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第１部で確認した番号をもとに、事業内容を御確認ください。

この事業の
ページへ
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地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 001
事業内容

先行地域づくり事業：脱炭素先行地域における設備整備費等を支援する。
重点対策加速化事業：地域脱炭素ロードマップ（令和３年６月９日とりまとめ）において、全国津々浦々で取り

組むことが望ましい脱炭素の基盤となる重点対策を支援する。

再エネ設備（電気・熱）、蓄電池、自営線、熱導管、ZEB、ZEH、水素、断熱改修、省CO2設備、EV等

地方公共団体（民間事業者においては、地方公共協団体からの間接交付が可能。）

設備対象により 3/4～1/2、一部定額補助

・FIT/FIPを用いないこと
・自己託送を用いないこと
・オフサイトPPAを用いる場合には、導入規模が一定以下であること 等

補助対象物

補助率

補助対象者

特筆すべき要件等

環境省 大臣官房地域脱炭素推進審議官グループ地域脱炭素事業推進課 03-5521-8233
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

問い合わせ先

地方自治体が地元企業・金融機関と連携して、地域課題を解決し住民の暮らしの質の向上を目指すともに脱炭素に
向かう取組を行う地域。2025年までに少なくとも100か所選定する。
（要件）
（1-1） 2030 年度までに、脱炭素先行地域内の民生部門の電力消費に伴うCO2 排出の実質ゼロを実現すること
（1-2） 地域特性に応じた温暖化対策の取組
（２） 再エネポテンシャル等を踏まえた再エネ設備の最大限の導入
（３） 脱炭素の取組に伴う地域課題の解決や住民の暮らしの質の向上
（４） 脱炭素先行地域の範囲・規模の特定
（５） 計画の実現可能性（計画の具体性、関係者との合意形成の状況等）
（６） 他地域への展開可能性
（７） 取組の進捗管理の実施方針及び体制
（８） 改正地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画の策定等

脱炭素先行地域について



地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業のうち
公共施設等への太陽光発電設備などの導入調査支援

002

003
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平時において導入施設で自家消費することが可能で、かつ
災害時に自立的に稼働する機能を有する再生可能エネル
ギー設備の公共施設への導入やその計画づくりを支援する。

再生可能エネルギー設備、未利用エネルギー活用設備、
コジェネレーション、蓄電池、省CO2型設備 等

地方公共団体（PPA等で地方公共団体と共同申請す
る場合に限り民間事業者・団体等も対象）

設備導入：運営体制、導入設備によって2/3～1/3
計画策定：1/2（上限500万円）

環境省 大臣官房地域脱炭素審議官グループ地域脱炭素事業推進課 03-5521-8233
環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室 03-5501-3155

北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

・導入施設が、地域防災計画や業務継続計画において、避難施設や防災施設、業務継続施設として位置付け
られていること
・都道府県・指定都市による公共施設への太陽光発電設備導入はPPA等に限る

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

特筆すべき要件等

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業

公共施設等における太陽光発電設備等の発電量調査や
日射量調査、屋根・土地形状等の把握、現地調査等、
太陽光発電その他の再エネ設備の導入に向けた調査検討
を支援する。

再生可能エネルギーを導入するにあたり生じる課題や目的等
の情報整理、設備設置に必要な調査検討

地方公共団体（共同の場合のみ民間事業者も可）

3/4 （上限800万円）

・事業実施後２年以内に検討結果を地方公共団体実行計画
（区域施策編）に反映させること。

環境省 大臣官房地域脱炭素政策調整担当参事官室 03-5521-9109
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

特筆すべき要件等
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地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業のうち
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 004

地域新電力の事業スキーム・事業性の検討、需給管理シス
テム、顧客管理体制の構築、実地調査 等

地方公共団体（共同実施に限り民間事業者も対象）

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち
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

地域再エネ事業の事業スキーム、事業性、事業体（地域
新電力等）設立に必要となるシステム構築、事業運営体制
構築に必要な予備的実地調査等を支援する。

事業の実施の結果として構築される実施・運営体制によって
2/3～1/3 （上限2,000万円）

環境省 大臣官房地域脱炭素政策調整担当参事官室 03-5521-9109
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

地域全体でより効果的なCO2排出削減対策を実現する先進的モデルの構築を支援する。
廃棄物発電所や上下水道等の公共施設の有する（遠隔）制御可能な複数の設備を活用して、需要制御を行い

ながら地域の再エネ電力を有効活用できるようにし、公共施設の再エネ比率をさらに高めるモデル構築を支援する。
具体的には、災害等有事の際にも強い地域の総合的なエネルギーマネジメントの構築に資する、再エネ設備、蓄電

池、通信機、エネマネシステム、自営線などの導入を補助する。

公共施設の有する（遠隔）制御可能な設備の運転方法に
ついての実証
公共施設等の再エネ比率を高めるモデルの構築

補助率2/3（※一部上限あり）

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

地方自治体・民間事業者等
※継続事業のみ実施し、新規募集はしない



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）

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）

006

007
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市町村等が取り組む、新エネルギービジョン等に基づく新エネルギー設備の導入を前提とした事業実施可能性調査
（FS調査）等を支援する。

地方公共団体又は地方公共団体と企業等とのコンソーシアム

1/2以内（上限300万円）

新エネルギー設備導入を前提とした事業実施可能性調査（FS調査）等

北海道 経済部 環境･エネルギー局
環境･エネルギー課 省エネ・新エネ促進室
011-204-5319

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

脱炭素化に向けて、新エネルギー導入を進める市町村等の取組を加速化するため、新エネルギー設備の導入に向
けた設計や、合わせて行う新エネ設備の導入を増大させる省エネ設備導入に向けた設計に対し支援する。

地方公共団体又は地方公共団体と企業等とのコンソーシアム

1/2以内（上限500万円）

省エネの導入を伴う場合は、新エネ導入経費を下回ること。

新エネルギー設備の導入や、合わせて行う新エネルギー設備導
入の効果を増大させる省エネルギー設備導入に向けた設計

北海道 経済部 環境･エネルギー局
環境･エネルギー課 省エネ・新エネ促進室
011-204-5319

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

特筆すべき要件等

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。



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） 008

脱炭素化に向けて、地域経済の活性化や地域振興などへの
波及効果の高い新エネ利用に関する設備導入や、合わせて
行う新エネ設備導入の効果を増大させる省エネ設備の導入を
支援する。

地方公共団体又は地方公共団体と企業等とのコンソーシアム

1/2以内（上限5,000万円）

モデル事業の成果を活用した取組については、事業期間は最
長2カ年度（補助額は最大２ヵ年１億円）
省エネの導入を伴う場合は、新エネ導入経費を下回ること。

地域経済の活性化等への波及効果の高い新エネルギー設備
導入や、合わせて行う新エネルギー設備導入の効果を増大さ
せる省エネルギー設備導入

北海道 経済部 環境･エネルギー局
環境･エネルギー課 省エネ・新エネ促進室
011-204-5319

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

特筆すべき要件等

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） 009

地域のエネルギー資源を、低コストで使いやすい形態に変換する
新技術など新エネルギーの先進的技術等の導入を支援する。

地方公共団体と企業、大学等とのコンソーシアム

2/3以内（上限7,000万円）

事業期間：複数年度とし、最長３ヶ年度
（補助額は最大３ヵ年２億円）

実用化目前の新エネルギーに係る先端技術を北海道の地域
特性に合わせ最適化して実装する取組に要する設計や
設備導入等

北海道 経済部 環境･エネルギー局
環境･エネルギー課 省エネ・新エネ促進室
011-204-5319

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

特筆すべき要件等
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※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。



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）） 010

35

北海道 経済部 環境･エネルギー局
環境･エネルギー課 省エネ・新エネ促進室
011-204-5319

①地域マイクログリッド構築
平時は系統電源と再エネ電源を組み合わせ有効活用し、災害等の大規模停電時には系統から独立したグリッドで自立

的に電力供給可能なエネルギーシステムの導入を支援する。
②熱エネルギーの面的利用
温泉熱や地熱のエネルギープラントから熱導管を通じて地域の複数の需要家に熱を供給することで一定のエリア内で効

率的に熱利用を支援する。

地方公共団体又は地方公共団体と企業等とのコンソーシアム

1/2以内（上限500万円）

地域マイクログリッド構築や熱の面的利用などに要する可能性調査、検討会開催等

問い合わせ先

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。
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①地域マイクログリッド構築
平時は系統電源と再エネ電源を組み合わせ有効活用し、

災害等の大規模停電時には系統から独立したグリッドで自立
的に電力供給可能なエネルギーシステムの導入を支援する。
②熱エネルギーの面的利用
温泉熱や地熱のエネルギープラントから熱導管を通じて地

域の複数の需要家に熱を供給することで一定のエリア内で効
率的に熱利用を支援する。

地域マイクログリッド構築や熱の面的利用
などに要する新エネルギー発電設備の導入等

1/2以内（上限7,500万円）

地方公共団体又は地方公共団体と
企業等とのコンソーシアム

事業期間：最長２ヶ年度
（補助額は最大２ヵ年1.5億円）

北海道 経済部 環境･エネルギー局
環境･エネルギー課 省エネ・新エネ促進室
011-204-5319

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

特筆すべき要件等

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） 012

36

市町村と企業等が連携し、それぞれ保有する施設等において、
新エネと電気自動車や蓄電池、充放電設備等を導入し、施
設の消費電力のピークカットなどのエネルギーマネジメントや、非
常時には地域の一時避難施設として電気自動車からの電力
供給を行うなどのレジリエンス対応等の取組に対し支援する。

地方公共団体又は地方公共団体と
企業等とのコンソーシアム

1/2以内（上限5,000万円）

地方公共団体単独の事業であっても、
地域の企業等と連携して行う事業で
あること

新エネルギー発電設備と電気自動車や蓄電池等を組み合わ
せて自立分散型エネルギーシステムを構築する取組に要する
設計や設備導入等

北海道 経済部 環境･エネルギー局
環境･エネルギー課 省エネ・新エネ促進室
011-204-5319

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

特筆すべき要件等

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））

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。



地方公共団体
（共同実施に限り民間事業者も対象）

計画策定：3/4
スマート街路灯等設備等導入：1/3
ソーラー街路灯等設備等導入：1/4

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

013
事業内容

補助率

補助対象者

問い合わせ先

都市構造再編集中支援事業 014
▼都市構造再編集中支援事業の概要▼

都市再生整備計画に基づき実施される、道路、公園、古都保
存・緑地保全等事業、河川、下水道、地域生活基盤施設、
高質空間形成施設、高次都市施設、都市機能誘導区域内
の誘導施設及び基幹的誘導施設、既存建造物活用事業、
提案事業等
【脱炭素に資する取組に対する支援(令和4年度から拡充)】
○ZEB Readyレベルの省エネ水準の建築物を整備する場合、

補助対象事業費の上限額「21億円」を「30億円」に引き上げ
○公共公益施設と一体的に整備する再生可能エネルギー施
設等が支援対象となることを明確化

○自立分散型エネルギーシステム（コージェネレーションシステ
ム等）の支援対象に熱導管を追加

※コージェネレーションシステム等は令和3年度から拡充

市町村、市町村都市再生協議会、
都道府県等※、民間事業者等※

1/2(都市機能誘導区域内等）、45%（居住誘導区域内等）

北海道開発局 事業振興部 都市住宅課 011-709-2311（内線5878）

※ 直接補助の場合、都市再生整備計画に位置付けられ
た都市機能誘導区域内の誘導施設及び基幹的誘導
施設の整備を支援

「立地適正化計画」に基づき、都市機能や居住環境の向上
に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化の取組等
に対し集中的に支援する。

▼脱炭素に資する取組に対する支援イメージ▼

太陽光発電施設
コージェネレーション

システム

事業内容

補助率

補助対象者

問い合わせ先

補助対象事業
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民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち
屋外照明のスマートライティング化・ゼロエミッション化モデル事業

スマート街路灯等（通信ネットワーク化したLED街路灯等）又はソーラー街路灯等について、計画策定や設備等
導入を支援する。

スマート街路灯、ソーラー街路灯、及びそれらの計画
補助対象物

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。
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まちなかウォーカブル推進事業 015
▼まちなかウォーカブル推進事業の概要▼

都市再生整備計画に基づき実施される、道路、公園、地域生
活基盤施設、高質空間形成施設、既存建造物活用事業、
滞在環境整備事業、計画策定支援事業、提案事業等
【脱炭素に資する取組に対する支援(令和4年度から拡充)】
○ZEB Readyレベルの省エネ水準の建築物を整備する場合、
補助対象事業費の上限額「21億円」を「30億円」に引き上げ
○公共公益施設と一体的に整備する再生可能エネルギー施
設等が支援対象となることを明確化
○グリーンインフラの整備等の重点的に取り組むテーマを設定し
た場合に、計画策定等を支援対象に追加

【交付金】市町村、市町村都市再生協議会、NPO等（間接補助のみ）
【補助金】都道府県、民間事業者等

1/2

北海道開発局 事業振興部 都市住宅課 011-709-2311（内線5878）

車中心から人中心の空間へと転換を図る、まちなかの歩いて
移動できる範囲において、滞在の快適性の向上を目的とした
道路・公園・広場等の整備や修復・利活用、滞在環境の向
上に資する取組を重点的・一体的に支援する。

▼脱炭素に資する取組に対する支援イメージ▼

太陽光発電施設 歩行空間の緑化
（東京都千代田区）

事業内容

補助対象事業

補助率

補助対象者

問い合わせ先

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）
▼国際競争業務継続拠点整備事業の概要▼

北海道開発局 事業振興部 都市住宅課 011-709-2311（内線5878）

都市再生特別措置法に基づく都市再生安全確保計画が作
成された地区において行う、防災性向上や脱炭素化に資する
エネルギー面的ネットワークの整備に必要な事業費の一部を
支援する。

整備計画事業調査、エネルギー導管等整備事業
【脱炭素に資する取組に対する支援(令和4年度から拡充)】
○エネルギー貯留施設の整備を支援対象に追加
○未利用熱を取得するための導管（河川熱導管等）が支
援対象となることを明確化

○「特定都市再生緊急整備地域に隣接する地域」を事業対
象区域に追加

整備計画事業調査：1/2
エネルギー導管等整備事業：2/5

整備計画事業調査：地方公共団体、法律に基づく協議会（直接補助）
エネルギー導管等整備事業：地方公共団体、都市再生機構、法律に基
づく協議会（直接補助）、民間事業者等（直接補助、間接補助）※1※2

※1 民間事業者等への直接補助による支援の
場合、補助基本額は補助対象事業費の
23%

※2 民間事業者等への間接補助による支援の
場合、補助基本額は補助対象事業費の
23%の3分の2

▼脱炭素に資する取組に対する支援イメージ▼

蓄電池
（エネルギー貯留施設） エネルギー導管

016
事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。
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国土交通省スマートシティ実装化支援事業 018

全国の牽引役となるモデルプロジェクトとして、地域のスマートシティ実行計画に基づき、データや新技術を活用した先
進的な都市サービスの実装に向けて取り組む実証事業を支援。

スマートシティ実行計画に基づく、社会
実装に向けた実証事業

2,000万円上限（定額補助）
実行計画に基づく取組のコンソーシアム※
負担額が国の補助額を上回ること

①応募者がコンソーシアム※であること。
②都市・地域のビジョン、取組内容等を記載した「スマートシティ実行計画」を策定、コンソーシアムがHPに公開。

国土交通省 都市局 都市計画課 03-5253-8111

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

※コンソーシアム：
民間事業者等及び地方公共団体を構成員に含む協議会

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち
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

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

①直流による建物間融通モデル創出事業
複数の建物をつなぎ、直流給電システムを構築することで、一定

エリア内で平時の省CO2を図り、災害時に地域の避難拠点を形成
等する事業者に対して計画策定や設備等導入を支援する。
②TPOモデルによる建物間融通モデル創出事業
民間企業等によるTPOモデル（第三者保有モデル）を活用した

平時の省CO2と災害時の避難拠点機能を両立するための建物間
での電力融通モデル創出を支援する。

民間事業者・団体等

計画策定、設備等

①設備導入：1/2
②設備導入：1/2、2/3※
①・②計画策定：3/4（上限1,000万円）
※②については、地方自治体と防災協定を
締結する取組には重点的な支援を行う。

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。



グリーンインフラ活用型都市構築支援事業 019

40

地方公共団体を含む官民連携協議会、民間事業者、独立行政法人都市再生機構

1/2（施設整備に関するもの）

国土交通省 都市局 公園緑地・景観課 03-5253-8419
北海道開発局 事業振興部 都市住宅課 011-709-2311（内線5868）

官民連携・分野横断により、自然環境が有する多様な機能を引き出し、戦略的に地域課題の解決を目指すグリーン
インフラの取組を支援する。
令和４年度当初予算において、脱炭素先行地域等において、緑化規模等、一定の要件を満たす民間建築物の緑
化について、一の事業主体により実施するもの及び非公開のものも支援対象に追加した。

イ 公園緑地の整備
ロ 公共公益施設の緑化
ハ 民間建築物の緑化

（公開性を有するものに限る）※1

ニ 市民農園の整備
ホ 緑化施設の整備
ヘ 既存緑地の保全利用施設の整備
（防災・減災推進型※2のみ）

ト グリーンインフラに関する計画策定
チ 整備効果の検証

※1脱炭素先行地域、都市緑地法に基づく緑化地域又は緑化重点地区のいずれかの地域で行われ、敷地面積の25%以上かつ
500㎡以上であり、10年以上にわたり適切に管理されるものである場合には、一の事業主体により実施するもの及び非公開の
ものも対象とする。【R4拡充】

※2防災・減災推進型：防災指針、流域水害対策計画等の防災・減災関連の計画と連携した取組（通常型と異なり、整備目
標や内容について整合が求められる行政計画を限定）

事業内容

支援対象

補助率
補助対象者

問い合わせ先

経済産業省 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
北海道経済産業局 資源エネルギー環境課 011-709-1790

エネルギー対策課 011-709-1753

①系統用蓄電池等の導入支援
調整力等として活用可能な系統用蓄電池

や水電解装置等設備、配電事業等に利活用
できる蓄電池やエネルギーマネジメントシステム
などの導入に係る費用を補助。
②計画策定・実証支援

配電事業へ参入検討を行う事業者に対し
必要な検討に係る費用を補助。また、再生可
能エネルギーをより多く電力系統に接続するにあ
たり、系統増強等の代わりに大型蓄電池や水
電解装置を導入するといった実証についても係
る費用を補助。

① 系統用蓄電池、水電解装置等
② 計画策定・実証支援に係る費用等

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

事業イメージ

民間企業等

事業内容

補助対象物

補助対象者

問い合わせ先

020

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。



離島における、再エネ設備や需要側設備の群単位の管理・制御技術
の社会実装。

021
事業内容

補助対象物

41

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち
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

離島において、再エネ設備や需要側設備を群単位で管理・制御することで調整力を強化し、離島全体で電力供給
量に占める再エネの割合を高め、CO2削減を図る取組に対して、計画策定の支援や、再エネ設備、オフサイトから運
転制御可能な需要側設備、蓄電システム、蓄熱槽、充放電設備又は充電設備、車載型蓄電池、EMS、信・遠隔
制御機器、同期発電設備、自営線、熱導管等の設備等導入支援を行う。

民間事業者・団体等

計画策定：3/4（上限1,000万円）、設備等導入：2/3

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

補助率

補助対象者

問い合わせ先
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事業内容

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）

工場・事業場の設備更新、電化・燃料転換、運用改善

①3/4（上限100万円）

②A 1/3（上限1億円）
B 1/3（上限5億円）
C 1/2（上限0.5億円）

③1/3、1/2（上限５億円）

④委託事業

民間事業者・団体

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 市場メカニズム室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

①CO2削減計画策定支援
中小企業等による工場・事業場でのCO2削減目標・計画の策定を支援

※CO2排出量をクラウド上でリアルタイムで見える化し運用改善を行うDX型計画は、補助上限200万円

②省CO2型設備更新支援
A.標準事業

工場・事業場単位で15%以上又は主要なシステム単位で30%以上削減するCO2削減計画に基づく設備更新
を 補助

B.大規模電化・燃料転換事業
主要なシステム単位でi)ⅱ)iii) の全てを満たすCO2削減計画に基づく設備更新を補助
ⅰ）電化・燃料転換 ⅱ）CO2排出量を4,000t-CO2/年以上削減
ⅲ）CO2排出量を30％以上削減

C.中小企業事業
中小企業等によるCO2削減計画に基づく設備更新に対し、以下のi)ⅱ)のうちいずれか低い額を補助
ⅰ）年間CO2削減量×法定耐用年数×7,700円/t-CO2（円）
ⅱ）補助対象経費の1/2（円）

③企業間連携先進モデル支援(補助率:1/3、1/2、補助上限５億円)
Scope3削減目標を有する企業が主導し、複数サプライヤーの工場・事業場を対象とした計画策定・設備更新・
実績評価を２カ年以内で行う取組を支援（金融機関も参画の場合は重点支援）

④補助事業の運営支援（委託）
CO2排出量の管理・取引システムの提供、実施結果の取りまとめ等を行う。

022



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・情報提供 023

① エネルギー利用最適化診断事業
工場・ビル等のエネルギー管理状況を診断し、AIやIoT等を活用し
た運用改善や再エネ導入提案等を支援する。

② 情報提供事業
エネルギー利用最適化関連のセミナーへの講師派遣等を支援する。

① エネルギー診断に係る費用の一部
② 講師派遣に係る費用

① 中小企業者又は年間のエネルギー使用量が一定規模（原則、
原油換算値で1,500kl未満）の工場・事業場等

② 地方公共団体、事業者等

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。

事業内容

補助対象物

補助対象者

問い合わせ先
経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課 03-3501-9726
北海道経済産業局 エネルギー対策課 011-709-1753

43
参考URL：https://shoeneshindan.jp/

中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業

エネルギー価格高騰等の影響を受ける中小企業等に対す
る省エネ診断等を支援する。

運用改善や設備投資等の提案に係る経費
及び専門人材育成に係る経費

中小企業等

定額

（事務局）一般社団法人 環境共創イニシアチブ 省エネ診断担当 0570-010-151、042-204-1609
北海道経済産業局 エネルギー対策課 011-709-1753

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

024
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省エネルギー設備への更新を促進するための補助金

工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い
設備への更新等を支援する。
① 先進事業
工場・事業場において大幅な省エネを実現できる先進的な
設備の導入

② オーダーメイド型事業
個別設計が必要な特注設備等の導入を含む設備更新や
プロセス改修等

③ 指定設備導入事業
省エネ性能の高いユーティリティ設備、生産設備等

④ エネマネ事業
エネマネ事業者等と共同で作成した計画に基づく、効率的・
効果的な省エネ取組

①・②・③ 設備費
④ 設計費、設備費、工事費

中小企業、大企業、地方公共団体等

事業内容

補助対象物

補助対象者

問い合わせ先
経済産業省 資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課 03-3501-9726

北海道経済産業局 エネルギー対策課 011-709-1753

025

026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））

専門家招聘、ＦＳ調査、設計、省エネ人材養成等

民間事業者等

1/2（上限1,000千円）

北海道 経済部 環境･エネルギー局
環境･エネルギー課 省エネ・新エネ促進室
新エネルギー係 011-204-5319

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

事業者等における省エネルギーの取組を進めるため
の勉強会や可能性調査、省エネルギー設備の設
計等を支援する。

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。
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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））

設備導入、省エネ運用の人材確保等

民間事業者等

北海道 経済部 環境･エネルギー局
環境･エネルギー課 省エネ・新エネ促進室
新エネルギー係 011-204-5319

1/2（上限10,000千円）

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

高い省エネルギー効果が期待できる設備の導入
等に対して支援する（複数の事業者が面的に
取り組むなどの要件あり）

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。

027

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

フロン類を使用しない自然冷媒への転換が求められる冷凍冷蔵倉庫、 食品製造工場、食品小売店舗の３分野
において、脱炭素型自然冷媒機 器を導入しようとする民間事業者等に対して、当該機器導入の経費の一部を補助
する。

フリーザー、冷凍冷蔵機器、冷凍冷蔵ショーケース、
その他の脱炭素型自然冷媒機器

民間事業者・団体、地方公共団体等

原則1/3

CO2排出削減効果のみならず、フロン類の削減効果を
示す必要がある。

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 フロン対策室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

特筆すべき要件等

028
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029

030

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

（１）PCB使用疑い変圧器への分析調査事業費
（２）高効率機器への交換に係る事業費

民間事業者

環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物規制課 03-6205-4903
または 廃棄物適正処理推進課 03-5521-9273 
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

高効率変圧器の導入によるエネルギー起源CO2の排出削減、交換により発生するPCB廃棄物の早期処理による
災害時の環境汚染リスク低減等の政策目的の同時達成を図るため、変圧器のPCB含有の有無の調査及びPCBに
汚染された変圧器の高効率変圧器への交換（リースによる導入も対象）に要する費用の一部を補助する。

（１）1/10
（２）1/3（上限100万円）

※リースによる導入の場合も同様の補助率

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業

中小企業等がリースで脱炭素機器を導入する場合、総リース料の一定割合を補助する。

脱炭素機器の導入にかかる総リース料

民間事業者・団体

間接補助事業
（１）リース会社のESGの取組
（２）サプライチェーン上の中小企業の脱炭素化に

資する取組
（１）・（２）それぞれ総リース料の1～4％
※ 特に優良な取組は上記補助率に1％の上乗せ
※（１）・（２）の両方が特に優良な取組の場合は、

極めて先進的な取組として上記補助率に２％の上乗せ

環境省 大臣官房 環境経済課 環境金融推進室 03-5521-8240
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先
工作機械、プレス機械、射出成形機、空調用設備、EV（電気自動車）、
FCV（燃料電池車）、分析機器、医療画像機器、等

＜脱炭素機器の例＞



既存建築物における省CO2改修を支援する。
①民間建築物等における省CO2改修支援事業
②テナントビルの省CO2改修支援事業
③空き家等における省CO2改修支援事業

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業のうち
既存建築物における省CO2改修支援事業

補助
申請者

補助対象
経費 補助要件 補助率

①
建築物を所有する

民間企業等
(地方公共団体の
共同申請が可能）

CO2削減に寄与する空調、
BEMS装置等の導入費用
（補助上限5,000万円）

・既存建築物において30％以上のCO2削減
・運用改善によりさらなる省エネの実現を目的
とした体制の構築

1/3

② テナントビルを所有する
法人、地方公共団体等

CO2削減に寄与する
省CO2改修費用（設備費等）

（補助上限4,000万円）

・テナントビルにおいて20％以上のCO2削減
・ビル所有者とテナントにおけるグリーンリース契
約の締結

1/3

③
空き家等を所有する者

(地方公共団体の
共同申請が可能）

CO2削減に寄与する
省CO2改修費用（設備費等）

（補助上限なし）
・空き家等において15％以上のCO2削減
・空き家等を改修し、業務用施設として利用 1/３

031
事業内容

問い合わせ先
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ＤＯゼロカーボン建築サポートセンター 032

（１）建築物の脱炭素化に関すること （２）民間住宅の脱炭素化施策に関すること
①建築物のZEB化に係る事業計画（技術・予算）
策定

②国の補助事業に係る最新情報や活用方法
③ZEB化した施設や既存施設のエネルギーの運用改善
④その他施設の脱炭素化に関すること

①民間住宅施策・計画にZEHなどの脱炭素化視点の導入
②新築（既存）住宅建設（改修）補助制度への省エネ・
再エネ性能基準の導入

③脱炭素化にも貢献する北方型住宅モデル団地等の計画 等

北海道 建設部 建築局建築整備課
011-204-5326

建築住宅分野において脱炭素化の取組を効果的に進めるため、北方建築総合研究所、(一財)
北海道建設技術センターと連携し、脱炭素化に取り組む市町村や民間事業者を支援する。

市町村に専門技術者を派遣し、現
地において技術支援します。
（期間：１～２日）
①事業計画担当者（道職員）
②補助事業担当者（道職員）
③専門技術者（北総研職員等）
④民間住宅支援担当者（道職員）

＋

ZEB等の脱炭素化の技術や補
助事業、民間住宅施策等について、
研修会を開催します。
①技術情報の紹介
②補助事業の紹介
③事例の紹介
④完成施設の見学

研修会の開催

相談窓口を開設し、ZEB等の脱
炭素化の技術や、民間住宅施策
に関する相談に対応します。
①事業計画関連
②補助事業関連
③技術関連
④住宅建設支援

相談窓口の開設 専門技術者の派遣

＋

２ 支援の方法

１ 支援の範囲

問い合わせ先
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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 033

住宅・建築物省エネ改修推進事業 034

カーボンニュートラルの実現に向け、住宅・建築物ストックの省エネ化を推進するため、住宅をZEHレベルの高い省エネ
性能へ改修する取組に対して、期限を区切って国が直接支援を行う。

・ZEHレベルの省エネ改修（建替えを含む）
開口部、躯体等の断熱化工事、設備の効率化に係る工事
※設備の効率化に係る工事については、開口部・躯体等の断熱化工事と同額以下。
※改修後に耐震性が確保されることが必要（計画的な耐震化を行うものを含む）。

・省エネ診断
・省エネ設計等

①［省エネ改修（建替えを含む）］
民間実施：マンション 1/6、その他 11.5％
上限額 戸建512,700円／戸、共同住宅 2,500円／㎡、マンション 3,700円／㎡

②［省エネ診断］ 民間実施：1/3
③［省エネ設計等］ 民間実施：1/3

リフォーム工事の施工業者※、建築事業者※、設計事務所※ 、買取再販業者
（※は発注者を共同事業者とする。発注者は補助事業者になることはできない。）

国土交通省 住宅局 住宅生産課（事業実施支援室（HP：https://ecoreform-shien.jp/）において実施）

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

カーボンニュートラルの実現に向け、住宅・建築物ストックの省エネ化を推進するため、地方公共団体の取組と連携
して既存の住宅・建築物の省エネ改修を支援する。

民間事業者等

（上記①）民間事業者等の場合：国と地方で、マンション1/3、その他23％
（上記②）民間事業者等の場合：国と地方の合計で23％
【注】上記①②共に省エネ性能に応じた補助限度額あり

省エネ改修（建替えを含む）の対象となる工事は、開口部・躯体等の断熱化工事・設備の効率化に係わる工事
※設備の効率化に係る工事については、開口部・躯体等の断熱化工事と同額以下まで。
※改修後に耐震性が確保されることが必要（計画的な耐震化を行うものを含む。)

補助対象物・補助率・補助対象者等の要件については、地方公共団体の補助制度の規定により更に限定される場合がある。

北海道開発局 事業振興部 都市住宅課 011-709-2311

（上記①）民間事業者等の場合：国と地方で2/3
（上記②）民間事業者等の場合：国と地方で2/3

○省エネ診断、省エネ設計等

○省エネ改修（建替えを含む）

①住宅：省エネ診断、省エネ設計等、省エネ改修（建替えを含む）
②建築物：省エネ診断、省エネ設計等、省エネ改修（建替えを含む）

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

特筆すべき要件等

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。
（事業実施は補助制度を創設している、

地方公共団体において実施）



住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業 035
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建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業のうち
新築建築物のZEB化支援事業 036

大幅な省エネ実現と再エネの導入により、年間の一次エネルギー消費量
の収支ゼロを目指した住宅・ビルのネット・ゼロ・エネルギー化を中心に、民
生部門の省エネ投資を促進する。
① ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH：ゼッチ）の実証支援

需給一体型を目指したZEHモデルや、超高層の集合住宅における
ZEH化の実証等により、新たなモデルの実証を支援する。
② ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB：ゼブ）の実証支援

ZEBの設計ノウハウが確立されていない民間の大規模建築物（新
築：1万m2以上、既築：2千m2以上）について、 先進的な技術等
の組み合わせによるZEB化の実証を支援し、その成果の横展開を図る。
③ 次世代省エネ建材の実証支援

既存住宅における消費者の多様なニーズに対応することで省エネ改修
の促進が期待される工期短縮可能な高性能断熱材や、快適性向上に
も資する蓄熱・調湿材等の次世代省エネ建材の効果の実証を支援する。

住宅・ビルのネット・ゼロ・エネルギー化、省エネ投資

事業内容

補助対象物

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。
経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課 03-3501-9726
北海道経済産業局 エネルギー対策課 011-709-1753

①戸建：定額，集合：2/3以内 ②2/3 ③1/2

民間企業等

補助率

補助対象者

問い合わせ先

①レジリエンス強化型の新築建築物ZEB化実証事業
災害発生時に活動拠点となる公共性の高い業務用施設について、停電時にもエネルギー供給が可能なレジリエンス

強化型のZEBに対して支援する。
②新築建築物のZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業（経済産業省連携）
ZEBの更なる普及拡大のため、新築ZEBに資するシステム・設備機器等の導入を支援する。

③新築建築物等の脱炭素化・ZEB化を推進するための調査・検討事業

ZEB化に必要な、断熱改修、空調・給湯・換気設備、
再エネ設備、受変電設備、BEMS等

民間事業者・団体／地方公共団体一般

①・②それぞれ右表のとおり（上限額5億円）
③委託事業

優先採択：以下に該当する事業
・CLT等の新たな木質部材を用いる事業
・①は被災等により建替え・改修を行う事業

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

特筆すべき要件等

※1 都道府県、指定都市、中核市及び施行時特例市を除く
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建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業のうち
既存建築物のZEB化支援事業 037

戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）化等支援事業 038

①レジリエンス強化型の既存建築物ZEB化実証事業
災害発生時に活動拠点となる公共性の高い業務用施設について、停電時にもエネルギー供給が可能なレジリエンス

強化型のZEBに対して支援する。
②既存建築物のZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業（経済産業省連携）
ZEBの更なる普及拡大のため、新築ZEBに資するシステム・設備機器等の導入を支援する。

ZEB化に必要な、断熱改修、空調・給湯・換気設備、
再エネ設備、受変電設備、BEMS等

民間事業者・団体／地方公共団体一般

①・②それぞれ右表のとおり（上限額5億円）

優先採択：以下に該当する事業
・CLT等の新たな木質部材を用いる事業
・①は被災等により建替え・改修を行う事業

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

特筆すべき要件等

※1 都道府県、指定都市、中核市及び施行時特例市を除く

戸建住宅の高断熱化による省エネ・省CO2化を支援するため、
以下の補助を行う。
①戸建住宅（注文・建売）において、ZEHの交付要件を満たす

住宅を新築する者に対する定額補助
②ZEH以上の省エネ、設備の効率的運用等により再エネの自家

消費率拡大を目指した戸建住宅（ZEH+）に対する定額補助
③上記に系統連系対応型蓄電池を設置、低炭素化に資する

素材（CLT（直交集成板）等）を一定量以上使用、または
先進的再エネ熱利用技術を活用する場合に別途補助

④既存戸建住宅の断熱リフォームに対し補助

戸建住宅の高断熱化による省エネ・省CO2化

①55万円/戸 ② 100万円/戸
③蓄電池2万円/kWh（上限額20万円/台）等
④1/3（上限120万円/戸。蓄電池、電気ヒートポンプ式給湯機への別途補助）

民間事業者等

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 脱炭素ライフスタイル推進室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

＋

④断熱リフォーム
主要居室の

部分断熱改修が可能



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

51

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、住宅の脱炭素
化を推進するため、先導的な脱炭素化住宅であるLCCM住
宅の整備に対して支援を行う。

LCCM住宅（戸建住宅に限る）の新築についての支援
・設計費
・建設工事等における補助対象工事の掛かり増し費用

1/2（補助限度額 140万円／戸）

住宅供給事業者

国土交通省 住宅局参事官（建築企画担当）
（事業実施支援室（HP：https://lccm-shien.jp/）において実施）

・ZEHの要件を満たすこと
・再生可能エネルギーを除き、一次エネルギー消費量が
現行の省エネ基準値から25％削減されているもの

・ライフサイクル全体のCO2排出量を算定※し、その結果
が0以下となること

※建設、居住 、修繕・更新・解体の各段階を通じたCO2排出
量が、太陽光発電によるCO2削減量を下回ることを、指定のツー
ルを用いて評価

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

補助要件

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 040

地域における木造住宅の生産体制を強化し、環境負荷の低減を図るため、資材供給、設計、施工などの連携体
制により、地域材を用いて省エネ性能等に優れた木造住宅（ZEH等）の整備等に対して支援を行う。

民間事業者等

①定額または1/2（上限2000万円）
②140万円/戸 等

①安定的な木材確保に資する取組
②認定長期優良住宅、ZEH、
Nearly ZEH、ZEH Oriented、
認定低炭素住宅とすることによる
掛かり増し費用等

国土交通省 住宅局 住宅生産課 木造住宅振興室
（評価事務局（HP：http://chiiki-grn.jp/ ）において実施）

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。

039



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 041
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国土交通省 住宅局 住宅生産課 木造住宅振興室
（評価事務局（HP：http://www.sendo-shien.jp/04/ ）において実施）

カーボンニュートラルの実現に向け、炭素貯蔵効果が期待できる木造の中高層住宅・非住宅建築物について、
優良なプロジェクトに対して支援を行う。

・調査設計計画費のうち木造化に係る費用
・建設工事費のうち木造化による掛かり増し費用相当額

民間事業者等

1/3等（上限300百万円）

①主要構造部に木材を一定以上使用する木造の建築物等（木造と他の構造との併用を含む）
②耐火構造又は準耐火構造とすることが求められるもの
③不特定の者の利用又は特定多数の者の利用に供するもの（劇場、病院、ホテル、共同住宅、
学校、児童福祉施設、美術館、百貨店、 商業施設、展示場、事務所等）

④多数の利用者等に対する木造建築物等の普及啓発に関する取組がなされるもの
⑤省エネ基準に適合するもの（公的主体が事業者の場合は、ZEH・ZEBの要件を満たすもの）

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

補助要件

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 042

国土交通省 住宅局 住宅生産課
（事業実施支援室（HP：http://www.choki-r-shien.com/r4/index.html）において実施）

問い合わせ先

良質な住宅ストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備等を図る
ため、良質な住宅ストックの形成等に資するリフォームへの支援を行う。

事業内容

補助対象物
以下の①、②を満たすリフォーム工事
①インスペクションを実施し、維持保全計画・履歴を作成すること
②工事後に耐震性と劣化対策、省エネルギー性が確保されること

リフォーム工事の施工業者（発注者を共同事業者とする。発注者は補助事業者になることはできない。）、
買取再販業者

1/3（限度額 100万円／戸 ）※評価基準型の場合
○ 長期優良住宅（増改築）認定を取得する場合

限度額は200万円／戸
○ 以下のいずれかの場合、上記の限度額に、50万円／戸を加算
・三世代同居改修工事を併せて行う場合
・若者・子育て世帯が工事を実施する場合
・既存住宅を購入し工事を実施する場合
・一次エネルギー消費量を省エネ基準比▲20％とする場合

補助率

補助対象者

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。
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事業内容

補助対象・補助額

住宅省エネ2023キャンペーン

「住宅省エネ2023キャンペーン」は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、家庭部門の省エネを強力に推進す
るため、住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入等の住宅省エネ化を支援する新たに創設された3つの補助事
業の総称で、国土交通省、経済産業省及び環境省の連携により、各事業をワンストップで利用可能(併用可)です。

参考URL：https://jutaku-shoene2023.mlit.go.jp/

新築 リフォーム
対象 補助額（補助上限） 対象 補助額（補助上限）

①こどもエコすまい 持家※1 100万円/戸 持家、賃
貸等

工事内容と世帯属性に応じて、
5万※2~60万円/申請
（世帯等属性に応じて30万~60万円/戸）

②先進的窓リノベ 持家、賃
貸等

工事内容に応じて、
5万~200万円/申請
（200万円/戸）

③給湯省エネ 持家、
賃貸等

5万円または15万円/台
（戸建:2台/戸、共同
住宅等:1台/戸）

持家、賃
貸等

5万円または15万円/台
（戸建:2台/戸、共同住宅等:1台/戸）

※1 子育て世帯、若者夫婦世帯が取得する場合に限る。1世帯1回まで申請可。
※2 ②③の補助を受けている場合2万円

043-
045

こどもエコすまい支援事業

エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯や若者夫婦世帯※による高い省エネ性能（ZEHレベル）を有する新築住宅
の取得や住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050
年カーボンニュートラルの実現を図る。
※子育て世帯：18歳未満の子を有する世帯、若者夫婦世帯：夫婦のいずれかが39歳以下の世帯

高い省エネ性能を有する住宅の新築、一定のリフォームが対象（事業者が申請）
※補正予算案閣議決定日（令和４年11月８日）以降に、新築は基礎工事より後の工程の工事に、リフォームはリフォーム工事に着手したものに限る（交付申請まで
に事業者登録が必要）。

事業内容

補助対象物

補助対象者

問い合わせ先
こどもエコすまい支援事業事務局 0570-200-594（https://kodomo-ecosumai.mlit.go.jp/）

申請期限

※住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業等（経済産業省・環境省）及び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（経済産 業省）とのワンストップ対応を予定

補助率

043

注文住宅の新築工事若しくは新築分譲住宅の販売又は住宅のリフォーム工事を行う事業者（補助金は住宅取得者等に還元）

【予算上限に達するまで（遅くともR5.12末まで）】

043

044

045
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先進的窓リノベ事業事務局 0570-200-594
経済産業省 製造産業局 生活製品課 住宅産業室 03-3501-0969
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

既存住宅における熱損失が大きい窓の断熱性能を高めることに
より、エネルギー価格高騰への対応（冷暖房費負担の軽減）
や、2030年度の家庭部門からのCO2排出量約7割削減
（2013年度比）への貢献、2050年ストック平均でZEH基準
の水準の省エネルギー性能の確保への貢献を目的とします。

窓（ガラス・サッシ）の断熱改修（リフォーム）

高い断熱性能を持つ窓への改修に関する費用の1/2相当等を
定額補助（上限200万円）
※リフォーム事業者が申請し、住宅所有者等に全額還元

事業内容

補助対象

補助額

問い合わせ先

参考URL：https://window-renovation.env.go.jp/

先進的窓リノベ事業のうち
・住宅の断熱向上のための先進的設備導入促進事業（経済産業省）
・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（環境省）

044

045

給湯省エネ事業事務局 0570-200-594
経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部

省エネルギー課 03-3501-9726
新エネルギーシステム課 03-3580-2492

消費者等による高効率給湯器の導入を促進する取り組みに係る
設備の導入に要する経費の一部を支援する。

戸建、共同住宅等に寄らず、新築注文住宅・新築分譲住宅・
既存住宅(リフォーム)に高効率給湯器を設置する事業

導入する高効率給湯器に応じて定額を補助
① 家庭用燃料電池

（エネファーム） 15万円／台
② 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機

（ハイブリッド給湯機） 5万円 ／台
③ ヒートポンプ給湯機

（エコキュート） 5万円 ／台

事業内容

補助対象

補助額

問い合わせ先

参考URL：https://kyutou-shoene.meti.go.jp/

給湯省エネ事業のうち
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
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集合住宅の省CO2化促進事業 046

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 047

災害リスクへの対応や省エネ対策等の観点から、サービス付き高齢者向け住宅の整備費に対する支援を行う。

・住宅
・高齢者生活支援施設
・再エネ等設備（※）

※全量自家消費であること
※災害後の停電時に電源が確保できる仕様であること
※やむを得ない場合を除き、災害時に地域住民へ電源を提供すること

民間事業者等

国土交通省 住宅局 安心居住推進課 （事務局（HP：https://www.koreisha.jp/）において実施）

【住宅※1】
新築1/10 ※2（上限70・120・135万円／戸 等※2 ）
改修1/3 （上限195万円／戸 等※2 ）
既設改修1/3 （上限10万円／戸 等※2 ）

【高齢者生活支援施設※3】
新築1/10 （上限1,000万円／施設）
改修・既設改修1/3 （上限1,000万円／施設）

※1 バリアフリー化され、入居者の状況把握と生活相談
サービスの提供等を必須とする高齢者向け賃貸住宅

※2 床面積・メニュー等に応じて設定
※3 高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービス

を提供する施設

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。

集合住宅の省エネ・省CO2化、高断熱化を支援するため、以下の補助を行う。
①新築低層ZEH-M（３層以下）への定額補助、②新築中層ZEH-M（４～５層）への定率補助
③新築高層ZEH-M（６～20層）への定率補助
④上記に蓄電池を設置、低炭素化に資する素材（CLT（直交集成板））を一定量以上使用、又は先進的再

エネ熱利用技術を活用する場合に別途補助
⑤既存集合住宅の断熱リフォーム ①低層ZEH-M

④蓄電システム、CLT（Cross Laminated Timber）等

③高層ZEH-M②中層ZEH-M

主要居室の
部分断熱改修が可能

集合住宅の
共用部のＬＥＤ切

替
＋

⑤断熱リフォーム

集合住宅の省エネ・省CO2化、断熱リフォーム

①40万円/戸、②1/３以内、③1/３以内
④蓄電池2万円/kWh
（上限額20万円/台、一定の条件を満たす場合は24万円/台）等
⑤1/3
（上限15万円/戸、玄関ドアも改修する場合は20万円/戸）

民間事業者等

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 脱炭素ライフスタイル推進室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先
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建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業のうち
上下水道・ダム施設の省CO2改修支援事業

上下水道施設（工業用水道施設を含む）、ダム施設に
おいて、再生可能エネルギー設備の設置や省エネ設備等
の導入を支援する。

再エネ設備及び附帯設備、高効率設備やインバータなど
省CO2性の高い設備機器等

民間事業者・団体／地方公共団体等

1/2（太陽光発電設備のみ1/3）

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

048
事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

049
民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち
再エネ熱利用・発電等の価格低減促進事業

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460 

地域の特性に応じた、再エネ熱利用、未利用熱利用（工場廃熱等）、自家消費型再エネ発電（太陽光発電
を除く）等について、コスト要件（※）を満たす場合に、計画策定・設備等導入支援を行う（温泉熱の有効活用
のための設備改修を含む）。

民間事業者・団体等

再エネ熱利用や未利用熱利用、自家消費型再エネ発電設備等

計画策定：3/4（上限額1,000万円）
設備等導入：1/3、1/2

※コスト要件
発電については、本補助金を受けることで導入費用が最新の調達価格等算定委員会の意見に掲載されている同設備が

整理される電源・規模等と同じ分類の資本費に係る調査結果の平均値又は中央値のいずれか低い方を下回るものに限る。
熱利用については、当該設備のCO2削減コストが従来設備のCO2削減コスト（※過年度の環境省補助事業のデータ等

に基づく）より一定以上低いものに限る。

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先



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）

固定価格買取制度による売電を行うため、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属
設備を導入し、系統連系時に生じる送電線整備工事において事業者が負担する費用に対し支援する。

道内に主たる事務所又は事業所を有する法人
又は地方公共団体と企業等とのコンソーシアム

1/2以内（上限1,000万円）

売電収益が生じた場合は、補助額相当額を上限として道へ返還する

新エネルギー源を電気に変換する設備及びその付属設備の導入事業のうち、系統連系時に生じる送電
線整備工事において事業者負担が発生する事業

北海道 経済部 環境･エネルギー局
環境･エネルギー課 省エネ・新エネ促進室
011-204-5319

050
事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

特筆すべき要件等
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051民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち
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

初期費用ゼロでの自家消費型の太陽光発電設備・蓄電池の導入支援等を通じて、太陽光発電設備・蓄電池の価
格低減を促進しながら、太陽光発電設備の導入に際して、蓄電池を導入しないよりも蓄電池を導入したほうが経済的
メリットがある状態（ストレージパリティ）の達成を目指す。

太陽光発電設備、蓄電池の導入

太陽光発電設備 定額：４～５万円/kW（※）
蓄電池 家庭用及び業務・産業用：定額（上限：補助対象経費の1／3）
※ 戸建住宅は、蓄電池とセット導入の場合に限り７万円/kW（PPA又はリー
ス導入に限る。）
太陽光発電設備や蓄電池のシステム価格の低減とともに、補助額は段階的に
下げていく。

民間事業者・団体

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

太陽光発電設備の補助額

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。
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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

経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課 03-3501-4031
北海道経済産業局 エネルギー対策課 011-709-1753

①需要家主導型太陽光発電導入支援
「２MW以上の新規設置案件であること」、「FIT/FIPを活用し
ない、自己託送ではないこと」、「需要家と8年以上の受電契約
等を結ぶこと」等を条件に、需要家・発電事業者・小売電気事
業者が一体となって行う太陽光発電の導入を支援。
加えて、蓄電池を併設することで、太陽光発電を最大限に活
用するモデルについても支援。
②再エネ電源併設型蓄電池導入支援
FIPの認定を受ける案件であること等を条件に、一定の容量・
価格の上限のもと、蓄電池の導入を支援。

機器購入等の費用

民間企業等

①2/3、1/2、1/3
②1/2、1/3、1/4

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

052

053民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち
オフサイトからの自営線による再エネ調達促進事業

太陽光発電、自営線等

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

民間事業者・団体等

事業内容

補助対象物

補助対象者

問い合わせ先

オフサイトに太陽光発電設備を新規導入し、自営線により電力調達を行う取組について、当該自営線等の導入を
支援する。

設備導入：1/2
補助率
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054民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち
地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

営農地・ため池・廃棄物処分場を活用した太陽光発電について、
コスト要件（※）を満たす場合に、設備等導入を支援する。

民間事業者・団体等

太陽光発電設備

設備導入：1/2

※コスト要件
本補助金を受けることで導入費用が最新の調達価格等算定委員会

の意見に掲載されている同設備が整理される電源・規模等と同じ分類
の資本費に係る調査結果の平均値又は中央値のいずれか低い方を下
回るものに限る。

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

055
民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち
建物における太陽光発電の新たな設置手法活用事業

太陽光発電設備

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

駐車場を活用した太陽光発電（ソーラーカーポート）について、
コスト要件（※）を満たす場合に、設備等導入を支援する。

民間事業者・団体等

設備導入：1/3 

※コスト要件
本補助金を受けることで導入費用が最新の調達価格等算定委員会

の意見に掲載されている同設備が整理される電源・規模等と同じ分類
の資本費に係る調査結果の平均値又は中央値のいずれか低い方を下
回るものに限る。

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先



民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち
熱分野・寒冷地での脱炭素化先行モデル創出事業

地域の再エネ電気・再エネ熱・未利用熱等を活用した、
①熱分野でのCO2ゼロに向けたモデル、②寒冷地での脱
炭素化のモデル、のいずれかに該当する先行的な取組につ
いて、その計画策定や設備等導入を支援する。

民間事業者・団体等

設備導入：2/3
計画策定：3/4（上限1,000万円）

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

056
事業内容

補助率

補助対象者

問い合わせ先

057

60

太陽光発電及び蓄電池システム共同購入事業

太陽光発電（10kW未満）等の購入希望者を募り、一括して発注することで、スケールメリットを活かし、
価格低減を促すことで、太陽光発電システム等の普及拡大を図る。

事業内容

太陽光パネル及び蓄電池のいずれか又はその両方

さっぽろ連携中枢都市圏12市町村及び胆振復興3町

太陽光パネル 19.8%OFF*
太陽光パネル＋蓄電池 22.1%OFF*
蓄電池 11.0%OFF*

北海道 環境生活部 ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課 011-204-5334

購入対象製品

割引率

設置対象地域

問い合わせ先

*令和3年度実績一例（パネルの大きさや設置枚数により値引き率は変動）

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。



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

浮体式洋上風力発電の導入を加速するため、浮体式洋
上風力発電の早期普及に貢献するための情報や、地域が
浮体式洋上風力発電によるエネルギーの地産地消を目指
すに当たって必要な各種調査や当該地域における事業性・
二酸化炭素削減効果の見通しなどを検討する。

浮体式洋上風力発電の早期普及に向けた調査・検討等

民間事業者、地方公共団体、大学、公的研究機関、等

10/10（委託事業）

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

地産地消を目指す地域
における事業性の検証

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

・導入に適した地域か分からない
・地元住民・関係者にご理解いただく
ためには様々な準備・調整が必要etc.

地熱発電の資源量調査・理解促進事業費補助金

①②③経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部 政策課 03-3501-2773
④北海道経済産業局 エネルギー対策課 011-709-1753

問い合わせ先

先導的資源量調査や初期調査等への支援等により、国産の
エネルギー源である地熱資源の開発促進を支援する。
①地熱開発の新規有望地点開拓のため、国立公園などにおい
て、JOGMEC自らが先導的資源量調査等を実施。

②海外の火山帯における地熱資源調査をJOGMECが実施し、
国内の地熱開発事業者に提供。

③地熱開発事業者が実施する地熱資源量の把握に向けた地
表調査や掘削調査等に要する費用を補助。

④地熱開発に対する地域住民等の理解促進に向けた勉強会
の開催に要する費用等を補助。

調査費用、勉強会や協議会等の実施費用等

①②石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)
③開発事業者等 ④地方自治体等

①補助（定額） ②交付金
③補助（1/2、2/3、3/4、10/10）
④補助（10/10）

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

61
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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））

061

地域資源を地域振興に活用する取組の促進を図るため、地域振興に資する発電や熱利用を目的として行う地熱井等
の調査に対し支援する。

地方公共団体又は地方公共団体と企業等とのコンソーシアム

2/3以内（上限1,200万円）

発電や熱利用を目的とする地熱井の調査

北海道 経済部 環境･エネルギー局
環境･エネルギー課 省エネ・新エネ促進室
011-204-5319

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。

新エネルギー設備等導入支援事業（地熱井掘削支援事業）

地域振興に資する発電や熱利用を目的として行う地熱井の掘
削に対し支援する。

地方公共団体又は地方公共団体と企業等とのコンソーシアム

2/3以内（上限5,000万円）

発電は１０ｋW程度以上（送電端）の規模を目指すものであること
熱利用は浴用以外に利用するものであること

地域振興に資する発電や熱利用を目的として行う地熱井の掘削

北海道 経済部 環境･エネルギー局
環境･エネルギー課 省エネ・新エネ促進室
011-204-5319

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

特筆すべき要件等

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。
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062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)）

063

地熱・温泉熱利用の活用を検討している市町村・温泉事業者等に対し、地熱や温泉熱、これらを活用した産業振興な
どの専門家（アドバイザー）を派遣する。

北海道 経済部 環境・エネルギー局
環境・エネルギー課 省エネ・新エネ促進室
011-204-5319

事業内容

問い合わせ先

市町村・温泉事業者等 北海道
（経済部環境・エネルギー課）

アドバイザー
（地熱・温泉熱の利活用に関する）

③派遣
②調整

①希望

②調整
（旅費・謝金を支出)

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。

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）

①経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課 03-3501-4031
②経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課 03-3501-1749

北海道経済産業局 エネルギー対策課 011-709-1753

① 水力発電事業性評価事業
自ら事業を行う民間事業者及び地方公共団体等による事業初
期段階における事業性評価に必要な調査・設計等を支援する。
② 地方公共団体が行う水力発電事業性評価・公募事業
地域の水力発電有望地点の調査・設計等の実施及び当該地点
の開発若しくはコンセッション方式によるＰＦＩ事業に係る運営を
行う発電事業者の公募を支援する。

① 調査・設計等に要する経費、作業道整備等
② 上記に加え、発電事業者の公募に要する経費等

発電出力：20ｋＷ以上30,000ｋW未満を見込むもの

① 自ら発電実施予定の地方公共団体、民間事業者 等
② 地方公共団体

① 1/2以内（※補助限度額あり）
② 定額10/10（※補助限度額あり）

① 水力発電事業性評価事業における補助率、
補助金額及び事業期間

② 地方公共団体が行う水力発電事業性評価・公
募事業における補助率、補助金額及び事業期間

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

特筆すべき要件等

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。
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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

065

経済産業省 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
水素・燃料電池戦略室 03-3580-2492

運輸や港湾、コンビナート、工場等において様々な
①水素製造源、
②輸送・貯蔵手段、
③水素の利活用先 等
を組み合わせたモデルを構築するための水素利活用技術の
開発・実証を行い、水素製造の低コスト化や効率的な水素
サプライチェーンを構築するとともに、基盤となる技術を確立
することで、将来的な水電解技術の商用化や水素の社会
実装に向けた支援をする。

民間企業等

水素社会モデル実装

2/3 以内

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来水素活用推進事業のうち
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

防災価値を有する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や、水素の需要拡大に
繋がる設備導入を支援する。

蓄電池、水電解装置、給水タンク、水素貯蔵タンク（圧縮水素、水素吸蔵合金、液化タンク等）、燃料電池、
貯湯タンク、エネルギーマネジメントシステム、熱配管 等

地方公共団体、民間事業者・団体等

被補助者の分類（地方公共団体/民間等）により1/2～2/3

・補助対象設備から出力される電力、熱（温水を含む、システム内利用も可）は自家消費すること。
・補助対象設備等の要件に該当する蓄電池もしくは燃料電池から出力される電力に関して、一般送配電事業者が
管理する送電線・配送線への電力供給は行わないこと。
・補助事業を実施する施設が、設置する自治体の地域防災計画、または協定等により防災拠点等として位置付け
られているか、それが将来的に可能なこと。

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

特筆すべき要件等
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066脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来水素活用推進事業のうち
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

067

水素サプライチェーン実証事業による設備の運用を行い、事業化に向けてより効果的な設備の活用・運用方策
の検討・検証を支援する。

水素設備の活用・運用方策の検討

地方公共団体

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

環境省の地域連携・低炭素水素技術実証事業によって導入された設備であること
特筆すべき要件等

2/3（上限額5,000万円）

脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来水素活用推進事業のうち
水素内燃機関活用による重量車等脱炭素化実証事業

環境省 水・大気環境局 自動車環境対策課 03-5521-8301
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

水素活用の選択肢を増やすため、重量車両・建設機械・農業機械等における水素内燃機関を活用した車両の
開発、実証を行う。

地方公共団体、民間事業者・団体等

水素内燃機関を活用した重量車両等の開発、実証

車両の開発、実証：1/2
一部委託事業

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

+ カーボンニュートラル内燃機関

重量車両 建設機械 農業機械



脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来水素活用推進事業のうち
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 068

66

069

水素社会実現に向け、燃料電池バス等の導入を支援する。

燃料電池バス、燃料電池フォークリフト等

環境省 水・大気環境局 自動車環境対策課 03-5521-8301
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

事業内容

補助対象物

補助率

問い合わせ先

燃料電池バス：差額の1/2
※平成30年度までに導入実績がある場合は1/3
燃料電池フォークリフト：エンジン車両との差額の1/2
※導入実績がある場合は差額の1/3

燃料電池バス
燃料電池

フォークリフト

マルチパーパス
FCV

地方公共団体、民間事業者・団体等
補助対象者

脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来水素活用推進事業のうち
地域再エネ水素ステーション保守点検等支援事業

燃料電池車両等の活用促進に向け、再エネ由来電力による水素ステーションの保守点検や、設備の高効率化
改修を支援する。

再エネ由来電力による水素ステーションの保守点検、設備改修

地方公共団体、民間事業者・団体等

保守点検支援：2/3
設備の高効率化改修支援
・政令指定都市以外の市町村、資本金1,000万円未満の民間企業：2/3
・上記以外の都道府県、政令指定都市、特別区、資本金1,000万円以上の民間企業：1/2

環境省の地域再エネ水素ステーション導入事業によって整備された再エネ水素ステーションであること

環境省 水・大気環境局 自動車環境対策課 03-5521-8301
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

特筆すべき要件等
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070脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来水素活用推進事業のうち
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

071

地域の再エネや既存のインフラ等を利用した地域の再生可能エネルギー等を活用して水素をつくり、はこび、ためて、
つかうといった、製造から利用まで一貫した再エネ水素サプライチェーン低コスト化の実証を行う。

水素サプライチェーンの構築にかかるFS調査および実証事業

地方公共団体、民間事業者・団体等

10/10（委託事業）

・委託事業のため、事業終了後原状回復を原則とすること
・水素は、実質的に再生可能エネルギー由来のものであること
・水素製造に用いる再エネ発電施設は既存施設であること
（ただし、実証を行うにあたり施設の増設が必要と委員会で判
断された場合はこの限りではない）

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

特筆すべき要件等

充放電設備又は充電設備、蓄電池、車載型蓄電池、
蓄熱槽、ヒートポンプ、コジェネ、EMS、通信・遠隔制御機
器、自営線、熱導管等

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

民間事業者・団体等（設備設置者）

1/2（一部上限あり）

オフサイトから運転制御が可能な設備等の導入を支援する。

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち
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



072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

073

中圧ガス導管や耐震性を向上させた低圧ガス導管でガスの供
給を受ける避難施設・防災上中核となる施設、天然ガスステー
ションの施設等において、災害時にも対応可能な天然ガス利用
設備の導入・更新及び機能維持・強化を行う事業者に対し、
経費の一部を補助する。

① 避難施設・防災上中核となる施設等に対する、停電対応型
の天然ガス利用設備の導入に要する経費

② 天然ガスステーション設備の更新・増強に要する経費

① 民間事業者、地方公共団体
② 天然ガスステーションの設備を有する事業者

① 大都市・地震エリアの中圧ガス導管供給施設 1/2
上記以外の中圧・低圧ガス導管供給施設 1/3

② 1/2

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先
事務局 （一社）都市ガス振興センター 03-6435-7692
北海道経済産業局 ガス事業室 011-709-8353 ※上記は、令和4年度公募内容をもとに記載しています。
参考URL：https://www.gasproc.or.jp/

68

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金

参考URL：http://www.cev-pc.or.jp/

事務局 （一社）次世代自動車振興センター 03-3548-3231
北海道経済産業局 製造・情報産業課 011-709-1784

車両により補助額の設定あり

個人および法人、地方公共団体など

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

導入初期段階にある電気自動車、プラグインハイブリッド自動車や
燃料電池自動車等について、購入費用の一部補助を通じて初
期需要の創出・量産効果による価格低減を促進します。

車両
（電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、
超小型モビリティ、クリーンディーゼル自動車、側車付二輪自動
車・原動機付自動車、ミニカー）
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074環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業

075

EV/HV/天然ガストラック・バスの導入及び充電インフラの整備を支援する。

環境配慮型先進トラック・バス（EVトラック、ハイブリッドトラック、
天然ガストラック、EVバス）及び電気自動車用充電設備

地方公共団体、民間団体等（所有事業者に限る）

標準的燃費水準車両との差額について以下の割合
・電気自動車(EV) 2/3
・ハイブリッド自動車(HV) 1/2
・天然ガス自動車(CNG) 1/2

電気自動車用充電設備導入費用の1/2

環境省 水・大気環境局 自動車環境対策課 03-5521-8302
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

HVトラック

事業所 充電設備

HVバス・CNGバス

トラック・バス、充電設備※を補助

※車両と一体的に
導入するものに限る

営業拠点

CNGトラック

EVバス

低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業

一定の燃費性能を満たすディーゼルトラックの導入を補助する。
2030年目標達成に向け、運輸部門のCO2排出量の３割を占めるトラックについては、性能面やコスト面の課題から、

当面、保有車の9割程度をディーゼル車が占めると予想されており、より低炭素なトラックへの買い替えを支援する。

CO2削減効果の高いトラックへの買い替え、新規購入

民間事業者（中小トラック運送業者に限る）

標準的燃費水準車両との差額の一定割合
買い替え※：1/2

新規購入※：1/3
※大型トラックの+5%燃費改善にあっては、買い替え
を1/3、新規購入を1/4とする。

※2025年燃費基準達成車には+5万円とする。

環境省 水・大気環境局 自動車環境対策課 03-5521-8302
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

補助要件：小型・中型のディーゼル：燃費基準＋10％以上
大型のディーゼル：燃費基準＋5％以上

＋事業所全体でのエコドライブの実施等

低炭素型
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾄﾗｯｸ
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076商用車の電動化促進事業

077

商用車（トラック・タクシー）の電動化（BEV、PHEV、
FCV）を集中的に支援する。
※BEV：電気自動車、PHEV：プラグインハイブリッド車、
FCV：燃料電池自動車

EVトラック、EVバン、FCVトラック
EVタクシー、PHEVタクシー、FCVタクシー 等

環境省 水・大気環境局 自動車環境対策課 03-5521-8302
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

事業内容

補助対象物

民間団体等

補助率

補助対象者

問い合わせ先

トラック：標準的燃費水準車両との差額の2/3 等
タクシー：車両本体価格の1/4 等

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

バッテリー交換式の電動車両の導入と、それを用いた物流のマスタープランの作成を支援する。

①バッテリー交換式EVを活用したセクターカップリング型
ビジネスモデル検討（マスタープラン策定）

②バッテリー交換式の電動車両や交換式バッテリー、
充電装置等

地方公共団体、民間事業者・団体
※②の事業については地域防災計画又は地方公共団体
との防災に関する協定等が必須

① 3/4
② 1/2

環境省 水・大気環境局 自動車環境対策課 03-5521-8302
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先
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078地域の公共交通×脱炭素化移行促進事業のうち
グリーンスローモビリティの導入調査・促進事業

079

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

グリーンスローモビリティの車両等の導入を支援する。

グリーンスローモビリティ

民間企業、地方公共団体、一般社団法人・一般財団法人等

1/2 グリーンスローモビリティ（※）
※時速20km未満で公道を走るこ
とができる電動車を活用した小
さな移動サービス

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

地域の公共交通×脱炭素化移行促進事業のうち
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

・CO2排出量の少ない公共交通へのシフトを促進す
るため､LRT及びBRTの車両等の導入支援を行う。
・鉄道事業等における省CO2化を促進するため、エネ
ルギーを効率的に使用するための先進的な省エネ設
備・機器の導入を支援する。

・LRT及びBRT
・CO2削減効果が見込まれる軽量化車両、
車両に導入する省エネ設備等

地方公共団体、鉄道事業者

・LRT及びBRT：1/2
・軽量化車両及び省エネ設備は被補助者によって1/2～1/4

環境省 水・大気環境局 自動車環境対策課 03-5521-8303
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

LRT・BRT

鉄道事業等の省CO2化

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先



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）

081
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080

AIオンデマンド交通、グリーンスローモビリティにおける、利用者登録、利用者からの
予約受付、最適な運行ルートの検索・設定・運行等の一連の流れに必要なシス
テムの導入を支援する。

・AIオンデマンド交通等の導入に必要なシステム整備費及び利用促進等に係る経費
・AIオンデマンド交通等に利用する車両に搭載する運行管理用機器の導入費
・AIオンデマンド交通等の旅客乗降位置の標示又は標識の設置費
・AIオンデマンド交通等のサービスの利用啓発に係る費用

一般乗合旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、
自家用有償旅客運送者、地方公共団体、 これらを含む協議会

最大1/3

北海道運輸局 交通政策部 交通企画課 011-290-2721
国土交通省 総合政策局 モビリティサービス推進課 03-5253-8980

受付端末

車載器

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

AI・IoT等を活用した更なる輸送効率化推進事業費補助金

物流全体の効率化を図る実証事業や、運輸部門における
エネルギー消費の約３割を占めるトラック輸送をはじめとした
貨物輸送等の省エネ化のための実証事業を行い、その成果
を展開することで、効果的な省エネ対策の普及を促進する。

①新技術を用いたサプライチェーン全体の輸送効率化推進事業
②トラック輸送の省エネ化推進事業
③内航船の革新的運航効率化実証事業
④ビッグデータを活用した使用過程車の省エネ性能維持推進事業

事業者等

①1/2、②③定額、1/2、④1/3

経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課 03-3501-9726
国土交通省 海事局 海洋・環境政策課 03-5253-8636

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先



新モビリティサービス推進事業 082

083
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デジタル化を通じた移動サービス全体の効率化、高度化を図るMaaS
などの新しいモビリティサービスの普及を推進するため、その実現に必要
となる基盤整備について支援する。

新型輸送サービス導入支援事業（シェアサイクル、マイクロモビリティ等）
地域交通キャッシュレス決済導入支援事業
地域交通データ化推進事業
混雑情報提供システム導入支援事業
新モビリティサービス事業計画策定支援事業

地方公共団体、民間事業者等

最大1/2～1/3

北海道運輸局 交通政策部 交通企画課 011-290-2721
国土交通省 総合政策局 モビリティサービス推進課 03-5253-8980

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

日本版MaaS 推進・支援事業

協議会、地方公共団体又は地方公共団体と連携した民間事業
者が実施する、多様な主体が参画したMaaSの導入を支援する。

地方公共団体
地方公共団体と連携した民間事業者
又はこれらを構成員とする協議会

最大1/2

北海道運輸局 交通政策部 交通企画課 011-290-2721
国土交通省 総合政策局 モビリティサービス推進課 03-5253-8980

ドア・ツー・ドアの移動に対し、様々な移動手法・サービス（商
業、宿泊・観光、物流、医療、福祉、教育、一般行政サービ
ス等）を組み合わせて１つの移動サービスとして提供するため
の複数事業者間の連携基盤システムの構築に要する経費

MaaS事業の効果や課題の検証を行うための調査に必要な経費
（当該経費のみを補助対象とはしない）

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

※上記は、令和4年度公募内容をもとに記載しています。



モーダルシフト等推進事業 084

085
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参考URL：https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/ms_subsidy.html

モーダルシフト等の物流効率化を図る取組において、協議会の開催等、物流総合効率化法に基づく総合効率化計
画の策定のための調査事業に要する経費に対して支援を行う。また、認定を受けた総合効率化計画に基づき実施
するモーダルシフト及び幹線輸送の集約化並びに過疎地域のラストワンマイル配送の効率化について、初年度の運行
経費に対する支援を行う。省人化・自動化に資する機器の導入も計画に位置付けた場合には、補助額上限を引き
上げて補助する。

総合効率化計画策定事業
モーダルシフト推進事業
幹線輸送集約化推進事業
過疎地域のラストワンマイル配送効率化推進事業

民間事業者等

計画策定経費補助：定額（上限200万円）
運行経費補助：1/2以内（上限500万円）

※上限引き上げあり

北海道運輸局 交通政策部 環境・物流課 011-290-2726
国土交通省 総合政策局 物流政策課 03-5253-8799

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

※上記は、令和4年度公募内容をもとに記載しています。

建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業のうち
自立型ゼロエネルギー倉庫モデル促進事業

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 低炭素物流推進室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

①無人化に伴う照明等のエネルギー消費量の削減
②省エネ型省人化機器への転換によるエネルギー効率の向上
③再エネの導入を同時に行う事業について、その高額な初期コストを補助
以上により、自立型ゼロエネルギー倉庫モデルを構築・展開し、
物流施設における環境負荷低減を図る。

物流施設における省エネ型省人化機器及び再生可能
エネルギー設備等の同時導入を行う事業

民間事業者・団体

1/2

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先
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086空港・港湾・海事分野における脱炭素化促進事業のうち
港湾における脱炭素化促進事業

087

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

コンテナターミナル等においてコンテナ貨物を取り扱うハイブリッド型トランスファークレーン、ハイブリッド型ストラドル
キャリア等の荷役機械、接岸中の船舶へ電力を供給する設備等の導入を支援することにより、港湾のカーボン
ニュートラル化を促進する。

民間事業者・団体、地方公共団体等

自立型電源設備（蓄電池含む）、陸上電力供給設備：1/3
（上限額１億円、２か年事業の場合は２か年の合計金額）
ハイブリッド型トランスファークレーン、ハイブリッド型ストラドルキャリア：定額
（従来機との差額の３分の２以内）

ハイブリッド型
トランスファークレーン

事業内容

補助率

補助対象者

問い合わせ先

空港・港湾・海事分野における脱炭素化促進事業のうち
海事分野における脱炭素化促進事業

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

①LNG燃料システム等導入支援
LNG燃料システム及び最新の省CO2機器を組合わせた先進的な航行システムの実用化を支援することにより、海事

分野のカーボンニュートラル化を促進する。

民間事業者・団体

① 1/4（内航中小型船は1/2）
② 1/2

事業内容

補助率

補助対象者

問い合わせ先

②エネルギー多消費型の舶用部品に係る省CO2製造プロセス導入支援
高炉から脱炭素化に資する電気炉への転換等により、鋳物

製造工程の省CO2化を実現する設備投資補助をモデル事業
として実施し、更に自治体と連携して水平展開することにより、
海事分野のカーボンニュートラル化を促進する。
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環境保全型農業直接支払交付金

農業の持続的な発展と農業の有する多面的機能の発揮を図るために､農業生産に由来する環境負荷
を軽減するとともに、 地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い農業生産活動を支援する。

化学肥料、化学合成農薬を原則５割以
上低減する取組と合わせて行う地球温暖
化防止や生物多様性保全等に効果の高
い営農活動

農業者の組織する団体、
一定の条件を満たす農業者等

定額

農林水産省 農産局 農業環境対策課 03-6744-0499
北海道農政事務所 生産支援課 011-330-8807

088
事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

環境負荷軽減型持続的生産支援事業 089

地球温暖化対策などによる持続可能な社会の実現に向け、畜産･酪農における温室効果ガス排出の削減と持
続可能な畜産経営の確立を図るため、酪農･肉用牛経営が行う温室効果ガス削減の取組を支援する。

飼料作付面積を確保しながら
温室効果ガスを削減する取組

酪農・肉用牛経営者

定額

農林水産省 畜産局 企画課 03-3502-0874
北海道農政事務所 生産支援課 011-330-8807

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先
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091

産地の収益力強化と持続的な発展のため、強い
農業づくりに必要な産地基幹施設の整備等を支援

①集出荷貯蔵施設等の産地の基幹施設の整備
②集出荷、処理加工体制の合理化に必要な産地基幹
施設等の再編等

③みどりの食料システム戦略に掲げる取組（化学農薬の
低減、有機農業の拡大、ゼロエミッション化等）の推進
に必要な施設整備

等

農業者の組織する団体等

1/2以内等

農林水産省 農産局 総務課生産推進室 03-3502-5945
北海道農政事務所 生産支援課 011-330-8807

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

施設園芸産地において、燃油依存の経営から脱却し、省エ
ネ化を図るために必要なヒートポンプ等の導入を支援する。

ヒートポンプ等の省エネ機器、内部設備のリース導入等

農業者等

1/2以内

農林水産省 農産局 総務課生産推進室 03-3502-5945
北海道農政事務所 生産支援課 011-330-8807

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

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

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）



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 092
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全国的な土づくりの展開を図るため、堆肥等（堆肥、土
壌改良資材、緑肥）を実証的に活用する取組を支援

堆肥等の購入、運搬、保管に係る経費
散布に係る経費（機械リース含む）
土壌分析
実証に必要な調査・指導

農業者等

農林水産省 農産局 農業環境対策課 03-3593-6495
北海道農政事務所 生産支援課 011-330-8807

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

定額、1/2以内（機械リース）

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 093

肥料の国産化に向けて、畜産業由来の堆肥や下水汚泥資源などの国内肥料資源の肥料利用を推進するため、畜
産、下水事業者、肥料製造業者、耕種農家等の連携や施設整備等を支援します。

1.肥料製造のための国内資源供給施設、
肥料製造施設、肥料流通施設等の整備

2.肥料の分析や散布等に必要な機械の導入
3.栽培実証及び土壌分析 等

肥料原料供給者、肥料製造事業者、
肥料利用者等

定額、1/2以内

農林水産省 農産局 技術普及課 03-6744-2182
農業環境対策課 03-3593-6495

畜産局 畜産振興課 03-6744-7189
食肉鶏卵課 03-3502-5989

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先



みどりの食料システム戦略推進交付金のうち
バイオマス地産地消対策 095

79

定額、1/2以内

都道府県、民間団体等

農林水産省 大臣官房 環境バイオマス政策課 03-6738-6479
北海道農政事務所 事業支援課 011-330-8810

みどりの食料システム戦略の実現に向けて、地域のバイオ
マスを活用したエネルギー地産地消の実現に向けた調
査・施設整備を支援するとともに、バイオ液肥の地域内
利用を進めるため、液肥散布車の導入やバイオ液肥の
散布実証のための取組を支援する。

事業内容

補助率

補助対象者

問い合わせ先

補助対象物
１．地産地消型バイオマスプラントの導入（施設整備）
２．バイオ液肥散布車の導入（機械導入）
３．バイオ液肥の利用促進
４．バイオ燃料等製造に係る資源作物の実証支援

みどりの食料システム戦略推進交付金のうち
有機農業推進総合対策事業

有機農業の拡大にむけた現場の取組を推進するため、新たに有機農業に取り組む農業者の技術習得等による
人材育成、農業者等による現場の先進的な取組の横展開による有機農産物の安定供給体制の構築、国産
有機農産物等に関わる新たな市場の創出に向けた事業者と連携して行う需要喚起等の取組を支援する。

1.人材育成
2.安定供給体制構築
3.バリューチェーン構築

民間団体、協議会、農業者 等

定額、1/2以内

農林水産省 農産局 農業環境対策課 03-6744-2114
北海道農政事務所 生産支援課 011-330-8807

094
事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先
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096

みどりの食料システム戦略推進総合対策のうち
地域資源活用展開支援事業 097

地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入を促進するため、基本計画等の作成や再エネ協議会設置に向
けた専門家による相談対応、様々な課題解決に向けた取組事例の情報収集、国産バイオマスを活用したバイオマ
スの利用や関連産業の把握等、脱炭素化の実現を目指す地域へ情報の横展開を行うため、先進事例の調査や
情報発信整備等を支援する。

1.専門家によるワンストップ対応型および普及支援型
2.バイオマス活用展開調査型
3.先進事例の情報普及型

民間団体等

定額

農林水産省
大臣官房 環境バイオマス政策課
03-6744-1507

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

先進地域の事例調査、
データベース化、人材育成

脱炭素化の実現を目指す
地域へ情報の横展開

改質リグニン
セルロースナノファイバー

SAF

新たなバイオマス バイオマスの新産業

賦存量や利用量・用途の検証

専門家による相談対応、セミナー等の開催

再エネ課題解決に向けた取組事例の情報収集

1．専門家によるワンストップ対応型および普及支援型

2．バイオマス活用展開調査型

3．先進事例の情報普及型

みどりの食料システム戦略緊急対策事業のうち
穀物農業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）

燃油や肥料原料等の生産資材価格の高騰が続く中、食料の安定供給に向けて持続的な穀物生産を図るために
は、化学農薬や化石燃料に頼らない生産への転換していく必要がある。そのため、生産段階から集出荷段階に至
る、栽培管理技術および乾燥調整や品質管理に係るグリーン化技術の確立をパッケージで支援する。

（１）検討会の開催
（２）籾殻を熱源とした穀物乾燥の実証
（３）籾殻燃焼灰等を使用した栽培管理技術確立に向けた実証

協議会

定額、1/2以内

農林水産省 農産局 穀物課 03-6744-2010

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先



098みどりの食料システム戦略推進総合対策のうち
フードサプライチェーンの環境配慮見える化推進事業

099

温室効果ガスの削減や生物多様性の保全に向けては、生産から消費に至るフードサプライチェーンの各段階が協働
し、投資家や消費者の理解を得ながら進め ていく必要があることから、 環境負荷低減の「見える化」や 、 消費者を
含むステークホルダーの理解と行動変容の促進に向けた取組を実施。

1.脱炭素型フードサプライチェーンの「見える化」の推進
2.輸入原材料の温室効果ガス排出情報調査事業
3.脱炭素の努力を反映した加工食品における排出量算定

支援
4.自然資本利用に関する国際動向調査・情報発信支援
5.持続可能な食料システム新市場創出支援事業

民間団体等

委託

農林水産省 大臣官房 みどりの食料システム戦略グループ 地球環境対策室 03-6744-2016

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

81

森林整備事業＜公共＞

① 間伐や再造林等の省力化・低コスト化を進めつつ、適
切な森林整備を推進し、健全な森林を育成します。

② 林業適地等における、路網の開設・改良・機能回復を
支援します。

③ 防災上重要な幹線林道の開設・改良を支援し、林道
の強靱化を推進します。

④ 緊急性の高い林道施設の老朽化対策を支援します。
⑤ 奥地水源林等について公的主体による復旧・整備を
推進します。

森林整備（間伐や路網整備、再造林等）

都道府県、市町村、森林所有者 等

1/2、3/10等

林野庁 整備課 03-6744-2303
北海道森林管理局 企画課 011-622-5228
北海道 水産林務部 林務局 森林整備課 011-204-5505

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先
〇国土強靱化等に向けた対応

〇着実な再造林等に向けた対応

林道施設の老朽化・長寿命化対策
森林作業道の改良・早期復旧対策

航空レーザ測量データを基にした路網線形計画策定や、
３次元測量・設計導入による詳細設計作成

多面的機能の持続的発揮

低コスト造林による
造林面積の確保
林業適地における
路網整備の推進

〇森林整備事業のICT活用に向けた対応

林業適地における資源の
適正な管理

Ｂ
Ｐ

Ｅ
Ｐ
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林業・木材産業循環成長対策

木材需要に的確に対応できる安定的・持続可能な供給体制
の構築のため、木材加工流通施設の整備、路網の整備・機
能強化、高性能林業機械の導入、搬出間伐、木造公共建
築物等の整備等や、再造林の低コスト化に向けた取組への
支援等、森林資源の循環利用確立に向けた取組を総合的
に推進します。

木材加工流通施設、路網の整備・機能強化、高性能林業
機械の導入、搬出間伐、森林境界の明確化、多様な担い
手の育成、木質バイオマス利用促進施設、木造公共建築物
の整備等

民間事業者・団体、地方公共団体 等

設備等、対象により、1/3、1/2 等

林野庁 計画課 03-6744-2082
北海道森林管理局 企画課 011-622-5228
北海道 水産林務部 林務局

森林整備課 011-204-5505
林業木材課 011-204-5490

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

安定的かつ持続可能な供給体制構築のための相互連携

林業・木材産業生産基盤強化対策

間伐材生産（搬出間伐の推進）
路網の整備・機能強化
高性能林業機械等の導入
林業の多様な担い手の育成
・造林への新規参入や人材の確保・育成
森林整備地域活動支援対策
・施業の集約化に向けた境界の明確化
山村地域の防災・減災対策
森林資源保全対策
・鳥獣害、病害虫対策等

林業・木材産業生産基盤強
化対策

木材加工流通施設等の整備
・競争力の強化、安定的供給のため、
大規模工場への支援を強化するとと
もに、大径木の加工能力の強化、原
木輸送用トラックの導入等を支援

事業構想（都道府県が作成する５年間の取組方針）

再造林低コスト化促進
対策

低コスト再造林対策
・一貫作業等による低コスト
再造林

コンテナ苗生産基盤施設
等の整備
優良種苗生産推進対策
・指定採取源の拡大やエリー
トツリー等の原種増産技術
の開発

・採種園の整備等の取組

林業・木材産業生産基盤強
化対策

木質バイオマス利用促進施設の
整備
特用林産振興施設等の整備
木造公共建築物等の整備

川上：森林組合、素材生産事業者、自伐林家等

川中：製材・合板事業者等 川下：木材需要者

林業デジタル・イノベーション総合対策

林業機械の自動化・遠隔操作化や木質系新素材等の開
発・実証、森林資源情報のデジタル化の推進、ICT等を活用
した生産管理の効率化、地域一体となってデジタル技術をフル
活用し収益性の高い林業を実践する「デジタル林業戦略拠
点」の構築に取り組みます。

ＩＣＴによる生産管理、林業機械の自動化や木質系新素
材の開発、レーザ計測での資源情報把握、地域一体で林業
活動にデジタル技術をフル活用する取組 等

民間事業者・団体、地方公共団体 等

1/2、定額

林野庁 研究指導課 03-3501-5025
計画課 03-6744-2339

北海道森林管理局 企画課 011-622-5228

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

林業イノ
ベーション
推進対策

○林業イノベーションハブセンター（森ハブ）
異分野の技術探索、産学官の知見者による先進技

術方策の検討、イノベーションエコシステム組成に向けた
コーディネーター派遣等
○自動化機械、新素材等の開発・実証
林業機械の自動化等に向けた開発・実証
木の成分を活用した新素材の開発・実証

森林資源
デジタル
化推進対
策

○デジタル林業の基盤を整備

ICT技術
活用促進
対策

○ICT等を活用した生産管理の効率化等

デジタル
林業戦略
拠点構築
推進事業

○「デジタル林業戦略拠点」の構築
森林調査、伐採・流通、再造林等へのデジタル活用、

通信技術活用等

レーザ計測での資源
情報把握

施業提案ソフト、
日報管理ソフト、

木材検収ソフトの導入等

ドローン搭載型航空機

地上設置型

地域コンソーシアム

出材コーディネーター
アプリ等の開発事
業の部分代行

林業サービス事業体
機械メーカー

森林資源情報
の提供

都道府県・市町村

森林組合Ａ

金融機関
経営・金融の

アドバイス大学・研究機関

人材育成の
アドバイス

製材・合板工場

（異分野人材の参画） 県森連等

原木運送会社

森林組合Ｂ 林業事業体



建築用木材供給・利用強化対策
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建築物への利用実証・普及等の都市の木造化等促進への
支援を森林経営の持続性を担保しつつ行うとともに、製材や
CLT・LVLの技術開発・普及等を通じた建築物への利用環境
整備への支援を実施します。

建築用木材（木質耐火部材等を含む）の利用実証、大径
材活用も踏まえた地域材による設計合理化等の技術開発・
普及や強度等に優れた建築用木材の製造に係る技術の開
発・普及、森林経営の持続性を担保しつつ行う顔の見える木
材安定供給体制の構築、CLTを低コストで安定的に供給す
るための実証、中高層・非住宅建築物の標準的な木造化モ
デルの作成 等

民間事業者・団体 等

対象により、1/10，3/10，1/2，2/3，定額 等

林野庁 木材産業課 03-3502-8062
北海道森林管理局 企画課 011-622-5228

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

強度や耐火性に優れた
建築用木材の技術開発

都市の木造化に向けた取組

CLTを活用した先駆的な建築物の実証

川下

森林経営の持続性にも配慮した
安定供給体制

製材工場 等

川中川上

ハウスメーカー、工務店 等

素材生産事業者等

顔の見える木材安定供給体制構築

森林を活かす都市の木造化等促進対策

CLT・LVL等の建築物への利用循環整備

CLT等の利用に向けた
技術開発

品質確保に向けた
性能検証

木材需要の創出・輸出力強化対策

非住宅建築物等の木造化・木質化、木質バイオマスのエネ
ルギー利用、木材製品の輸出の促進、特用林産物の競争
力強化等による木材需要の拡大を支援するとともに、合法
伐採木材等の流通及び利用の促進を図るための支援や情
報提供等を行います。

木の効果の見える化、工務店等の支援体制の構築、木
質バイオマスの熱利用を行う「地域内エコシステム」の推進
のためのモデル構築、プラットフォームの構築、木材輸出産
地の育成、ICT化に取り組む特用林産物生産者のモデル
的取組 等

民間団体 等

定額

林野庁 木材利用課 03-6744-2120
北海道森林管理局 企画課 011-622-5228

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

「地域内エコシステム」に係るモデル
構築や技術開発、横展開のため

のプラットフォーム構築

ICTを用いた生産
効率化や消費拡
大に向けたモデル
的取組の支援

生産性向上や経済面への影響の
実証等による木の効果の見える化

「クリーンウッド・ナビ」に
おいて合法伐採木材

関係情報を提供

情報提供サイト
「クリーンウッド・ナビ」

効果実証、情報収集

木の効果の見える化木の効果の見える化

海外において木造建築物
の技術講習会を開催



事業区分 交付対象者 補助額（1/2）
地域単独事業 観光関連団体 上限200万円
広域連携事業 観光関連団体 上限400万円
DMO枠 道内候補・登録DMO 上限1,000万円

地域の魅力を活かした観光地づくり推進事業

北海道 経済部観光局 観光振興課 011-204-5303

地域が実施する地域の魅力を活かした観光地づくりの推進に
対して支援しており、ワーケーション・観光DMO・ゼロカーボンの
推進等を重点的に支援する。

地域における付加価値が高く、商品開発に資する事業

★事業例（ゼロカーボン①）
「植樹ツアー」

教育旅行等ツアー内容に植樹活動を盛り込むことで、周遊
に利用するバス等によるCO2等温室効果ガスの排出分の
埋め合わせをするカーボンニュートラルな取組で誘致を図る。

★事業例（ゼロカーボン②）
「地域周遊レンタサイクル事業」

地域内の宿泊者限定で電動アシスト自転車を無料レンタ
ルし、地域内周遊手段に利用する。

観光関連団体、DMO

104
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事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業のうち
国立公園利用施設の脱炭素化推進支援事業 105

国立公園利用施設に対し、省CO2性能の高い設備への改修、再エネ利用設備等の導入に係る費用を支援する。
さらに、国立公園において先行して脱炭素化に取り組むエリアについて「ゼロカーボンパーク」として立地市町村を登録し、
その取組を重点的に支援する。

空調等省CO2改修、高断熱化改修、
再エネ（太陽光、風力、未利用熱、木質バイオマス等）
設備、EV充放電設備導入等

国立公園事業者
（宿舎事業者、休憩所事業者、博物展示施設事業者、
案内所事業者等）

1/2 （太陽光発電設備のみ1/3）

・15％以上のCO2削減が必要

環境省 自然環境局 国立公園課 03-5521-8278
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

特筆すべき要件等

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。



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 106

85

国立公園における集団施設地区等の利用拠点において滞在環境の上質化
を図るための地域関係者による計画策定に対して支援を行う。

国立公園利用拠点計画の策定

民間企業、個人事業主、一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人、
特定非営利活動法人、都道府県、市町村及び地方公共団体の組合等、
地方公共団体の観光協会及び広域観光推進機構、法律により直接設立された法人、
民間企業等で構成する協議会その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者

1/2以内
利用拠点整備改善計画策定については2/3以内

環境省 自然環境局 国立公園課 03-5521-8277
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先
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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 108

廃熱を高効率で熱回収する設備、
廃棄物から燃料を製造する設備 等

民間事業者・団体

環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物規制課 03-6205-4903 廃棄物適正処理推進課 03-5521-9273
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460 

地域のレジリエンスの向上に貢献し、かつ、地域内での資源・
エネルギーの循環利用による地域の活性化や地域外への資
金流出防止等に資する以下の事業を支援する。

1/3

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

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 107

廃棄物処理施設で生じた熱や電力を地域で利活用する
ことによる脱炭素化や災害時のレジリエンス強化等にも資す
る取組を支援する。

廃棄物発電設備、廃棄物処理熱利用設備、
上記電気や熱の活用設備 等

地方公共団体、民間事業者（需要側のみ）

（１）交付金
・廃棄物処理新設：1/2または1/3 改良：1/2交付
・計画・調査策定：1/3交付

（２）補助金
・廃棄物処理新設：1/2、1/3 改良：1/2補助
・電力利活用設備：1/2補助
・廃棄物処理熱を利活用するための設備：1/2補助
・FS調査：定額補助

環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 03-5521-9273 
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先



浄化槽システムの脱炭素化推進事業 109
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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

民間事業者・団体等

➀省CO2型プラスチック資源循環設備への補助
・効率的・安定的なリサイクルのため、プラスチック資源循環の取組全体（メーカー・リテイラー・ユーザー・リサイクラー）

を通してリサイクル設備等の導入を支援する。
・再生可能資源由来素材の製造設備を支援する。

②金属・再エネ関連製品等の省CO2型資源循環高度化設備への補助
・国内資源に限りがあることから、都市鉱山を資源調達元として位置づけられるような体制作りを支援する。

1/3、1/2

リサイクル設備
再生可能資源由来素材等の製造設備

環境省 環境再生・資源循環局 総務課 リサイクル推進室 03-5501-3153
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

浄化槽分野における脱炭素化の推進に向けて、エネ
ルギー効率の低い既設の中大型浄化槽について、最
新型の高効率機器（高効率ブロワ等）への改修、
先進的省エネ型浄化槽への交換、再生可能エネル
ギーを活用した浄化槽システムの導入を支援する。

高効率機器（高効率ブロワ等）、省エネ型浄化槽、
再生可能エネルギーを活用した浄化槽システム等

民間事業者・団体、地方公共団体等

1/2

環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 浄化槽推進室 03-5501-3155
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

先進的省エネ型浄化槽

再生可能エネルギー設備

高効率ブロワ

インバータ制御

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先
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循環資源利用促進設備整備費補助金

北海道 環境生活部 環境保全局 循環型社会推進課 011-204-5196

産業廃棄物の排出抑制、減量化及びリサイクルのための設備
の整備費用の一部を補助する。

設備の整備費用

道内に事業所を置く事業者

1/2 以内
（汚泥、廃プラスチック類、建設混合廃棄物、廃石膏ボードに
係る整備 2/3 以内）

上限額あり

① 自ら排出する産業廃棄物の排出抑制・減量化、リサイクルに
係る設備の整備

② 他者が排出する産業廃棄物のリサイクルに係る設備の整備

111
事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

脱炭素型循環経済システム構築促進事業のうち
プラスチック等資源循環システム構築実証事業 112

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。

環境省 環境再生・資源循環局 総務課 リサイクル推進室 03-5501-3153
廃棄物規制課 03-6205-4903
水・大気環境局 水環境課 海洋プラスチック汚染対策室 03-6205-4938

北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

プラスチック等の化石由来資源から代替素材への転換、リサイクル困難素材等のリサイクルプロセス構築の支援に
より省CO2化を加速する。

化石由来資源からバイオプラスチック等への転換・社会実装化
リサイクル困難素材等のリサイクルプロセス構築・省CO2化実証事業

1/3、1/2

民間事業者・団体・大学・研究機関等

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先



リサイクル技術研究開発補助金

北海道 環境生活部 環境保全局 循環型社会推進課 011-204-5196

産業廃棄物の排出抑制、減量化及びリサイクルに係る技術の
研究開発に要する費用の一部を補助する。

研究開発に要する費用

道内に事業所を置く事業者

中小企業 2/3 以内
それ以外 1/2 以内
上限1,000万円

原材料費 ・ 副材料費、治具・工具費外注（加工・設計・
デザイン開発・プログラム開発）費、技術導入費、試験検査
依頼費、賃金、特許実施費、先行技術等調査費、機器等
の）リース料・レンタル料、機械購入費

113
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事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

114

少量のレアメタル含有製品、バッテリー等の再エネ関連製品、
アルミ、ガラス等のベース素材等の省エネ型リサイクルに係る
技術・システムの実証・事業性評価

民間事業者・団体、大学、研究機関

1/2,1/3

環境省 環境再生・資源循環局 総務課 リサイクル推進室 03-5501-3153
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

再エネ関連製品やベース素材の省CO2型のリサイクル技術向上と、デジタルを用いたトレーサビリティ確保による
リサイクル原料の品質向上を図り、未利用資源の活用体制構築を促進する実証を行う。

脱炭素型循環経済システム構築促進事業のうち
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

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。



リサイクル産業創出事業費補助金

新たなリサイクル産業の創出を図り、循環型社会の形成を推
進するために、企業等が行う産業廃棄物を利用したリサイクル
製品等の事業化に向けた調査研究や事業実施に向けた課題
解決のための取組に対して支援する。

(1)リサイクル製品の市場投入に先立ち行う実証試験（試作
品作成を含む）又は市場調査
(2)リサイクル製品（試作品）の改良
(3)展示会を活用したニーズ調査、戦略（事業計画）策定
のために行う調査 ※(2)の事業と同時に実施することが条件

リサイクル業者（民間・NPO）

北海道 経済部 環境･エネルギー局
環境･エネルギー課 環境産業担当 011-204-5320

中小企業 3/4以内（上限500万円）
大企業 1/2以内（上限500万円）

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

115

北海道リサイクル製品認定支援事業費補助事業

北海道 環境生活部 環境保全局 循環型社会推進課 011-204-5196

「北海道認定リサイクル製品」の認定を受けるために要した経費
の一部を補助する。

認定を受けるために実施した試験分析費

北海道認定リサイクル製品の認定を受けた事業者

中小企業 2/3 以内
それ以外 1/2 以内
上限額あり

116
事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。 90
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117

118民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち
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

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち
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

地域の再エネを活用したデータセンターの新設に伴う再エネ設備・蓄エネ設備・省エネ設備等導入の支援、既存
データセンターの再エネ導入・省エネ改修の支援、再エネ活用等により省CO2性能が高いデータセンターへのサーバー
等移設の支援、省エネ性能が高く地域再エネの効率的活用も期待できるコンテナ・モジュール型データセンターの設備
等導入を支援。

データセンター新設に伴う設備導入

民間事業者・団体等

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

1/2
※太陽光発電設備、省エネ設備は1/3

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

既存データセンターの再エネ・蓄エネ設備等導入及び省エネ改修について支援する。

民間事業者・団体等

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

既設データセンターの設備導入、省エネ改修

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

1/2
※太陽光発電設備、省エネ設備は1/3
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119

120

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち
省CO2型データセンターへのサーバー等移設促進事業

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち
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

省CO2性能の低いデータセンターにあるサーバー等について、再エネ活用等により省CO2性能が高い地方のデータ
センターへの集約・移設を支援する。

省CO2性能が高い地方のデータセンターへの集約・移設

1/3

民間事業者・団体等

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

省エネ性能が高く、地域再エネの効率的活用も期待できるコンテナ・モジュール型データセンターについて、設備等
導入を支援する。

コンテナ・モジュール型データセンターの設備等導入

1/3

民間事業者・団体等

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先
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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 121

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

①地域・省庁間連携によるセクター横断型脱炭素技術の開発・実証
農村・漁村等における再エネ導入や建築物の省エネ化等、新たな社会インフラの整備のため、関係省庁との連携に

より 地域脱炭素化に向けてクリティカルな課題設定を行う。
②技術シーズ・ボトムアップ型の技術開発・実証
開発費用等の問題から、民間の自主的な取組だけでは 十分に

進まない技術開発・実証を対象に支援する。
③イノベーションの発掘及び社会実装の加速化（アワード枠）
確かな実績・実現力を有する表彰者に対し、優先採択することで

事業化の確度を高める。
④スタートアップ企業に対する事業促進支援（スタートアップ枠）
創造的・革新的な技術を有する事業者を支援することで、

2030年目標等の達成に資する新規産業の創出・成長を図る。

民間事業者・団体・大学・研究機関等

1/2

事業内容

補助率

補助対象者

問い合わせ先
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賃上げに取り組む事業者
に、補助上限額を
引き上げて支援！

グリーン枠を拡充し、３段
階の上限設定で幅広い
省エネニーズを取込み！

海外市場開拓に取り
組む事業者にブラン
ディング・プロモーション
等の費用も支援！

切れ目ない公募により
最適なタイミングでの申請、

十分な期間を確保！

補助金の手続を
一つのサイトに集約！
（J-Grants）

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
事業内容
中小・小規模事業者等が取り組む、革新的製品・サービスの開発又は生産プロセス等の
改善に必要な設備投資等を支援します。
また、大幅な賃上げに取り組む事業者へのインセンティブを強化するとともに、海外での
ブランド確立などの取組への支援を強化します（グローバル市場開拓枠）。

申請類型・補助上限額・補助率

参考URL：https://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html

問い合わせ先
ものづくり補助金事務局サポートセンター 050-8880-4053
北海道経済産業局 産業技術革新課 011-709-5441

大幅な賃上げに取り組む事業者への支援
補助事業終了後、３～５年で大幅な賃上げに取り組む事業者
に対し、上記枠の補助上限を100万円～1,000万円、
更に上乗せ(回復型賃上げ・雇用拡大枠は除く)

補助対象経費 機械装置・システム構築費、専門家経費、外注費など

122



環境・エネルギー産業総合支援事業（開発支援事業）補助金

省エネルギーや新エネルギーの開発・導入に資する製品・サー
ビスを提供する環境産業の振興を図ることを目的に、道内事
業者の技術開発や実証研究、または道内の環境関連の製
品開発や事業化を目指した事業に対して支援する。

(1)環境関連の技術開発及び実証等を行う事業
(2)環境・エネルギー関連の製品、サービスの開発及び事業化
を図る事業

① 道内事業者（民間・NPO）
② ①を含む共同体

(1) 2/3 以内（上限1,000万円）
(2) 2/3 以内（上限300万円）

北海道 経済部 環境・エネルギー課 011-204-5318

123
事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech事業）
事業内容
中小企業等が主体となり、大学や公設試､他民間企業と連携して
実施する、事業化につながる可能性の高い研究開発、試作品開発
及び販路開拓の取組を最大3年間支援します。

申請類型・補助上限額・補助率

参考URL：https://www.hkd.meti.go.jp/hokig/20220302/index.htm

問い合わせ先 北海道経済産業局 産業技術革新課 011-709-5441

補助対象経費
物品費（設備備品、消耗品など）、人件費・謝金、旅費、
その他（外注費、技術導入費、マーケティング調査費、賃貸借費など）、
委託費、間接経費

124

95

※上記は、令和４年度公募を
もとに掲載しています。

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。
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中小企業競争力強化促進事業

道内中小企業等が、感染症の影響やゼロカーボン、デジタルトラ
ンスフォーメーションといった新たな社会経済情勢の変化に対応す
るため、マーケティングやコンサルタント等招へい、人材育成・確保
や商品開発など競争力強化に向けた取組を支援する。

マーケティング支援、コンサルタント等招へい支援、産業人材
育成 ・確保支援、市場対応型製品開発支援の補助

道内の中小企業者等

1/2
上限額あり

北海道 経済部 産業振興局 産業振興課 011-204-5311

125
事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制 126

2050年カーボンニュートラルの実現には、民間企業によ
る脱炭素化投資の加速が不可欠。
産業競争力強化法の計画認定制度に基づき、①大き

な脱炭素化効果を持つ製品の生産設備、②生産工程
等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入に
対して、最大10％の税額控除又は50％の特別償却を
措置※する。
※措置対象となる投資額は、500億円まで。控除税額は、DX
投資促進税制と合計で法人税額の20%まで。

①大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備（機械装置）
②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備（機械装置、器具備品、建物附属設備、構築物）

①税額控除10％又は特別償却50％
②３年以内に炭素生産性10％以上向上：税額控除10％又は特別償却50％

３年以内に炭素生産性７％以上向上：税額控除５％又は特別償却50％

民間事業者

経済産業省 環境政策課 環境経済室 （直通）03-3501-1770
北海道経済産業局 エネルギー対策課 011-709-1753

事業内容

対象設備

措置の内容

措置の対象者

問い合わせ先

※計画認定の窓口は、事業を所管している省庁です。

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。
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地域脱炭素融資促進利子補給事業 127

地球温暖化対策のための設備投資に対する融資の利子を補給し、支援する。

脱炭素化に向けた設備投資

環境省 大臣官房 環境経済課 環境金融推進室 03-5521-8240
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

金融機関

利子補給利率：年利1.0％を限度

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

中小企業総合振興資金 128
事業内容

問い合わせ先

中小企業者等の経営基盤の強化、事業の活性化を図るため、
「中小企業総合振興資金融資制度」の推進に必要な資金を
金融機関に預託して、中小企業者等に対する融資を促進する。

・省エネルギー・新エネルギー、環境負荷の低減を図る施設等を導入する中小企業者
・省エネ・新エネなど環境産業に係る新技術等の事業化を図る中小企業者
（対象貸付：ライフステージ対応資金 ステップアップ貸付【政策サポート】（環境・エネルギー）

1.1～1.7％
１年超１０年以内（うち、据置１年以内）

1億円以内

融資対象

融資金額

融資利率・期間

北海道 経済部 地域経済局 中小企業課 金融係 011-204-5346

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。
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129メザニン支援事業

○優良な民間都市開発プロジェクトについて、特に調達が困難なミドルリスク資金等の供給の円滑化を図るため、安
定的な金利で長期に資金調達ができる仕組みを平成23年度に創設。
○民都機構が政府保証で資金を調達し、民間事業者に対して貸付又は社債取得により支援。

民間事業者

・都市再生緊急整備地域（特定都市再生緊急整備地域を含む）
・都市再生整備計画の区域

事業内容

対象区域

対象事業

対象事業者

問い合わせ先
国土交通省 都市局 まちづくり推進課 03-5253-8111

・国土交通大臣の認定を受けた事業であること
・広場、緑地等の公共施設整備を伴うこと
・事業用地が原則１ヘクタール以上であること※1
・都市利便施設（駐車場、防災備蓄倉庫等）の整備を 伴うこと
・環境に配慮した建築物であること（CASBEE Aクラス以上等）※2※3
・省エネ基準に適合していること

支援限度額
次のうち、いずれか少ない額
①総事業費の50%
②公共施設等※4の整備費
（特定都市再生緊急整備地域内は、公共
施設等＋整備計画に記載された国際競争力
強化施設※5の整備費）

※1 都市再生整備計画の区域では原則0.2ha以上であること。
※2 都市再生整備計画の区域では、必須要件でない。
※3 期限20年超の支援については、BELSを取得のうえ、第三者委員会において環境性能が良好と認められた

民間都市開発事業が対象となる。
※4 公共施設のほか、都市利便施設、建築利便施設及び情報化基盤設備の整備費用を対象とする。
※5 外国語対応の医療・教育・保育施設、国際会議場施設、研究開発促進施設（新規事業創出促進施設）

（床面積1,000m2以上の施設）を含む。

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。
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ライフスタイルの変革による脱炭素社会の構築事業 130

ナッジ手法を活用し、消費者、社員等の行動変容に取り組もうとする企業・自治体等に対し支援する。

ナッジ手法の社会実装

地方公共団体、民間企業・団体

定額

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 脱炭素ライフスタイル推進室 03-5521-8341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

高度無線環境整備推進事業

5G・IoT等の高度無線環境の実現に向けて、条件不利地域において、地方公共団体、電気通信事業者等に
よる、高速・大容量無線通信の前提となる伝送路設備等の整備を支援。具体的には、無線局エントランスまで
の光ファイバを整備する場合に、その整備費の一部を補助する。
また、地方公共団体が行う離島地域の光ファイバ等の維持管理に要する経費に関して、その一部を補助する。

伝送路設備、局舎（局舎内設備を含む。）等 直接補助事業者：自治体、第３セクター、一般社団法人等
間接補助事業者：民間事業者

実施主体等により、2/3～1/3

北海道総合通信局 情報通信振興課 011-709-2311(内4714) chiiki-s@soumu.go.jp

131
事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先
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事業再構築補助金

建物費(含む撤去費)、機械装置・システム構築費、外注費、研修費等

新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた 規模の拡大等、思い切った事業
再構築を目指す中小企業等の挑戦を支援する。

下記の要件を全て満たす者
•2020年4月以降※1の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前（2019年又は2020
年1月～3月）の同3か月※2の合計売上高と比較して10％以上減少していること。（グリーン成長枠はこの要件を
課しません）※1緊急対策枠では2022年1月以降※2緊急対策枠では2019年～2021年の同３か月

※ 売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。詳細については、公募要領をご確認ください。
•「事業再構築指針」に沿った事業計画(3～5年)を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって
事業再構築に取り組む中小企業等。

•補助事業終了後3～5年で付加価値額の年率平均3.0％（グリーン成長枠は5.0％）以上増加、又は従業員
一人当たり付加価値額の年率平均3.0％（グリーン成長枠は5.0％）以上増加の達成。

事業内容

支援対象

補助対象経費

問い合わせ先

申請類型 補助上限額※１ 補助率
最低賃金枠

回復・再生応援枠
原油価格・物価高騰等緊急対

策枠
（緊急対策枠）

1,000万円、2,000万円、
3,000万円、4,000万円 ※２

中小 3/4
中堅 2/3

※３

通常枠 2,000万円、4,000万円、
6,000万円、8,000万円 ※３

大規模賃金引上枠 1億円

グリーン成長枠 中小 1億円
中堅 1.5億円

中小 1/2
中堅 1/3

500万円、1,000万円、1,500万円 ※２ 中小 3/4
中堅 2/3

中小 2/3
中堅 1/2

※４

※１：補助下限額は100万円 ※２：従業員規模により異なる
※３：500、1,000、1,500万円超は2/3（中小）、 1/2（中堅）
※４：6,000万円超は1/2（中小）、 4,000万円超は1/3（中堅）

補助率・補助上限額

特筆すべき要件等
グリーン成長枠については、事業再構築の内容が、グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に
資する取組として記載があるものに該当し、研究開発・技術開発又は人材育成をあわせて行うことで、付加価値額年
率5.0%以上（通常枠は3.0%以上）の増加を目指す事業者が対象。
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事業再構築補助金事務局 0570-012-088
北海道経済産業局 経営支援課 011-756-6718

参考URL：https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。



道内炭層エネルギー等利活用促進事業

環境負荷の低減に資する新たな道内炭の活用方法に関する
研究の促進やこうした研究動向などに対する道民への理解促
進を図る。

石炭層を有する市町村や民間企業、研究機関等を
含むコンソーシアム

1/2以内

道内炭層等を含めた石炭資源を活用した環境負荷低減に資
するクリーンコール技術の実証試験に要する経費

■ 炭層メタンガス生産・利活用技術
■ 石炭地下ガス化技術
■ 二酸化炭素回収・利用・貯留技術 など

【二酸化炭素貯留技術実証試験の例】

補助対象となる実証試験の例

実施イメージ

道
炭層を有する市町村
研究機関・民間企業

道 民

実証事業補助金
（上限1,000万円） 道内市町村や民間企

業等で構成されたコ
ンソーシアム

ｸﾘｰﾝｺｰﾙﾊﾟﾈﾙ展
研究会開催

協力・連携
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事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

特筆すべき要件等

北海道 経済部 環境･エネルギー局
環境･エネルギー課 産炭地振興係
011-204-5321

問い合わせ先

令和４年度の事業計画募集は終了しています。

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

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

省CO2性能の高い革新的な部材・素材を活用した
製品の早期商用化に向けたイノベーションを支援する。
2030年までに社会実装を図りCO2排出量を大幅に
削減するとともに、2050年カーボンニュートラル実現に
向けたデジタル社会や地域社会における経済効果を
創出する。

省CO2性能の高い革新的な
部材（窒化ガリウム(GaN) )や
素材（セルロースナノファイバー(CNF)）
を活用した製品の早期実用化に向けたイノベーション

民間事業者・団体等

委託事業

事業内容

補助対象物

補助率

補助対象者

問い合わせ先

※上記は、令和４年度公募内容をもとに記載しています。
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脱炭素移行に向けた二国間クレジット制度（JCM）促進事業のうち
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）

①二国間クレジット制度（JCM）資金支援事業（プロジェクト補助）
優れた脱炭素技術等を導入するプロジェクトに対する資金支援等により、途上国の脱炭素社会への移行等を実現

し、我が国の2030年目標達成にも活用する。
②水素等新技術導入事業
JCMパートナー国（特に新規パートナー国）及びパートナー候補国における新たな脱炭素技術の導入促進のため

の事業を実施する。
③グリーン水素製造・利活用第三国事業
JCMパートナー国における再エネ由来水素製造、

利活用等を促進することで、当該国における再エネ
水素市場とJCMプロジェクト創出を促進する。
④コ・イノベーションによる脱炭素技術創出・普及事業
我が国の優れた脱炭素製品・サービスの相手国に

適したリノベーションを実施する。

民間事業者・団体

①～③ 1/2以内
④ 2/3以内

事業内容

補助率

補助対象者

問い合わせ先
環境省 地球環境局 国際脱炭素意向推進・環境インフラ担当参事官室 03-5521-8248
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

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

環境省 環境再生・資源循環局 総務課 循環型社会推進室 03-5521-8336
北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室 011-299-2460

民間事業者等

①、② 委託事業
③大企業：1/2、中小企業：2/3

①PPPスキームの適正化に向けた各種ガイダンス整備
廃棄物発電等事業の入札条件・ルールを適正化するため、PPPガイダンスの策定・改定、廃棄物の最低発熱量保証

に係るサンプル調査手法の開発、ごみ処理費用の適切な設定方法の開発等を実施。
②廃棄物インフラ案件の形成に向けた発注支援
PPPスキームを活用した廃棄物発電等事業の実施に当たり、発電

効率や安定性等の質の高さが確実に評価されるよう、発注・契約に
関する助言や、準備段階の実現可能性調査の支援等を実施。
③廃棄物管理・リサイクル事業の実現可能性調査支援
廃棄物管理・リサイクル技術を海外展開する事業計画について、

民間事業者が実施する廃棄物の現状調査や事業性評価等の
実現可能性調査を補助。

事業内容

補助率

補助対象者

問い合わせ先



巻末
ゼロカーボン北海道の取組
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ゼロ北メーリス情報
提供

御意見・お問合せ先情報
提供

本ハンドブックにつきまして、御意見・お問合せがありましたら、
以下のアドレスまで御送付ください。

●送付先 北海道地方環境事務所 地域脱炭素創生室
TEL：011-299-2460
Mail:CN-HOKKAIDO@env.go.jp

★「こういったところがよかった」といった御意見もお待ちしております！

ゼロカーボン北海道に関連する情報をお届けします。

① 国の補助事業等の公募情報
② 地域脱炭素に関する制度や動向の情報
③ 地方支分部局主催のシンポジウム等の情報
④ ゼロカーボン北海道タスクフォースの情報 等

「氏名」「所属」「登録を希望するメールアドレス」をメールにてお知らせくだ
さい。
【登録メールの送付先】
送信先：CN-HOKKAIDO@env.go.jp

【件名】
民間事業者の方：ゼロ北メーリス（民間事業者）登録希望

104

参考URL： http://hokkaido.env.go.jp/earth/post_124.html

配信内容

登録方法


