
天然ガスを利⽤した設備導⼊⽀援制度

2020年３⽉24⽇時点
経済産業省北海道経済産業局

ガス事業室

（令和元年度補正予算）
・災害時における⽣活環境の確保に資する天然ガス利⽤設備導⼊⽀援事業費補助⾦

（令和2年度予算案）
・社会経済活動の維持に資する天然ガス利⽤設備導⼊⽀援事業費補助⾦
・天然ガスの環境調和等に資する利⽤促進事業費補助⾦



1.災害時における⽣活環境の確保に資する天然ガス利⽤
設備導⼊⽀援事業費補助⾦

令和元年度補正予算額 19.0億円

資源エネルギー庁 電⼒・ガス事業部
ガス市場整備室 03-3501-2963

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギーシステム課 03-3580-2492

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

事業イメージ

事業⽬的・概要

 令和元年台⾵第15号において、⻑期間にわたる⼤規模な停
電が発⽣し、市⺠⽣活環境へ甚⼤な影響を及ぼしました。こう
した事態に備え、耐震性を向上させた低圧ガス導管でガスの供
給を受ける施設に、災害時にも対応可能な停電対応型の天
然ガス利⽤設備を普及させることが重要です。

 また、天然ガスは化⽯燃料の中で燃焼時の単位あたりのCO2
排出量が最も低いなど、優れた環境特性を持っており、環境対
策の観点からも、天然ガス利⽤設備の普及促進も着実に進め
ていくことが重要です。

 本事業では、災害時にも対応可能な停電対応型の天然ガス
利⽤設備導⼊等に対し補助することで、停電時の⽣活環境の
確保及び平時からの環境対策を図ります。

成果⽬標
 避難所や防災上中核となる施設等の社会的重要インフラの災害

対応⼒の強化を⽬指します。

国 ⺠間団体等
補助

（定額）

⺠間団体等
補助

（中⼩企業等2/3、中⼩企業等以外1/2）
※燃料電池は中⼩企業等以外も2/3

ガス導管

⺠間事業者等

ガス製造事業者のLNG基地等

＜補助対象＞
低圧ガス導管でガス供給を受けている、避難所や防災上中核となる
施設等に、災害時にも対応可能な天然ガス利⽤設備の導⼊等を⾏
う⺠間事業者等。

＜災害時にも対応可能な天然ガス利⽤設備＞

ガスコージェネレーションシステム GHP 燃料電池
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1.災害時における⽣活環境の確保に資する天然ガス利⽤設備導⼊⽀援事業費補助⾦ ①

（注）本事業はまだ公募前のため、以下は前⾴や執⾏団体HPに掲載の「交付規程」等をもとにした内容です。

【本補助事業の概要】
災害時の電⼒供給停⽌にも対応可能な停電対応型の天然ガスコージェネレーションシス

テム及び停電対応型のGHPの導⼊等を⾏う事業者に対し、「設計費・既存設備撤去費・
新規設備機器費・新規設備設置⼯事費・敷地内ガス管敷設費」の⼀部を補助するもの。

（１）対象事業者︓家庭⽤需要を除く全業種

（２）対象事業︓災害時にも対応可能な停電対応型の天然ガス利⽤設備を導⼊すること

【設備要件】
①設備を導⼊して天然ガスを主原料とするガスを使⽤すること
②系統電⼒の停電時に、発電を⼜は空調を開始・継続できる設備であること
③導⼊後の対象設備に運転状況を確認するために必要な専⽤の計測装置を必ず取り付けること
④耐震性を向上させた低圧ガス導管でガス供給を受けている下記のいずれかの施設に設置されること

ア）災害時に避難所として活⽤される国や地⽅⾃治体の防災計画指定の施設、国や地⽅⾃治体と協定を締結している（⾒込
みも含む）地域住⺠に空間等を提供する施設

イ）災害時に活動拠点となる防災上中核となる施設
ウ）災害時に機能を維持する必要性のある施設
・救急指定病院、地域医療⽀援病院など国や地⽅公共団体が認定⼜は指定する医療施設（ただし、災害拠点病院、周産期
⺟⼦医療センター、救命救急センター、災害拠点精神科病院、へき地医療拠点病院、へき地診療所を除く）

・社会福祉施設（⾼齢者、障害者⼊所施設（※）（ただし、特別養護⽼⼈ホーム、介護⽼⼈保健施設、養護⽼⼈ホーム、
軽費⽼⼈ホーム、介護医療院を除く）及び保育所） （※）通い施設は除く
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（３）補助率・補助上限額︓
① 中⼩企業者（みなし⼤企業を除く）、会社法上の会社以外の法⼈

2/3以内
② 上記①以外

1/2以内
注）燃料電池は上記②も2/3以内

（４）1補助事業当たりの上限額
■上記（３）①

・1.0億円/1補助事業（ガスコージェネレーションシステム）
・1.4億円/1補助事業（GHP）

■上記（３）②
・0.75億円/1補助事業（ガスコージェネレーションシステム）
・1.05億円/1補助事業（GHP）

■燃料電池
110万円/定格発電出⼒1kW かつ 0.22億円/1補助事業

（５）公募スケジュール
未 定

（注）本事業はまだ公募前のため、以下は前⾴や執⾏団体HPに掲載の「交付規程」等をもとにした内容です。

1.災害時における⽣活環境の確保に資する天然ガス利⽤設備導⼊⽀援事業費補助⾦ ②



⼀般社団法⼈ 都市ガス振興センター
（担当︓事業部 天然ガス化普及促進グループ）

住所︓〒105-0004 東京都港区新橋3-7-9 川辺ビル５階

TEL︓03-6435-7692

FAX︓03-3591-8110
［⽉〜⾦］9:00〜17:20（12︓00〜13︓00を除く）
（⼟⽇・祝祭⽇・5/1・12/29〜1/4を除く）

URL︓ http://www.gasproc.or.jp/current/subsidylist/r1_ngas01/
※上記補助⾦の交付規程等の掲載ページ
※上記補助⾦の「公募要領」等の情報は、今後、本ページ等をご参照ください。
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「災害時における⽣活環境の確保に資する天然ガス利⽤設備導⼊⽀援事業費補助⾦」の執⾏団体

（参考）
上記センターは、令和2年度予算案における次の2補助⾦の執⾏団体に決定。
・社会経済活動の維持に資する天然ガス利⽤設備導⼊⽀援事業費補助⾦
・天然ガスの環境調和等に資する利⽤促進事業費補助⾦

http://www.gasproc.or.jp/

http://www.gasproc.or.jp/current/subsidylist/r1_ngas01/
http://www.gasproc.or.jp/
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（出典）総合資源エネルギー調査会 電⼒・ガス事業分科会 電⼒・ガス基本政策⼩委員会

/産業構造審議会 保安・消費⽣活製品安全分科会 電⼒安全⼩委員会 合同電⼒レジリエンスWG（第6回）資料4 ※⾚線枠囲い付記



資源エネルギー庁 電⼒・ガス事業部
ガス市場整備室 03-3501-2963

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 ⺠間団体等
補助

（定額）

事業イメージ

成果⽬標
平成30年度から令和2年度までの事業であり、令和2年度までに、

政府想定の地震対象エリア及び政令指定都市等⼤都市の50%以
上の市区町村への停電対応型（※）ガスコージェネレーションシステム
の導⼊を⽬指します（令和元年度までの導⼊⾒込みは約43％）。

⺠間団体等
補助

（中⼩企業等2/3、中⼩企業等以外1/2）

ガス導管
⺠間事業者等

事業⽬的・概要
近年、地震や台⾵、集中豪⾬などの⼤規模災害の発⽣頻度が⾼く

なっており、停電により社会経済活動に甚⼤な影響が及ぶ事態も⽣
じています。このため、災害発⽣時でも、強靱性の⾼い中圧ガス導管
等でガスの供給を受けられる施設に、災害時に発電もできる天然ガ
ス利⽤設備を普及させることが重要です。

 また、天然ガスは化⽯燃料の中で燃焼時の単位あたりのCO2排出
量が最も低いなど、優れた環境特性を持っており、環境対策の観点
からも、天然ガス利⽤設備の普及促進も着実に進めていくことが重
要です。

本事業では、災害時にも対応可能な天然ガス利⽤設備の導⼊に
対し補助することで、停電時のエネルギー確保を通じた社会経済活
動の維持及び平時からの環境対策を図ります。

ガス製造事業者のLNG基地等

＜補助対象＞
中圧ガス導管等でガス供給を受けている、病院・ビル・⼯場等に、
災害時にも対応可能な天然ガス利⽤設備の導⼊等を⾏う⺠間
事業者等。

2.社会経済活動の維持に資する天然ガス利⽤設備
導⼊⽀援事業費補助⾦

令和2年度予算案額（臨時・特別の措置） 43.0億円（40.0億円）

（※）停電を検出すると⾃動的に⾃⽴運転に切り替わる。

●都市ガスを燃料に発電
●同時に発⽣する熱を冷暖房・

給湯・蒸気などにも利⽤

社会経済活動の維持に向け、災害時にも対応可能なコージェネ

6
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2.社会経済活動の維持に資する天然ガス利⽤設備導⼊⽀援事業費補助⾦ ①

（１）対象事業者︓家庭⽤需要を除く全業種（リース・エネルギーサービス業等についても対象）

（２）対象事業︓新設※１の停電対応型コージェネレーションシステム※２を導⼊すること
※１︓「更新」も対象になるが、「更新前設備等を廃⽌」することが必要。

また「改造」も対象になるが、改造を⾏った設備が改造前の状態に容易に戻れないよう、取り外し部品等の処分が必要。
※２︓ガスエンジンコージェネ、ガスタービンコージェネ、燃料電池等

【設備要件】
①設備を導⼊して天然ガスを主原料とするガスを使⽤すること
②政府想定の地震対象エリア及び政令指定都市等の⼤都市等※３に設置されること（※３︓次⾴参照）
③系統電⼒の停電時に、発電を開始⼜は継続できる設備であること（ブラックアウトスタート機能必須）
④導⼊後の対象設備に運転状況を確認するために必要な専⽤の計測装置を必ず取り付けること
⑤中圧ガス導管等※４でガス供給を受けている下記のいずれかの施設に設置されること（※４︓次⾴参照）

ア）災害時に避難所として活⽤される国や地⽅⾃治体の防災計画指定の施設、国や地⽅⾃治体と協定を締結している（⾒込
み含む）帰宅困難者受⼊施設

イ）災害時に機能維持する必要性のある施設、救急指定病院・地域医療⽀援病院など国や地⽅公共団体が認定⼜は指定す
る医療施設（ただし災害拠点病院、救命救急センター及び周産期⺟⼦医療センターを除く）、福祉避難所、地⽅公共団体
等の施設

ウ）国や地⽅公共団体と災害時の物資提供の協定や災害時の協定を締結している（⾒込み含む）⼯場・事業場 等

【本補助事業の概要】
災害時の電⼒供給停⽌にも対応可能な停電対応型の天然ガスコージェネレーションシス

テムの導⼊を⾏う事業者に対し、「設計費・既存設備撤去費・新規設備機器費・新規設
備設置⼯事費・敷地内ガス管敷設費」の⼀部を補助するもの。

（注）令和2年度予算事業はまだ公募前のため、以下は平成31年度事業の内容です。
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2.社会経済活動の維持に資する天然ガス利⽤設備導⼊⽀援事業費補助⾦ ②
（３）補助率・補助上限額︓

① 中⼩企業者（みなし⼤企業を除く）、会社法上の会社以外の法⼈
2/3以内 ・ 3.4億円

② 上記①以外
1/2以内 ・ 2.55億円

注）医療法⼈は上記②に該当（公募要領より）

（４）重要な補⾜︓
○ 補助事業完了の翌年度に、補助対象設備で使⽤した1年間（4⽉〜翌3⽉）分の燃料使⽤量

等を報告することが必要（⽬的︓CO2排出削減量の確認）。
○ 補助事業の実績報告時に、新設等設備が補助事業申請時の効率を満たさないと判断された場

合は補助⾦の交付が⾏われない。

＜前⾴の「※３」・「※４」について＞
※３ 政府想定の地震対象エリア及び政令指定都市等の⼤都市等

北海道内では、以下の22市町（＝旧⼀般ガス事業者10社の供給区域）
①札幌市・千歳市・⼩樽市・函館市・北⾒市・⽯狩市・北広島市・恵庭市・北⽃市、②旭川市・江別市・東神楽町、
③釧路市・釧路町、④室蘭市・登別市、⑤帯広市、⑥苫⼩牧市、⑦滝川市、⑧岩⾒沢市、⑨美唄市、⑩⻑万部町

※４ 中圧ガス導管等（以下のいずれかに該当すること）
・都市ガスの中圧供給︓供給約款に定める低圧の最⾼圧⼒を超える圧⼒
・供給継続性の⾼い低圧供給︓都市ガス供給事業者が供給停⽌判断基準をSI値70カイン以上としている低圧エリア
・低圧供給を受けていて移動式ガス発⽣設備を保有

（注）令和2年度予算事業はまだ公募前のため、以下は平成31年度事業の内容です。



資源エネルギー庁
電⼒・ガス事業部
ガス市場整備室
03-3501-2963

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 ⺠間団体等
補助

（定額）

事業イメージ

⺠間団体等
補助

（天然ガス利⽤設備の導⼊1/3、
天然ガスステーションの機能維持・強化1/2）

中圧ガス導管等

災害時にも対応可能な、ボイラ、冷温⽔機、コンプレッサー（ガス圧縮器）等

⺠間事業者等

事業⽬的・概要

天然ガスは化⽯燃料の中で燃焼時の単位あたりのCO2排出
量が最も低く、窒素酸化物の排出量も少ないという優れた環境
特性を持っており、天然ガス利⽤設備の普及を促進し、⽯油
等からの天然ガスシフトを着実に進めていくことが重要です。

 また、災害時の強靱性の向上の観点から、耐震性の⾼い中圧
ガス導管等から供給を受ける施設に、災害時にも対応可能な
ガス利⽤設備を普及させることが重要です。

本事業では、災害時にも対応可能な天然ガス利⽤設備の導
⼊及び機能維持・強化を⾏う事業者に対し補助することで、天
然ガスシフトの促進及び災害時の強靭性の向上を図ります。
令和2年度においては、50件程度の採択を予定しています。

3.天然ガスの環境調和等に資する利⽤促進事業費補助⾦
令和2年度予算案額 7.0億円（8.0億円）

ガス製造事業者のLNG基地等

＜補助対象＞
中圧ガス導管等でガス供給を受けている、病院・ビル・⼯場・天然
ガスステーション等に、災害時にも対応可能な天然ガス利⽤設備の
導⼊及び機能維持・強化を⾏う⺠間事業者等。

成果⽬標
平成29年度から令和3年度までの事業であり、令和2年度まで

に約5.3万t/年、事業終了の令和3年度までに約6.3万t/年の
CO2削減を⽬指します。

9
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3.天然ガスの環境調和等に資する利⽤促進事業費補助⾦

（１）対象事業者︓家庭⽤需要を除く全業種（リース・エネルギーサービス業等についても対象）

（２）対象事業︓ガスエンジンヒートポンプエアコン、ボイラ等を設置（新設、更新⼜は改造）すること

【設備要件】
①設備を設置（新設、更新⼜は改造/以下「設置」）して天然ガスを主原料とするガスを使⽤すること
②設置により5％以上の省エネルギー効果が図られること⼜は⾼効率設備の基準に該当すること
③設置によって従来⽅式よりも25％以上のCO2排出削減が図られること
④設置後の対象設備にCO2排出削減量を算出するために必要な専⽤の計測装置を取り付けること
⑤中圧ガス導管等でガス供給を受けている下記のいずれかの施設に設置されること

ア）災害時に避難所として活⽤される国や地⽅⾃治体の防災計画指定の施設、国や地⽅⾃治体と協定を締結している（⾒込
み含む）帰宅困難者受⼊施設

イ）災害時に機能維持する必要性のある施設（救急指定病院・救命救急センター・災害拠点病院・地域医療⽀援病院など国
や地⽅公共団体が認定⼜は指定する医療施設、福祉避難所、地⽅公共団体等の施設）

ウ）国や地⽅公共団体と災害時の物資提供の協定や災害時の協定を締結している（⾒込み含む）⼯場・事業場 等

（３）補助率・補助上限額︓1/3以内 ・ 1.7億円 ※中⼩企業者は審査の際、優遇

（４）重要な補⾜︓上記2.に同じ

【本補助事業の概要】 ※⼤枠の制度設計は上記2.とほぼ同じ
災害時にも対応可能な天然ガス利⽤設備（コージェネレーションシステムを除く）の設置

を⾏う事業者に対し、「設計費・既存設備撤去費・新規設備機器費・新規設備設置⼯
事費・敷地内ガス管敷設費」の⼀部を補助するもの。

（注）令和2年度予算事業はまだ公募前のため、以下は平成31年度事業の内容です。
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（参考1）上記2・3における平成31年度の公募スケジュール等
平成30年度第2次補正予算 平成31年度当初予算

事業名 社会経済活動の維持に資する天然ガス利⽤設備導⼊⽀援事業費
補助⾦

天然ガスの環境調和等に資す
る利⽤促進事業費補助⾦【災
害】

予算額 17.9億円 40.0億円 8.0億円の内数

公募⽇程 2019年3⽉18⽇（⽉）
〜4⽉26⽇（⾦）

【1次】2019年5⽉7⽇（⽕）
〜6⽉14⽇（⾦）

【2次】2019年7⽉18⽇（⽊）
〜8⽉30⽇（⾦）

【3次】2019年9⽉9⽇（⽉）
〜10⽉9⽇（⽔）

2019年4⽉18⽇（⽊）
〜5⽉31⽇（⾦）

採択件数 16件（道内なし）
→【交付決定6⽉5⽇】

【1次】45件（うち道内3件）
→【交付決定7⽉30⽇】

【2次】5件（うち道内2件）
→【交付決定10⽉1⽇】

【3次】採択なし

12件（うち道内1件）
→【交付決定7⽉12⽇】

＜追加採択＞
2件（うち道内1件）

→【交付決定9⽉17⽇】
対象設備 停電対応型コージェネレーションシステム

（ガスエンジン、ガスタービン、燃料電池）
ガスエンジンヒートポンプエアコン、
冷温⽔機、ボイラ、⼯業炉 等

対象業種 家庭⽤需要を除く全業種（リース・エネルギーサービス等も対象）

補助率 ①中⼩企業者等︓2/3以内 ②左記①以外︓1/2以内 1/3以内

補助上限額 上記①︓3.4億円 上記②︓2.55億円 1.7億円

補⾜︓本補助事業における「中⼩企業者」の定義は、次の中⼩企業庁HP参照（参考︓中⼩企業基本法第２条第１項）。
https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q1

https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q1


（参考2）平成31年度の天然ガス利⽤設備導⼊⽀援補助⾦の道内採択案件⼀覧

採択事業者名 設備
所在地 従来燃料⽅式

補助事業⽅式設備
ガスヒートポンプ 冷温⽔機 ボイラ

株式会社北燦⾷品 札幌市 A重油 ○

社会医療法⼈孝仁会 釧路市 A重油 ○

採択事業者名 ステーション名 設備所在地

北海道⽡斯株式会社 樽川ＳＳ天然ガススタンド （補⾜︓整備） ⽯狩市

①災害時にも対応可能な天然ガス利⽤設備

②天然ガスステーションの設備
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■天然ガスの環境調和等に資する利⽤促進事業費補助⾦

■社会経済活動の維持に資する天然ガス利⽤設備導⼊⽀援事業費補助⾦

採択事業者名 設備所在地 補助対象設備 中圧ガス導管等 協定等

東京ガスエンジニアリングソリューションズ
株式会社
株式会社明治

芽室町 ガスエンジン 中圧ガス導管 避難所

東京都市サービス株式会社
コープフーズ株式会社 ⽯狩市 ガスエンジン 中圧ガス導管 物資提供

北海道リース株式会社
医療法⼈はまなす ⽯狩市 ジェネライト 供給継続性の

⾼い低圧 救急指定病院

だるま⾷品株式会社 ⼩樽市 ジェネライト 中圧ガス導管 避難所

北海道乳業株式会社 函館市 ガスエンジン 中圧ガス導管 物資提供



＜ガス事業室＞

天然ガス利用設備導入補助金活用事例
～環境負荷の少ないエネルギーで災害時にも商品の安定供給を～

経済産業省では、環境負荷が少ないエネルギーの利⽤促進に取り組んでおり、
その⼀環として環境負荷の少ない天然ガスの利⽤拡⼤に向けた補助事業を設けて
います。以下では、本補助事業の道内採択事例をご紹介します。

【採択事業者】 http://www.hokusan-foods.co.jp/
(株)北燦⾷品（札幌市）
資本⾦︓6,000万円
従業員数︓社員67名・契約社員16名・パート従業員833名

(2018年12⽉末現在)

■「おいしさは新鮮さから」という基本理念のもと、惣菜・サラダ・調理麺・サンドイッチ
などの商品開発・製造や農産物調達を展開(セコマグループ⼀員)。

■セイコーマートで販売する惣菜・サラダ等オープンケースのものは同社製品。
■⼯場は道内3箇所(札幌本社、苫⼩牧、函館)及び関東1箇所(茨城県⼟浦

市)に構える。

【補助事業活⽤による導⼊設備概要】
■燃料転換(A重油→天然ガス)の上、次の設備を導⼊(設備更新)

(ボイラ/調理⽤︓2.5t×2基、ボイラ/暖房⽤︓2.5t×1基)

【補助事業活⽤によりもたらされる効果等】
■経営への貢献︓設備のエネルギー源(天然ガス)を耐震性の⾼い中圧導管を

通じて確保できることになるため、当社の重要な使命のひとつである「商品の
安定供給」に⽋かせない⼯場の稼働⼒を⾼められることになった。

■環境への貢献︓化⽯燃料の中では環境負荷の少ない特性を持つ天然ガスに
燃料転換を図ることで、いっそう環境に配慮した事業活動を展開できる。

■地域への貢献︓今般の設備導⼊により商品の安定供給⼒を向上させて、これ
からもお客さまへしっかりと商品を届けていく。また、災害時などの⾮常時には、
2016年に(株)セコマ及び(株)セイコーフレッシュフーズと連名で札幌市と締
結した「災害時における物資供給に関する協定」に沿った活動を⾏う。

＜同社が採択を受けた補助⾦＞
平成31年度「天然ガスの環境調和等に資する利⽤促進事業費補助⾦」
※詳細は、執⾏団体(⼀社)都市ガス振興センターのHPをご覧ください。
http://www.gasproc.or.jp/current/subsidylist/h30_ngas5/

(左)導⼊するボイラ
(右)商品の⽣産模様
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（参考3）平成31年度補助⾦活⽤事例

 右の事例は、毎⽉当局HPに掲載してい
る「しえかん広報」の「令和元年12⽉号」
にも掲載しております。

https://www.hkd.meti.go.jp/hokpp
/kankoho/201912.pdf

 平成30年度補助⾦の活⽤事例は次の
「平成30年12⽉号」を、平成29年度補
助⾦の活⽤事例は次の「平成30年5⽉
号」をご覧ください。

（平成30年12⽉号）
https://www.hkd.meti.go.jp/hokpp
/kankoho/koho3012.pdf
※設備導⼊事業者「(株)コープ・アイ」（札

幌市）の事例

（平成30年5⽉号）
https://www.hkd.meti.go.jp/hokpp
/kankoho/koho3005.pdf
※設備導⼊事業者「(株)ホクビー」（⽯狩

市）の事例

http://www.hokusan-foods.co.jp/
http://www.gasproc.or.jp/current/subsidylist/h30_ngas5/
https://www.hkd.meti.go.jp/hokpp/kankoho/201912.pdf
https://www.hkd.meti.go.jp/hokpp/kankoho/koho3012.pdf
https://www.hkd.meti.go.jp/hokpp/kankoho/koho3005.pdf


本資料に関するお問い合わせ先

経済産業省北海道経済産業局
資源エネルギー環境部 ガス事業室

〒060-0808
札幌市北区北8条⻄2丁⽬ 札幌第1合同庁舎
ＴＥＬ︓011-709-2311（内線2740、2741）
メール︓hokkaido-gas@meti.go.jp

（北海道経済産業局HP）
https://www.hkd.meti.go.jp/index.htm

https://www.hkd.meti.go.jp/index.htm

