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本⽇ご紹介する⽀援制度

省エネへの気づきを
提供

１．無料省エネ診断

２．無料講師派遣

設備投資による
省エネ

３．エネルギー使⽤合理化等事業者⽀援事業
（省エネ補助⾦）

４．⽣産設備におけるエネルギー使⽤合理化等
事業者⽀援事業費補助⾦

５．省エネルギー設備投資に係る利⼦補給⾦



2



 「無料省エネ診断」では、中⼩規模の⼯場及びビル等業務⽤施設に専⾨家を派遣して、省エネのための具体的なア
ドバイスを実施。

無料省エネ診断

概要 電⼒や燃料・熱など「総合的な省エネ⾏動をサポートする」診断サービス

対象
次のいずれかが対象
①中⼩企業（中⼩企業基本法で規定される事業者）
②年間のエネルギー使⽤量（原油換算値）が、原則として100kL以上1,500kL未満の⼯場・ビル等

主な診断内容

以下の事項について診断
①⼯場・ビル等における燃料や電気の使い⽅に関する事項
②より効率的な機器の導⼊、適切な運転⽅法⾒直しに関する事項
③エネルギー合理化につながる適切な設備管理、保守点検に関する事項
④エネルギーロスに関する事項
⑤温度、湿度、照度等の適正化に関する事項 等

診断の流れ

診断を希望する⼯場・ビル等の燃料や電気の使⽤状況とともに、申し込み
⽇程を調整後、電気・熱の専⾨家を派遣
現地では、実際の設備や運転管理状況を確認し、診断結果をレポートとして報告
（現地診断原則1⽇、4週間程度後に報告書発送）

⼀般財団法⼈省エネルギーセンター「平成31年度省エネ⽀援サービスのご案内」抜粋 3

（参考）平成31年度 無料省エネ診断事業



出典︓無料省エネ診断事例集 2017年度（(⼀財)省エネルギーセンター） 4



概要 ⺠間団体・⾃治体・公的機関等が主催する省エネ説明会が対象

対象者

●⾃治体、業界団体、⺠間団体等が主催する設備管理者向け説明会
●業界団体、⺠間団体等の総会や定期会合に併せて開催する説明会
●⾃治体や地域商店会、⺠間組合、学校、教育機関、PTA等が主催する家庭の説明会
●業界団体、⺠間団体、⾃治体等が主催する展⽰会・セミナー等の来場者向け説明会 等

主な講
演内容

事業者向け ⼀般家庭向け

・エネルギー管理の基本
・我が国のエネルギー状況
・省エネ・節電の進め⽅
・省エネ・節電診断の紹介
・代表的な省エネ技術・診断事例の紹介 等

・地球環境と⽇本のエネルギー状況
・電気の省エネ
・家電製品の使い⽅・選び⽅
・⾐⾷住の省エネ 等…
家庭での省エネ実践のための基本の講座

注意
事項

●出席者から参加費⽤をいただかない説明会が対象
●総会や定期会合等に合わせて開催する説明会も対象
●講師派遣は無料。会場費その他の費⽤は主催者負担
●説明会の具体的な内容は打ち合わせにて決定

（参考）平成31年度 無料講師派遣事業

⺠間団体や⾃治体等が主催する、省エネルギーをテーマとしたセミナー・説明会等に、無料で講師を派遣。

⼀般財団法⼈省エネルギーセンター「平成31年度省エネ⽀援サービスのご案内」抜粋 5



北海道経済産業⽤
「地域の温暖化対策と経済活性化につながる省エネのススメ」
より抜粋 6
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（参考）平成３１年度 エネルギー使⽤合理化等事業者⽀援事業（省エネ補助⾦）

事業区分
Ⅰ．⼯場・事業場単位

省エネ設備導⼊事業
（d）エネマネ事業

（a）⼀般事業 （b）⼤規模事業 （c）連携事業

申請要件

省エネルギー設備へ
の更新、改修等、計
測・⾒える化・制御等
の機能を備えたエネル
ギーマネジメントシステ
ム（以下「EMS」とい
う）の新設により、原
油換算量ベースで省
エネルギー率5%以
上⼜はエネルギー消
費原単位改善率
5%以上のいずれか
を達成する事業

省エネルギー設備へ
の更新、改修等、
EMSの新設により、
原油換算量ベースで
省エネルギー量
500kl以上を達成
する事業

複数の事業者間にお
いて、⽣産設備の統
合やユーティリティーの
共有によるエネルギー
や⽣産品等の相互融
通等により、⼀体となっ
て省エネルギー化を図
り、（a）⼜は（b）
の要件のいずれかを満
たす事業

SIIに登録されたエネマ
ネ事業者と「エネル
ギー管理⽀援サービ
ス」を契約し、SIIに登
録されたEMSを⽤いて、
より効果的に省エネル
ギー化を図り、EMSの
制御効果と省エネル
ギー診断等による運
⽤改善効果により、原
油換算量ベースで省
エネルギー率2%以上
を達成する事業

• 投資回収年が5年以上の事業が対象です。
• 「エネルギー使⽤量が1,500klの⼯場・事業場」と「中⼩企業者に該当しない会社法上の会社」は、省エネ法に基
づき作成した中⻑期計画等に記載されている事業のみが対象となります。

補
助
率

中⼩企業者等 1/3以内
（d）と同時申請1/2以内

1/2以内
※投資回収年数7年未満
の事業は1/3以内 1/2内

（d）と同時申請の場合でも
補助率は同じです。

エネマネ事業のみ申請

1/2以内

⼤企業
（みなし⼤企業を含む）

1/4以内
（d）と同時申請1/3以内

1/4以内
※投資回収年数7年未満
の事業は1/4以内

エネマネ事業のみ申請

1/3以内

補助対象経費 設計費、設備費、⼯事費

補助⾦限度額
【上限額】15億円/年度 【上限額】20億円/年度 【上限額】30億円/年度 【上限額】15億円/年度

【下限額】100万円/年度

Ⅱ．設備単位

申請要件 既設設備を⼀定以上の省エネ
性の⾼い設備に更新する事業

対象設備

①⾼効率空調

②産業ヒートポンプ

③業務⽤給湯器

④⾼性能ボイラ

⑤⾼効率コージェネレーション

⑥低炭素⼯業炉

⑦冷凍冷蔵設備

⑧産業⽤モータ

補
助
率

中⼩企業者等 1/3以内

⼤企業
（みなし⼤企業を含む） 対象外

補助対象経費 設備費のみ

補助⾦限度額 【上限額】3,000万円
【下限額】 30万円

公募期間︓2019年5⽉20⽇（⽉）〜2019年6⽉28⽇（⾦）

⼯場・事業場等における省エネ設備への⼊替や改修に係る費⽤を補助。

8交付決定︓2019年8⽉30⽇（⾦）



（参考）平成31年度省エネ補助⾦ ⼯場・事業場単位の申請（補⾜）

エネルギー消費原単位が改善されると、
増エネでも対象になります（⼀般事業）

（更新前）
原油換算100klで
5製品の⽣産

（更新後）
原油換算120klで
10製品の⽣産

エネ使⽤量のみの⽐較では、100kl→120klで増エネ

１つの製品を⽣み出すために必要なエネルギー量
（＝原単位）

（更新前）100kl／5製品＝20kl／製品
（更新後）120kl／10製品＝12kl／製品

省エネ︕

⽣産ラインの⼀体化による設備更新も対象となります
（⼯場・事業場間⼀体省エネルギー事業）

メーカーＢ
上⼯程

上⼯程
廃⽌・統合

増エネ

下⼯程

下⼯程

半製品の供給

省エネ

更新・増強

メーカーA
製品

製品

※設備更新後の⽣産量が増加し、かつエネルギー
消費量も増加している場合に限り申請可能

※計算対象となるエネルギー使⽤量の
範囲はＡ・Ｂの全消費エネルギー

ＡとＢ
全体で省エネ
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• 投資回収年数が５年以上の事業が対象。
• 「エネルギー使⽤量が1,500kl以上の⼯場・事業場」と「中⼩企業に該当しない会社法上の会社（株
式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社（みなし⼤企業を含む）」は省エネ法に基づき
作成した中⻑期計画等に記載されている事業のみが対象。

• ３者以上の⾒積依頼・競争⼊札を実施し発注先を選定すること。
• 補助事業に係る契約・発注は交付決定後に⾏うこと。



• 対象区分の設備を更新する場合、申請可能。
• 申請時は計画省エネルギー量および計画省エネルギー率を算定する必要がある。
• 3者以上の⾒積依頼・競争⼊札を実施し発注先を選定すること。
• 3者以上の⾒積依頼・競争⼊札で選定した販売事業者を申請⼿続き代⾏者とすることができる。
• 補助事業に係る契約・発注は交付決定後に⾏うこと。

（参考）平成3１年度省エネ補助⾦ 設備単位の申請（補⾜）

補助対象設備

 現在使⽤している設備を、公募要領で定められたエネルギー消費効率等の基準を満たす補助対象
設備に更新すること。

 既存設備を補助対象設備へ更新して省エネを図る事業であること。

補助対象事業（要約）

①⾼効率空調 ②産業ヒートポンプ ③業務⽤給湯器 ④⾼性能ボイラ

⑤⾼効率コージェネレーション ⑥低炭素⼯業炉 ⑦冷凍冷蔵設備 ⑧産業⽤モータ

※︓計画省エネルギー量（kl/年）︓対象とする設備の更新前後の毎⽉のエネルギー使⽤量の差分の年間合計量に裕度（安全率）を乗じたもの。

※︓計画省エネルギー率（％）︓計画省エネルギー量を既存設備の更新前の年間のエネルギー使⽤量で除したもの。
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令和2年度は
「変圧器」を
追加予定



（参考）道内における省エネ補助⾦ 採択事例（2019年度）

（ ）は事業実施場所【省エネ補助⾦︓区分Ⅰ︓⼯場・事業場単位】

 2019年度の省エネ補助⾦は、区分Ⅰ（⼯場・事業場単位）が235件の申請に対し、214件（道内7件）が採択（採択率は
91.1％）。区分Ⅱ（設備単位）が721件の申請に対し、649件（道内28件）が採択（採択率は90.0％）。

【省エネ補助⾦︓区分Ⅱ︓設備単位】
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省エネルギー投資促進に向けた支援補助金活用事例①

【導⼊事業者】
六花亭製菓（株）本社⼯場（帯広市）
【企業概要（本社）】 https://www.rokkatei.co.jp/
設⽴年⽉ 1933年
資 本 ⾦ 4,250万円
従業員数 1,326名（2019年4⽉現在）
店 舗 数 道内69店舗
事業概要 和洋菓⼦製造販売
【⽀援制度活⽤のきっかけ】
○⽣産⼯程で使⽤する本社⼯場のボイラ更新を検討していたが、初期費⽤が
⼤きく踏み切れずにいたところ、経産局から本補助⾦の紹介を受けた。
○省エネ化に向けて、⼯場内のエネルギー使⽤量を調査した結果、照明とボイ
ラの消費割合が⼤きいことが判明した。
○補助⾦の申請作業が通常業務に⼤きな影響なくできることもわかり、補助⾦
を活⽤することにした。
【⽀援制度活⽤による導⼊設備概要】
〇⼯場内の⾼効率照明（LED化）1,108台、⾼性能蒸気ボイラー(４台)
【⽀援制度活⽤によりもたらされる効果等】
○初期費⽤の負担を軽減し、投資回収期間を短縮することができた。
○LED化、ボイラの更新により、省エネ効果は1,004(kl/年)の12.4％を削減。
○こまめな点灯、消灯も意識付けした。また、⾼性能ボイラによるA重油から都
市ガスへの燃料転換により、降雪時の燃料供給確保の不安解消や、重油残
量管理等の労⼒削減にも効果があり、他⼯場でも省エネの横展開を⾏った。
＜同社が採択を受けた補助⾦＞
平成29年度「省エネルギー投資促進に向けた⽀援補助⾦(エネルギー使⽤
合理化等事業者⽀援事業)区分Ⅱ（設備導⼊）」
（詳細は、執⾏団体である(⼀社)環境共創イニシアチブのHPをご参照）
https://sii.or.jp/cutback29/

⾼性能ボイラ⾼効率照明

【導⼊事業者】
よつ葉乳業（株）根釧⼯場（釧路市）
【企業概要（本社）】 https://www.yotsuba.co.jp/
設⽴年⽉ 1967年1⽉23⽇
資 本 ⾦ 31億円
従業員数 829名（2019年3⽉末現在）
事 業 所 本社、中央研究所、チーズ研究所、⼗勝主管⼯場、根釧⼯場、

オホーツク北⾒⼯場、宗⾕⼯場、東京⼯場、東京⽀店、
⼤阪⽀店、北海道⽀店

【⾃家発電設備導⼊のきっかけ】
〇脱脂粉乳を製造する⼯程のエネルギー消費が最も多く、平時からピークカット
を実現し、エネルギーを有効利⽤するため、また、台⾵などの強⾵、雪害等で
瞬時電圧低下の発⽣が多い当該地域で安定した電源を確保し、⼯場の操
業を継続させるべく、⾃家発電設備の導⼊を⾏った。

【⽀援制度活⽤による導⼊設備概要】

【⽀援制度活⽤によりもたらされる効果等】
〇普段は系統と連系し、ピークカット部分を⾃家発電設備が補うよう運転。また、
停電リスクが⾼いときには、系統と切り離し、⾃⽴運転を⾏うことで,安定した
電源の確保に寄与するものと期待。

＜同社が採択を受けた補助⾦＞
平成29・30年度「省エネルギー投資促進に向けた⽀援補助⾦
(エネルギー使⽤合理化等事業者⽀援事業)区分Ⅰ.⼯場・事業場単位
（複数年度継続事業）」
(詳細は、執⾏団体である
(⼀社)環境共創イニシアチブのHPをご参照）
https://sii.or.jp/cutback30/

導⼊した⾃家発電設備

〇本社主導で原動機（ディーゼルエンジン/出⼒515kW×3台＝1545kW)
を導⼊。燃料はA重油。

省エネルギー投資促進に向けた支援補助金活用事例②

https://www.rokkatei.co.jp/
https://sii.or.jp/cutback29/
https://www.yotsuba.co.jp/
https://sii.or.jp/cutback30/


13



14



（参考）省エネルギー設備投資に係る利⼦補給⾦の概要（2019年度）
省エネルギー設備の新設・増設などの省エネ取組の融資利息の⼀部を補給。
本年度の公募は4回。第1回は2019年6⽉13⽇〜6⽉28⽇、第2回は7⽉10⽇〜8⽉23⽇、第3回は9⽉4⽇〜10⽉11⽇、
第4回は10⽉17⽇〜12⽉3⽇。

指定⾦融機関＊が⾏う以下事業への融資が対象。
 エネルギー消費効率が⾼い省エネルギー設備を新設・増設する事業
 新たに省エネルギー設備を導⼊し、エネルギー消費原単位が1％以上改善される事業
 データセンターのクラウドサービス活⽤やEMSの導⼊等による省エネ取組に関する事業

対象要件
※いずれかを満たすこと

利⼦補給⾦ 最⼤1％ 利⼦補給期間 最⼤10年間 利⼦補給⾦⽀払 年2回

融資計
画書の
提出

審査

利⼦補
給⾦の
交付⽅
針決定

融資契
約締結

交付
申請

交付
決定

実績
報告

利⼦補
給⾦の
額決定

⽀払請
求書の
提出

利⼦補
給⾦の
⽀払

事業者の⼿続きはここまでです

融資契約締結前 融資契約締結以降（太字部分は事業者側の作業内容です）

指定⾦融機関による申請
＊指定⾦融機関は公募のため、年度により異なります。

＊2019年11⽉27⽇現在の指定⾦融機関︓81機関
愛知銀⾏、⾜利銀⾏、アルプス中央信⽤⾦庫、飯⽥信⽤⾦庫、伊予銀⾏、岩⼿銀⾏、上⽥信⽤⾦庫、愛媛銀⾏、遠州信⽤⾦庫、⼤垣共⽴銀⾏、⼤垣⻄濃信⽤⾦庫、
⼤阪信⽤⾦庫、岡崎信⽤⾦庫、沖縄振興開発⾦融公庫、⿅児島銀⾏、北九州銀⾏、岐⾩信⽤⾦庫、君津信⽤組合、紀陽銀⾏、熊本銀⾏、桑名三重信⽤⾦庫、群
⾺銀⾏、ぐんまみらい信⽤組合、興能信⽤⾦庫、甲府信⽤⾦庫、埼⽟りそな銀⾏、静岡銀⾏、七⼗七銀⾏、新発⽥信⽤⾦庫、⼗六銀⾏、商⼯組合中央⾦庫、荘内銀
⾏、常陽銀⾏、新湊信⽤⾦庫、親和銀⾏、諏訪信⽤⾦庫、静清信⽤⾦庫、第四銀⾏、⾼岡信⽤⾦庫、⾼崎信⽤⾦庫、但⾺信⽤⾦庫、⽟島信⽤⾦庫、中国銀⾏、銚
⼦信⽤⾦庫、筑波銀⾏、都留信⽤組合、東北銀⾏、栃⽊銀⾏、富⼭銀⾏、⻑野銀⾏、⻑野県信⽤組合、⻑野信⽤⾦庫、⻄中国信⽤⾦庫、⽇本政策投資銀⾏、⽇
本⽣命保険、農林中央⾦庫、のと共栄信⽤⾦庫、⼋⼗⼆銀⾏、肥後銀⾏、ひまわり信⽤⾦庫、百五銀⾏、広島銀⾏、福井銀⾏、福井信⽤⾦庫、福岡銀⾏、北都銀⾏、
北陸銀⾏、北海道信⽤⾦庫、北國銀⾏、三重銀⾏、三重県信⽤漁業協同組合連合会、みずほ銀⾏、三井住友銀⾏、三井住友信託銀⾏、三菱UFJ銀⾏、宮崎銀⾏、
もみじ銀⾏、⼭⼝銀⾏、⼭梨中央銀⾏、りそな銀⾏、稚内信⽤⾦庫
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本資料に関するお問い合わせ先◆

北海道経済産業局 エネルギー対策課（省エネ担当）
TEL:０１１－７０９－２３１１（内線２６３５）

 その他のエネルギー関連⽀援制度は以下URLのページからご覧ください◆
北海道経済産業局HP「省エネルギー・新エネルギー導⼊⽀援事業等のご案内」

http://www.hkd.meti.go.jp/hokne/enejigyo/index.htm

 エネルギー関連⽀援制度の公募情報・イベントを当局メルマガで配信しています◆
メルマガ配信登録は、こちらまで

hokkaido-energy@meti.go.jp

省エネルギー・新エネルギー導⼊⽀援事業
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