） 　企画・地域振興部 　エネルギー政策室 4,934

新規 （２７）洋上風力発電導入・産業集積促進事業（うち、先行地域の視察） 　企画・地域振興部 　エネルギー政策室 3,030

継続 （２８）分散型エネルギーシステムの普及に向けた総合相談窓口の設置 　企画・地域振興部 　エネルギー政策室 -

継続 （２９）木質バイオマス利用促進施設の整備支援 　農林水産部 　林業振興課 46,942

継続 （３０）再生可能エネルギー等導入促進事業（ＨＰ「ふくおかのエネルギー」の運営） 　企画・地域振興部 　エネルギー政策室 -

継続 （３１）コージェネレーションシステム導入促進事業（コージェネレーション導入セミナーの開催） 　企画・地域振興部 　エネルギー政策室 440

継続 （３２）廃棄太陽光パネルスマート回収システム構築事業 652

継続 【再掲】 住宅情報提供推進事業 　建築都市部 　住宅計画課 【再掲】   7,248 

率先導入 継続 【再掲】福岡県住宅供給公社による賃貸共同住宅省エネルギーモデル事業 　建築都市部 　住宅計画課 -

継続 【再掲】 エネルギー対策特別融資事業（省エネ・再エネ設備、ビル等の省エネ改修、水素ステーション整備等） 　企画・地域振興部 　エネルギー政策室 【再掲】351,077 

継続 【再掲】環境保全施設等整備資金融資事業（事業の用に供する燃料電池自動車・電気自動車等） 　環境部 　循環型社会推進課  【再掲】157,261 

継続 （３３）水素グリーンイノベーション戦略推進事業（うち、水素エネルギー新産業の育成・集積） 　商工部 　自動車・水素産業振興課 -

新規 （３４）水素グリーンイノベーション戦略推進事業（うち、九州大学と連携したサポート窓口の設置） 　商工部 　自動車・水素産業振興課 14,611

新規 （３５）水素グリーンイノベーション戦略推進事業（うち、工場の脱炭素化を目指す「水素ファクトリー」開発モデル事業） 　商工部 　自動車・水素産業振興課 10,000

新規 （３６）水素グリーンイノベーション戦略推進事業（うち、グリーン水素関連製品開発等助成） 　商工部 　自動車・水素産業振興課 53,000

新規 （３７）水素グリーンイノベーション戦略推進事業（うち、県内企業に対する水素メーカー等とのマッチング支援） 　商工部 　自動車・水素産業振興課 7,578

啓発事業 新規 （３８）北部九州自動車産業グリーン先進拠点推進事業（うち、ＦＣトラックの配送ネットワークの構築） 　商工部 　自動車・水素産業振興課 318

継続 （３９）水素エネルギー戦略推進事業（うち、水素人材育成） 　商工部 　自動車・水素産業振興課 1,313

継続 （４０）DX人材育成・確保促進事業（再生可能エネルギー、水素・燃料電池分野の企業支援） 　福祉労働部 　労働政策課 （162,503の内数）

継続 【再掲】エネルギー対策特別融資事業（省エネ・再エネ設備、ビル等の省エネ改修、水素ステーション整備等） 　企画・地域振興部 　エネルギー政策室 【再掲】351,077

継続 （４１）洋上風力発電導入・産業集積促進事業（うち、福岡県風力発電産業振興会議の開催、運営）   企画・地域振興部 　エネルギー政策室 3,397

新規 （４２）洋上風力発電導入・産業集積促進事業（うち、参入に向けた勉強会等の開催、風力産業関係者等の活用）   企画・地域振興部 　エネルギー政策室 5,463

継続 【再掲】廃棄太陽光パネルスマート回収システム構築事業 【再掲】   652

継続 （４３）再生可能エネルギー等導入促進事業（うち、エネルギー先端技術展の開催等） 　企画・地域振興部 　エネルギー政策室 1,256

継続 （４４）洋上風力発電導入・産業集積促進事業（うち、風力発電産業の拠点化促進） 　企画・地域振興部 　エネルギー政策室 1,615

新規 （４５）洋上風力発電導入・産業集積促進事業（うち、国際風力発電展への出展、出展支援） 　企画・地域振興部 　エネルギー政策室 3,394

　

継続 （４６）風力発電産業育成・参入促進事業（うち、風力発電メンテナンスの技術者の育成） 7,058

継続 【再掲】DX人材育成・確保促進事業（再生可能エネルギー、水素・燃料電池分野の企業支援） 　福祉労働部 　労働政策課 【再掲】（162,503の内数）

地域のエネルギー政策に対する取組
1,184 千円

継続 （４7）地域エネルギー政策研究事業 　企画・地域振興部 　エネルギー政策室 1,184

合計 3,158,395

                     （新規事業分の合計） (452,802)

　環境部環境保全課，　企画・地域振興部エネルギー政策室

導入支援

啓発事業
（情報発信） 　環境部循環型社会推進課、企画・地域振興部エネルギー政策室

④　新たなエネルギー関連産業の
育成・集積による

地域振興・雇用創出に向けた取組

22,183千円

（再掲含む　373,912千円）

事業構築支援

　環境部循環型社会推進課、企画・地域振興部エネルギー政策室

啓発事業

人材育成
　企画・地域振興部エネルギー政策室、福祉労働部職業能力開発課
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【省エネルギーの推進】

①　エネルギーを無駄なく
最大限効率的に利用する社会の

実現に向けた取組

2,969,588 千円

率先導入

　環境部環境保全課，　企画・地域振興部エネルギー政策室

導入支援

啓発事業
（情報発信）

【再生可能エネルギーの普及促進】

②　環境にも配慮したエネルギーが
安価かつ安定的に供給される社会の実

現に向けた取組

78,620 千円

（再掲含む　551,396 千円）

③　水素を本格的に利活用する
水素エネルギー社会の

実現に向けた取組

86,820 千円

（再掲含む　595,158 千円）

導入支援

研究開発
参入支援

人材育成

率先導入
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