
省エネ・再エネ・電動車導入等に使える国庫補助（令和４年度実施）まとめ【事業者向け】
令和４年１月宮崎県環境森林課作成

補助対象の例 補助率 事業名 省庁 ﾍﾟｰｼﾞ

・特定のエリアで脱炭素を目指す「先行地域」の取組
・再エネ＋省エネ＋ＥＶなどの複合的かつ面的な取組

2/3～1/3,
定額

地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 1

・ローカルSDGs構築【ソフト支援】
・地域の脱炭素交通モデル構築【ソフト支援】

3/4～1/4
脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築
事業

環境省
（経産,国交
連携）

3

・建築物のZEB（ﾈｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾋﾞﾙ）化、
 省CO2 化に資する再エネ・省エネ設備導入

2/3～1/3 建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業
環境省
（経産,国交,
厚労連携）

6

・中小企業等による省CO2型設備の導入 定額または

1/2
グリーンリカバリーの実現に向けた中小企業等の
CO2削減比例型設備導入支援事業

環境省 10

・事業所等の脱炭素化促進計画策定【ソフト支援】
・省エネに資する設備更新

1/2～1/3
工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進
事業

環境省 11

・建築物のZEB・省CO2 化に資する再エネ設備導入 2/3～1/3
（再掲）建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化
促進事業

環境省
（経産,国交,
厚労連携）

6

・初期費用ゼロ型再エネ設備導入
・営農地やカーポートなどに設置する再エネ設備導入

3/4～1/3,
定額

PPA 活用等による地域の再エネ主力化・レジリエ
ンス強化促進事業

環境省
（総務,農水,
経産連携）

12

・カーシェアを前提とした電動車等導入 1/2～1/3,
定額

再エネ×電動車の同時導入による脱炭素型カー
シェア・防災拠点化促進事業

環境省 16

・電動車等導入
・充電スタンド導入

2/3～1/2,
定額

・クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進
　補助金
・クリーンエネルギー自動車導入促進等補助金

経済産業省 17

・バッテリー交換式ＥＶ＋再エネを活用した
 ビジネスモデル、物流モデル検討【ソフト支援】

3/4～1/2
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

環境省
（経産連携）

19

その他 水素を利活用したい！
・地域水素サプライチェーン構築
・運輸部門の脱炭素化に資する水素関連設備導入

2/3～1/3
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

環境省
（経産,国交
連携）

20

電　話：0985-26-7084
E-mail：kankyoshinrin@pref.miyazaki.lg.jp

※ 事業の詳細は、次頁以降を御参照ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒宮崎県では、再エネアドバイザー派遣事業も実施しております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まずは、環境森林課 温暖化・新エネルギー対策担当まで御相談ください！

こんなとき

車

総合

再エネ
省エネ
設備

地域・特定エリアで脱炭素に
総合的に取り組みたい！

ビル・工場の省エネ改修をしたい！
新築建築物を省エネ化したい！
（空調・照明の更新、節電機器導入等）

ビル・工場、事業用地に再エネを導
入したい！
（太陽光パネル、蓄電池、バイオマス設備
等）

電動車を導入したい！
充電設備を設置したい！



お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

地域脱炭素移⾏・再エネ推進交付⾦

事業イメージ

交付⾦（交付率︓ ）

意欲的な脱炭素の取組を⾏う地⽅公共団体等に対し複数年度にわたり継続的かつ包括的
に交付⾦により支援します。
１．脱炭素先⾏地域づくり事業への⽀援
（交付要件）

脱炭素先⾏地域に選定されていること 等
（一定の地域で⺠⽣部門の電⼒消費に伴うCO2排出実質ゼロ達成等）

（対象事業）
再エネ設備の導入に加え、再エネ利⽤最大化のための基盤インフラ設備（蓄電池、

自営線等）や省CO2等設備の導入、これらと一体となってその効果を⾼めるために実
施するソフト事業を対象

２．重点対策加速化事業への⽀援
（交付要件）

屋根置きなど自家消費型の太陽光発電や住宅の省エネ性能の向上などの重点対策を
複合実施等

我が国では、2050年カーボンニュートラルの実現とともに、2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度⽐で46%削減する⽬標の実現に向けて、再⽣可能
エネルギーの主⼒電源化が求められている。本事業は、「地域脱炭素ロードマップ」（令和３年６⽉９日第３回国・地⽅脱炭素実現会議決定）及び地球温暖化
対策計画（令和３年10⽉22日閣議決定）に基づき、脱炭素事業に意欲的に取り組む地⽅自治体等を複数年度にわたり継続的かつ包括的に支援するスキームと
して交付⾦を設け、改正地球温暖化対策推進法と一体となって、少なくとも100か所の「脱炭素先⾏地域」で、脱炭素に向かう地域特性等に応じた先⾏的な取
組を実施するとともに、脱炭素の基盤となる重点対策を全国で実施し、各地の創意工夫を横展開することを⽬的とする。

意欲的な脱炭素の取組を⾏う地⽅公共団体等に対して、「地域脱炭素移⾏・再エネ推進交付⾦」により⽀援します。

【令和４年度予算（案） 20,000百万円（新規） 】

地⽅公共団体等

令和４年度〜令和１２年度

環境省⼤⾂官房地域脱炭素推進総括官グループ地域脱炭素事業推進調整官室 電話︓03-5521-8233

■交付対象

2020 2030 20502025

地域特性に応じた取組の
実施に道筋

①少なくとも100か所の脱炭素先⾏地域
②重点対策を全国津々浦々で実施

全
国
で
多
く
の
脱
炭
素
ド
ミ
ノ

脱
炭
素
地
域
社
会

を
全
国
で
実
現

2030年度までに
実⾏

②⺠間事業者等も事業
を実施する場合

＜参考︓交付スキーム＞

⺠間事業者等国 地⽅公共団体

国 地⽅公共団体①地⽅公共団体のみが
事業を実施する場合

快適・利便
断熱・気密向上、公共交通

循環経済
⽣産性向上、資源活⽤

経済・雇用
再エネ・自然資源地産地消

防災・減災
非常時のエネルギー源確保

⽣態系の保全

2050年を
待たずに

地域課題を解決し、
地域の魅⼒と質を向
上させる地⽅創生へ

脱炭素先⾏地域づくり事業 原則２／３※
重点対策加速化事業 ２／３〜１／３等

※財政⼒指数が全国平均（0.51）
以下の自治体は一部３／４
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地域脱炭素移⾏・再エネ推進交付⾦ 事業内容

※①（太陽光発電設備除く）及び②について、財政⼒指数が全国平均（0.51）
以下の自治体は3/4。②③の一部は定額

事業区分 脱炭素先⾏地域づくり事業 重点対策加速化事業

交付要件 ○脱炭素先⾏地域に選定されていること
（一定の地域で⺠⽣部門の電⼒消費に伴うCO2排出実質ゼロ達成 等）

○再エネ発電設備を一定以上導入すること
（都道府県・指定都市・中核市︓1MW以上、その他の市町村︓0.5MW以上）

対象事業

（１）CO2排出削減に向けた設備導入事業 （①は必須）
①再エネ設備整備（自家消費型、地域共生・地域裨益型）

地域の再エネポテンシャルを最大限活かした再エネ設備の導入
・再エネ発電設備︓太陽光、⾵⼒、中⼩⽔⼒、バイオマス 等
・再エネ熱利⽤設備/未利⽤熱利⽤設備︓地中熱､温泉熱 等

②基盤インフラ整備
地域再エネ導入･利⽤最大化のための基盤インフラ設備の導入
・自営線、熱導管
・蓄電池､充放電設備
・再エネ由来⽔素関連設備
・エネマネシステム 等

③省CO2等設備整備
地域再エネ導入･利⽤最大化のための省CO2等設備の導入
・ZEB・ZEH、断熱改修
・ゼロカーボンドライブ（電動⾞、充放電設備等）
・その他省CO2設備（⾼機能・⾼効率換気・空調、コジェネ等）

（２）効果促進事業
（１）「CO2排出削減に向けた設備導入事業」と一体となって設
備導入の効果を一層⾼めるソフト事業 等

①〜⑤のうち２つ以上を実施 （①⼜は②は必須）
①屋根置きなど自家消費型の太陽光発電
（例︓公共施設等の屋根等に自家消費型の太陽光発電設備を設置す

る事業）
②地域共生・地域裨益型再エネの⽴地
（例︓未利⽤地、ため池、廃棄物最終処分場等を活⽤し、再エネ設

備を設置する事業）
③公共施設など業務ビル等における徹底した省エネと再エネ電気調

達と更新や改修時のZEB化誘導
（例︓新築・改修予定の公共施設において省エネ設備を大規模に導

入する事業）
④住宅・建築物の省エネ性能等の向上
（例︓ZEH、ZEH＋、既築住宅改修補助事業）
⑤ゼロカーボン・ドライブ※
（例︓地域住⺠のEV購入支援事業、EV公⽤⾞を活⽤したカーシェア

リング事業）
※再エネとセットでEV等を導入する場合に限る

交付率 原則２／３ ２／３〜１／３、定額

事業期間 おおむね５年程度

備考 ○複数年度にわたる交付⾦事業計画の策定・提出が必要（計画に位置づけた事業は年度間調整及び事業間調整が可能）
○各種設備整備・導入に係る調査・設計等や設備設置に伴う付帯設備等も対象に含む

※①（太陽光発電設備除く）及び②について、財政⼒指数が
全国平均（0.51）以下の自治体は3/4。②③の一部は定額

①⑤については、国の⽬標を上回る導入量、④については国の基
準を上回る要件とする事業の場合、単独実施を可とする。

家畜排せつ物の
エネルギー利⽤

住宅建築物の
ZEB／ZEH ゼロカーボン・ドライブ再エネ⽔素利⽤

省エネ設備の
最大限採⽤

エネルギーマネジメント
システム導入

⽊質バイオマス
のエネルギー利⽤

屋根置き自家消費型
太陽光発電 蓄電池の導入
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業（⼀部 経済産業省・国⼟交通省 連携事業）

事業イメージ

委託事業／間接補助事業（3/4,2/3,1/2,1/3,1/4※一部上限あり。）

（１）地域の自⽴・分散型エネルギーシステム構築⽀援事業
① 地域の再エネ自給率向上やレジリエンス強化を図る自⽴・分散型地域エネル

ギーシステム構築支援事業
② 地産地消の自⽴・分散型エネルギーシステムに係る調査検討事業
③ 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創出事業

（２）温泉熱等利活用による経済好循環・地域活性化促進事業
（３）地域の脱炭素交通モデル構築⽀援事業

① 自動⾞CASE活⽤による地域の脱炭素交通モデル構築支援事業
② グリーンスローモビリティの導入調査・促進事業
③ 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

• 地域の再エネ自給率最大化と災害時のレジリエンス強化を同時実現する自⽴・分散型エネルギーシステムの構築や、自動⾞
CASE等を活⽤した地域の脱炭素交通モデル構築に向けた取組等を支援する。

• 2050年カーボンニュートラルに向けた先導的モデルの創出を通じて、地域の脱炭素化に加え、投資促進や雇⽤創出、防災性
向上を図り、地域の多様な課題を同時解決するローカルSDGs （地域循環共⽣圏）を実現する。

2050年カーボンニュートラルの先導的モデルの創出により、ローカルＳＤＧｓの実現を目指します。

【令和４年度予算（案） 5,500百万円（8,000百万円）】

⺠間事業者・団体、地⽅公共団体等

令和元年度〜令和５年度
地球環境局地球温暖化対策事業室:0570-028-341 自然環境局 自然環境整備課 温泉地保護利用推進室:03-5521-8280
⽔・⼤気環境局 自動⾞環境対策課︓03-5521-8303

■委託先及び補助対象

再生可能エネルギー 地域の課題

地域循環共生圏の構築

脱炭素社会構築の⽀援
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業のうち、
（１）地域の自⽴・分散型エネルギーシステム構築⽀援事業

事業イメージ

委託事業・間接補助事業（3/4,2/3,1/3,1/4※一部上限あり）

• 再エネ自給率最大化と災害時のレジリエンス強化を同時実現する自⽴・分散型エネルギーシステムの構築を通じて、2050年
カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現に向けた先導的モデルを構築する。

• 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により、地域の更なるCO2 削減と防災性の向上を実現する。

地域再エネを活用した地産地消の自⽴・分散型エネルギーシステムの構築等を⽀援します。

⺠間事業者・団体、地⽅公共団体等
令和元年度〜令和５年度

地球環境局地球温暖化対策事業室:0570-028-341

■委託先及び補助対象
地域の自⽴・分散型エネルギーシステム

① 地域の再エネ自給率向上やレジリエンス強化を図る自⽴・分散型地域エネルギーシス
テム構築⽀援事業（補助︓補助率 計画策定3/4,設備等導入2/3）

地⽅公共団体と⺠間事業者との共同により、地域の再エネ・蓄電池・自営線等を活⽤し
た、地産地消の自⽴・分散型エネルギーシステム構築のための計画策定や設備等導入に対
して支援を⾏う。
② 地産地消の自⽴・分散型エネルギーシステムに係る調査検討事業（委託）

地域再エネを活⽤した地産地消の分散型エネルギーシステムの普及施策の検討や、補助
事業に係る取組の評価検証等を⾏う。
③ 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（委託／補助︓補
助率 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）

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支援を⾏う。また、スマート街路灯等には環境センサーを取
り付け、再エネを安定的に使い続けるために必要な日射量等の気象データを収集する。

＊①においてEVを購入により導入する場合については、通信・制御機器、充
放電設備⼜は充電設備とセットで外部給電可能なEVを導入する場合に限り、
蓄電容量の1/2×4万円/kWhを補助する。（上限あり）
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業のうち、
（３）地域の脱炭素交通モデル構築⽀援事業

事業イメージ

委託事業／間接補助事業（3/4,1/2,1/3,1/4※一部上限あり）

①自動⾞CASE活用による地域の脱炭素交通モデル構築⽀援事業（補助︓補助率 計画策定
3/4,設備等導入1/2）

・新たなライフスタイルに合わせた、電動モビリティのシェアリングサービス構築に必要な設備等の導
入支援を⾏う。

②グリーンスローモビリティの導入調査・促進事業（委託／補助︓補助率 ⾞両等導入1/2）
・地域課題の解決と交通の脱炭素化の同時実現を⽬指したグリーンスローモビリティの導入

に係る調査検討及び、グリーンスローモビリティの⾞両等の導入支援を⾏う。
③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（補助）
・マイカーへの依存度が⾼い地⽅都市部を中⼼に､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。（補助率1/2）
・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。(補助率 ⾞両新造・改修 (中小・公営・準⼤手等1/2)、回生電⼒（中
小1/2,公営・準⼤手・JR(本州3社以外）等1/3,⼤手・JR本州３社1/4））

• 自動⾞CASE、グリーンスローモビリティ及びLRT・BRTの導入、鉄道事業等の省CO2化により、 2050年カーボン
ニュートラルに資する地域の脱炭素交通モデルを構築する。

新たな地域モビリティの活用等により、地域の脱炭素化と地域循環共生圏の構築を⽀援します。

⺠間事業者・団体、地⽅公共団体等
令和元年度〜令和５年度

地球環境局地球温暖化対策事業室: 0570-028-341 ⽔・⼤気環境局 自動⾞環境対策課︓03-5521-8303

■委託先及び補助対象

グリーンスローモビリティ（※）

電動モビリティ×デジタル技術

LRT・BRT 鉄道事業等の省CO2化

※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

＊①においてEVを購入により導入する場合については、通信・制御機器、充放電設備⼜は充電設備とセットで外
部給電可能なEVを導入する場合に限り、蓄電容量の1/2×4万円/kWhを補助する。（上限あり）
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業（経済産業省・国⼟交通省・厚生
労働省連携事業）

事業イメージ

間接補助事業（メニュー別スライドを参照）

（１）新築建築物のZEB化支援事業
①レジリエンス強化型の新築建築物ZEB実証事業
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）

（２）既存建築物のZEB化支援事業
①レジリエンス強化型の既存建築物ZEB実証事業
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）

（３）既存建築物における省CO2改修支援事業（一部国⼟交通省連携）
（４）国⽴公園利⽤施設の脱炭素化推進支援事業
（５）上下⽔道・ダム施設の省CO2改修支援事業

（厚⽣労働省、国⼟交通省、経済産業省連携）
※（１）①及び（２）①は、他のメニューに優先して採択
※ 電⼒調達も勘案し再エネ100％となる事業は加点

①2050年CN実現、そのための2030年46%減（ʼ13⽐）の政府⽬標の早期達成に寄与するため、建築物等におけるZEB
化・省CO２改修の普及拡大により脱炭素化を進める。
②建築物等において気候変動による災害激甚化や新型コロナウイルス等の感染症への適応を⾼めつつ、快適で健康な社会
の実現を⽬指す。

業務用施設のZEB化・省CO2化に資する⾼効率設備等の導入を⽀援します。

【令和４年度予算（案）5,500百万円（6,000百万円）】
【令和３年度補正予算額 7,500百万円】

⺠間事業者・団体／地⽅公共団体一般

メニュー別スライドを参照
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 電話︓0570-028-341

■補助対象

①レジリエンス強化型の新築建築物
ZEB実証事業
再⽣可能エネルギー設備や蓄電池等
を導入し、停電時にもエネルギー供
給が可能であって、換気機能等の感
染症対策も備えたレジリエンス強化
型ZEBの実現と普及拡大を⽬指す。

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
ZEBのさらなる普及拡大のため、
既築ZEBに資するシステム・設備機器
等の導入を支援する。

（２）既存建築物のZEB化⽀援事業

（１）新築建築物のZEB化⽀援事業
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業のうち、
（１）新築建築物のZEB化⽀援事業

補助対象

間接補助事業①２／３〜１／２（上限5億円）②３／５〜１／３（上限5億円）

• 一度建築されるとストックとして⻑期にわたりCO2排出に影響する新築建築物分野において、ZEB化を促進し、2050年
のカーボンニュートラル実現に貢献する。

• 災害時の活動拠点となる業務⽤施設を中⼼に、エネルギー自⽴化が可能であって、換気機能等の感染症対策も兼ね備え
たレジリエンス強化型ZEBの普及を図り、脱炭素化と地域におけるレジリエンス向上の同時実現を⽬指す。

新築の業務用施設のZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）化に資する⾼効率設備等の導入を⽀援します。

⺠間事業者・団体／地⽅公共団体一般

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 電話︓0570-028-341

■補助対象

延べ面積 補助率等
① ②

2,000m2

未満
『ZEB』 2/３
Nearly ZEB 3/5
ZEB Ready 1/2

『ZEB』3/5
Nearly ZEB 1/2
ZEB Ready 補助対象外

2,000m2〜
10,000m2

『ZEB』 3/5
Nearly ZEB 1/2
ZEB Ready 1/3

10,000m2

以上
地⽅公共団体

のみ対象
補助率は同上

地⽅公共団体のみ対象
『ZEB』 3/5
Nearly ZEB 1/2
ZEB Ready 1/3
ZEB Oriented 1/3

①令和2年度〜令和5年度 ②平成31年度〜令和5年度

（１）新築建築物のZEB化支援事業
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。

 補助要件等（①）︓
⽔害等の災害時にも電源確保等に配慮された設計であり、災害発⽣に伴う⻑期の停電時に
おいても、施設内にエネルギー供給を⾏うことができる再エネ設備等の導入、感染症対策
のための省エネ型の第一種換気設備の導入、需要側設備等を通信・制御する機器の導入を
補助要件とする。補助対象設備に一定要件を満たす⾞載型蓄電池等を加える。

 優先採択︓以下に該当する事業については優先採択枠を設ける。
・新耐震基準以前の建物の建替えを⾏う事業 ・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
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業のうち、
（２）既存建築物のZEB化⽀援事業

補助対象

間接補助事業（２／３（上限5億円））

既存の業務用施設のZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）化に資する⾼効率設備等の導入を⽀援します。

⺠間事業者・団体／地⽅公共団体一般

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 電話︓0570-028-341

■補助対象

延べ面積 補助率等
① ②

2,000m2

未満
『ZEB』 2/３
Nearly ZEB 2/3
ZEB Ready 2/3

『ZEB』 2/3
Nearly ZEB 2/3
ZEB Ready 補助対象外

2,000m2〜
10,000m2

地⽅公共団体
のみ対象

『ZEB』 2/３
Nearly ZEB 2/3
ZEB Ready 2/3

地⽅公共団体のみ対象
『ZEB』 2/3
Nearly ZEB 2/3
ZEB Ready 2/3

10,000m2

以上

地⽅公共団体のみ対象
『ZEB』 2/3
Nearly ZEB 2/3
ZEB Ready 2/3
ZEB Oriented 2/3

①令和2年度〜令和5年度 ②平成31年度〜令和5年度

（２）既存建築物のZEB化支援事業
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、既築ZEBに資するシステム・設備機器等の導入を支援する。

 補助要件等（①）︓
⽔害等の災害時にも電源確保等に配慮された設計であり、災害発⽣に伴う⻑期の停電時に
おいても、施設内にエネルギー供給を⾏うことができる再エネ設備等の導入、感染症対策
のための省エネ型の第一種換気設備の導入、需要側設備等を通信・制御する機器の導入を
補助要件とする。補助対象設備に一定要件を満たす⾞載型蓄電池等を加える。

 優先採択︓以下に該当する事業については優先採択枠を設ける。
・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

• 建築物分野の脱炭素化を図るためには、ストック対策が不可欠であり、CO2削減のポテンシャルも大きい既存建築
物のZEB改修を促進し、 2050年のカーボンニュートラル実現に貢献する。

• 災害時の活動拠点となる業務⽤施設を中⼼に、エネルギー自⽴化が可能であって、換気機能等の感染症対策も兼ね
備えたレジリエンス強化型ZEBの普及を図り、脱炭素化と地域におけるレジリエンス向上の同時実現を⽬指す。
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 補助対象

間接補助事業（1/3）

（３）既存建築物における省CO2改修支援事業（一部国⼟交通省連携）
①⺠間建築物等における省CO2改修支援事業︓既存⺠間建築物において省エネ改修

を⾏いつつ、運⽤改善により更なる省エネの実現を⽬的とした体制を構築する
事業を支援。

②テナントビルの省CO2改修支援事業（国⼟交通省連携事業）︓オーナーとテナン
トが環境負荷を低減する取組に関する契約や覚書（グリーンリース（GL）契約
等）を結び、協働して省CO2化を図る事業やフロア単位で省CO２化を図る事業を
支援。

※ ①、②については、省エネ型の第一種換気設備を導入する場合⼜は需要側設備等
を通信・制御する機器を導入する場合に加点

③空き家等における省CO2改修支援事業︓空き家等を業務⽤施設に改修しつつ省
CO2化を図る事業に対し、省CO2性の⾼い設備機器等の導入を支援。

※ 省エネ型の第一種換気設備を導入する場合に加点。

既存建築物の省CO2改修に資する⾼効率設備等の導入を⽀援します。

⺠間事業者・団体／地⽅公共団体一般
平成31年度〜令和5年度
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 電話︓0570-028-341

■補助対象

補助
申請者

補助対象
経費 補助要件 補助率

①
建築物を所
有する⺠間

企業等

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

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

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

①テナントビル、既存の業務⽤施設等の省CO2改修を普及促進することで、ストック対策に貢献する。
②既存の業務⽤施設等の脱炭素化を促進し、将来の業務その他部門のCO2削減⽬標達成に貢献する。
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

グリーンリカバリーの実現に向けた中小企業等のCO2削減⽐例型設備導入⽀援事業

事業イメージ

①間接補助事業 ②委託事業

①中⼩企業等による省CO2型設備等の導入に対して、以下の(A)(B)のうちいずれか低い
額の補助を⾏う（補助上限5,000万円）。
（A）年間CO2削減量×法定耐⽤年数×5,000円/tCO2*（円）

*中⼩企業、省CO2型換気を導入する企業、グリーン冷媒使⽤設備を導入する企業は、7,700円/tCO2

（B）総事業費の1/2（円）
※CO2削減量は、環境省指定の診断機関のCO2削減余地事前診断に基づく導入設備等による2019年⽐でのエネルギー起源

CO2削減量。中⼩企業には診断費⽤の補助を⾏う。
※補助対象は、環境省が指定する設備等であって、単年度で導入完了可能なものに限る。LEDは支援対象とはしないが、

他の補助対象設備とセットで導入した場合は、CO2削減量として計上。
※代⾏申請を可とする。
※事前診断によるCO2削減量を達成できない場合は再エネ電気切替え、外部調達等を⾏う。

②本補助事業の運営に必要な、公正なCO2削減量の担保（各診断機関が実施したCO2削
減余地の事前診断結果の検証）等の支援を⾏う。

コロナ禍を乗り越えて脱炭素化に取り組む中⼩企業等に対し、CO2削減量に応じた省CO2型設備等の導入を加速するこ
とで、企業の新たな設備投資を下支えし、電化・燃料転換等も促進しながら、我が国の持続可能で脱炭素な⽅向の復興
（グリーンリカバリー）を促進し、コロナ前のCO2排出量のリバウンド回避をした上での、⼒強くグリーンな経済社会
への移⾏を実現する。

中小企業等へのCO2削減量に応じた設備等導入補助で、コロナ禍からの経済再生と脱炭素化を同時実現します。

【令和３年度補正予算額 3,000百万円】

⺠間事業者・団体等

令和３年度

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 電話︓ 0570-028-341

■委託・補助先

【主な補助対象設備】

空調機 給湯器

ボイラ EMS

冷凍冷蔵機器

応募 CO2削減
余地診断 設備導入

【事業の流れ】

省CO2型換気
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

⼯場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業

①〜②間接補助事業 (①補助率1/2、②補助率1/3)、③委託事業

① 脱炭素化促進計画策定⽀援 (補助率: 1/2、補助上限 100万円)
CO2排出量50t以上3000t未満の工場・事業場を保有する中⼩企業等に対し、
CO2排出量削減余地診断に基づく「脱炭素化促進計画」の策定を支援

② 設備更新補助 (補助率: 1/3)
A. 「脱炭素化促進計画」に基づく設備更新の補助 (補助上限1億円)

工場・事業場単位で15%以上削減⼜は主要なシステム系統で30%以上削減
B. 主要なシステム系統でi)ⅱ)iii) の全てを満たす「脱炭素化促進計画」に基づく

設備更新の補助 (補助上限5億円)
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

③ 目標遵守状況の把握、事例分析等
参加事業者のCO2排出量等の管理等、実践例の分析・横展開の⽅策検討

① 2030年削減⽬標の達成や2050年カーボンニュートラルの実現に資するため、工場・事業場における先導的な脱炭
素化に向けた取組を推進する。
(先導的な脱炭素化に向けた取組: 削減⽬標設定、削減計画策定、設備更新・電化・燃料転換・運⽤改善の組合せ)

② 脱炭素化に向けて更なる排出削減に取り組む事業者の裾野を拡大する。

⼯場・事業場の設備更新、電化・燃料転換、運用改善による脱炭素化に向けた取組を⽀援します。

【令和４年度予算（案） 3,700百万円（4,000百万円）】

⺠間事業者・団体

令和３年度〜令和７年度

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 市場メカニズム室 電話︓0570-028-341

■補助・委託先

事業イメージ

意欲的なCO2排出削減目
標を盛り込んだ「脱炭
素化促進計画」の策定

設
備
更
新

目
標
達
成

計
画
策
定

事業者 ⽀援・補助

① 計画策定補助
CO2排出量50t以上
3,000t未満の工場・
事業場を保有する
中⼩企業等

「脱炭素化促進計画」
に基づく設備更新
基準年度排出量及び⽬標
年度排出量について第三
者検証を受検

排出枠償却・目標達成
削減⽬標未達分は排出量
取引により補填

③ 排出量取引システム
提供・目標遵守状況
把握

② 設備更新補助 A
工場・事業場単位で15%
以上削減⼜はシステム
系統で30%以上削減
設備更新補助 B
30%以上削減
電化・燃料転換
4,000t-CO2/年以上削減
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

（１）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
（２）新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業
（３）再エネ主⼒化に向けた需要側の運転制御設備等導入促進事業

1. ①オフサイトから運転制御可能な需要家側の設備・システム等導入支援事業
②再エネの出⼒抑制低減に資するオフサイトから運転制御可能な発電側の設備・

システム等導入支援事業
2. 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

（４）平時の省CO2と災害時避難施設を両⽴する直流による建物間融通⽀援事業
（５）データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業
（６）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

PPA活用等による地域の再エネ主⼒化・レジリエンス強化促進事業
（⼀部 総務省・農林⽔産省・経済産業省 連携事業）

事業イメージ

間接補助事業（補助率︓３／４、２／３、１／２、１／３、定額）／委託事業

• オンサイトPPA等による自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池の導入・価格低減を進め、ストレージパリティの達成を⽬指す。
• 新たな⼿法による再エネ導入・価格低減により、地域の再エネポテンシャルの有効活⽤を図る。
• デマンド・サイド・フレキシビリティ（需要側需給調整⼒）の創出等により、変動性再エネに対する柔軟性を確保する。

再エネ導入・価格低減促進と調整⼒確保等により、地域の再エネ主⼒化とレジリエンス強化を図ります。

【令和４年度予算（案） 3,800百万円（5,000百万円）】

⺠間事業者・団体等
(１)・(２)・(５)令和３年度〜令和６年度 、(３)・(４)・(６)令和２年度〜令和６年度

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 電話︓0570-028-341

■委託・補助先

需要側設備の運転制御によるﾃﾞﾏﾝﾄﾞ･ｻｲﾄﾞ･ﾌﾚｷｼﾋﾞﾘﾃｨ創出

再エネ⽐率向上 運転制御

需給調整
需要家側供給側

＊EVについては、 (1) ・ (2) ・(3)-1-➀・(3)-2・(4) ・(6)のメニューにおいて、通信・制御機器、充
放電設備⼜は充電設備とセットで外部給電可能なEVに従来⾞から買換えする場合に限り、蓄電容量
の1/2(電気事業法上の離島は2/3)×4万円/kWh補助する。（上限あり）

オンサイトPPAによる自家消費型太陽光・蓄電池導入

需要家（企業等） 発電事業者

太陽光パネル等
設置・運⽤・保守

電気利⽤料

【令和３年度補正予算額 11,350百万円】
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 事業イメージ

①間接補助事業（太陽光発電設備 定額︓４〜５万円/kW（※）、蓄電池 定額︓5.5万円/kWh（家庭⽤）⼜は７万円/kWh（業務・産業⽤）（上限1.5億円））
②委託事業 ※ ⼾建住宅は、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。）

自家消費型の太陽光発電は、建物でのCO2削減に加え、停電時の電⼒使⽤による防災
性向上にも繋がり、（電⼒をその場で消費する形態のため）電⼒系統への負荷も低減で
きる。また、蓄電池も活⽤することで、それらの効果を更に⾼めることができる。さら
に、需要家が初期費⽤ゼロで太陽光発電設備や蓄電池を導入可能なオンサイトPPAとい
う新たなサービスも出てきている。本事業では、オンサイトPPA等により自家消費型の
太陽光発電設備や蓄電池等を導入し、補助⾦額の一部をサービス料⾦の低減等に
より需要家に還元する事業者等に対して支援を⾏うことで、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）を⽬指す。
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。

①業務⽤施設・産業⽤施設・集合住宅・⼾建住宅への自家消費型の太陽光発電設備や蓄
電池（⾞載型蓄電池を含む）の導入支援を⾏う（補助）

②ストレージパリティ達成に向けた課題分析・解決⼿法に係る調査検討を⾏う（委託）

• オンサイトPPAモデル等を活⽤した初期費⽤ゼロでの自家消費型太陽光発電設備や蓄電池の導入支援等を通じて、当
該設備の価格低減を促進し、ストレージパリティの達成、ひいては地域の脱炭素化と防災性の向上を⽬指す。

初期費用ゼロでの自家消費型太陽光発電や蓄電池の導入⽀援等により、ストレージパリティの達成を目指します。

⺠間事業者・団体
令和３年度〜令和6年度

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 電話︓0570-028-341

■委託先及び補助対象

PPA活用等による地域の再エネ主⼒化・レジリエンス強化促進事業のうち、
(１)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（経済産業省連携事業）

＊新規で太陽光発電を導入する場合に限り、定置⽤蓄電池単体での補助も⾏う。
＊EV（外部給電可能なものに限る）を充放電設備とセットで購入する場合に限り、蓄電容量の1/2×4万円/kWh補助（上限あり）

需要家（企業等） 発電事業者

オンサイトPPAによる自家消費型太陽光発電・蓄電池導入

太陽光パネル等
設置・運⽤・保守

電気利⽤料

蓄電池無し 蓄電池有り

PPA リース 購入 PPA リース 購入

4万円
/kW

○ ○ ○ ○

5万円
/kW

○ ○

太陽光発電設備の補助額（業務⽤施設・産業⽤施設・集合住宅の場合）
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

①〜⑤︓間接補助事業（計画策定︓3/4（上限1,000万円） 設備等導入︓1/3、1/2 ）
⑥︓委託事業

①建物における太陽光発電の新たな設置手法活用事業（補助率1/3）
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

等導入の支援を⾏う。
②地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業（補助率1/2）

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
等導入の支援を⾏う。
③オフサイトからの自営線による再エネ調達促進事業（補助率1/3）

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。
④再エネ熱利用・自家消費型再エネ発電等の価格低減促進事業（補助率3/4、1/3）

再エネ熱利⽤や自家消費⼜は災害時の自⽴機能付きの再エネ発電（太陽光除く）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。
⑤未利用熱・廃熱利用等の価格低減促進事業（補助率1/2、1/３）

未利⽤熱利⽤・廃熱利⽤・燃料転換により熱利⽤の脱炭素化を図る取組について、コスト要件（※）を満
たす場合に、設備等導入支援を⾏う（燃料転換は新増設に限る）。
⑥新たな再エネ導入手法の価格低減促進調査検討事業（委託）

①〜⑤の再エネ導入⼿法に関する調査検討を⾏い、その知⾒を取りまとめ公表し、横展開を図る。

• 地域の再エネポテンシャルを有効活⽤するため、地域との共⽣を前提とした上で、新たな⼿法による太陽光発電等の
再エネ導入とその価格低減促進を図る。

• 本事業で得られた実施⼿法や施工⽅法等の知⾒を取りまとめて公表し、横展開を図る。

地域の再エネポテンシャルの有効活用に向けて、新たな手法による再エネ導入と価格低減促進を図ります。

⺠間事業者・団体等
①④⑥ 令和３年度〜令和６年度
②③⑤ 令和４年度〜令和６年度

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 電話︓0570-028-341

■委託先及び補助対象

PPA活用等による地域の再エネ主⼒化・レジリエンス強化促進事業のうち、
(２) 新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業（⼀部 農林⽔産省・経済産業省連携事業）

事業イメージ

※コスト要件
①②④︓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。
④⑤︓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。

駐⾞場太陽光（ソーラーカーポート）

営農型太陽光（ソーラーシェアリング）

ため池太陽光
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

PPA活用等による地域の再エネ主⼒化・レジリエンス強化促進事業のうち、
(４)平時の省CO2と災害時避難施設を両⽴する直流による建物間融通⽀援事業

事業イメージ

間接補助事業（計画策定︓３／４（上限1,000万円）、設備等導入︓１／２※ ）(※一部上限あり)

直流給電システムは、交流給電システムと⽐べて一般的に電⼒変換段数が
少なく、電⼒変換時のエネルギーロス低減による省CO2化が可能である。ま
た、太陽光発電設備や蓄電池を給電線に直接接続できるため、災害時等に停
電が発⽣した際にも効率的に自⽴運転することができる。

このような直流給電システムを複数の建物間で構築することで、一定エリ
ア内で平時は省CO2を図りつつ、災害時には地域の避難拠点を形成できる。

本事業では、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支援を⾏う。

• 建物間での直流給電システム構築に係る設備等の導入により、平時の省CO2と災害時の自⽴運転を両⽴するシステム
を構築し、地域における再エネ主⼒化とレジリエンス強化を同時に推進する。

省CO2と災害時の電⼒確保が可能となる直流給電による建物間電⼒融通に係る設備等の構築を⽀援します。

⺠間事業者・団体等
令和２年度〜令和6年度

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 電話︓0570-028-341

■補助対象

直
流

交
流

蓄電池やPV

直流給電

拠点中核建築物 隣接建築物

隣接建築物

直
流

直
流 CPU

直
流

直
流

直流
機器

蓄電池やPV

直流給電システムの構築

データセンターの排熱利⽤等
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

再エネ×電動⾞の同時導入による脱炭素型カーシェア・防災拠点化促進事業

事業イメージ

間接補助事業（1/2、1/3、定額 ※一部上限あり）

○ 本事業は、地⽅公共団体及び⺠間事業者・団体が、再⽣可能エネル
ギー発電設備と電気自動⾞等を同時購入し、地域住⺠向けにシェア
リングする取組を支援する。

○ また、本事業の補助対象者は自治体・⺠間企業の施設を災害拠点化※

し、地域のレジリエンス強化へ貢献する。そのため、充放電設備/外部
給電器の導入についても同時に支援する。

※ ⺠間事業者が⾞両保有者となる場合は自治体と災害時活⽤の協定を締結。

○ 充電器についてもオプションにて導入を支援する。ただし、導入し
た場合は地域住⺠がアクセスしやすい充電インフラとして開放し、
地域の充電インフラ拡充へ貢献することとする。

• 公⽤⾞/社⽤⾞等を率先して再エネ設備導入とセットで電動化することで、移動の脱炭素化を図るとともに、地域住⺠の⾜とし
て利⽤可能なシェアリングを実施する。特に若年層の電動⾞利⽤も働きかけていく。

• 電動⾞は再エネ設備の発電電⼒量の需給調整としての機能などの「動く蓄電池」としての活⽤も期待され、災害時の非常⽤電
源としての役割が期待される。

地⽅公共団体の公用⾞や⺠間社用⾞に「再エネ×電動⾞」カーシェアを導入し、地域住⺠とのシェアリングやレジ
リエンス強化も同時に促進します。

【令和３年度補正予算額 1,000百万円】

⺠間事業者・団体、地⽅公共団体等

令和３年度

⽔・⼤気環境局 自動⾞環境対策課︓03-5521-8303

■補助対象

充放電設備

充電器

（⼀般開放）

普段は公用⾞、遊休時
は地域住⺠の⾜として
シェアリング
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クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金
令和３年度補正予算額 375.0億円

（１）（２）製造産業局 自動車課

（３）資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
水素・燃料電池戦略室

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
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、環境性能に優れた
クリーンエネルギー自動車の普及が重要です。早期に電気自動
車や燃料電池自動車等の需要創出や車両価格の低減を促す
と同時に、車両の普及と表裏一体にある充電・水素充てんインフ
ラの整備を全国各地で進めることが喫緊の課題です。

本事業では、導入初期段階にある電気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。

また、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車の充電設備等の
購入費及び工事費、水素ステーションの整備費及び運営費を補
助します。

成果目標
「グリーン成長戦略」等における、2035年までに、乗用車新車販
売で電動車100%とする目標の実現に向け、クリーンエネルギー
自動車の普及を促進します。

また、車両の普及に必要不可欠なインフラとして、充電インフラを
2030年までに15万基、水素充てんインフラを、2030年までに
1,000 基程度整備します。

（１）クリーンエネルギー自動車導入事業

国 民間団体等

補助（定額）

購入者、設置
事業者等

補助（定額,2/3.1/2等）

燃料電池自動車プラグインハイブリッド自動車

電気自動車 ※補助対象例

（２）充電インフラ整備事業

（３）水素充てんインフラ整備事業

【小規模】 【中規模】 【大規模】

普通充電器
（スタンド型）

急速充電器

※補助対象例

普通充電器
（コンセント型）

※補助対象例
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クリーンエネルギー自動車導入促進等補助金
令和4年度予算案額 155.0億円（155.0億円）

(1)製造産業局 自動車課
(2)製造産業局 自動車課

素材産業課
金属課

商務情報政策局 電池産業室

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
我が国のCO2排出量の約2割を占めている運輸部門のCO2削減の
ため、環境性能に優れたクリーンエネルギー自動車の普及が重要です。
加えて、安全性を向上させる高度な機能や、災害に非常用電源とし
ても活用できる機能を有した車両もあり、クリーンエネルギー自動車の
普及は、社会全体のレジリエンス等向上にも重要です。
また、こうした自動車の電動化等の鍵となる蓄電池について、安定・
強靱なサプライチェーンを構築することが不可欠です。
本事業では、(1)初期需要の創出・量産効果による価格低減のため、
クリーンエネルギー自動車の購入費用の一部、(2)車載用をはじめと
した国内の蓄電池のサプライチェーン強靱化のため、建物・設備への
投資及び生産技術等に関する研究開発費用の一部、を補助します。

成果目標
令和3年度から令和7年度までの5年間の事業であり、「グリーン成長
戦略」等における、2035年までに新車販売に占める乗用車を電動
車100%とする目標の実現に向け、クリーンエネルギー自動車の普及
を促進します。

（１）クリーンエネルギー自動車導入事業

（２）蓄電池の先端生産技術導入・開発促進事業

• 先端的な蓄電池・材料の生産技術、リサイクル技術を用い
た大規模製造拠点を国内に立地する事業者に対し、その
ために必要となる建物・設備への投資及びこうした生産技
術等に関する研究開発に要する費用を補助します。

国 民間団体等

補助（定額）

購入者等
補助（定額,2/3,1/2等）

（1）

国 基金設置法人 民間企業等
補助（1/2,1/3等）

（2）
補助（定額）

クリーンディーゼル自動車プラグインハイブリッド自動車

電気自動車
※補助対象例

燃料電池自動車
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

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（⼀部 経済産業省 連携事業）

事業イメージ

①委託、②③間接補助事業（3/4、1/2）

①バッテリー交換式EV開発及び再エネ活用の組み合わせによるセクター
カップリング実証事業・・・委託
バッテリー交換式EVの特性を活かせるユースケース毎（中⼩型トラッ
ク等）に開発支援及び実証事業を実施。

②バッテリー交換式EV×再エネ活用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）事業・・・補助（補助率3/4）
バッテリー交換式EVを活⽤し、再エネを活⽤したセクターカップリン
グ型ビジネスモデルの検討（マスタープラン策定）を支援。

③地域貢献型脱炭素物流モデル構築⽀援事業・・・補助（補助率1/2）
荷物宅配やフードデリバリー等のラストワンマイル配送等において、
バッテリー交換式EVを導入し、再エネを活⽤しながら物流・配送拠点
等をバッテリーステーション化し、地域の脱炭素化と防災性向上に資
する新たな物流モデルの構築を支援。

• 中⼩型トラック等地域の⾜であるモビリティ等、各⽤途に応じた⾞種に対してバッテリー交換式EV化開発/実証支援を⾏い、地域の
脱炭素化×防災モデルの構築を⽬指す。

• 地域の再⽣可能エネルギーを活⽤した脱炭素型物流モデル構築と物流拠点等の防災拠点化の同時実現を図るとともに、地域エネル
ギーのストレージインフラとしてバッテリーステーションを活⽤することで、モビリティ×エネルギーのセクターカップリング型ビ
ジネスモデルの構築を⽬指す。

• 新型コロナウイルスの影響により需要増大が⾒込まれる宅配分野における脱炭素化を加速させる。

配送需要増加、防災性向上、地域資源である再エネ有効活用等の課題を同時解決する地域貢献型脱炭素物流モデルの構築を図ります。

【令和４年度予算（案）1,200百万円（1,200百万円）】

地⽅公共団体、⺠間事業者・団体（③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必須）

令和2年度〜令和6年度
環境省 ⽔・⼤気環境局 自動⾞環境対策課 電話︓03-5521-8302
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 電話︓0570-028-341

■委託先及び補助対象

交換式バッテリー

物流網の脱炭素化

防災拠点化

地域再エネ
の利活用

充放電

コンビニ各店舗

配送センター

電池ｽﾃｰｼｮﾝ
(電池交換装置)

配送センターに設置

【地域貢献型脱炭素物流モデル構築⽀援事業】

交換式バッテリー
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

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（⼀部経済産業省、国⼟交通省連携事業）

事業イメージ

委託事業・補助事業（補助率︓1/3, 1/2,  2/3）

（１） 脱炭素な地域⽔素サプライチェーン構築事業
①カーボンニュートラルに向けた再エネ⽔素のあり⽅検討等評価・

検証事業…委託
②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…委託
③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等

構築事業…補助
④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

…補助
（２）⽔素活⽤による運輸部門等の脱炭素化支援事業

①⽔素内燃機関活⽤による重量⾞等脱炭素化実証事業…委託・補助
②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

…補助
③地域再エネ⽔素ステーション保守点検等支援事業…補助

① 脱炭素社会構築に不可欠な⽔素を地域で再⽣可能エネルギー等から製造し、貯蔵・運搬及び利活⽤することを支援
します。また、将来の⽔素社会を⾒据え、BCP活⽤など⽔素の特性を活かした事業を支援します。

② 運輸部門等の脱炭素化及び⽔素需要の増大に向け、モビリティへの⽔素活⽤を支援します。

脱炭素社会構築につながる⽔素利活用を推進します。

【令和４年度予算（案） 6,580百万円（6,580百万円）】

地⽅公共団体、⺠間事業者・団体等

令和２年度〜令和７年度
（１）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 電話: 0570-028-341
（２）環境省 ⽔・⼤気環境局 自動⾞環境対策課 電話: 03-5521-8302

地域資源の活⽤

⽔素社会を⾒据えた
新たな利用

H2
様々な輸送体制

電気と熱の利⽤

⽔素の特性を活かした
自⽴分散電源

再エネを補完

■委託先等
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

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（⼀部経済産業省、国⼟交通省連携事業）のうち

（１）脱炭素な地域⽔素サプライチェーン構築事業

事業イメージ

①②委託事業、③④補助事業（補助率1/2、2/3、定額）

① カーボンニュートラルに向けた再エネ⽔素のあり⽅検討等評価・検証事業
脱炭素社会の構築に必須要素となる再エネ⽔素について、環境価値等の制度検証
や理解醸成となる情報発信等を⾏います。

② 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

地域の再エネや既存インフラを活⽤し、低コストな⽔素サプライチェーン構築の
支援につながるFS調査や実証事業を⾏います。

③ 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
システム構築の支援や、⽔素の需要拡大に繋がる設備導入支援を⾏います。

④ 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
これまでの⽔素サプライチェーン実証事業による設備を運⽤することにより、
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・検証を⾏います。

 地域の再エネ、インフラ等を活⽤し、低コストな⽔素サプライチェーンの構築とさらなる低コスト化につながる事
業の構築を支援します。

 ⽔素の特性を活かし防災価値やその他環境価値顕在化により利活⽤や、再エネ由来等⽔素の本格導入を支援します。

地域の再エネ等資源を活用し⽔素の特性を活かした事業を⽀援します。

地⽅公共団体、⺠間事業者、団体等
①令和４〜７年度、②令和２〜７年度、③令和４〜５年度、
④令和４〜６年度

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 電話: 0570-028-341

■委託先等
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

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（⼀部経済産業省、国⼟交通省連携事業）のうち、

（２）⽔素活用による運輸部⾨等の脱炭素化⽀援事業

①の一部 委託事業 ①の一部 補助事業（補助率︓1/2）
②補助事業（燃料電池バス･･･補助率︓1/2（ただし、平成30年度までに導入した実績がある場
合︓1/3）、
燃料電池フォークリフト･･･補助率︓エンジン⾞両との差額の1/2（ただし、導入実績がある場
合:エンジン⾞両との差額の1/3)
③補助事業（保守点検支援･･･補助率︓2/3、
設備の⾼効率化改修支援（再エネ由来の設備改修等）･･･政令指定都市以外の市町村、資本⾦
1000万円未満の⺠間企業︓補助率2/3、上記以外の都道府県、政令指定都市、特別区、資本⾦
1000万円以上の⺠間企業等︓補助率1/2

①⽔素内燃機関活⽤による重量⾞等脱炭素化実証事業
⽔素活⽤の選択肢を増やすため、重量⾞両・重機・農機等における⽔素内燃

機関を活⽤した⾞両の開発、実証を⾏います。
②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

⽔素社会実現に向け、燃料電池バス等の導入を支援します。
③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します。

• ⽔素内燃機関を活⽤した重量⾞両等の開発、実証を⾏う。
• ⽔素社会の実現に向けて産業⾞両等の燃料電池化を促進する。
• 再エネ由来電⼒を活⽤した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。

運輸部⾨等の脱炭素化に向けた再エネ等由来⽔素の活用を推進します。

地⽅公共団体、⺠間事業者・団体等
①〜② 令和３年度〜令和６年度
③ 令和３年度〜令和７年度

環境省 ⽔・⼤気環境局 自動⾞環境対策課 電話: 03-5521-8302

■委託先等

重量⾞両・重機・農機等の電動化が困難な⾞両について、⽔素
内燃機関によるカーボンニュートラル化を検証する。

【⽔素内燃機関活用による重量⾞等脱炭素化実証事業】

+ カーボンニュートラル内燃機関

重量⾞両 重機 農機

【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】

燃料電池バス 燃料電池
フォークリフト
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880-8501 10
TEL:0985-26-7084 FAX 0985-26-7311
E-mail:kankyoshinrin@pref.miyazaki.lg.jp

100kL 1,500kL

Q A

.

.
100kL 1,500kL

40
600 kWh
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