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補助制度 
1 新エネルギー全般に関する補助制度 
 

 地域新エネルギービジョン策定等事業（事業開始：Ｈ７年度～） 

目 的 地方公共団体等が新エネルギーの導入や地域住民への普及啓発を図るために必要 

  となる「ビジョン」策定に要する費用の補助を行う。 

  また、個別プロジェクトにおける事業化フィージビリティスタディに要する費用に 

  ついても補助を行う。 

助成対象  地方公共団体（広域地域を含む）、地方公共団体の出資に係る法人等 

  ○対象事業 

  ① 地域新エネルギービジョン策定調査 

    ・初期段階調査：新エネルギー賦存量、利用可能量の分布等調査。 

    ・ビジョン策定：基本計画、重点プロジェクト等の策定。 

  ② 重要テーマに係る詳細ビジョン策定調査 

    ・ 地域新エネルギービジョンに基づくシステム具体化の検討。 

    ・ ①の調査で検討しなかったバイオマス、雪氷冷熱を対象としたビジョンの策 

     定。 

制度内容 ③ 事業化フィージビリティスタディ調査 

    ・ 地域新エネルギービジョン等に基づき実施されるプロジェクトで、特にモデ 

     ル性の高い重要なものの事業化調査。 

  ○補助率 

    定 額 

    

所管省庁 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

  （ＮＥＤＯ技術開発機構）エネルギー対策推進部 普及啓発グループ 

（申請窓口） TEL：044-520-5182 

 
 
 

新エネルギー非営利活動促進事業 

概要 地域草の根レベルでの効果的な新エネルギー導入の加速化を図るため、営利を目的とし

ない民間団体等が営利を目的とせずに自ら新エネルギー設備を導入する事業並びに新

エネルギー導入の推進に資する普及啓発事業に要する経費の支援を行う。 

担当官庁 経済産業省資源エネルギー庁 新エネルギー対策課 

補助対象 NPO などの太陽光発電設備導入事業、設備導入支援事業、普及啓発事業 

補助内容 補助対象費用の 1/2 以内 

窓口 NEDO エネルギー対策推進部 地域エネルギーグループ 
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地域新エネルギー導入促進事業 

概要 太陽光発電、風力発電、太陽熱利用、温度差エネルギー利用、天然ガス・コージェネレーショ

ン、燃料電池、廃棄物発電、廃棄物燃料製造、廃棄物熱利用、バイオマス発電、バイオマス熱

利用、 バイオマス燃料製造、クリーンエネルギー自動車の新エネルギーについて、その加速

的な導入促進を図る 

関連省庁 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 

補助対象 地方公共団体 

〈補助対象〉 

(1) 地方公共団体が行う事業 

(2) 地方公共団体の出資に係る法人（原則として当該地方公共団体の出資比率が 25%以上）が

行う事業 

(3) 地方公共団体自らの負担を伴う事業  

〈補助対象事業〉 

(1) 地方公共団体が策定した地域における新エネルギー導入促進計画に基づき実施される「新

エネルギー導入事業」 

(2) 上記の新エネルギー導入事業に関して実施される「新エネルギー導入促進普及啓発事業」 

〈対象とする新エネルギー〉 

(1)太陽光発電太陽光発電（システム出力：50kW 以上（文部省と通産省の共同認定によるエコ

スクール事業の場合、10kW 以上）、(2)風力発電、(3)太陽熱利用、(4)温度差エネルギー利用、 

(5)天然ガスコージェネレーション、(6)燃料電池、(7)廃棄物発電、(8)廃棄物熱利用、 (9)廃棄

物燃料製造、 (10) バイオマス発電、(11)バイオマス熱利用、(12) バイオマス燃料製造、 (13)

雪氷熱利用、(14)クリーンエネルギー自動車 

〈審査に当たって〉  

・規模の大きさ、効率の高さ等、新エネルギー効果を評価 

・新技術の採用等、新規性を評価 

・新エネルギー分野毎のバランスを考慮 

・各地方公共団体の規模、積極性を考慮 

補助内容 

(1) 新エネルギー導入事業： 

1/2 以内（[1] 地方自治体の関与の度合いが特に高いもの、[2] 私立学校・保育所への新エネル

ギー導入、[3] 産炭地域振興での新エネルギー導入）、または 1/3 以内 

(2) 新エネルギー導入促進普及啓発事業： 

併せて行う設備導入補助金額の１０％を上限とし、複数年度で普及啓発事業を行う場合の補助

金の合計額は２千万円以内かつ単年度あたりの補助金額は５００万円を上限とする 

・補助対象は、委員謝金、講師謝金、委員等旅費、職員旅費、パンフレット等広報素材作成に

係る経費、シンポジウム、講習会等の開催に係る経費、広報宣伝に係る経費、その他普及啓発

事業に直接必要な経費（会議費、会場借料、資料購入費、通信運搬費、原稿料、雑役務費等）

機器の購入経費は対象外 

・継続事業は、採用時の補助率を後年度も採用 

・補助期間は、 大 4 年間 

窓口 NEDO エネルギー対策推進部 地域エネルギーグループ 
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  新エネルギー対策導入促進事業 

目 的 

地方公共団体等との密接な連携を図りつつ，エネルギーの利用状況，新エネルギーの賦存状況等， 

地域特性をふまえ，地方公共団体等に幅広く新エネルギー導入のためのきめ細やかな情報提供， 

普及啓発等の事業を行うことにより，新エネルギーの加速的な導入促進を図ることを目的とする。 

助成対象  地方公共団体 

  

○事業内容  

・導入指導 

説明会，専門家の派遣 

・導入ガイドブック 

   

 制度内容 ○費用 

  ・ＮＥＤＯ技術開発機構が講師としてのみ参加する場合 

  無料 事業者からＮＥＤＯ技術開発機構へ依頼し承諾を得ることが必要である。 

  ・ＮＥＤＯ技術開発機構との共同開催による事業実施 

  

ＮＥＤＯ技術開発機構の費用負担がある場合は，事前に，事業者からＮＥＤＯ 

技術開発機構への共同開催を依頼し，承諾を得ることが必要である。 

所管省庁 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

  エネルギー対策推進部 普及啓発グループ 

（申請窓口） TEL 044-520-5182 

 

 

 

新エネルギー事業者支援事業 

概要 「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」に基づき認定を受けた計画に従って太陽光

発電導入事業を行う事業者に対し事業費の一部の補助、事業に係わる債務の保証を行う。 

担当官庁 経済産業省資源エネルギー庁新エネルギー対策課 

補助対象 認定された太陽光発電導入事業を行う事業者 

100kW 以上の太陽光発電システム 

補助内容 事業経費補助：1/3 を上限 債務保証：保証比率 90% 

窓口 経済産業省資源エネルギー庁新エネルギー対策課 
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環境を考慮した学校施設(エコスクール)の整備促進 

概要 環境を考慮した学校施設(エコスクール)に関するパイロット・モデル事業の実施に際して、

必要な経費(基本計画、策定調査費、建物等整備費、新エネルギー導入費等)を補助する。 

事業タイプには、以下のようなものがある。 

・太陽光発電型 

・太陽熱利用型 

・その他新エネルギー活用型 

・省エネルギー・省資源型 

・自然共生型 

・木材利用型 

・資源リサイクル型 

関連省庁 経済産業省、文部科学省、農林水産省 

補助対象 地方公共団体 

補助内容 調査研究費：原則全額 

・建物等整備費：1/2(新増築)、1/3(改築、大規模改造) 

・新エネルギー導入：通産省各補助事業の補助率 

窓口 経済産業省、文部科学省、農林水産省 

 

 

2 太陽エネルギーに関する補助制度 
 

太陽光発電新技術等フィールドテスト事業 

概要 新型モジュール採用型、建材一体型、新制御方式適用型、効率向上追求型の新技術等に

注目して、長期運転を行いながら、各種データを収集・分析して、産業分野等における

太陽光発電の更なる導入拡大とコスト削減を目指す。 

補助対象 民間企業、地方公共団体、各種団体等 

3 相電源に連系する 10kW 以上の太陽光発電設備で、NEDO の指定する「新技術等」

に適合するもの。 

(1)新型モジュール採用型 

(2)建材一体型 

(3)新制御方式適用 

(4)効率向上追求型 

補助内容 設備導入費用の 1/2 以内 

窓口 NEDO 新エネルギー技術開発部 太陽・風力ＦＴグループ 
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3 風力エネルギーに関する補助制度 
 

風力発電フィールドテスト事業（高所風況精査） 

概要 近年、より一層の経済性を改善した風力発電事業が期待されており、風車規模も１，０００

ｋＷ（１ＭＷ）以上への大型化が急激に進んでいる。しかし、我が国では地形が複雑なため

風向・風速が一定せず、今後の風力発電の適地選定には精密な高所風況精査が必要と考えら

れる。 このような状況から、導入目標達成に向けた風力発電の大型導入の素地を形成する

ために、風況データの収集を行い、解析結果を広く公表することで、事業者に適切な事業計

画の策定や、風況予測誤差などの事業リスクの定量的評価を可能として、導入目標の達成に

資することを目的とする。 

補助対象 民間企業・各種団体等（地方公共団体を含む） 

補助内容 共同研究事業費は、４０ｍクラス１基７００万円、５０ｍクラス１基８００万円を目安とす

る。 

共同研究事業費のうち、４０ｍクラス及び５０ｍクラス共に１／２相当をＮＥＤＯ技術開発

機構が負担する。 

窓口 NEDO 技術開発機構 新エネルギー技術開発部 太陽光・風力発電ＦＴグループ 
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4 廃棄物エネルギーに関する補助制度 
 

 廃棄物処理施設における温暖化対策事業（事業開始：平成１５年度～） 

目 的 地球温暖化対策に資する高効率の廃棄物エネルギー利用施設やバイオマス利用施 

  設の整備を促進するため、これらの施設を整備する事業に対して支援を行うことに 

  より、地球環境の保全に資する。 

助成対象  廃棄物処理業を主たる業とする民間企業等 

  ○対象事業 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条の規定による一般廃棄物処理施設の 

  設置許可、又は第１５条の規定による産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた施 

  設で、一定の効率を有する以下の施設の新設、増設、改造の事業。 

   ① 廃棄物発電 

   ② バイオマス発電 

   ③ 廃棄物熱供給 

   ④ バイオマス熱供給 

制度内容  ⑤ バイオマスコージェネレーション 

   ⑥ 廃棄物燃料製造 

   ⑦ バイオマス燃料製造 

  ※ 施設の安全性に係る情報公開、地球温暖化防止の効果、事業者の取組として 

  の先進性、産業廃棄物管理票等に関する要件あり。 

    

  ○補助金交付額 

  施設の高効率化に伴う増嵩費用 

  （ただし、補助対象となる施設整備費の１／３を限度とする） 

    

  ○事業の選定方法 

  公募により選定 

    

  環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 

所管省庁 廃棄物対策課施設第二係（一般廃棄物処理施設関係） 

  TEL 03-3581-3351（内線 6849） 

（申請窓口） 産業廃棄物課施設整備指導係（産業廃棄物処理施設関係） 

  TEL 03-3581-3351（内線 6875） 
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 バイオマスの環づくり交付金 

目 的 地域におけるバイオマスの発生から利用までの総合的利活用システム構築に必要 

  な取り組みをソフト・ハード両面で支援。 

助成対象  ハード支援：都道府県、市町村、農林漁業者の組織する団体、ＰＦＩ事業者、共同 

          事業体、第３セクター、消費生活協同組合、営農集団、民間事業者等 

   ソフト支援：都道府県、市町村、農林漁業者の組織する団体、第３セクター、消費 

          生活協同組合、事業協同組合、ＮＰＯ法人、食品事業者、食品廃棄物 

          のリサイクルを実施する事業者、バイオマスタウン構想書を策定した 

          市町村が必要と認める法人 

    

  ○対象事業 

  ○活用事例 

   ソフト支援：バイオマスの利活用を推進するため、関係者への理解の醸成、 

                利活用計画の策定、種類に応じた利活用対策等の施策を支援。 

   ハード支援：バイオマス変換施設の整備、バイオマスの発生施設・利用施設 

                  の整備を一体的に支援。 

  ○採択要件 

   バイオマス利活用の中期的方針の策定、他ソフト・ハード支援ごとに設定。 

制度内容 ○交付率 

   ソフト支援：1/２以内 

   ハード支援：1/2 以内（沖縄県 2／3、民間事業者 1/3） 

    

所管省庁 農林水産省関東農政局企画調整室環境政策調整係 

（申請窓口）   

 

 

廃棄物処理施設整備費補助 

概要 ごみ焼却設備及び発電設備部分に関して、以下に相当する一般廃棄物処理施設の整備に必要

な経費の一部を補助する。                              

①ごみ固形燃料化施設 

②RDF 発電等焼却施設 

③ごみ焼却施設のうち自家消費部分に相当する発電設備  

関連省庁 厚生労働省 

補助対象 地方公共団体、一部事務組合 

補助内容 補助対象経費の 1/4(公害防止地域は 1/2) 

窓口 厚生労働省 
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 新世代下水道支援事業（リサイクル推進事業 未利用エネルギー活用型）（事業開始：Ｈ11 年度～） 

 目 的 

省エネルギー型リサイクル社会の形成を促進しつつ良好な生活環境を確保するために、 

下水及び下水処理水の持つ熱の有効利用や、下水道汚泥とその他のバイオマ 

  スを集約した有効利用により、環境への負荷削減、省エネルギー等を図る。 

助成対象  公共下水道管理者，流域下水道管理者 

  ○対象事業 

    ・下水熱利用に必要な施設のうち、下水又は下水処理水の流れる施設（熱交換施 

     設、送水施設、ポンプ施設）及びその附帯施設.。 

    ・下水汚泥とその他バイオマスの有効利用に必要な施設のうち、下水汚泥とその 

     他のバイオマスを投入する消化施設、消化ガス利用施設及びその附帯施設。 

  ○採択要件 

   ・下水熱を利用することが、経済性、環境への負荷削減効果、省エネ効果等の観 

    点から総合的に判断して有利と認められる地域において、下水及び下水処理水 

制度内容   の熱の利用施設を整備すること。 

   ・バイオマスの有効利用を推進するため、下水汚泥とその他のバイオマスを集約 

    処理し、回収した消化ガスをエネルギーとして処理場内で活用すること。 

    

  ○補助率 

  1/2 等 

  ○留意事項 

  下水汚泥とその他のバイオマスを集約処理し、回収した消化ガスをエネルギーと 

  して活用する場合には、事業実施主体は、あらかじめ事業の内容について、当該 

  事業に関係する都道府県又は市町村の廃棄物処理担当部局等との協議を行うと 

  ともに、事業の実施について連携を図ること。 

所管省庁 国土交通省都市・地域整備局下水道部 

（申請窓口） TEL 03-5253-8111 

 

 

 



 -資料編Ⅱ-9- 

5 バイオマスエネルギーに関する補助制度 
 

 バイオマスエネルギー地域システム化実験事業（委託事業）（事業開始Ｈ1７年度～） 

委託事業とは NEDO 技術開発機構による提案公募方式により決定した事業者と委託契約を締結することにより、実施

するもの（補助事業ではない。） 

目 的 国内バイオマス資源の効率的かつ経済的な収集運搬システム、エネルギー転換・利 

  用技術並びにエネルギー最終利用、及びエネルギー転換利用時に発生する残渣の処 

  理等を含めた地産地消・地域循環型エネルギーシステムが成立することを実証し、 

  その実証を通じて社会システム並びに技術上の課題の抽出と分析を行い、他の地域 

  への導入普及を先導するモデル的なバイオマスエネルギー地域システム構築を目 

  的とする。 

助成対象  バイオマスの収集運搬、エネルギー転換・利用システムならびにエネルギー最終利 

  用に至るまでの一貫的なシステムの構築とそのシステムの運営を実施することが 

  できる地方自治体、民間企業、ＮＰＯ法人および研究調査機関等が構成員となるコ 

  ンソーシアム（共同事業体）等 

  ○対象事業 

    以下の①～④までの一連の事業 

  ① 収集運搬における効率化、低コスト化を目的とした新規な取り組みによるシス 

    テムの実証検討。 

  ② 収集運搬システムに対応した適正規模の一次エネルギー転換設備を設置する 

    ことにより、転換システムの転換効率、環境特性、運用パターン等運転特性に 

    係わるデータ、運転経費、保守費用等の経済性に係わるデータ、経年劣化等に 

    係わるデータ等を取得。 

制度内容 ③ バイオマスから生産された一次エネルギーを熱、電気または液体燃料等に転換 

    する設備を設置し、エネルギー利用技術等に関する運用データ、外部供給との 

    コスト比較データを取得。 

  ④ バイオマスから生産されたエネルギーを最終エネルギーとして利用する設備 

    等を使用し、運用データ、外部供給とのコスト比較データを取得。 

  ○対象システム（例） 

   ① 木質バイオマス系システム 

     潜在的な賦存量が多いものの、収集運搬等に技術的および社会システム上の課 

     題が多いために導入普及が図られていない林地残材ならびに土場残材等の木 

     質バイオマスを有効利用することを目的としたトータルシステム。 

  ② 家畜糞尿や食品廃棄物を原料とするメタン発酵系システム 

     技術開発段階を終了し、実用化段階に入りつつあるものの、導入普及には設備 

     コストの削減等、一層の改善策が必要とされるメタン発酵のトータルシステ 

     ム。 

  ③ その他の複合システム 

     単一のバイオマス種またはエネルギー変換技術に限定しない複合化トータル 

     システム。 
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対象となる

要件 

①本事業により構築するバイオマスエネルギー地域システムの経済性、エネルギー収支等の

事業可能性に対する調査を実施していること。 

②本事業は、事業終了後も構築されたバイオマスエネルギー地域システムが自立的に運転で

きることを目標としていますので、事業終了後の具体的な計画等が策定されていること。 

③各カテゴリーにおける設備および機器に関しては技術開発段階が終了しているものであ

るが、トータル的なシステムとして組み合わせたものは、実用化・商用化されていないもの

であること。 

④本事業は地域に密着した地産地消型のバイオマス循環システムの構築を目的とする研究

開発事業であることから、生成したエネルギー（電気、熱、燃料）は、極力、自家消費する

こと。 

⑤本事業を行うにあたり、許認可、届出等の行政手続（地方公共団体の条例、地元との取り

決め等に基づくものを含む）等、本事業の実施に必要な法制手続きの状況を把握できる資料 

（例 承諾書、協議録、議事録等）を提出すること。 

⑥事業を行う周辺の地元住民への事前説明および周知等を行い、地元住民への了解が得られ 

たことを確認できる資料（地元市町村、地元自治会等の承諾書等）を提出すること。 

⑦バイオマス利用の先行事例としてバイオマスの導入普及を促進するために、事業期間内に

おいても地域社会や関連業界などにその取り組みや得られつつある成果を積極的に公開あ

るいは公表すること。 

対象経費 ①エネルギー転換・利用システムについては、機械装置費等（保守・改造費を含む）および

本事業の実施に必要な人件費、動力費、消耗品費、外注費などの運営費。 

ただし、バイオマスエネルギー地域システムから排出される残渣等を活用する副産物製造設 

備および廃棄物処理設備などの経費は対象とならない。 

②収集運搬システムについては、技術開発ならびにシステム運営上の新規な取組みに係る機 

械装置費等（保守・改造費を含む）および本事業の実施に必要な人件費、動力費、消耗品費、 

外注費などの運営費。 

ただし、市販されている運搬車等の購入などは、対象とならない。 

③本事業で生成したバイオマスエネルギー（電気、熱、燃料）を利用する 終的なエネルギ

ーの需要先の設備機器（例：熱利用設備として温水プール、農業用ビニールハウス、バイオ

マスガス燃料を利用するガス自動車等）に関しては、対象とならない。 

④他省庁において、補助や委託を受けている設備機器については、対象となならない（例え

ば木質バイオマスの伐採および路網整備等、林野庁の補助対象となる費用など）。 

また、他省庁と連携して設備機器を導入する場合は、その計画をＮＥＤＯ技術開発機構に報

告し調整を図りつつ進めていくことが必要。 

⑤本事業で生成したエネルギー（電気、熱、燃料）を第三者に販売した場合（適正な価格を

設定すること）には、得た対価をＮＥＤＯ技術開発機構へ納付していただく。 

所管省庁 

（申請窓口） 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

（NEDO 技術開発機構）新エネルギー技術開発部 

TEL 0４４-５２０-５２７１ 
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木の香る環境整備促進事業 

概要 関係省庁等との連携による公共土木資材、環境保全に資する施設等への間伐材の利用促進

や、間伐材を活用した試作品の製作等を実施。 

関連省庁 林野庁 

補助対象 都道府県、市町村、森林組合、林業者等の組織する団体等 

補助内容 補助率：1/2 

窓口 林野庁 

 

 

6 地中熱利用に関する補助制度 
 

二酸化炭素排出抑制対策技術率先利用試験補助事業 

概要 地方公共団体が行う地球温暖化対策事業( 代エネ・省エネに係るものに限る)に対し，必要な

経費を国が補助することにより，地方公共団体等による地球温暖化対策の強化と速やかな普

及を図る。 

関連省庁 環境省 

補助対象 地方公共団体 

補助内容 対象施設：地方公共団体が，地球温暖化対策推進法に規定する実行計画に基づき地方公共団

体の施設・設備として代エネ・省エネ施設 又は設備を整備する事業への補助 

補助率 ：１／２ 

窓口 環境省地球環境局 

 

 
地熱発電開発事業 

概要 エネルギー需給構造が脆弱な我が国におけるエネルギー安定供給の確保は極めて重要な課

題であることに加え、昨今の国際的な二酸化炭素排出抑制対策の高まりの中で、我が国とし

ても地球環境問題への積極的な対応を図ることが課題となっている。地熱発電は、石油代替

エネルギーの一つであり、純国産エネルギーである地熱開発の促進は極めて重要である。し

かしながら、地熱開発は開発から運転までのリードタイムが長く、多額の投資が必要である

こと、開発リスクが大きいこと等の課題を抱えている。このような課題に対応するため、地

熱発電開発事業の実施に必要な費用の補助を行い、地熱開発の促進を図る。 

補助対象 地熱発電所建設を目的として調査井、生産井・還元井を掘削し、又は蒸気配管等を敷設する

者並びにバイナリーサイクル発電設備を設置する者 

補助内容 調査井掘削事業：１／２以内 

地熱発電施設設置費：１／５以内 

バイナリーサイクル発電設備：３／１０以内 

窓口 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO 技術開発機構） 

エネルギー対策推進部 地熱・水力グループ 
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7 クリーンエネルギー自動車に関する補助制度 
 

電気自動車等導入費補助 

概要 電気自動車とハイブリッド車の購入を対象に、行政機関が補助金を交付する制度。 

関連省庁 経済産業省 

補助対象 法人、個人事業者、個人（地方公共団体は対象外） 

補助内容 電気自動車及びハイブリッド車の価格とベース車両（電気自動車として設計・製造されたも

のは同種の一般の自動車、既存の自動車を改造して製造したものは既存の自動車をいう。）

の価格との１／２以内、又はベース車の価格のいずれか低い方を補助金上限額とする。 

窓口 (財)日本自動車研究所 

 

天然ガス自動車等導入促進事業 

概要 （社）日本ガス協会が国から補助金を受けて、天然ガス自動車を導入する方、及び燃料供給

設備（急速充填設備・昇圧供給装置）を設置する方に、導入、設置補助金を交付する。 

関連省庁 経済産業省 

補助対象 法人及び個人事業者 

補助内容 天然ガス自動車の導入補助  

補助額：同種の一般的自動車との差額の 1/2 以内または改造費の 1/2 以内を補助 

補助対象経費：同種の一般の自動車との差額または改造費 

窓口 （社）日本ガス協会 

 

低公害車普及促進対策費補助制度（車両導入） 

概要 全国で低公害バス・低公害トラック又は低 PM 認定車を一定台導入するバス・トラック

事業者等に対し、地方公共団体等と協調して、当該車両購入費の一部を補助する。 

補助対象 バス  ：CNG バス、ハイブリッドバス、低 PM 認定バス 

トラック：CNG トラック、ハイブリッドトラック、低 PM 認定トラック 

※ バスについては乗車定員１１人以上、トラックについては車両総重量３．５トン超

のものに限る。 

バス  ：単年度２台以上（補助事業者単位） 

トラック：単年度３台以上（   〃   ） 

補助対象事業者 バス  ：一般乗合旅客自動車運送事業者、自動車リース事業者 

トラック：一般貨物自動車運送事業者、第二種利用運送事業者、 

自動車リース事業者 

地方公共団体等：都道府県、市町村、バス協会、トラック協会等 

補助内容 ・ CNG トラック、ハイブリッドトラック：改造費の２分の１ 

・ 新長期規制適合トラック：価格差の 3 分の 1 

・ 低 PM 認定トラック：価格差の４分の１ 

・ 使用過程車 CNG 改造トラック：改造費の３分の１ 

窓口 国土交通省自動車交通局 
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8 水力発電に関する補助制度 
 

中小水力発電開発費補助金補助事業 

概要 電源開発・利用の観点から、純国産エネルギーである水力の開発を積極的に推進する必要が

あるが、水力発電は初期投資が大きく、初期の発電原価が他の電源と比較して割高となる。

そのため、中小水力発電施設の設置等に要する費用に対し、建設費の一部を補助することに

より、中小水力の初期発電原価を引き下げ、開発の促進を図り、電源の開発・利用に資する

ことを目的とする。 

補助対象 ・一般電気事業者 ・公営電気事業者等卸供給事業者、卸電気事業者  

・特定規模電気事業者 ・特定電気事業者 ・自家用発電所を設置する者 

補助内容 ・出力が 30,000kＷ以下の水力発電施設の設置を行う事業 

・出力が 30,000kＷ以下の水力発電施設の改造（20％以上の出力の増加を伴うもの）を行う

事業 

・災害等管理者その他の責に帰すことができない事由による損壊の復旧に伴い出力が

30,000kＷ以下の水力発電施設の改造（100kW 以上の出力の増加を伴うもの）を行う事業 

・出力が 30,000kＷ以下の水力発電所の建設に当り新技術の導入を行う事業 

補助率 5,000ｋＷ以下 20％ 

5,000ｋＷ越え 30,000ｋＷ以下 10％ 

新技術を導入した部分 50％ 

5,000ｋＷ以下（損壊の復旧に伴う改造） 出力増加割合（％） 

5,000ｋＷ越え 30,000ｋＷ以下（同上） 上欄の 1/2（端数切捨） 

窓口 NEDO 技術開発機構 エネルギー対策推進部 地熱・水力グループ 
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9 省エネルギーの助成制度 
 
 

地域省エネルギービジョン策定等事業 

目的 地域レベルでの省エネルギーを普及するに当たって、取り組みを円滑化するため、地方公

共団体等が当該地域における省エネルギーの推進を図るために必要となる「ビジョン」策定

及び事業化フィージビリティスタディ調査に要する経費を補助する。 

補助対象 １）地域省エネルギービジョン策定調査 

地方公共団体又は地方公共団体の出資に係る法人 

２）重点テーマに係る詳細ビジョン策定調査 

地方公共団体又は地方公共団体の出資に係る法人 

３）事業化フィージビリティスタディ調査 

当該事業を実施する者 

補助対象事

業 

１）地域省エネルギービジョン策定調査 

初期段階調査としてビジョン策定に必要となる省エネルギーに係る基礎データの収集（エネ

ルギー使用量、省エネルギー可能性調査等） 

を行い、これをもとに地域全体にわたる省エネルギーに係る基本計画及び施策の基本的な方

向、面的な広がりを有する具体的なプロジェクトの検討（ＥＳＣＯ事業を活用したプロジェ

クトの検討を含む）を行い省エネルギービジョンを策定する。 

２）重点テーマに係る詳細ビジョン策定調査 

地方公共団体等が策定した地域省エネルギービジョン等（当事業者で策定した地域省エネル

ギービジョン又はそれと同程度のもの）から、特にその地域としての重点を置く*テーマに

係る詳細なプロジェクトの検討を行う。 

３）事業化フィージビリティスタディ調査 

地方公共団体等が策定した地域省エネルギービジョン等（当事業者で策定した地域省エネル

ギービジョン又はそれと同程度のもの）に基づき実施されるプロジェクトで、特にモデル性

の高い重要なものの*事業化調査（ＥＳＣＯ事業及びＰＦＩ方式を活用したプロジェクトの

検討を含む）を行う。 

*テーマ例～①ＥＳＣＯ事業の活用及び普及②運輸部門におけるＩＳＴ導入及びＥＳＴ導入

③エネルギーの面的利用による省エネ（複数建築物等への供給、建物間への融通等） 

対象費用等 ①謝金（委員会謝金のみ） 

②旅費（委員等旅費、職員旅費） 

③庁費（印刷製本費、通信運搬費、会議費、借料、調査費） 

補助率 ・補助率：定額 

（申請件数が多く、予算額を超える場合には上限額の設定及び採択優先順位による採択件数

の絞り込みを実施することがある。） 

・事業期間：単年度事業 

窓口 NEDO 技術開発機構 エネルギー対策推進部 普及啓発グループ 
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省エネルギー非営利活動促進事業 

目的 地域草の根レベルでの効果的な新エネルギー導入の加速化を図るため、営利を目的としな

い民間団体等が営利を目的とせずに行う省エネルギーの推進に資する普及啓発事業に要す

る経費の支援を行う。 

補助対象 特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）、公益法人、その他の法人格を有する民間団体、又は

これらに準ずる（10 人以上の更正院で活動している任意団体で定款に準ずる書類を整備し

ている）民間団体。 

補助対象事

業 

営利を目的としない事業を行う民間団体等が、営利を目的とせずに行う省エネルギー推進

に資する普及啓発事業。 

対象費用等 ①謝金（団体外から講師等を招聘する場合の謝金、講演費）、 

②旅費（講師及び職員の交通費宿泊費）、 

③諸経費（パンフレット等後方素材作製費用、会場借料等） 

補助率 ・補助率：１／２以内（上限２千万円／件） 

・事業期間：単年度事業 

窓口 NEDO 技術開発機構 エネルギー対策推進部 
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住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業 

①住宅に係るもの システム提案／補助事業者 

目的 民生部門における省エネルギー推進策として、住宅・建築物に省エネルギー性の高い高効

率エネルギーシステムを導入し、性能、費用対効果等の情報を取得しそれを公表することに

より、住宅・建築物に対する省エネルギー意識を高揚させるとともに、住宅・建築物におけ

る省エネルギーを抜本的に進める。 

補助対象 ＮＥＤＯ指定システム（空調、給湯、照明及び断熱材等で構成）を既築、新築、増築また

は改築の住宅に導入する際の住宅の建築主（以下「補助事業者」という）。 

注：ここでいう住宅とは人の居住の用に供する家屋である。 

①専用住宅であること。 

②建売住宅は対象外。 

③建築主が常時居住する住宅に限る。 

④賃貸用の集合住宅は建築物の扱いとする。 

補助対象事

業 

ＮＥＤＯの指定する「当該システム」から一つ選びを住宅に導入する場合または、既築住

宅を次世代省エネルギー基準仕様に断熱改修するその費用の一部を補助する。 

*以下の交付要件を満たす場合に限る。 

①当該システムを住宅に導入すること。 

②当該システムを導入により、新築、増築及び改築の住宅の一次消費エネルギー量を標準

消費エネルギー量に比べ１５％程度削減できること。ただし、エネルギーの使用の合理化

に関する法律に基づき、「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の

基準」（平成１１年 通商産業省・建設省告示第２５号）（以下、「次世代省エネルギー基

準仕様」という。）の性能を満たすものであること。 

③既築の住宅の改修する部分における１年間の一次消費エネルギー量の実績を２５％程

度削減できること。具体的には以下のア）、イ）のどちらかであること。 

ア）高効率省エネ機器類を導入することにより、直近の過去１年間の一次消費エネルギー

量の実績を 25%程度削減できること。 

イ）断熱リフォーム（断熱改修及び高効率省エネ機器類を組み合わせること）により改修

部分の直近の過去１年間の一次消費エネルギー量の実績を 25%程度削減できること。改

修する部位：【外壁または壁】【窓ガラス】【窓サッシ】【ドア】【床】【天井または屋根】の

６つの断熱改修部位及び【空調機器の導入】の７つの要素のうち二つ以上の組み合わせが

含まれていること。 

④当該システムを導入後または、断熱改修後３年間継続して省エネルギーに関する報告

［電力、ガス、灯油等使用量］が可能であると共に、アンケート調査等に協力ができるこ

と。 



 -資料編Ⅱ-17- 

対象費用等 ①設備費（補助事業の実施に必要な機械装置・建築材料等の購入費用） 

②工事費（上記機械装置・建築材料等の取り付け費用。設備設置と一体不可欠分の工事に限

る。） 

③計測装置費（補助時宜用の実施に必要な計測装置の購入、製造、改造、借用、修繕または

据付等に要する費用。） 

*補助対象費用は通常の機械換気設備との差額費用を対象。 

・省エネ換気設備、照明、躯体の断熱性能（断熱部材等）を含む場合についてもシステム構

成の一部とし対象。 

・新築、増築及び改築については、躯体の断熱性能（断熱部材等）を強化して当該システム

の構成の一部とする場合、「当該システム仕様」と「次世代省エネ基準仕様」との差額費用

を対象。 

・断熱改修については、躯体の断熱性能（断熱部材等）を次世代省エネ基準仕様に強化する

費用を対象。 

・仕上げ材一体の場合、仕上げ材部分を除いた断熱部分、機器部分のみ対象。費用の内訳を

明示すること。 

・省エネ換気設備は通常の機械換気設備との差額費用を対象。 

・太陽光発電システムについては、設置容量が 10kW 未満を対象。 

*補助対象外 

・断熱改修についての仕上げ材。 

・仕上げ材の工事費。 

補助率 ・補助率：１／３ 

（太陽光発電システムについては、太陽光発電システム以外の補助金の１／４が上限） 

・事業期間：単年度事業 

窓口 NEDO 技術開発機構 エネルギー対策推進部 
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住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業 

②建築物に係るもの 

目的 民生部門における省エネルギー推進策として、住宅・建築物に省エネルギー性の高い高効

率エネルギーシステムを導入し、性能、費用対効果等の情報を取得しそれを公表することに

より、住宅・建築物に対する省エネルギー意識を高揚させるとともに、住宅・建築物におけ

る省エネルギーを抜本的に進める。 

補助対象 当該システム（空調、給湯、照明及び断熱部材等で構成）を既築、新築、増築または改築

の民生用の建築に導入する際の建築主等（所有者）、ＥＳＣＯ（シェア－ドセイビングス）

事業者、リース事業者等。 

＊民生用の建築物とは、「オフィス、ホテル、病院、店舗、学校等」をいう。 

＊賃貸用の集合住宅は建築物の扱い。 

補助対象事

業 

住宅・建築物高効率エネルギーシステム（空調、給湯、照明及び断熱部材等で構成）（以

下「当該システム」という。）を住宅・建築物に導入する場合に、その経費の一部を補助す

る。 

＊以下の交付要件を満たすもの。 

①当該システムを住宅に導入すること。 

②新築、増築及び改築の建築物の場合、建物全体の標準年間エネルギー消費量を１５％程

度削減できること（１０％未満は審査対象外とする。）。ただし、エネルギーの使用お合理

化に関する法律に基づき、「建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判

断の基準」（平成１５年２月２４日経済産業省・国土交通省告示第１号）に準じた性能を

満たすものであること。 

③既築の建築物の場合、建物全体の過去３年間のエネルギー消費量平均値を２５％程度削

減できること（１０％未満は審査対象外とする。）。 

④エネルギー管理体制・補助事業の遂行能力を有すること。 

⑤当該システム導入後、３年間継続して省ネルギーに関する報告が可能なこと。 

注１：建築物とはオフィスビル等の民生用建築物である。ただし賃貸用の集合住宅は建

築物の扱いとする。 

注２：導入したシステムの省エネ効果を確認できる計測装置を設置することが望まし

い。 

補助率 ・補助率：１／３ 

・事業期間：原則単年度事業 

＊対象とならない主な部分 

・防災設備、防犯設備、昇降機設備、ダクト、配管、電源用配管配線、省エネに直接的に寄

与しない設備工事、建築工事等 

窓口 NEDO 技術開発機構 エネルギー対策推進部 
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住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業 

③ＢＥＭＳ導入支援事業 

目的 民生部門における省エネルギー推進策として、住宅・建築物に省エネルギー性の高い高効

率エネルギーシステムを導入し、性能、費用対効果等の情報を取得しそれを公表することに

より、住宅・建築物に対する省エネルギー意識を高揚させるとともに、住宅・建築物におけ

る省エネルギーを抜本的に進める。 

補助対象 ＢＥＭＳを既築、新築、増築または改築の民生用の建築物に導入する際の建築主等（所有

者）、ＥＳＣＯ（シェア－ドセイビングス）事業者、エネルギー管理事業者、リース事業者。 

＊ＢＥＭＳ（ﾋﾞﾙｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）とは、室内環境、ｴﾈﾙｷﾞｰ使用状況を把握し、かつ室内環

境に応じた機器又は設備等運転管理によってｴﾈﾙｷﾞｰ消費量の削減を図るためのｼｽﾃﾑ。 

補助対象事

業 

エネルギー需要の 適な管理を行うためのＢＥＭＳを導入する場合に、その経費の一部を

補助する。 

＊以下の交付要件を満たすもの。 

①ＢＥＭＳの既築、新築、増築及び改築の建物に導入する。 

②ＢＥＭＳの導入によって、エネルギー消費量を削減できること。但し、エネルギーの使

用の合理化に関する法律に基づき、新築、増築及び改築の建築物については「建築物に係

るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準」（平成１５年２月２４日経済

産業省・国土交通省告示第１号）に準じた性能を満たすものであること。 

③熱源（冷凍機、ヒートポンプ、冷却塔）、ポンプ、照明コンセント、その他の設備区分

ごとにエネルギー計量できること。 

④計測・計量のデータを収集し、保存できるエネルギー管理体制が整備されていること。 

⑤補助事業の遂行能力を有し、ＢＥＭＳ導入後、３年間継続して省エネルギーに関する報

告が可能なこと。 

対象費用等 ①設備費：ＢＥＭＳ導入支援事業の実施に必要な機械装置・計測装置等の購入、製造（改修

を含む。） 

又は据付等に要する費用（ただし、当該事業に係る土地の取得及び賃借料を除く。） 

②工事費：ＢＥＭＳ導入支援事業の実施に不可欠な工事に要する費用 

補助率 ・補助率：１／３ 

１件当たりの上限１億円。ただし、経費区分（設計費、設備費、工事費、諸経費）のうち工

事費への補助金の上限は①２,７００万円、②機器の製造・購入等に要する費用の３５％、

③実際の工事費のうちいずれか 少額の１／３とする。 

・事業期間：原則単年度事業 

＊対象とならない主な部分 

・防災設備、防犯設備、昇降機設備、冷凍機、ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、ｺｼﾞｪﾈ､ﾎﾟﾝﾌﾟ、空調機、照明器具

などの機器・器具類、ダクト、配管、電源用配管配線、省エネに直接的に寄与しない設備工

事、建築工事等 

窓口 NEDO 技術開発機構 エネルギー対策推進部 
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エネルギー使用合理化事業者支援事業 

目的 これまで、投資額に対して十分な利益の見込まれる省エネルギーについては、事業者によ

る自主的な取組により進められてきた。しかし、 近求められている CO2 抑制等に対応す

るためには、一定の負担を生じつつもエネルギー消費の抑制を行うことが必要となってきて

いる。 本事業はかかる状況を踏まえ、事業者が、更なる省エネルギー努力を行う場合に支

援するものである。さらに、当該事業の実施により投資に対する一定の効果を定量的に実証

することが可能になることから、支援プロジェクトの内容を広く普及することによって他の

事業者の一層の省エネルギー努力を促すことが可能となる。 

補助対象 ●省エネ設備設置に係るもの（単独・複数事業） 

全業種を対象とする。ただし、シェアードＥＳＣＯ事業の場合は、設備設置事業者とＥＳ

ＣＯ事業者との共同申請とする。また、リース等を利用する場合は、設備設置事業者とリー

ス事業者等との共同申請とする。なお、共同申請の事業については各事業者が連帯して事業

を推進すること。 

●高効率省エネ機器等の設置に係るもの（国交省・農水省の認定もの） 

＊国交省認定もの（運輸関連事業） 

①船舶（海上運送事業者） 

②自動車（貨物自動車運送事業者） 

③倉庫（倉庫業者） 

④ＥＭＳ（自動車運送事業者またはＥＭＳ普及事業者） 

⑤機関車 

⑥タクシー 

⑦グリーン物流（荷主、物流事業者） 

＊農水省認定もの 

⑧法人格を有する農業団体・農業経営体及び農業従事者 

⑨法人格を有する漁業団体・漁業経営体及び漁業従事者 
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補助対象事

業 

１．事業者単独事業 

既設の工場、事業所における省エネ設備・技術導入事業、省エネ効果が高いと見込まれ費

用対効果が優れていると認められるもの。なお、省エネ法で定める中長期計画で位置づけら

れた省エネ事業、中小企業が申請する高性能工業炉の導入事業、ＥＳＣＯ事業、天然ガスコ

ージェネを用いた廃熱利用設備の導入事業及び省エネ効果等が大きく相当程度省エネ波及

効果が見込まれる大規模省エネ設備導入事業を重点的に支援する。 

２．複数事業者連携事業 

単独事業者または複数事業者（経営主体の異なる複数の事業者とする。）による複数の既

設の工場、事業所における、工場等事業所間においてエネルギー需給バランスを 適化する

ために、エネルギーの相互融通等により省エネを行うための設備・技術の導入事業であって、

省エネ効果が高く費用対効果が優れていると見込まれるものに対して支援する。 

３．国交省認定事業（運輸関連事業） 

省エネ設備・技術の導入事業であって省エネルギー効果が高いと見込まれ費用対効果が優

れていると認められるもの。 

・（船舶）海上運送事業の用に供される船舶への省エネ設備・技術の導入事業（当該設備・

技術を導入する船舶の建造を含む）。国土交通省が定める省エネルギー基準に適合するも

の。 

・（自動車）貨物自動車運送事業者の保有する貨物自動車について、省エネ効果が高いと

見込まれ費用対効果が優れていると認められる機器を導入する事業。国土交通省の「事業

計画認定」を受けたもの。 

・（倉庫）倉庫業者の事務所に現に設置されている従来型変圧器を高効率変圧器へ代替す

る事業。国土交通省の「高効率変圧器導入計画認定」を受けたもの。 

４．農林水産省認定事業 

農林水産省の認定を受けた事業であり、省エネ設備・技術等の導入事業であって省エネル

ギー効果が高いと見込まれ、費用対効果が優れていると認められるもの。 

①高効率暖房機 

農業における、現に設置されている施設園芸用温風暖房機を省エネルギー効果が高いと見

込まれ、費用対効果が優れていると認められる設備に代替する事業。農林水産省の「高効率

暖房気導入計画認定」を受けたもの。 

②漁業における省エネルギー設備等 

漁船、船内に設置する漁ろう用機器（システムを含む）及び養殖・水産加工用機器、高効

率ガソリン船外機を省エネルギー効果が高いと見込まれ、費用対効果が優れていると認めら

れる設備に代替する事業。農林水産省の「エネルギー使用合理化漁船等導入計画認定」を受

けたもの。 

対象費用等 ①設計費：補助事業の実施に必要な機械装置、建築材料等の設計費、システム設計費等 

②設備費：補助事業の実施に必要な機械装置、建築材料等の購入、製造（改修を含む。）又

は据付等に要する経費（ただし当該事業に係る土地の取得及び賃借料を除く）。 

③工事費：補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費。 
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補助率 ●省エネ設備設置に係るもの 

・補助率： 

①事業者単独事業 １／３（原則、１件当たりの上限５億円） 

②複数事業者連携事業 １／２（１件当たり上限１５億円） 

・事業期間：原則単年度事業 

ただし、単独・複数事業（事業規模が大きく実施が困難な事業であって年度毎の発生経費

を明確に区分した実施計画書が提出されＮＥＤＯが必要と認めた場合（原則、補助対象事業

費が３億円超える事業。３億円未満の事業については個別に判断する。）は、２年度以上に

わたる事業とすることができる。 

●高効率省エネ機器等の設置に係るもの 

・補助率：１／３ （原則、１件当たりの上限５億円） 

・事業期間：原則単年度事業 

ただし、単独・複数事業（事業規模が大きく実施が困難な事業であって年度毎の発生経費

を明確に区分した実施計画書が提出されＮＥＤＯが必要と認めた場合（原則、補助対象事業

費が３億円超える事業。３億円未満の事業については個別に判断する。）は、２年度以上に

わたる事業とすることができる。 

窓口 NEDO 技術開発機構 省エネルギー技術開発部 エネルギー使用合理化事業者支援担当 

 
 
 

省エネルギー対策導入促進事業 

①省エネルギー対策導入指導事業 

目的 産業部門における徹底したエネルギー使用の合理化を図るため、省エネルギー技術の導入

に資するための省エネ診断指導を行う。 

補助対象 大規模工場等（製造業の第１種エネルギー管理指定工場） 

補助対象事

業 

工場等からの「省エネ診断指導申請書」を受け付け省エネ診断指導を行う。 

調査機関については、提案公募型委託。提案された省エネ量・省エネ率が所定の水準（原

油換算 200KL/年）に満たない場合は、費用対効果を考慮して計測診断を行わない。 

対象費用等 委託費用（ＮＥＤＯと委託契約締結） 

補助率 ＮＥＤＯが全額負担 

窓口 NEDO 技術開発機構 省エネルギー技術開発部 補助支援グループ 
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省エネルギー対策導入促進事業 

②省エネルギー対策導入調査事業 

目的 個別工場単位の省エネルギーの取組の枠を越え、複数工場間でのエネルギーの融通、相互

利用等により、個別工場では活用しきれないエネルギーをコンビナー内で有効活用し、省エ

ネルギーの加速的な推進を図るため、コンビナート・複数工場等の省エネルギー案件発掘の

ための調査を実施する。 

補助対象 複数の大規模工場等（製造業の第１種エネルギー管理指定工場） 

補助対象事

業 

コンビナート・複数工場等における企業間相互エネルギー融通等に関する「省エネルギー

対策導入調査」の申請を受付、具体的な省エネ案件発掘・経済性評価等の導入調査事業を行

う。 

調査を希望する複数工場等は、調査機関と共同し提案書を作成。提案公募型委託。 

＊審査項目 

(1)本事業の趣旨との整合性 

(2)エネルギー使用量 

(3)調査手法の具体性 

(4）エネルギー等融通形態の具体性 

(5)予測される効果等 

対象費用等 委託費用（ＮＥＤＯと委託契約締結） 

補助率 ＮＥＤＯが全額負担 

窓口 NEDO 技術開発機構 省エネルギー技術開発部 補助支援グループ 
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民生部門等地球温暖化対策実証モデル評価事業 

目的 本事業は、かかる状況を踏まえ、エネルギー消費の伸びが著しい民生、運輸部門において、 

地方公共団体、事業者などの様々な主体が実施する新たな省エネルギー手法等を活用し

た、効果的で普及生の高い温暖化防止事業に対して支援を行うことにより一層の省エネルギ

ーの取り組みを促すことを目的とする。 

補助対象 地方公共団体、民間団体等（民間団体とは企業、公益法人及び複数の企業結合体等をいう）。 

ただし、複数の実施主体が共同して事業実施する体制であること。地方公共団体等との連

携時宜用を優先的に採択する。 

補助対象事

業 

民生部門や運輸部門での事業であり、設備・機器導入だけではなく省エネルギー効果が高

い波及効果が見込める省エネルギー手法（システムを含む。以下同じ）を用いた事業であっ

て、その効果を評価し明確にすることにより新たな省エネルギー対策の提案にも繋がるモデ

ルとなりうる事業。もしくは構想段階でありシミュレーション調査等により今後上記のよう

なモデル事業の具体化が期待できる調査事業を対象とする。特に、新たな省エネ手法を政策

的に取組むことによりシナジー効果や総合経済効果の発掘が期待できるものを優先的に採

択します。また、国交省と連携して自家用自動車の使用を制御して公共交通機関への転換・

利用を促進する取り組みに対しては重点的に支援。なお、物流分野における荷主や物流事業

者が連携して行う物流効率化に関する事業は、補助対象外とする。 

・事業の内容 

①モデル事業：平成１8 年度に直ちに具体的なモデル事業を完成できるもの 

②ＦＳ事業：構想段階でありシミュレーション調査等を行うことにより、具体的な事業化

が期待できるもの 

対象費用等 ①モデル事業 

・設計費（機械装置等の設計に係る経費）、設備費（機械装置等購入、製造、改造等に係る

経費）、工事費（機械装置等の設置及び設置に必要な配管、配電等の工事にかかる経費）、諸

経費（機械装置等の設置に係る直接必要なその他経費）、評価費（労務費、情報収集等の経

費） 

②ＦＳ事業 

・調査費（労務費、情報収集等の経費） 

補助率 ・補助率： 

①モデル事業：１／２ （１件当たりの上限１億円） 

②ＦＳ事業：定額 （１件当たりの上限２千万円） 

・事業期間：原則１年 

（ただし、効果の把握と評価のため１年での実施が困難であって年度毎の発生経費が明確に

区分出来る事業で、必要と認められる場合は２年） 

窓口 NEDO 技術開発機構 省エネルギー技術開発部 補助支援グループ 
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エネルギー供給事業者主導型総合省エネルギー連携推進事業 

①建築物に係るもの 

目的 民生部門における更なる省エネルギー推進策として、エネルギー供給事業者が、消費者に

直接エネルギーを供給している事業者にしか持ち得ない専門知識やエネルギーの使用状況

に関する情報の蓄積等を活用しつつ、地域特性に精通している地方公共団体等と連携するこ

とにより、地域における省エネルギーを計画的・効果的に推進することを目的とする。 

補助対象 既築、新築、増築または改築の民生用建築物等に省エネルギーシステムを導入する事業及

びその事業に関する広報普及活動を実施するエネルギー供給事業者、地方公共団体及び建築

主（所有者）等。 

＊シェアードＥＳＣＯ事業の場合は、シェアードＥＳＣＯ事業者を、リースを利用する場

合にはリース事業者を、共同申請者とする。 

＊「エネルギー供給者」とは、消費者に直接エネルギーを供給している電力・ガス等の事

業者をいう。 

補助対象事

業 

①＜エネルギー供給事業者主導型総合省エネ連携推進導入事業＞（シェアードＥＳＣＯ事業

を含む） 

エネルギー供給事業者が主導して地方公共団体等と共に策定した「エネルギー供給事業者

主導型総合省エネ連携推進導入事業計画」に基づき実施されるの内、建築物に係るもの。 

②＜エネルギー供給事業者主導型総合省エネ連携推進広報等事業＞ 

エネルギー供給事業者が主導して地方公共団体等と共に策定した「エネルギー供給事業者

主導型総合省エネ連携推進導入事業計画」に基づき実施されるエネルギー供給事業者主導型

総合省エネ連携推進導入事業に関する、建築物に係るもの。 

＊以下の交付要件を満たすもの。 

・「エネルギー供給事業者主導型総合省エネ連携推進導入事業計画」に係る事業の実施計

画が確実かつ合理的であること。 

・２以上の建築物に対して省エネルギーシステムを導入する事業であること。 

・エネルギー消費量が、１建築物あたり原則として原油換算削減量で１００kl 程度／年以

上及び削減率で１０％程度／年以上削減率が１０％程度／年以上削減されること。 

・当該システム導入後３年間継続して省エネルギーに関する報告が可能なこと。 

・エネルギー供給事業者が、設備設置者からデータを収集、分析し、その結果を設備設置

者等に対して情報提供し、その成果などを地方公共団体等と連携して広報する事業。 

・総合省エネルギー連携推進広報等事業は、その実施が地域の内外における省エネルギー

の普及促進に十分寄与するものであること。 

対象費用等 ①連携推進導入事業費 

・設計費・設備費・計測装置費・工事費・諸経費 

（設計費は、実施設計費を対象とする。計画書作成のための基本設計費は対象外とする。） 

②連携推進広報等事業費 

・謝金・旅費・事務費 
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補助率 ・補助率： 

①連携推進導入事業  補助対象経費の１／２ 

②連携推進広報等事業  定額（１００％；単年度２千万円を限度とする。ただし単年度単

位で複数年度にわたって行う場合の補助金の額の合計は、総合省エネルギー連携推進導入事

業全体に対する補助金の合計額の１０％以内とする。） 

・事業期間： 

①連携推進導入事業 原則単年度事業（事業完了が不可能な場合に限り 長３年間までとす

る） 

②連携推進広報等事業 単年度事業（事業の終了後３年間は対象とする） 

窓口 NEDO 技術開発機構 エネルギー対策推進部 住宅・建築物グループ 
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エネルギー供給事業者主導型総合省エネルギー連携推進事業 

②住宅に係るもの 

目的 民生部門における更なる省エネルギー推進策として、エネルギー供給事業者が、消費者に

直接エネルギーを供給している事業者にしか持ち得ない専門知識やエネルギーの使用状況

に関する情報の蓄積等を活用しつつ、地域特性に精通している地方公共団体等と連携するこ

とにより、地域における省エネルギーを計画的・効果的に推進することを目的とする。 

補助対象 既築、新築、増築または改築の住宅に省エネルギーシステムを導入する住宅の建築主に対

して補助を行う事業及びその事業に関する広報普及活動を実施するエネルギー供給事業者

及び地方公共団体。 

補助対象事

業 

①＜エネルギー供給事業者主導型総合省エネ連携推進導入事業＞ 

・一定の地域において単年度内に原則、住宅５０戸以上に高効率エネルギーシステム等を導

入すること。 

・または、一定の地域において２年度間に原則、住宅３００戸以上に高効率エネルギーシス

テム等を導入すること。 

（注１）高効率エネルギーシステム等とは、ＮＥＤＯが指定する高効率エネルギーシステム

並びにＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型給湯器、ガスエンジン給湯器のいずれか

に省エネルギー情報機器（省エネナビ）の組み合わせをいう。 

（注２）ＮＥＤＯが指定する高効率エネルギーシステムは、「Ｈ１８住宅・建築物高効率エ

ネルギーシステム導入促進事業／住宅に係るもの」システム集（H18.6.13NEDOHP 公開）

を参照のこと。 

・当該システム導入後３年間継続して省エネルギーに関する報告が可能なこと。 

②＜エネルギー供給事業者主導型総合省エネ連携推進広報等事業＞ 

・エネルギー供給事業者が、設備設置者からデータ収集、分析し、その結果を設備設置者等

に対して情報提供し、その成果などを地方公共団体等と連携して広報する事業。 

・エネルギー供給事業者主導型総合省エネルギー連携推進広報等事業は、その実施が地域の

内外における省エネルギーの普及促進に十分寄与するものであること。 

対象費用等 ①連携推進導入事業費 

・設備費・工事費 

②連携推進広報等事業費 

・謝金・旅費・事務費 

補助率 ・補助率： 

①連携推進導入事業  補助対象経費の１／２ 

②連携推進広報等事業  定額（１００％；単年度２千万円を限度。ただし単年度単位で複

数年度にわたって行う場合の補助金の額の合計は、総合省エネルギー連携推進導入事業全体

に対する補助金の合計額の１０％以内とする。） 

・事業期間：原則単年度事業 

窓口 NEDO 技術開発機構 エネルギー対策推進部 住宅・建築物グループ 
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エネルギー使用合理化技術戦略的開発 

目的 「省エネルギー技術戦略」に沿ってエネルギー需要側の課題（技術ニーズ）を克服するた

めの技術開発について、次の点に留意しつつ戦略的に実施する。 

・技術の波及効果が大きく、特に応用側技術の省エネルギーに寄与するような技術開発に

力点を置き、より投資効果の高い技術開発を推進する。 

・民生部門（家庭・業務）、運輸部門、産業部門を対象とし、幅広い分野での大幅なエネ

ルギー需要削減を図るため、基礎・基盤的なフェーズから実用化・実証フェーズに至るま

での省エネルギー技術開発を、包括的に推進する。 

補助対象 企業、民間の研究機関、独立行政法人、大学等の研究機関 

補助対象事

業 

本研究開発では、需要側における省エネルギーのニーズを集約・整理した「省エネ技術戦

略報告書」の趣旨を踏まえつつ産業、民生、運輸の各部門において、2010 年までにその効

果を確実に発揮する課題と 2010 年意向にもその効果が期待出来る中長期的課題の双方につ

いて、基礎・基盤研究から実用化開発、実証研究までを包括的に行う。またね研究テーマ選

定に当たっては、民間企業、大学等を対象とした提案公募方式により、技術の波及効果が大

きく、勝つ、より投資効果の高い研究開発を推進することとする。 

【研究開発テーマ】 

先導研究フェーズ：条件として 2015 年までの時点で原油換算 2 万 Kl/年以上の省エネ効果

が期待できるもの。 

実用化開発フェーズ：条件として本開発終了後、2～3 年以内に製品化を行うものが対象。

2010 年までの時点で原油換算 2 万 Kl/年以上の省エネ効果が期待できるもの。 

実証研究フェーズ：条件として本開発終了後、2～3 年以内に製品化を行うものが対象。2010

年までの時点で原油換算 2 万 Kl/年以上の省エネ効果が期待できるもの。 

FS 事業（調査研究）：先導研究フェーズまたは実用化開発フェーズにおいて検討を行うにあ

たり研究課題または開発課題を明確にするため。 

対象費用等 研究開発に必要な経費 

「委託業務事務処理マニュアル」に定める軽費項目 

１．機械装置等費（土木・建築工事費、機械装置等製作・購入費、保守改造修理費） 

２．労務費（研究員費、補助要員雇上費） 

３．その他軽費（消耗品費、旅費、委員会軽費、外注費、報告書等作成費、その他） 

４．一般管理費 

５．再委託費 
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補助率 【研究開発費】及び【負担率】 

先導研究フェーズ：数千万～１億程度／年を目安、ＮＥＤＯ負担率１／１ 

実用化開発フェーズ：数千万～３億程度／年を目安、ＮＥＤＯ負担率２／３または１／２ 

実証研究フェーズ：数千万～５億程度／年を目安、ＮＥＤＯ負担率１／２ 

ＦＳ事業（調査研究）：一千万円／年を上限 、ＮＥＤＯ負担率１／１ 

【応募資格】 

以下①～⑥条件並びに「基本計画」及び「平成１８年度実施方針」に記載された条件を満た

すもの。 

①・当該技術または関連技術についての研究開発の実績を有し、かつ、研究開発目標の達成

及び研究計画の遂行に必要な組織、人員等を有していること。 

②当該委託業務または共同研究委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有しか

つ資金、設備等について充分な管理能力を有していねこと。 

③機構が研究開発事業を推進する上で必要とする措置を、適切に遂行できる体制を有してい

ること。 

④企業等（独立行政法人等を除く。）が共同研究を受託する場合は、研究開発費総額に対す

るＮＥＤＯ技術開発機構の負担割合（１／２または２／３）を除いた額を自己負担できるこ

と。 

⑤当該委託業務または当該共同研究委託業務から得られた研究開発成果の事業化を図る計

画およびその実現について十分な能力を有していること。また、研究組合、公益法人等が応

募する場合、研究開発成果の事業化を図る計画およびその実現について充分な能力を有して

いる企業が参加しており、研究組合、公益法人等の明確な責任と役割が示されていること。 

⑥原則、本邦の企業等で日本国内に研究開発拠点を有していること。但し国外企業の特別の

研究開発能力、研究施設等の活用または国際標準獲得の観点からの国外企業との連携が必要

な部分はこの限りでない。 

窓口 NEDO 技術開発機構 省エネルギー技術開発部 契約・管理・調整グループ 
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エネルギー多消費型設備天然ガス化推進補助事業 

目的 石炭、石油等の燃料を使用する工業炉、ボイラ等の燃焼設備を、天然ガスを主原料とする

ガスへ燃料転換した事業者に対し、その設備変更等に要する経費（設備改造費、設備更新費、

設計費等）の一部を補助するものである。 

補助対象 全業種。 

補助対象事

業 

① 転換前使用燃料を原油換算５０kl/年以上、使用する工業炉、ボイラ、乾燥炉、焼却炉、

冷温水機、自家発設備等の燃焼設備を撤去または改造し、天然ガスを主原料とするガス燃焼

へ転換した事業で、費用対効果が優れていると認められるもの。 

② ①のほか転換後使用燃料が一定の条件※を満たすパイプラインから供給され、対象設備

を撤去または改造して、原油換算１００kl/年以上の燃料転換を行う事業を天然ガスパイプラ

イン需要顕在化枠（以下「顕在化枠」という）とする。（対象設備が当該パイプライン建設

着工時点において一般ガス事業者の供給区域外にあること。） 

③ 原則単年度事業。但し、事業完了後１年間のデータ提出が必要。 

対象費用等 天然ガス化推進事業に係る設計費、既存設備撤去費、新規設備機器費(含む計測装置)、新規

設備設置工事費（含む改造工事費）、敷地内ガス管敷設費。(但し、本支管工事及びＬＮＧ貯

蔵・気化設備を除く) 

補助率 １／３以内（但し、申請状況により１／３×０．８まで補助率を低減する可能性がある） 

なお、顕在化枠は１／２以内 

上限は１．８億円/１補助事業 

窓口 社団法人 日本ガス協会 
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高効率給湯機器導入支援事業（潜熱回収型給湯器） 

目的 従来エネルギー効率の改善が進んでいなかった給湯分野における省エネルギー対策の推

進を目的として、潜熱回収型給湯器の導入者に、その費用の一部を補助するもの。 

補助対象 潜熱回収型給湯器を導入者。 

補助対象事

業 

下記条件を満たした給湯器で日本ガス協会から補助金交付の対象となる指定※を受けた給

湯器 

●潜熱を回収するための熱交換器を備えている給湯器 

●給湯熱効率が 90％以上である給湯器 

●都市ガスを使用する給湯器 

●定格給湯能力が 60 号以下である給湯器 

対象費用等 「機器費」と「特殊工事費」が補助金交付の対象となる。 

●機器費  

潜熱回収型給湯器（補助対象給湯器）購入費用を対象とする。  

●特殊工事費潜 

熱回収型給湯器（補助対象給湯器）設置に伴うドレン配管工事費用を対象とする。 

補助率 ●機器費  

潜熱回収型給湯器（補助対象給湯器）は、従来型給湯器に比べ構造が複雑で、機器費が高

くなっているため、一定額を補助する。 

●特殊工事費 

潜熱回収型給湯器（補助対象給湯器）の設置には、通常の給湯器設置工事に加えて、ドレ

ン配管工事が必要になるため、一定額を補助する。  

窓口 社団法人 日本ガス協会 
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高効率給湯機器導入支援事業（ガスエンジン給湯器） 

目的 地球温暖化対策推進本部により「民生部門の省エネルギー対策が発表され、省エネルギー

に優れたガスエンジン給湯器の導入を促進するため。 

補助対象 ガスエンジン給湯器の導入者。 

補助対象事

業 

日本ガス協会が指定したガスエンジン給湯器である。 

１．ガスエンジンユニット 

（１）小出力発電設備であることを条件とする。 

（２）JIS 基準（JIS B 8122）に基づく計測を行い、総合効率が 80％以上（LHV 基準）で

あることを条件とする。 

（３）都市ガスを使用することを条件とする。 

（４）ガスエンジンの排熱を回収し、熱の有効利用できる機構をもっていることを条件とす

る。 

２．貯湯ユニット 

（１）「社団法人日本水道協会品質認証センターの給水用具（湯沸器類等）の認証登録証が

あること」、または、「財団法人日本ガス機器検査協会の給水装置認証登録がなされている

こと」を条件とする。 

（２）貯湯容量が１２０リットル以上であることを条件とする。 

（３）貯湯ユニットには、ガスエンジンユニットの排熱を吸収する貯湯槽を持つことを条件

とする。 

（４）貯湯槽には、対となるガスエンジンユニットから供給されるエネルギー以外の熱を流

入させないことを条件とする。 

設置対象施

設 

１．熱出力が 5ｋＷ以下のガスエンジン給湯器 

(1)床暖房等の温水端末が設置されていること。  

(2)設置対象施設の熱負荷が年間 23，000ＭＪ以上あること。 

２．熱出力が 5ｋＷを超え 15ｋＷ以下のガスエンジン給湯器 

(1)施設分類毎に次の要件を満たすこと。 

ホテル・宿泊施設：客室 11 室以上 

飲食店：客席数 14 席以上、または食堂+厨房面積 21m2以上 

病院・診療所：ベット数 11 床以上、または延床面積 530m2以上  

銭湯・健康ランド：カラン個数 3 個以上 

老人保健施設：居室延床面積 35m2以上  

スポーツ施設：シャワー4 個以上 

(2)設置対象施設の熱負荷が年間 92，000ＭＪ以上あること。 

３．熱出力が 15ｋＷを超えるガスエンジン給湯器 

(1)施設分類毎に右の要件を満たすこと。 

ホテル・宿泊施設：客室 17 室以上 

飲食店：客席数 22 席以上、または食堂+厨房面積 33m2以上  

病院・診療所：ベット数 17 床以上、または延床面積 830m2以上  

銭湯・健康ランド：カラン個数 4 個以上  

老人保健施設：居室延床面積 55m2以上  

スポーツ施設 シャワー7 個以上 

(2)設置対象施設の熱負荷が年間 138，000ＭＪ以上あること。 
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対象費用等 「機器費」と「特殊工事費」が補助金交付の対象となる。 

●機器費  

・ガスエンジン給湯器（補助対象給湯器）本体購入費用。(付属品[リモコン等]含む) 

●特殊工事費  

・補助対象給湯器設置に伴う基礎工事費用、据付工事費用及びドレン配管工事費用。（通

常の給湯器設置工事費用は除く。） 

補助率 ●機器費 

・本体購入費用の一部を補助する。 

●特殊工事費 

・補助対象給湯器設置に伴う基礎工事費用、据付工事費用及びドレン配管工事費用の一部

を補助する。 

窓口 社団法人 日本ガス協会 
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先導的負荷平準化ガス冷房システム導入モデル事業費補助金 

目的 夏期電力需要をピークカットする高効率排熱投入型ガス吸収冷温水機と、昼間電力需要を

ピークカットするガスエンジン発電機等を組み合わせたピークカット効果の高い先導的負

荷平準化ガス冷房システム（以下「本システム」という。）を事業所・工場に導入する場合

に、その経費の一部を補助するものである。 

補助対象 対象事業者は、本システムを建物（ピークカット率 50％以上）に導入しようとする事業

者（地方自治体を含む）。 

補助対象事

業 

1.本システムを導入する際に必要となる費用（本システムの設備費、工事費） 

2.本システム稼働後、冷房期間 3 年間継続して導入効果を検証するためのデータ（以下「効

果検証データ」という。）を計測するための費用（計測機器の設備費、工事費） 

 

本システムの補助要件は、①本システムのピークカット率が 50％以上であること、②メ

ーカの機器仕様表が以下の要件を満足すること、③天然ガスを主原料とする都市ガスを燃料

とすることである。  

本システム：ピークカット率 50％以上  

高効率排熱投入型ガス吸収冷温水機：冷房能力 352kW（100RT）以上、冷房 COP1.4 以上

（JIS 基準）、ガス削減率 20％以上 

ガスエンジン発電機等：発電出力 100kW 以上、総合効率 65％以上（低位発熱量基準） 

対象費用等 排熱を目的外に使用する場合（例えば蒸気を工場のプロセス用途に使用する場合）は、目

的外に使用した排熱量に応じてガスエンジン発電機等に係わる補助対象経費を減額する。 

●設備費 

（1）高効率排熱投入型ガス吸収冷温水機 

・熱源機本体、暖房用熱交換器、排温水配管、冷却水配管等 

（2）ガスエンジンン発電機等 

・発電機本体、系統連係保護装置等 

（3）計測装置 

●工事費 

（1）搬入工事       （2）据付工事      （3）系統連系工事 

（4）電力・信号配線工事  （5）配管工事      （6）計測装置工事 

（7）煙導工事       （8）ガス配管工事 

補助率 補助率 1/3 以内 

上限額は 1 億円/1 補助事業 

窓口 社団法人 日本ガス協会 
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自動車燃料消費効率改善システム導入促進事業費補助金 

目的 「自動車燃料消費効率改善システム導入促進事業費補助金交付要綱（案）」に基づき、運

輸部門における省エネルギー対策を図るためにアイドリングストップ自動車等の導入を行

う者に対して補助金を交付する事業（以下「間接補助事業」という。）を実施する。 

補助対象車

両 

アイドリングストップ自動車（アイドリングストップ装置について検討中） 

補助対象車両を購入しようとする個人、法人（登記済）及び自治体 

補助対象事

業 

全ての条件を満たすことのできる民間団体等とする。 

(1)当該補助事業又は関連技術についての実績を有し、かつ、補助事業の遂行に必要な組

織、人員を有していること。 

(2)当該補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について

十分な管理能力を有していること。 

(3)国が当該補助事業を推進する上で必要とする措置を、適切に遂行できる体制を有して

いること。 

(4)当該補助事業に係る普及促進を行いうる能力を有すること。 

対象費用等 ①アイドリングストップ自動車等導入に係る事業費 

アイドリングストップ自動車等導入促進（アイドリングストップ自動車等の導入に要す

る経費の一部の補助）事業に要する経費 

②当補助金運営等に係る管理費 

労務費、補助金制度告知・募集広告費、システム開発・保守・管理費、説明会費、旅費、 

通信費等、一般管理費 

補助率 補助対象車両と同車種のアイドリングストップ装置を搭載しない自動 

車との価格差の２分の１以内（消費税抜き） 

窓口 経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 
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省エネルギー型ＬＰガス自動車転換促進事業 

目的 地球温暖化防止に向けて CO2（二酸化炭素）の削減が進められている中で、CO2排出量の

少ない省エネルギー性能及び大気環境改善に優れた低排出ガス性能を有する省エネルギー

型ＬＰガス自動車の普及を図るために、ディーゼル車またはＬＰＧ車から省エネルギー型Ｌ

Ｐガス自動車へ転換するための費用の一部を補助するものである。 

補助対象車

両 

平成 18 年 4 月 3 日以降にディーゼル車またはＬＰＧ車を廃止し、省エネルギー型ＬＰガ

ス自動車（新車）に転換する場合 

車両：軽貨物自動車、小型貨物自動車、普通貨物自動車、乗合自動車、特種自動車等が対

象。 

適合基準：協会が定める省エネルギー基準と、低排出ガス基準に適合していることが条件

となる。 

補助対象事

業 

省エネルギー型ＬＰガス自動車を新車で所有しようとする者が、申請者となる。自動車検

査証の所有者が申請者となるので、リース若しくは割賦販売の場合、リース事業者若しくは

割賦販売事業者が申請者になる。 

（この場合、補助金額を使用者に還元しなければならない） 

補助率 ＬＰガス自動車に転換するための改造費またはＬＰガス自動車と既存燃料車との差額の2

分の 1 を補助金として交付する。 

ただし、補助金の上限は、軽貨物自動車、ライトバンなどに対して 20 万円、それ以外は

25 万円である。 

窓口 日本ＬＰガス協会 
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高効率給湯器導入促進事業費補助金（エコキュート導入補助金） 

目的 財団法人ヒートポンプ・蓄熱センターは、経済産業省資源エネルギー庁より交付を受けた

「高効率給湯器導入促進事業費補助金」の公募を行う。 

補助対象 住宅及び建築物にエコキュート（CO2冷媒ヒートポンプ給湯器）の導入・設置を予定して

いる方。 

補助対象事

業 

（1）補助対象給湯器を設置すること 

補助金交付の対象となるエコキュート（補助対象給湯器）を導入・設置すること。 

補助対象給湯器とは、①CO2冷媒を使用し、②COP（エネルギー消費効率）が 3.0 以上で

あるエコキュートのうち、機器指定審査委員会が指定したものを指す。 

（2）エコキュートの着工（据付）前に申込み、受理 後に着工（据付）すること 

エコキュートの設置工事を着工（据付）する前に申込書（応募はがき）を提出し、当セン

ターが申込書を受理した後に着工（据付）すること。本補助金制度は、これから導入・設置

するエコキュートに対して、その費用の一部を補助するもので、既に導入・設置したものに

ついては申込みできない。 

（3）エコキュートを設置後 6 年（法定耐用年数）以上使用すること 

（4）他の国庫補助金と重複して補助を受けていないこと 

他の国庫補助金でエコキュートに対する補助を受けていない、または受ける予定のないこ

と。 

対象費用等 エコキュートの機器費（購入予定価格・税抜き）に対して、その一部に充てるための補助

金を交付する。 

補助金交付の対象となる機器費： 

①ヒートポンプユニット、②貯湯ユニット、③台所リモコン、④風呂リモコン 

機器費に含まれないもの： 

その他の付属部品、配管や設置に係る工事費 

補助率 家庭用：50,000 円 

業務用 ー 小型（加熱能力 26ｋW 未満）：170,000 円 

業務用 ー 大型（加熱能力 26ｋW 以上）：260,000 円 

窓口 財団法人 ヒートポンプ・蓄熱センター 
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新エネルギーの補助団体別一覧 
事業名 申請窓口 

地域新エネルギービジョン策定等事業 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

新エネルギー非営利活動促進事業 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

地域新エネルギー導入促進事業 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

新エネルギー対策導入促進事業 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

太陽光発電新技術等フィールドテスト事業 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

風力発電フィールドテスト事業（高所風況精査） 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

バイオマスエネルギー地域システム化実験事業 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

地熱発電開発事業 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

中小水力発電開発費補助金補助事業 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

廃棄物処理施設における温暖化対策事業 環境省 

二酸化炭素排出抑制対策技術率先利用試験補助事業 環境省 

新エネルギー事業者支援事業 経済産業省資源エネルギー庁 

廃棄物処理施設整備費補助 厚生労働省 

新世代下水道支援事業 国土交通省 

低公害車普及促進対策費補助制度（車両導入） 国土交通省 

バイオマスの環づくり交付金 農林水産省 

環境を考慮した学校施設(エコスクール)の整備促進 文部科学省 

木の香る環境整備促進事業 林野庁 

電気自動車等導入費補助 (財)日本自動車研究所 

天然ガス自動車等導入促進事業 （社）日本ガス協会 

 
省エネルギーの補助団体別一覧 

事業名 申請窓口 

地域省エネルギービジョン策定等事業 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

省エネルギー非営利活動促進事業 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

エネルギー使用合理化事業者支援事業 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

省エネルギー対策導入促進事業 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

民生部門等地球温暖化対策実証モデル評価事業 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

エネルギー供給事業者主導型総合省エネルギー連携推進事業 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

エネルギー使用合理化技術戦略的開発 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

エネルギー多消費型設備天然ガス化推進補助事業 社団法人 日本ガス協会 

高効率給湯機器導入支援事業（潜熱回収型給湯器） 社団法人 日本ガス協会 

高効率給湯機器導入支援事業（ガスエンジン給湯器） 社団法人 日本ガス協会 

先導的負荷平準化ガス冷房システム導入モデル事業費補助金 社団法人 日本ガス協会 

自動車燃料消費効率改善システム導入促進事業費補助金 経済産業省資源エネルギー庁 

省エネルギー型ＬＰガス自動車転換促進事業 日本ＬＰガス協会 

高効率給湯器導入促進事業費補助金（エコキュート導入補助金） 財団法人 ヒートポンプ・蓄熱センター 

 


