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H26年度補正予算

官庁 執行団体 事業名称
事業概要　※公募要領等をもとに作成

公募期間等 H26年度
補正予算 備考

事業概要・目的等 主な採択（交付）要件 対象事業者 補助率・金額

経
産
省

一般社団法人
環境共創イニシアチブ
https://sii.or.jp/

住宅･ビルの革新的省エ
ネルギー 技 術 導 入 促 進
事業

（ＺＥＢ実現に向けた先
進 的 省 エネルギー 建 築
物実証事業）

■既築、新築、増築及び改築の民生用の建
築 物 に 対し、ZEB(ネット・ゼロ・エネル
ギー・ビル) の実現に資するような省エ
ネルギー 性 の 高 いシステムや 高 性 能 設
備機器等を導入する費用を補助する

※工場等、住宅は対象外

■建物全体の標準年間一次エネルギー消費量 (その他負荷を除く) を５０％以
上削減できること。ただし「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び
特定建築物の所有者の判断の基準」に準じた性能を満たすものであること

■「建物 (外皮) 性能の向上」として、PALを基準値より10％以上低減すること

■計測・計量装置、制御装置、監視装置、データ保存・分析・診断装置を含むＢＥ
ＭＳ装置を導入すること　等　　　　

建築主等（所有者）
ESCO事業者
リース事業者等

2/3（※）以内または1/2以内
（上限 10億円/年）
※エネルギー削減率50％以上かつ再生可能エ
ネルギーを利用した発電量を考慮しない場合

【公募期間】
一次：平成27年3月23日〜平成27年4月21日
二次：平成27年5月8日〜平成27年6月9日

【採択決定】
一次：平成27年6月下旬
二次：平成27年7月下旬

【事業期間】
交付決定日から平成28年1月31日まで

45億円

一般社団法人
新エネルギー導入
促進協議会
http://www.nepc.or.jp/

再 生 可 能 エネルギー 熱
利用加速化支援対策費
補助金

〈地域再生可能エネルギー
熱導入促進対策事業〉

〈再生可能エネルギー熱
事業者支援対策事業〉

■太陽熱や地中熱など再生可能エネルギー
由来の熱利用設備の導入支援

❶地域再生可能エネルギー熱導入促進対策事業
　地方自治体等による熱利用設備導入及び

地方自治体と連携して行う熱利用設備導
入に対して補助

❷再生可能エネルギー熱事業者支援対策事業
　民間事業者による熱利用設備導入に対

して補助

■太陽熱、温度差エネルギー、バイオマス熱、バイオマス燃料製造、雪氷熱、地中
熱を利用する設備のうち、規模要件のいずれかの基準を満たすもの、またはそ
れらと同等の効果を有するものと証明できるものであること

《 地域再エネ熱導入促進対策事業 》
地方公共団体、非営利民間団体、地方公共団
体と連携して再生可能エネルギー熱設備導
入事業を行う民間事業者

《 再エネ熱事業者支援対策事業 》
民間事業者等

《 地域再エネ熱導入促進対策事業 》
1/2以内  （上限10億円）

《 再エネ熱事業者支援対策事業 》
1/3以内  （上限10億円）

【公募期間】
平成27年3月20日〜平成27年11月30日
※公募締切／交付決定時期
一次：4月30日／5月29日
二次：6月30日／8月中旬目途
三次：8月31日／10月中旬目途
四次：10月30日／12月中旬目途
最終：11月30日／1月中旬目途

48億円

▲

H27年度補助事業

官庁 執行団体 事業名称
事業概要　※公募要領等をもとに作成

公募期間等 H27年度
予算 備考

事業概要・目的等 主な採択（交付）要件 対象事業者 補助率・金額

経
産
省

一般社団法人
環境共創イニシアチブ
https://sii.or.jp/

エネルギー 使 用 合 理 化
等事業者支援補助金

■工場・事業場等における高効率設備・シス
テムへの入替や製造プロセスの改善等の
改修により省エネや電力ピーク対策を行う
際に必要となる費用を補助

■エネマネ事業者を活用した更なる省エネ
の取組や電力ピーク対策についても支援

■工場間で一体となった省エネの取組（複数
工場にまたがる生産ラインの集約、コンビ
ナート内の連携）についても支援

※公募前につき、平成26年度の内容を掲載
＜Ⅰ . 省エネ設備・システム導入支援＞
○省エネ率１％以上、または省エネ量500kl（原油換算）以上、または費用対効

果200ｋｌ/千万円以上

＜Ⅱ . 電気需要平準化対策設備・システム導入支援＞
○ピーク対策効果率5％以上、またはピーク対策効果量1900千kWh以上、

または費用対効果800千kWh/千万円以上、かつ「増エネとならないこと」

（全業種）
法人
個人事業主

❶省エネ設備導入、電力ピーク対策、工場間で一
体となった省エネの取組1/3以内

❷エネマネ事業者を活用した事業1/2以内

【公募期間】
平成27年6月中下旬〜

【事業期間】
交付決定日から平成28年1月29日まで 410億円

環
境
省

一般社団法人
温室効果ガス審査協会
http://www.gaj.or.jp/

先進対策の効率的実施
によるCO2排 出 量 大 幅
削減事業設備補助事業

（ＡＳＳＥＴ事業）

■業務・産業両部門における二酸化炭素排
出量を効率的に大幅削減する事業のう
ち、先進的で高効率な低炭素機器の導入
を支援

■基準年度排出量が50-tCO2以上であること

■補助事業実施後の二酸化炭素排出量が、基準年度比で削減される事業内容で
あること

■補助対象設備に、「環境省指定先進的高効率機器一覧」（公募要領 別紙１）か
ら少なくとも１つ以上の機器・設備を含めること

工場
事業場

1/3以内（上限2億円（1実施事業者あたり）） 【公募期間】
※二次公募は未定
平成27年4月27日〜平成27年5月29日

【事業期間】
交付決定日から平成28年2月29日まで

28億円

補助の費用効率性の良い事
業 から順 に 選 定 さ れる（リ
バースオークション方式）

一般社団法人
低炭素エネルギー技術
事業組合
http://lcep.jp/offering.html

経済性を重視した二酸化
炭素削減対策支援事業

■CO2削減ポテンシャル診断の実施からその
結果の分析及び設備導入支援をするもの

■下記の事業について補助
❶CO2削減ポテンシャル診断
❷中小事業所CO2削減対策実施支援

■直近年度における二酸化炭素の年間排出量が50トン以上であること 民間団体等 【診断事業】：定額補助
年間CO2排出量：計測あり／なし

（a）6,000t以上：190万円／95万円
（a）3,000t以上6,000t未満：150万円／75万円
（b）50t以上3,000t未満：100万円／50万円

【設備補助】：1/3（中小企業1/2）

【公募期間（診断事業）】
（a）平成27年5月11日〜平成27年6月19日
（b）平成27年5月11日〜平成27年5月29日

【事業期間（診断事業）】
交付決定日から平成27年12月18日まで

16.5億円

（CO2削減ポテンシャル診断・
対策提案事業より名称変更）

環境省
http://www.env.go.jp/

地熱・地中熱等の利用に
よる低炭素社会推進事業

■地域の特性に応じた環境配慮型の地熱・
地中熱等利用事業の自立的普及に向けて、

❶事業化計画の策定
❷温泉エネルギー・地中熱を利用した設備等の設置

に対する支援

❶（1）地熱・地中熱等利用事業の事業化計画策定※（2）温泉熱調査は省略

❷ヒートポンプによる温泉熱の熱利用事業
・ヒートポンプによる温泉14キロワット以上であること　等

❸地域面的地中熱利用推進事業
・地中熱利用設備（空調等に利用する設備）が、一定規模の設備を整備するもの

であること、ヒートポンプを伴う設備であること　等

民間事業者等
地方公共団体

❶地方公共団体：10/10（上限1,000万円）
民間事業者等：2/3

❷地方公共団体：政令市未満2/3、政令市以上1/2
民間事業者等：1/3

❸地方公共団体：政令市未満2/3、政令市以上1/2
民間事業者等：1/2

【公募期間】
※二次公募は未定
❶平成27年4月2日〜平成27年5月15日
❷平成27年4月2日〜平成27年5月8日
❸平成27年4月2日〜平成27年5月8日

16億円

公益財団法人
日本環境協会
https://www.jeas.or.jp/

先導的「低炭素・循環・自
然 共 生 」地 域 創 出 事 業

（グリーンプラン・パート
ナーシップ事業）

■官民を問わず、地球温暖化対策の推進に関
する法律に基づく地球温暖化対策地方公
共団体実行計画等に計上された事業の実
現に必要な設備・車両の導入等を補助する
ことで、地域の創意工夫を活かした体系的
な施策による地域への普及を後押しし、豊
かな低炭素地域づくりを推進する   

第1号事業：実行計画等計上事業に係る設備等の導入

第2号事業：第１、４号事業の事業化に向けた調査の実施及び計画の策定

第3号事業：自然公園内における低炭素・自然共生型地域づくり事業に係る設備の導入

第4号事業：里地里山等地域の自然シンボルと共生した先導的な低炭素地域づ
くり事業に係る設備等の導入

第1、2、4号事業：地方公共団体又は民間企
業等
第３号事業：民間企業等（公園事業者に該当
する者）

【第１、４号】政令指定都市以外の市町村：２/３，
その他 ：１/２

【第２号】都道府県、市町村、特別区及び地方公共
団体の組合：１/１，その他 ：１/２

【第３号】１/２

【公募期間】
平成27年5月1日〜平成27年6月12日

48億円

新規分は14億円

国
交
省

一般社団法人
環境共生住宅推進
協議会
http://www.kkj.or.jp/

既存建築物省エネ化推
進事業

■エネルギー消費量が建物全体で15％以上
削減されるとともに、改修後に一定の省エ
ネ性能に関する基準を満たす省エネ改修
及び併せて実施するバリアフリー改修に対
する支援

■躯体（壁・天井等）の省エネ改修を行うこと

■改修前と比較して15%以上の省エネ効果が見込まれること

■改修後に一定の省エネ性能に関する基準を満たすこと

■省エネ性能を表示すること

業務用 1/3以内
上限5,000万円（設備部分2,500万円）

公募期間等未定

60.8億円

「サステナブル建築物等先導
事業」「既存建築物省エネ化
推進事業」「長期優良住宅化リ
フォーム推進事業」等の合計

一般社団法人
環境共生住宅推進
協議会
http://www.kkj.or.jp/

一般社団法人
木を活かす建築推進
協議会
http://www.kiwoikasu.
or.jp/index.php

サステナブル建築物等先
導事業

（省CO2先導型）
（木造先導型）

■省エネ・省ＣＯ２や木造・木質化による低
炭素化、健康、災害時の継続性、少子化
対策等の技術の普及啓発に寄与する住
宅・建築物リーディングプロジェクトに対
する支援

❶省エネ・省CO2

省CO2技術の効率的な利用により、省CO2性能を向上する

❷建築物の木造・木質化
再生産可能な循環資源である木材を大量に使用する建築物の整備によって低
炭素社会の実現に貢献

業務用 1/2以内 公募期間等未定

主要補助事業一覧 平成27年6月9日現在
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