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はじめに
2020年10月、我が国は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロに

する、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣
言しました。以来、日本国内では加速度的に脱炭素への機運が高まり、地方自
治体や地域の民間事業者に寄せられる脱炭素の取組に関する社会的要請も高
度化・複雑化しております。

本冊子は、地域脱炭素に取り組もうとする民間事業者の皆様に向けて、令和５
年度に活用できる国や北海道の支援施策等を１冊にまとめたものです。ゼロカーボ
ン北海道タスクフォース・地方支分部局レベル会合を構成する７つの地方支分部
局に北海道を加え、各機関の支援施策等を掲載しております。なお、編集時期の
都合上、一部の補助施策は令和４年度の補助施策を参考として掲載しておりま
す。御容赦ください。

このような施策集は府省庁ごとに作成されることが一般的かと思いますが、縦割り
感が否めず、類似した支援策の横の関連性を体系的に理解することも難解で、か
つ、構成・デザインもバラバラであることから、読み手側にとって労力がかかるものと
なっておりました。
「ゼロ北ハンドブック」は、こうした課題の克服を目指した支援施策集です。支援

施策等を御活用いただく方の視点に立って、府省庁の縦割り感を極力なくして実
施したいことから検索できるよう、またそれぞれの比較ができるよう、趣向を凝らしたつ
もりです。しかしながら、何か改善点等の提案がございましたら、本冊子の巻末に掲
載の御連絡先まで、御意見いただければと思います。今後も改訂版を発刊していく
予定ですので、その際の参考にさせていただきます。

「地域活性化をカーボンニュートラルで」、この１冊が2050年カーボンニュートラル
へ歩む皆様の一助となりましたら、嬉しく思います。

令和５年２月
ゼロカーボン北海道タスクフォース

地方支分部局レベル会合
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●ゼロカーボン北海道タスクフォースとは…
今後全国で展開される地域脱炭素の取組の先導役となることが期待される北海道地域を支

援する体制として令和３年８月４日に設置された各省庁の連携組織です。

「ゼロカーボン北海道」タスクフォース・地方支分部局レベル会合は、省庁の出先機関である７
つの「地方支分部局」（北海道総合通信局、北海道農政事務所、北海道森林管理局、北
海道経済産業局、北海道開発局、北海道運輸局、北海道地方環境事務所）で構成され、
オブザーバーとして北海道が参画しています。

●ゼロカーボン北海道とは…
近年、世界各地で異常気象による災害が発生し、道内においても激しい雨が降る頻度が増

加するなど、気候変動の影響が顕在化しています。
国内外では、温室効果ガスの排出量と吸収量の均衡をめざす「脱炭素化」の動きが加速して

おり、道としても、気候変動問題に長期的な視点で取り組むため、2020年３月、「2050年まで
に温室効果ガス排出量の実質ゼロをめざす」ことを表明しました。
北海道が有する豊かな自然や地域資源を利用した再生可能エネルギーと広大な森林などの

吸収源の最大限の活用により、脱炭素化と経済の活性化や持続可能な地域づくりを同時に進
めます。
道民一人ひとりが意識を変え、自ら責任を持って行動することにより、2050年までに、温室効

果ガス排出量と森林等による吸収量のバランスが取れ、環境と経済・社会が調和しながら成長
を続ける北の大地「ゼロカーボン北海道」を実現します。
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●本ハンドブックの使い方
本ハンドブックは、第１部と第２部の２部構成となっています

第１部は、実施したい内容から各機関の支援施策等を探し出すための構成と
なっております。

第２部は、支援施策の紹介ページとなっております。
第１部で探した番号の施策のページを参照いただければと思います。

※各事業の公募時期等につきましては、状況に応じて変化をすることから本冊子には掲載しておりません。お手数ですが、
各事業名等で検索いただき、公募団体のHP等で御確認いただきますようお願いいたします。

本ガイドブックに関する御意見やお問合せ先を最終ページに記載しております。
ぜひ御意見・御感想をお寄せください。
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この事業を
見てみよう！

目次から該当の
ページへ

・再エネを検討したい…
・太陽光を利用したい…

すべての機関の補助事業が
同一フォーマットなので
比較がしやすい！

この事業の
ページへ
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第１部 実施したい内容から施策を探す
目 次

ページ

14～15地域で脱炭素に取り組みたい！

市町村等と連携して脱炭素に取り組みたい！

脱炭素やレジリエンス強化にもつながるまちづくりに取り組みたい！

マイクログリッドを構築したい！

スマートシティを実装したい！

離島の再エネ化を進めたい！

16事業所で脱炭素に取り組みたい！

工場・事業場を対象に取り組みたい！

機器の入れ替えに合わせて省エネ設備を導入したい！

専門家に相談に乗ってほしい！

17～18ビルや住宅の施設で脱炭素に取り組みたい！

建築物の省CO2改修を実施したい！

ZEBに取り組みたい！

住宅を対象に取り組みたい！

木造建築を整備して脱炭素化を図りたい！

国立公園内の施設を対象に取り組みたい！

1
1-1

1-2

1-3

1-4

2
2-1

2-2

2-3

3
3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

1-5
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第１部 実施したい内容から施策を探す
ページ

19～21再生可能エネルギー種別ごとに使えるものを
検討したい！

再エネ電気・熱全般の使用を検討したい！

太陽光（熱も含む）の使用を検討したい！

風力の使用を検討したい！

バイオマス（熱も含む）の使用を検討したい！

地熱の使用を検討したい！

地中熱・温泉熱・未利用熱の使用を検討したい！

水力・小水力の使用を検討したい！

水素の利活用を検討したい！

蓄電池・エネマネ・DRの使用を検討したい！

天然ガス・燃料転換・コジェネの使用を検討したい！

4
4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

4-6

4-7

4-8

4-10

4-9

目 次
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第１部 実施したい内容から施策を探す
ページ

22～23交通や流通の分野で脱炭素に取り組みたい！

電気自動車（EV）や省エネ車両を導入したい！

交通インフラの脱炭素に取り組みたい！

AI・デジタル・MaaS等を活用したい！

物流システムの脱炭素化に取り組みたい！

港湾・船舶・海事の脱炭素化に取り組みたい！

24農林水産業の脱炭素化を実現したい！

農業の環境負荷軽減や脱炭素化に取り組みたい！

バイオマスに関する取組を実施したい！

脱炭素型フードサプライチェーンを検討したい！

林業の環境負荷軽減や脱炭素化に取り組みたい！

建築用木材利用を促進したい！

24観光分野で脱炭素に取り組みたい！

5
5-1

5-2

5-3

5-4

5-5

6
6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

7

目 次
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第１部 実施したい内容から施策を探す
ページ

25廃棄物処理や資源循環に関する脱炭素に
取り組みたい！

廃棄物処理に係る設備を新設・更新したい！

資源循環に係る設備を新設・更新したい！

廃棄物処理や資源循環に関する
研究開発や実証事業に取り組みたい！

リサイクルを推進したい！

25データセンターの新設や省エネ化をしたい！

26技術の検証を行いたい！

脱炭素の技術を開発・実証したい！

水素に関する技術を開発・実証したい！

廃棄物処理や資源循環に関する
研究開発や実証事業に取り組みたい！

27人材に関わる施策に取り組みたい！

27金融に関わる施策を活用したい！

8
8-1

8-2

8-3

8-4

9

10-1

10-2

10-3

11

10

目 次

12
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第１部 実施したい内容から施策を探す
ページ

28その他の施策に取り組みたい！

ナッジを活用した普及啓発を行いたい

デジタル基盤を整備したい

事業転換や新分野展開を行いたい

炭層を利活用したい

省CO2性能の高い革新的な部材・素材の社会実装をしたい

海外での取組を実施したい

13

目 次
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第２部 施策紹介
目 次

番号 事業名 番号 事業名 ページ

01 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 ・・・・・・30

02 地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施
設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事 03 公共施設等への太陽光発電設備などの導入調査支援 ・・・・・・31

04 官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制
構築支援 05 公共施設の設備制御による地域内再エネ活用モデル構築

事業 ・・・・・・32

06 地域新エネルギー導入調査総合支援事業
（地域新エネルギー導入加速化調査支援事業） 07 新エネルギー設備等導入支援事業（新エネルギー設計支

援事業） ・・・・・・33

08 新エネルギー設備等導入支援事業
（新エネルギー設備導入支援事業） 09 ゼロカーボン地域プロジェクト支援事業（ゼロカーボン・イノ

ベーション導入支援事業） ・・・・・・34

10 ゼロカーボン地域プロジェクト支援事業（ゼロカーボン・
ビレッジ構築支援事業（計画策定）） ・・・・・・35

11 ゼロカーボン地域プロジェクト支援事業（ゼロカーボン・
ビレッジ構築支援事業（導入支援）） 12 ゼロカーボン地域プロジェクト支援事業（ゼロカーボン・モビリ

ティ導入支援事業） ・・・・・・36

13 屋外照明のスマート化・ゼロエミッション化モデル事業 14 都市構造再編集中支援事業 ・・・・・・37

15 まちなかウォーカブル推進事業 16 国際競争拠点都市整備事業(国際競争業務継続拠点整
備事業) ・・・・・・38

17 平時の省CO2と災害時避難施設を両立する新手法
による建物間融通モデル創出事業 18 国土交通省スマートシティ実装化支援事業 ・・・・・・39

19 グリーンインフラ活用型都市構築支援事業 20 系統用蓄電池等の導入及び配電網合理化等を通じた再
生可能エネルギー導入加速化事業 ・・・・・・40

21 離島における再エネ主力化に向けた運転制御設備
導入構築事業 ・・・・・・41

22 工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進
事業（通称：SHIFT事業） ・・・・・・42

23 中小企業等に対するエネルギー利用最適化推進事
業のうち、エネルギー利用最適化診断事業・情報提 24 中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業 ・・・・・・43

25 省エネルギー設備への更新を促進するための補助金 26 省エネルギー促進総合支援事業費（省エネルギー導入促
進支援事業(初期段階・計画段階支援)） ・・・・・・44

27 省エネルギー促進総合支援事業費（省エネルギー導
入促進支援事業(導入段階支援)） 28 コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の脱フロン・脱炭素化

推進事業 ・・・・・・45

29 PCBに汚染された変圧器の高効率化によるCO2削
減推進事業 30 脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業 ・・・・・・46

31 既存建築物における省CO2改修支援事業 32 ＤＯゼロカーボン建築サポートセンター ・・・・・・47

33 住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業のう
ち、住宅エコリフォーム推進事業 34 住宅・建築物省エネ改修推進事業 ・・・・・・48

35 住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進
事業 36 新築建築物ZEB化実証事業 ・・・・・・49

37 既存建築物ZEB化実証事業 38 戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）化等支援
事業 ・・・・・・50

39 住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業のう
ち、LCCM住宅整備推進事業 40 住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業のうち、地

域型住宅グリーン化事業 ・・・・・・51

41 住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業のう
ち、優良木造建築物等整備推進事業 42 住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業のうち、長

期優良住宅化リフォーム推進事業 ・・・・・・52
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第２部 施策紹介
目 次

番号 事業名 番号 事業名 ページ

43-45 住宅省エネ2023キャンペーン 43 こどもエコすまい支援事業 ・・・・・・53

44 住宅の断熱向上のための先進的設備導入促進事業、断熱窓への改
修促進等による家庭部門の省エネ・省CO2加速化支援事業 45 高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推

進事業費補助金 ・・・・・・54

46 集合住宅の省CO2化促進事業 47 スマートウェルネス住宅等推進事業のうち、サービス付き高齢
者向け住宅整備事業 ・・・・・・55

48 上下水道・ダム施設の省CO2改修支援事業 49 再エネ熱利用・発電等の価格低減促進事業 ・・・・・・56

50 新エネルギー設備等導入支援事業（地域資源活用
基盤整備支援） 51 ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格

低減促進事業 ・・・・・・57

52 需要家主導型太陽光発電及び再生可能エネルギー
電源併設型蓄電池導入支援事業費補助金 53 オフサイトからの自営線による再エネ調達促進事業 ・・・・・・58

54 地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事
業 55 建物における太陽光発電の新たな設置手法活用事業 ・・・・・・59

56 熱分野・寒冷地での脱炭素化先行モデル創出事業 57 太陽光発電及び蓄電池システム共同購入事業 ・・・・・・60

58 浮体式洋上風力発電による地域の脱炭素化ビジネ
ス促進事業 59 地熱発電の資源量調査・理解促進事業費補助金 ・・・・・・61

60 地域新エネルギー導入調査総合支援事業（地熱資
源利用促進事業（地熱井等調査補助）） 61 新エネルギー設備等導入支援事業（地熱井掘削支援事

業） ・・・・・・62

62 新エネルギー導入調査総合支援事業（地熱資源利
用促進事業（アドバイザー派遣）） 63 水力発電の導入加速化補助金のうち初期調査等支援事

業（水力発電事業性評価事業等） ・・・・・・63

64 産業活動等の抜本的な脱炭素化に向けた水素社会
モデル構築実証事業 65 再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステ

ム構築事業 ・・・・・・64

66 事業化に向けた既存サプライチェーン活用による設備
運用事業 67 水素内燃機関活用による重量車等脱炭素化実証事業 ・・・・・・65

68 水素社会実現に向けた産業車両等における燃料電
池化促進事業 69 地域再エネ水素ステーション保守点検等支援事業 ・・・・・・66

70 既存のインフラを活用した水素供給低コスト化に向け
たモデル構築・FS事業/実証事業 71 オフサイトから運転制御可能な需要家側の設備・システム導

入支援事業 ・・・・・・67

72 災害時の強靱性向上に資する天然ガス利用設備導
入支援事業費補助金 73 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 ・・・・・・68

74 環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業 75 低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業 ・・・・・・69

76 商用車の電動化促進事業 77 バッテリー交換式EVとバッテリーステーション活用による地域貢
献型脱炭素物流等構築事業 ・・・・・・70

78 グリーンスローモビリティの導入調査・促進事業 79 交通システムの低炭素化と利用促進に向けた設備整備事
業 ・・・・・・71

80 新型輸送サービス導入支援事業（AIオンデマンド交
通、グリーンスローモビリティ） 81 AI・IoT等を活用した更なる輸送効率化推進事業費補助

金 ・・・・・・72

82 新モビリティサービス推進事業 83 日本版MaaS推進・支援事業 ・・・・・・73

84 モーダルシフト等推進事業 85 自立型ゼロエネルギー倉庫モデル促進事業 ・・・・・・74

86 港湾における脱炭素化促進事業 87 海事分野における脱炭素化促進事業 ・・・・・・75



11

第２部 施策紹介
目 次

番号 事業名 番号 事業名 ページ

88 環境保全型農業直接支払交付金 89 環境負荷軽減型持続的生産支援事業 ・・・・・・76

90 強い農業づくり総合支援交付金（産地基幹施設等
支援タイプ） 91 産地生産基盤パワーアップ事業のうち、施設園芸エネルギー

転換枠 ・・・・・・77

92 産地生産基盤パワーアップ事業のうち、生産基盤強
化対策のうち全国的な土づくりの展開 93 肥料の国産化・安定供給確保対策のうち、国内肥料資源

利用拡大対策 ・・・・・・78

94 有機農業推進総合対策事業 95 バイオマス地産地消対策 ・・・・・・79

96 穀物グリーン化転換推進事業（籾殻利用循環型生
産技術体系実証事業） 97 地域資源活用展開支援事業 ・・・・・・80

98 フードサプライチェーンの環境配慮見える化推進事業 99 森林整備事業＜公共＞ ・・・・・・81

100 林業・木材産業循環成長対策 101 林業デジタル・イノベーション総合対策 ・・・・・・82

102 建築用木材供給・利用強化対策 103 木材需要の創出・輸出力強化対策 ・・・・・・83

104 地域の魅力を活かした観光地づくり推進事業 105 国立公園利用施設の脱炭素化推進支援事業 ・・・・・・84

106 国立公園満喫プロジェクト等推進事業　国立公園上
質化事業 ・・・・・・85

107 廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促
進事業 108 廃棄物エネルギーの有効活用によるマルチベネフィット達成促

進事業 ・・・・・・86

109 浄化槽システムの脱炭素化推進事業 110 プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化の
ための高度化設備導入等促進事業 ・・・・・・87

111 循環資源利用促進設備整備費補助金 112 プラスチック等資源循環システム構築実証事業 ・・・・・・88

113 リサイクル技術研究開発補助金 114 国内資源循環体制構築に向けた再エネ関連製品及びベー
ス素材の全体最適化実証事業 ・・・・・・89

115 リサイクル産業創出事業費補助金 116 北海道リサイクル製品認定支援事業費補助事業 ・・・・・・90

117 地域再エネの活用によりゼロエミッション化を目指す
データセンター構築支援事業 118 既存データセンターの再エネ導入等による省ＣＯ２改修促

進事業 ・・・・・・91

119 省CO2型データセンターへのサーバー等移設促進事
業 120 地域再エネの効率的活用に資するコンテナ・モジュール型デー

タセンター導入促進事業 ・・・・・・92

121 地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術
開発・実証事業 ・・・・・・93

122 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 ・・・・・・94

123 環境・エネルギー産業総合支援事業（開発支援事
業）補助金 124 成長型中小企業等研究開発支援事業 ・・・・・・95

125 中小企業競争力強化促進事業 126 カーボンニュートラルに向けた投資促進税制 ・・・・・・96

127 地域脱炭素融資促進利子補給事業 128 中小企業総合振興資金 ・・・・・・97

129 メザニン支援事業 ・・・・・・98
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ページ

103ゼロ北カーボンの取組巻末

104ゼロ北メーリス

御意見・お問合せ先

目 次

参考
再生可能エネルギー導入支援サイト
https://ondankataisaku.env.go.jp/re-start/company/

再エネの導入方法や、最新おす
すめ情報、再エネを導入された方の
事例などを見ることができる。

番号 事業名 番号 事業名 ページ

130 ライフスタイルの変革による脱炭素社会の構築事業 131 高度無線環境整備推進事業 ・・・・・・99

132 事業再構築補助金 ・・・・・・100

133 道内炭層エネルギー等利活用促進事業 134 革新的な省CO2実現のための部材や素材の社会実装・普
及展開加速化事業 ・・・・・・101

135 二国間クレジット制度（JCM）資金支援事業（プロ
ジェクト補助） 136 アジア等国際的な脱炭素移行支援のための基盤整備事業

のうち、資源循環分野の脱炭素化促進事業 ・・・・・・102


