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世界の動き
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産業界の対応金融機関の動き

カーボンニュートラル（CN）を巡る動向

⚫ 近年、期限付きカーボンニュートラル目標を表明する国地域が急増し、そのGDP総計は世界全
体の約90％を占める（前回COP終了時には約26%）。

⚫ こうした中、金融市場の動きも相まって、あらゆる産業が、脱炭素社会に向けた大競争時代に突
入。環境対応の成否が、企業・国家の競争力に直結することに。

カーボンニュートラルの波

COP25
終了時
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COP26
終了時
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＜世界的なESG投資額の急増＞

• 全世界のESG投資の合計額は、2020 
年に35.3兆ドルまで増加
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＜企業情報開示・評価の変化＞

• 企業活動が気候変動に及ぼす影響につ
いて開示する任意枠組み「TCFD」に対
し、世界で2,616の金融機関等が賛同

• また、「TCFD」は、情報開示だけでなく、イ
ンターナル・カーボンプライシングの設定も推
奨

＜サプライチェーン全体の脱炭素化＞

• 国内外で、サプライチェーンの脱炭素化とそ
れに伴う経営全体の変容（GX）が加速

■ 2050年まで
■ 2060年まで
■ 2070年まで

＜GX時代における新産業の萌芽＞

• 商品価格・機能に加えてカーボンフットプ
リントが購買判断の基準になるような、消
費行動の変容を促す新産業が発展

• また、脱炭素関連技術の開発・社会実
装について、大企業のみならず、スタート
アップが主導するケースも増加

環境対応の成否が、企業・国家の競争力に直結する時代（GX時代）に突入

＜期限付きCNを表明する国地域の急増＞

• 期限付きCNを表明する国地
域は121、世界GDPの約
26％を占める

• 期限付きCNを表明する国地
域は154、世界GDPの約
90％を占める

（出所） World Bank, World Development Indicators, GDP (constant 2015 US$)

（参考）COP26終了時点のCN表明国地域
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我が国の政策
～経産省を中心に～
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2050年 C-ニュートラル
2030年 GHG46％減

「グリーン成長戦略」
2020年12月とりまとめ、2021年6月改定

「エネルギー基本計画」
2021年10月閣議決定

「クリーンエネルギー戦略」
2021年12月議論開始



クリーンエネルギー戦略の位置づけ

2030 2050

カーボンニュートラル（CN）
の度合い

足下

エネルギー基本計画
• エネルギーミックス
• 供給サイド重視のエネルギー政策
• 目標まで10年以下であり、既存技術の

活用の必要性等を提示

グリーン成長戦略
• 成長につながる14分野
• 革新的イノベーションによるカーボン

ニュートラルの実現

クリーンエネルギー戦略
• 脱炭素を見据え、将来にわたって安定的で安価なエネルギー供給を確保
• 供給サイドに加えて、産業など需要サイドの各分野でのエネルギー転換の

方策を検討

2030年
46%削減

⚫ 2050年カーボンニュートラルや2030年46％削減の実現を目指す中で、将来にわたって安定的で安
価なエネルギー供給を確保し、更なる経済成長につなげるため、「点」ではなく「線」で実現可能な
パスを描く。

2050年
カーボンニュートラル

「クリーンエネルギー戦略」
2021年12月議論開始
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グリーン成長戦略

➢ 2050年CNに向け、将来のエネルギー・環境の革新技術（14分野）について社会実装を見据
えた技術戦略＋産業戦略

➢ 令和2年12月25日関係省庁とりまとめにより策定、令和3年6月18日改定

エネルギー基本計画

➢ 2030年46％削減に向けたエネルギー政策の具体的政策と2050年CNに向けたエネルギー政策
の大きな方向性（供給サイドに力点）

➢ 令和3年10月22日閣議決定

【クリーンエネルギー戦略の検討の視座】

① 二つの戦略、計画によって、2030年46％削減、2050年CNに向けて目指すべき到達点、方向
性を明確化。

② これから生じるクリーンエネルギーを中心とした社会システム全体の大きな構造転換に向け、産業
界 が新たな投資に踏み切り、それを日本経済の新たな成長のエンジンとするには、どのような現
実的かつ段階的な移行・転換の筋道が考えられるか。

③ 社会システム全体の構造転換に際しては、以下の点はこれまで以上に重要となるのではないか。

✓ 経済安全保障の観点

✓ デジタル・トランスフォーメーション（DX）との融合による新たな価値の創出

✓ 安定的で安価なエネルギーの確保

クリーンエネルギー戦略の検討の視座 「クリーンエネルギー戦略」
2021年12月議論開始
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中国地域のエネルギー事情

7



中国地域のエネルギー消費実情
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⚫ 中国地域における2018年の最終エネルギー消費は1,706PJで、対全国比は13.7％ となっ
ており、中国地域の経済規模を大幅に上回っている。

⚫ 特に製造業は1,423PJと、地域全体の最終エネルギー消費の８割を占め、対全国比19.0％
となっている。

最終エネルギー消費 （2018年、単位：PJ)

最終エネルギー消費部門別構成比（2018年)

中国地域

出所： 資源エネルギー庁都道府県別エネルギー消費統計調査

全国

製造業
83.4%

業務（第三次産業）
6.1%

家庭
5.5%

農林水産鉱建設業
1.4%

運輸
3.5%

製造業
60.3%

業務（第三次産業）
15.6%

家庭
14. 6%

運輸
6.6%

農林水産鉱建設業
2.9%

農林水産鉱建設業 製造業 業務他 (第三次産業) 家庭 運輸 合計

中国地域 24 1,423 104 94 60 1,706 

全 国 361 7,480 1,934 1,808 825 12,407 

対全国比 6.8% 19.0% 5.4% 5.2% 7.3% 13.7%

中国地域製品出荷額等対全国比 8.2％（2018年）（参考）地域経済規模



中国地域の部地域別CO2排出状況

⚫ GRPあたりのCO2排出量は、全国の中でも中国地域が突出して大きい。最大の要因は鉄鋼、
化学等の基礎産業に代表される産業部門。

⚫ また、産業部門が所有する自家発の割合が26.6％と全国の7.5％に比べて高いことも特徴。

電力需要の構成
(2020年度）
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出所 ： 資源エネルギー庁発電実績、
都道府県別発電実績、都道府県別需要実績、
自家用発電実績（資料）温室効果ガス排出量（環境省）を元に当局にて作成
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脱炭素経営に向けた
企業への支援策
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TCFDではScope3までの開示を推奨
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Scope1：事業者自らによる温室効果ガスの直接排出
(燃料の燃焼、工業プロセス)

Scope2 : 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴
う間接排出

Scope3 : Scope1、Scope2以外の間接排出
(事業者の活動に関連する他社の排出)

（出典）2021年度ジェトロ海外ビジネス調査「日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」（JETRO）より



12

（出典）2021年度ジェトロ海外ビジネス調査「日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」（JETRO）より
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TCFDではScope3までの開示を推奨
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Scope1：事業者自らによる温室効果ガスの直接排出 (燃料の燃焼、工業プロセス)
Scope2 : 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
Scope3 : Scope1、Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)

2021年【金融庁・東証】コーポレートガバナンス・コード改訂

⚫ 上場会社は、経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みを適切に開示
すべきである。

⚫ 特に、プライム市場上場会社は、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等
に与える影響について、必要なデータの収集と分析を行い、国際的に確立された開示の枠組みであ
るＴＣＦＤ（気候関連財務情報タスクフォース）またはそれと同等の枠組みに基づく開示の質と
量の充実を進めるべきである。

（資料）環境省資料を基に中国経済産業局で加工
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2050年カーボンニュートラル目標が示されたこ
とを踏まえ、途中である2030年に向けても、徹
底した省エネを進めるとともに、非化石電気や
水素等の非化石エネルギーの導入拡大に向け
た対策を強化していくことが必要。

「第6次エネルギー基本計画」より
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脱炭素経営に向けた支援

１．自社の排出量の把握・見える化
→排出量の定量的で正確な評価

２．自社の排出量の削減
・排出の削減化
→エネルギー消費の削減

・エネルギー転換
→エネルギーの脱炭素化
→利用エネルギーの転換

３．成長分野へのチャレンジ
→研究開発・実証
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【設備投資関連】

⚫ 省エネルギー投資促進支援事業費補助金

⚫ 先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金

⚫ 省エネルギー設備投資に係る利子補給金助成事業費補助金

⚫ 住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業

⚫ 需要家主導による太陽光発電導入促進補助金

⚫ Ｊ－クレジット制度

⚫ カーボンニュートラル投資促進税制

⚫ クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金

⚫ 廃プラスチックの資源循環高度化事業

⚫ サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金

⚫ 中小企業等事業再構築促進事業《グリーン成長枠》

⚫ 中小企業生産性革命推進事業うち、ものづくり補助金《グリーン枠》

【研究開発・実証】
⚫ グリーンイノベーション基金事業

【専門家派遣・診断】
⚫ 中小企業等に対するエネルギー利用最適化推進事業
⚫ カーボンニュートラルに向けた自動車部品サプライヤー事業転換支援事業

経済産業省の関連施策



中小企業等に対するエネルギー利用最適化推進事業
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中小企業等に対するエネルギー利用最適化推進事業
令和4年度予算案額 8.０億円（8.2億円）

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

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間企業等

事業イメージ

事業目的・概要

⚫エネルギー利用最適化診断や地域プラットフォームの構築など、中小

企業等のエネルギー利用最適化を推進するための支援を行います。

（１）エネルギー利用最適化診断事業・情報提供事業

中小企業等の工場・ビル等のエネルギー管理状況の診断、AI・IoT等を

活用した運用改善や再エネ導入等提案に係る経費の一部を国が支援

します。また、診断事例の横展開、関連セミナーへの講師派遣も実施し

ます。

（２）地域のエネルギー利用最適化取組支援事業

省エネのみならず再エネ導入等も含むエネルギー利用最適化に向け、中

小企業等が相談可能なプラットフォームを地域毎に構築するとともに、相

談に係る相談窓口や支援施策などをポータルサイトに公開します。

成果目標

⚫令和３年から令和７年までの５年間の事業であり、最終的には令和12

年度の省エネ効果238.5万klを目指します。

（１）エネルギー利用最適化診断事業・情報提供事業

（２）地域のエネルギー利用最適化取組支援事業

• 地域プラットフォーム構築事業（省エネお助け隊）

• プラットフォーム情報提供基盤構築事業

民間企業等

国 民間企業等 事業者

（１）エネルギー利用最適化診断事業・情報提供事業

工場・ビル等のエネルギーの管理状況を診断
し、AIやIoTを活用して設備の運用改善や
高効率設備への更新に加え再エネ導入の
提案を行います。

【改善提案例】
・空調の運用改善
・照明の運用改善
・蒸気・温水用配管、バルブ等の保温対策
・再エネ設備の導入支援

エネルギー利用最適化診断 情報提供

・成功事例の横展開
・エネルギー利用最適化関連
のセミナーへの講師派遣

中小企業等にとって身近な相談先である自治体、金融機関、中小企業団
体等と連携し、多様な省エネ相談等に対応できるエネルギー関連の専門家
と経営専門家の双方よりエネルギーコストの削減や設備導入に係るアドバイ
スが可能な体制を地域ごとに整備します。

地域プラットフォームから地域内の中小企業、自治体及び金融機関等に
省エネ等に関する様々な情報提供を行うとともに、他地域のプラットフォー
ムとの連携を行います。

民間団体等
（地域プラット

フォーム）

（２）地域のエネルギー利用最適化取組支援事業

自治体 金融機関
中小企業団体等

情報の相互連携

コーディネーター

省エネの専門家 経営の専門家

エネルギーの使用状況を知りたい
コストをかけずに省エネを図りたい

省エネを進めるにあたって資金面のアドバイスが欲しい
省エネ取組の計画を立てたい

設備更新に関してアドバイスを受けたい等

エネルギーに関する悩み・課題の相談

実態に即した省エネ取組の提案

補助
（定額）

補助
（定額）

補助
（定額）

省エネ取組支援
補助（9/10）

診断・情報提供等
補助（9/10）
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省エネ最適化診断についての概要

①費用のかからない省エネ改善

②脱炭素化に向けた各種アドバイス

③省エネの第一歩はムダの見える化から

④国の省エネ設備補助金等の利用にプラス

省エネ最適化診断の４つのメリット
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（参考）令和３年度「省エネルギー相談地域プラットフォーム」抜粋

相談できるプラットフォームは
県ごとに限定されます

（一社）エネルギーマネジメント協会

システム計装株式会社

（一社）エネルギーマネジメント協会

（一社）エネルギーマネジメント協会

システム計装株式会社

略称「省エネお助け隊」
（一社）エネルギーマネジメント協会
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（一社）エネルギーマネジメント協会



カーボンニュートラルに向けた自動車部品サプライヤー事業転
換支援事業



カーボンニュートラルに向けた自動車部品サプライヤー事業転換支援事業

令和4年度予算案額 ４.1億円（新規）

製造産業局 自動車課
03-3501-1690

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

⚫成長戦略実行計画やグリーン成長戦略（令和３年６月）
に掲げた、自動車のライフサイクル全体でのカーボンニュートラ
ル化、2035年までに乗用車新車販売で電動車100％を目
指すという政策目標実現のため、大きな影響を受けるサプラ
イヤー（中堅・中小企業）の事業再構築を支援します。

⚫具体的には、電動車、特に電気自動車（BEV）で不要に
なる部品（エンジン部品等）を製造するサプライヤーの電動
車部品製造への挑戦や、軽量化技術をはじめ電動化による
車両の変化に伴う技術適応など、サプライヤーの事業再構
築等をサポートする専門家を派遣します。

成果目標

⚫令和４年度～８年度の５年間の事業とし、初年度は専門
家派遣企業100社以上を含む約1000社を支援することで、
電動化に伴う事業転換、自動車サプライチェーン全体での
カーボンニュートラル対応を進めます。

専門家マッチング・派遣

中堅・中小サプライヤー

●今後の経営方針について相談したい
●開発中の部品の技術相談をしたい
●開発中の部品の販路を開拓したい
●必要な設備投資について相談したい

サプライヤー
（中小企業等）

相談受付・実地研修等

地域支援拠点等
委託

専門家

派遣・
支援

国

民間企業等
委託

①サプライヤー相談窓口事業
• 自動車の電動化によって大きな影響を受ける中堅・中小
サプライヤーが、電動化部品の製造へ円滑な事業転換を
行えるよう、伴走型での支援を行います。

• 自動車産業集積地域を中心に存在する地域支援団体
等において、経営課題分析、事業転換に向けた戦略策
定、技術開発、販路開拓・マッチング、設備投資等、サプ
ライヤーが事業再構築を進めるに当たって抱える様々な
経営課題の相談に対応します。

• 加えて、サプライヤーの経営状況に応じて、研修による人
材育成やセミナー等を通じた啓発活動も行います。

②専門家派遣事業
• 相談窓口で聞き取ったサプライヤーの経営課題に応じた
専門家を派遣し、支援を実施します。

• 専門家派遣に当たっては、各地域支援団体等と連携し、
サプライヤーの課題を解決する能力を持った最適な専門
家を、地域の垣根を越えて派遣します。

相談窓口
相談

支援

謝金

専門家派遣依頼

専門家派遣依頼
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自動車産業『ミカタ』プロジェクト

自動車の電動化の進展に伴い、内燃エンジン車の需要が減少に転じていく中で、需要が減少する
自動車部品（エンジン、トランスミッション等）のサプライヤーが電動車部品の製造に挑戦する、整
備・販売事業者が電動車の整備に対応するといった「攻めの業態転換・事業再構築」を支援。
専門家による伴走型ハンズオン支援から、事業再構築補助金「グリーン成長枠」による設備投資等
の支援まで、各段階で脱炭素に向けた「見方」を示し、強力な「味方」として経営をサポート。

業態転換をイチから進める事業者様へ！

『経営』のミカタ
業態転換に向けた設備導入等を検討中の事業者様へ！

『未来投資』のミカタ

ス
テ
ッ
プ

ア
ッ
プ
！

カーボンニュートラルに向けた
自動車部品サプライヤー事業転換支援事業

【令和4年度予算案額：4.1億円】

中小企業等事業再構築補助金
【令和3年度補正予算案額：6,123億円の内数】

✓ 実地研修やセミナー等を通じて、電動化の見通しや、対応に
必要となる基礎知識等をレクチャー。

✓ さらに、地域支援拠点等における相談対応や、技術・経営課
題に応じた専門家派遣により、業態転換に向けた技術分析・
戦略立案を強力にサポート。

✓ 業態転換の実現に向けて必要となる設備導入等を補助。

✓ 研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン分
野※の課題解決に資する事業再構築を行う事業者を支援。

※グリーン成長戦略の重点14分野

✓ 上限：中小1億・中堅1.5億。補助率：中小1/2・中堅1/3。

EVモーターの部品
電動車向け軽量部品エンジン部品

電動車部品の加工に
用いられる設備を導入し、
新製品の技術開発

従来 転換

ガソリン車の整備工場 電動車の整備

EVの整備に必要な
設備を導入し、
整備人材も育成

従来 転換
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サプライヤーの経営支援体制について

技術開発支援
販路開拓・マッチング支援

⚫ 現時点においては、多くのサプライヤーが、カーボンニュートラルの潮流によって事業転換の必要に迫
られていることを認知しておらず、事業転換に向けた取組が進んでいない。まずは、関係機関が協力
して、サプライチェーン全体として危機意識を喚起することが必要。

⚫ 現在置かれている状況を認識した上で、取組を進めたいサプライヤーには、専門家による伴走型ハンズ
オン支援等、中堅・中小サプライヤーの経営状況、電動化への取組状況の段階に応じた支援メ
ニューが必要。

危機意識の喚起

【Stage0】 現状維持（影響なし/影響あるが何もしていない/分からない）

【Stage1】 経営戦略の策定（調査中）

【Stage2】 戦略実現に向けた基盤構築（体制整備中）

【Stage3】 提案力の強化（開発中）

【Stage4】 社会実装（量産中）

技術経営指導
開発人材育成

設備投資支援

サプライヤーの状況サプライヤーの状況に応じた
支援メニュー例
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①サプライヤー相談窓口事業

自動車産業集積地域のみならず、日本全国のサプライヤーに適切な支援を届けることを
目指し、全国に相談窓口を設置。
加えて、危機感を感じていないサプライヤーの抱き起こしを行うため、CASEやCNの最新
情報に関するセミナーや、技術研修等のイベントを通して、全国各地のサプライヤーに危
機意識を醸成することを目指す。

地域支援拠点

域内サプライヤーの相談に乗り、聞き取った
課題等を踏まえて、セミナーや技術研修、
専門家派遣等、適切な支援に繋げる

全国支援拠点

地域支援拠点ではカバーしきれない
全国のサプライヤーの相談に乗り、

適切な支援に繋げる

地域支援拠点では手が届きにくい
エリアにも、相談窓口を設ける
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②専門家派遣事業

全国の悩みを抱えるサプライヤーに対して、課題を解決できる適切な専門家を派遣するた
めに、地域の垣根を超えて専門家を派遣する仕組みを構築する。
専門家派遣に要する費用は、専門家が所属する各地域支援拠点ではなく、別の団体か
ら支出。

※各地域支援拠点が育成した専門家を、地域支援拠点に配分された予算を使って全国に派遣することは、各拠点によって
支出に偏りが発生する可能性があり、これまで上手く機能しなかった。

地域支援拠点専門家派遣事務局

悩みを抱える
サプライヤー

地域の垣根を越えて、
適切な専門家を派遣

派遣に係る費用は、
別団体から支払
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適切な専門家の
選定・派遣調整

本事業の支援フロー

中堅・中小
サプライヤー

地域支援拠点
専門家確保

全国支援拠点

地域支援拠点に相談
（地域支援拠点が立地する地域のサプライヤー）

最寄りの全国支援拠点支部に相談
（地域支援拠点が立地しない地域のサプライヤー）

地域支援拠点から適切な専門家を派遣、伴走型支援

専門家派遣事務局

専門家

謝金・旅費の支払い

地域支援拠点 全国支援拠点

相談受付・対応 自動車産業集積地域を中心に立地する地域支援拠点
において、サプライヤーの相談を受け付ける。

地域支援拠点がないエリアを対象として、全国数か所
の支部においてサプライヤーの相談を受け付ける。

専門家派遣・専門家の
確保

各拠点で確保している専門家を派遣。課題を解決でき
る適切な専門家がいない場合は、専門家派遣事務局
経由で、全国の地域支援拠点から適切な専門家を選
定して派遣。

専門家派遣事務局経由で、全国の地域支援拠点から
適切な専門家を選定して派遣。

セミナー・研修等の事業 主に域内サプライヤー向けに、研修による人材育成や、
セミナー等を通じた啓発活動等を実施。

主に地域支援拠点がないエリアを対象に、研修による
人材育成や、セミナー等を通じた啓発活動等を実施。

各機関が担う役割
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省エネルギー投資促進支援事業費補助金

先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金
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省エネルギー投資促進支援事業費補助金
令和３年度補正予算額 100.0億円

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

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

国 民間企業等 事業者等

補助（定額） 補助(定額) 

⚫世界的に石油、LNG、石炭等のエネルギー価格が高騰しており、エ

ネルギー消費機器の高効率化による燃料・電力の消費抑制を図る

ことが重要です。

成果目標

【業務用冷蔵庫】【空調】

対象設備（例）

【射出成形機】

・省エネルギー性能の高い生産設備やユーティリティ設備等

エネルギーコスト減

⚫本事業では、上記を踏まえた緊急的な支援として産業・業務部門

における性能の優れた省エネ設備への更新に係る費用の一部を補

助することで、需要側における燃料・電力の消費抑制に資する取組

を促しエネルギーコストの節減を目指します。

⚫性能の優れた省エネ機器への更新支援により、エネルギーミックスに

おける産業・業務部門の省エネ対策中（2,700万kl程度）、省エ

ネ設備投資を中心とする対策（2,177万kl）の達成に寄与します。

工場・事業場等

更新

エネルギー消費効率の向上

省エネ設備への更新等を支援



先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金
令和4年度予算案額 253.2億円（325.0億円）

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

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要

⚫令和３年から令和12年までの10年間の事業であり、令和12年

度までに本事業含む省エネ設備投資の更なる促進により、原油換

算で2,155万klの削減に寄与します。

国 民間企業等 事業者等

補助 補助(3/4,1/2,1/3,定額) 

⚫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

への更新等を以下の取組を通じて支援します。なお、当該支援に

必要な一部業務のサポート事業を実施します。

(A)先進事業：高い技術力や省エネ性能を有しており、今後、導入

ポテンシャルの拡大等が見込める先進的な省エネ設備等の導入を行う

省エネ投資について、重点的に支援を行います。

(B)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を行う省エネ取組に対して支援を

行います。

(C)指定設備導入事業：省エネ性能の高い特定のユーティリティ設備、

生産設備等への更新を支援します。

(D)エネマネ事業：エネマネ事業者と共同で作成した計画に基づく

EMS制御や高効率設備の導入、運用改善を行うより効率的・効

果的な省エネ取組について支援を行います。

【業務用冷蔵庫】【空調】

対象設備（例）

(C)指定設備導入事業

【射出成形機】

従来設備と比較して優れた省エネ設備への更新を支援。

(B)オーダーメイド型事業

既存設備を機械設計が伴う設備又は事業者の
使用目的や用途に合わせて設計・製造する設備
の更新を行う省エネ取組を支援。

(A)先進事業

「I．省エネ技術の先進性」、「II．省エネ効果」、「III．導入ポテンシャル」
の観点から事前審査・登録された「先進設備・システム」の導入を重点的に
支援する。

(D)エネマネ事業

エネマネ事業者（※）の活用による効率的・効果的な省エネ取組を
支援。

【先進設備・システム登録リスト】

成果目標

※エネルギー管理支援サービ
スを通じて工場・事業場等の
省エネを支援する者。
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省エネルギー設備投資に係る利子補給金助成事業
費補助金
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省エネルギー設備投資に係る利子補給金助成事業費補助金
令和4年度予算案額 1２.３億円（12.3億円）

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

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間団体等
補助

事業イメージ

事業目的・概要

⚫省エネ設備の新規導入や、省エネ取組のモデルケースとなり
得る事業等に対して支援を行い、資金調達が障壁になり
二の足を踏んでいる事業者の省エネ投資を促進します。

⚫具体的には、新設事業所における省エネ設備の新設や、
既設事業所における省エネ設備の新設・増設に加え、物
流拠点の集約化に係る設備導入、更にはエネルギーマネジ
メントシステム導入等によるソフト面での省エネ取組に際し、
民間金融機関等から融資を受ける事業者に対して利子補
給を行います。

成果目標

⚫平成24年度から令和７年度までの事業であり、令和
12年度までに本事業含む省エネ設備投資の更なる促
進により、原油換算で2,155万klの削減を目指します。

民間金融機関等

支援対象事業例①既設工場への新たなボイラーの増設

増設

エネルギー消費効率の
高いボイラー 既設ボイラー

支援対象事業例②
新設ビルへの設備導入

新設ビル

高効率空調

導入

高効率照明

支援対象事業例③
ソフト面での省エネ取組

導入

エネルギーマネジメントシステム

①金融機関等の指定

②定額（利子補給金1.0%以内）

民間事業者等

貸付

返済



住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業



住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業

令和４年度予算案額 80.9億円 （83.9億円）

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

事業の内容 事業イメージ

事業目的・概要

⚫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、令和
12年度省エネ見通し（約6,200万kl削減）達成に寄与しま
す。

⚫令和12年度以降新築される住宅・建築物について、ZEH・
ZEB基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指します。

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します。

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ります。

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します。

国 民間企業等 事業者等

補助
補助（①戸建：定額，集合：2/3以内 ②2/3 ③1/2）

条件（対象者、対象行為、補助率等）

①需給一体型ZEHモデル(次世代ZEH＋)のイメージ

工期を短縮して断熱改修

断熱
パネル

既存壁
壁紙

蓄熱や調湿による消費エネルギー低減

蓄熱材

調湿材高断熱ドア

ドアの断熱改修

③次世代省エネ建材の実証のイメージ

デシカント
空調システム

外気負荷削減

高効率熱源

高効率照明

外皮性能の向上

高効率空調

②ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物のイメージ

フリークーリング
システム

地中熱利用の
高度化

コージェネレーション
設備の高度化

更なる再エネ活用

電力量の把握

太陽光発電

制御機能

…４要素のうち１要素以上を採用(次世代ZEH＋の要件)

蓄電池 燃料電池

太陽熱給湯

EV充放電設備
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環境省ＺＥＢポータル の HPから転載

ＺＥＢに関する技術の概念図
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需要家主導による太陽光発電導入促進補助金
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需要家主導による太陽光発電導入促進補助金
令和３年度補正予算額 135.0億円

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間団体

補助金
（定額）

補助
（2/3、1/2）

民間企業等

事業イメージ

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

需要家 小売事業者

発電事業者等

①②の契約等
による紐付け

②契約・精算

①契約・精算

非FIT/FIP・非自己託送による需要家主導型の導入促進

事業の内容

事業目的・概要

⚫ 2030年の長期エネルギー需給見通しや野心的な温室効果ガス削減目

標の実現に向けては、再エネの拡大・自立化を進めていくことが不可欠で

す。また、需要家である企業等もSDGｓ等の観点から、いわゆるRE100

をはじめとした事業活動に再エネの活用を求められる状況にあります。

⚫こうした中で、特に、需要家が活用しやすく導入が比較的容易な太陽光

発電の利用拡大が期待されます。しかし、需要家による太陽光発電の活

用は道半ばであり、現時点で必ずしも自立的な導入拡大が可能な状況

には至っていません。

⚫こうした状況を踏まえ、例えば、発電された電気を長期的に利用する契約

を締結することなどにより、需要家が主体的に発電事業者と連携して行う

太陽光発電設備の導入を支援し、こうしたモデルの確立・拡大を促します。

成果目標

⚫ 2030年の長期エネルギー需給見通しの実現に寄与する。

⚫ 再生可能エネルギーの利用を希望する需要家が、発電事業者や需要家自ら
太陽光発電設備を設置し、 FIT/FIP制度及び自己託送によることなく、再
生可能エネルギーを長期的に利用する契約を締結する場合等の、太陽光発
電設備の導入を支援します。

【主な事業要件例】

・一定規模（２MW）以上の新規設置案件※であること
※同一の者が主体となった案件であれば、複数地点での案件の合計も可
（１地点当たりの設備規模等についても要件化を検討）

※需要地外（オフサイト）に設置され託送されるものであること

・FIT/FIPを活用しない、自己託送ではないこと

・需要家単独又は需要家と発電事業者と連携※した電源投資であること
※一定期間（8年）以上の受電契約等の要件を設定。

・制度と同様に、将来的な廃棄費用の確保の方法、周辺地域への配慮等、
FIT/FIP制度同等以上の取組を行うこと

等

【対象事業スキームイメージ】



J-クレジット制度
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■CO₂を排出しないということを可視化したもので、国内では３つの媒体（J-クレジット、
グリーン電力証書、非化石証書）で取引されている。

取引媒体 もともとの目的 年間発行量

J-クレジット

●カーボン・オフセットや低炭素社
会の実現
→ 企業や自治体などに販売して

得た利益を森林保全活動や企業
の省エネ活動への投資に充当

・約１０億kWh

グリーン電力証書

●自然エネルギーの普及
→ 企業や自治体などに販売して

得た利益を発電設備の拡大や維
持に充当

・数億kWh

非化石証書

●カーボンニュートラルへの需要
家ニーズに対応
→ 需要家も直接市場からより安

価に電力の再エネ価値（証書）を
購入可能とする。

再エネ価値取引市場を創設（２０１
１年１１月）

・約900億kWh
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■J-クレジットは、他の証書と比較して運用が容易。

CDP,
SBT

RE100 温対法

J-クレジッ

ト（再エネ
由来）

○ ○ ○

グリーン
電力証書 ○ ○ ○

非化石証
書 ○ ○ ○

購入対象
者制限

消費期限
検定メー
タ要否

無し

（転売も可
能）

無し

（バンギン
グ可能）

不要

無し
無し

（バンギン
グ可能）

要

有り 有り 要

活用方法 運用面



カーボンニュートラル投資促進税制
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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



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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燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備
事業費補助金 令和4年度予算案額 90.0億円（110.0億円）

（１）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

（２）資源エネルギー庁 資源・燃料部
石油流通課（※）
（※）SS事業者窓口

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

⚫水素を燃料とする次世代自動車である燃料電池自動車（FCV）は、

国内外の自動車メーカーによって、開発競争が進められ、日本では、平

成26年12月に世界に先駆けて量産車の販売が開始されました。

⚫本事業では、世界に先駆けたFCVの自立的な普及を目指すため、水

素ステーションの整備費用の一部を補助※１することで、水素ステーション

の整備を加速させます。比較的大きな水素需要が見込まれる四大都

市圏を中心とした地域や都市間等を繋ぐ地域に加え、未整備地域につ

いても、地方自治体等との連携を進めつつ、小型の水素ステーションなど、

戦略的な整備を図ります。さらに、従来の乗用車向けに加え、今後普

及が見込まれるFCトラック向けの大規模な水素ステーションや、既設ス

テーションの拡張等の整備費用の一部へも補助をします。

⚫ また、FCVの普及拡大や新規事業者の水素供給ビジネスへの参入促

進を図るため、水素ステーションを活用した普及啓発活動やFCVユー

ザーの情報の収集・共有等、FCVの需要を喚起するための活動に必要

な費用の一部を補助※２します。

成果目標

⚫本事業を通じて、四大都市圏等を中心とした地域において令和７年度

までに累計320箇所の水素ステーションの確保を目指します。

• 民間企業等の取組とも連携しつつ、四大都市圏等を結
ぶ幹線沿いを中心に水素ステーションを整備。

• 将来の自立化を念頭に、供給能力別に水素ステーション
の整備を補助。未整備地域へも戦略的に整備。

民間企業等 民間企業等

補助（2/3,1/2以内）

国

補助

※1 1/2～2/3以内（上限有り）
※2 2/3以内（上限有り）

［水素ステーションの整備状況（整備中含む）計169箇所］
・関東圏 ： 62箇所 ・中京圏 ： 52箇所
・関西圏 ： 23箇所 ・九州圏 ： 20箇所
・その他 ： 12箇所 ※令和３年11月末時点
（幹線沿等）

（１）四大都市圏等を接続

（２）需要等に応じた異なる仕様のSTを整備

※上記囲み部分は水素
ステーション未整備地
域のイメージを示す

小規模
水素ステーション

中規模
水素ステーション

大規模
水素ステーション
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令和3年度補正予算「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金」
➢ 執行団体：一般社団法人次世代自動車振興センター
➢ 公募時期：２０２２年３月中（予定）
➢ 補助対象者：対象車を購入する個人、法人、地方公共団体等

※補助対象により異なる
➢ 補助対象：
（自動車）
電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車
※２０２１年１１月２６日以降の新車登録が対象

（充電インフラ）
電気自動車・プラグインハイブリッド車に充電するための設備の購入費及び工事費の一部

（水素充てんインフラ）
燃料電池自動車等に水素を供給する設備の整備費及び燃料電池自動車の新たな
需要創出等に係る活動費の一部

令和４年度当初予算「クリーンエネルギー自動車導入促進等補助金」
➢ 詳細は未定
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令和3年度補正予算「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金」

詳細はこちら（※随時更新中）

〇経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/
mono/automobile/cev/cevr3/cevinfrastructure.html

〇一般社団法人次世代自動車振興センター
http://www.cev-pc.or.jp/



廃プラスチックの資源循環高度化事業



「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の概要

 海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチックの資源循環

を一層促進する重要性が高まっており、多様な物品に使用されるプラスチックに関し、包括的に資源循環体制を強化する必要がある。

■ 背景

1. 基本方針の策定
⚫ プラスチックの資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するため、以下の事項等に関する基本方針を策定する。

➢ プラスチック廃棄物の排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計
➢ ワンウェイプラスチックの使用の合理化
➢ プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化 等

2. 個別の措置事項

■ 主な措置内容

⚫プラスチック資源について、市区町村による容リ法
ルートを活用した再商品化を可能にする。容リ法の
指定法人等は廃棄物処理法の業許可が不要に。

⚫市区町村と再商品化実施者が連携して行うプラスチッ
ク資源の再商品化計画を作成する。

➢主務大臣が認定した場合に、市区町村の選別、梱包
等を省略して再商品化実施者が再商品化を実施可能
に。再商品化実施者は廃棄物処理法の業許可が不要
に。

【使用の合理化】

⚫ワンウェイプラスチックの提供事業者（小売・サービス事業者など）が取り組むべき判断基準を策定する。

➢主務大臣の指導・助言、ワンウェイプラスチックを多く提供する事業者への勧告・公表・命令を措置する。

資源循環の高度化に向けた環境整備・循環経済（サーキュラー・エコノミー）への移行

設計
・
製造

【環境配慮設計指針】

⚫製造事業者等が努めるべき環境配慮設計に関する指針を策定し、指針に適合した製品であることを認定する仕組みを設ける。

➢認定製品を国が率先して調達する（グリーン購入法上の配慮）とともに、リサイクル材の利用に当たっての設備への支援

を行う。

【製造・販売事業者等による自主回収】

⚫製造・販売事業者等が製品等を自主回
収・再資源化する計画を作成する。

➢主務大臣が認定した場合に、認定事業者
は廃棄物処理法の業許可が不要に。

【排出事業者の排出抑制・再資源化等】

⚫排出事業者が排出抑制や再資源化等の
取り組むべき判断基準を策定する。

➢主務大臣の指導･助言、プラスチック
を多く排出する事業者への 勧告・公
表・命令を措置する。

⚫排出事業者等が再資源化事業計画を作
成する。
➢主務大臣が認定した場合に、認定事

業者は廃棄物処理法の業許可が不要に。

販売
・
提供

排出
・
回収
・
リサ
イク
ル

：ライフサイクル全体でのプラスチックのフロー

＜店頭回収等を促進＞

＜ワンウェイプラスチックの例＞

＜プラスチック資源の例＞

＜付け替えボトル＞

【市区町村の分別収集･再商品化】

製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組（3R+Renewable）
を促進するための措置を講じます。

経産大臣、事業所管大臣（内閣総理大臣、財務大臣、厚労大臣、農水大臣、経産大臣、国交大臣）

経産大臣、事業所管大臣（厚労大臣、農水大臣、経産大臣、国交大臣）

経産大臣、環境大臣

経産大臣、環境大臣

経産大臣、環境大臣、事業所管大臣（全大臣）

経産大臣、環境大臣

第２０４回通常国会で成立
令和３年６月１１日公布
令和４年４月１日施行

※赤字は個別の措置事項の主務大臣を示す。
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廃プラスチックの資源循環高度化事業
令和３年度補正予算額 46.0億円

産業技術環境局 資源循環経済課

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

⚫あらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図りつつ、
付加価値の最大化を図る循環経済（サーキュラー・エコノ
ミー）への移行に向けた動きが世界的な潮流となりつつある
中で、海洋プラスチックごみ問題を契機として、廃プラスチック
の資源循環の高度化への取組が急務となっています。

⚫我が国では、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する
法律（令和３年法律第60号。以下「プラスチック資源循環
促進法」という。）」が成立し、自主的な取組を基本としつつ、
あらゆる主体におけるプラスチック資源循環の取組を促進す
るための措置を講じることとしました。

⚫本事業では、企業の意欲的な取組を後押しするため、廃プ
ラスチックの資源循環の高度化に資する取組を支援すること
を通じて、民間企業による廃プラスチックの高度な資源循環
の自律的取組への移行を実現します。

廃プラスチックの資源循環高度化事業

⑴ プラスチック使用製品の設計・製造に当たって、環境配慮設計に
取り組む企業の設備投資等を支援します。

（例）プラスチック資源循環促進法のプラスチック使用製品設計指
針への適合を目指して設備の導入等を行い、従来の環境配慮
設計に比べて先進的なプラスチック使用製品の設計・製造を実
施する。

⑵ ワンウェイプラスチックの製造・提供に当たって、ワンウェイプラスチッ
クの使用の合理化に取り組む企業のための実証や設備投資等を
支援します。

（例）ワンウェイプラスチックの薄肉化、軽量化、原材料の種類の工
夫等を目指して設備の導入等を行い、プラスチック資源循環促
進法の判断基準に係る目標の達成に資するワンウェイプラスチッ
クの製造・提供を実施する。

⑶ 廃プラスチックの高度選別及び高度なリサイクル技術を実証するた
めに必要となる設備投資等を支援します。

（例）これまでは焼却や埋立て処理をしていた廃プラスチックをリサイ
クルするために設備の導入等を行い、高度選別や基礎化学品へ
のリサイクル（ケミカルリサイクル）又は高物性再生材へのリサイク
ル（マテリアルリサイクル）を実施する。

国 民間企業等

定額補助

成果目標

⚫2030年度までに、プラスチックの資源循環に係る施策についての

2030年度のマイルストーン及び温室効果ガス削減目標の達成

に貢献するとともに、サーキュラー・エコノミーのビジネスモデルの構

築・横展開を実現します。

民間団体等

補助（1/2等）

＜付け替えボトル＞ ＜詰替パウチ＞

＜プラ使用量削減＞ ＜木製カトラリー＞

委託（⑵の一部）

＜竹製歯ブラシ＞
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プラスチック資源循環特設ホームページ

URL https://plastic-circulation.env.go.jp/
※ ホームページのコンテンツは順次充実させていく予定
※ パンフレット https://plastic-circulation.env.go.jp/wp-content/themes/plastic/assets/pdf/pamphlet.pdf

QRコード

＜プラスチック資源循環促進法に関する事業者お問い合わせ窓口＞

電話番号：０５７０－００５１１７
受付期間：令和４年２月２４日～９月３０日／９：００～１８：１５（土・日・祝日は除く）
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サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金



※資本金が５億円以上の法人に100％株式を保有される中小企業者や直近過去３年分の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等は大企業として扱う。
（詳細は７ページ最下段参照）

１．本補助金の概要

60

事業の目的

この補助事業は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、我が国サプライチェーンの脆弱性が顕在化したことから、生産拠点

の集中度が高く、サプライチェーンの途絶によるリスクが大きい重要な製品・部素材、または国民が健康な生活を営む上で重要な
製品・部素材について、国内の生産拠点等の整備を進めることにより、製品・部素材の円滑な供給を確保するなど、サプライチェー
ンの強靭化を図ることを目的とします。

予算
・ ６００億円程度の見込み

本補助金の執行スキーム

補助対象 建物・設備の導入等

補助率

［大企業］ １／２以内
［中小企業等］２／３以内
※補助対象事業A・Bは、補助対
象経費に応じて段階的に低減

補助上限

［補助対象事業A・B］
１００億円
［中小企業特例事業］
５億円

事業期間
原則３年間
（大規模投資案件は４年間）

補助対象・補助率等

経
済
産
業
省

基金設置法人

（一般社団法人環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ会議）

補助申請者
（事業者）

金融機関

基金造成 預入

業務委託

協議・相談

承認・指示
・判断

承認

支払依頼

支払手続

支払い

第三者委員会
（非公開）

※経済産業省推薦の学識経験者等で構成

公募

審査

採択
（採択通知含む）

受託事業者
（みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社）

各種申請

検査・管理

手続支援
進捗確認



２．補助要件（対象・経費等）
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補助対象施設

工場：製造業の用に供される施設

補助対象設備
補助対象施設で使用する設備機械装置

補助対象経費

経費区分 要件

・建物取得費

・設備費 必須(設備の取得を伴わない案件は補助対象外)

・システム購入費

※設備費とは、補助対象施設で使用する設備機械装置の購入及び据付け等に必要な
経費をいいます。建物と切り離すことのできない附帯設備は原則として建物取得費に含め
ます。
※既存の老朽化設備を入れ替える等の生産能力が向上しない投資(更新投資)は、補
助対象外となります。

投資計画

当該補助事業に係る投資計画について、令和4年1月28日より前に対
外発表した事業でないことが求められます。
※令和２年５月公募（１次公募）、令和３年３月公募（２次公募）への応募は

対外発表に当たらないものとします。

不支給要件

不支給要件（※）のいずれにも該当しないことが求められます。
※詳細は公募要領をご確認ください。

１事業者当たりの申請件数

申請は１事業者につき１案件のみとします。（リース会社は除きます。）
また、親子関係にある会社により提出された同一内容と認められる申請は、
審査の対象といたしません。



２．補助要件（要件・補助率等）

62

補助対象事業 補助率補助対象要件

大企業

1/2
以内
～

1/4
以内

B

中
小
企
業

特
例
事
業

A

生産拠点の集中度が高く、サプライチェーン途
絶によるリスクが大きい重要な製品・部素材の
供給途絶リスク解消のための生産拠点整備事
業

感染症の拡大等に伴い需給がひっ迫するおそれ
のある製品であって、感染症への対応や医療提
供体制の確保等国民が健康な生活を営む上で
重要な物資の生産拠点の整備事業

※ア、イ、ウいずれも満たすこと

ア．生産拠点の集中度

補助事業により生産する製品・部素材の生産拠点の海外集中度が、国内全体で５
０％以上であること

イ．生産拠点の集中度が高く、サプライチェーン途絶によるリスクが大きい重要な製
品・部素材であること ※４ページに掲げる製品及びその部素材など

ウ．設備機械装置の先端性 補助対象となる
設備機械装置の性能（仕様・スペック）が、先端的であること

※以下に掲げる製品・部素材を生産する工場であること

抗原検査キット
検査用スワブ
ＰＣＲ検査試薬
ＰＣＲ検査機器

給湯器関連物資（ワイヤーハーネス、コネクタ及びその生産に必要な部素材）

2/3
以内

生産拠点の集中度が高く、サプライチェーンの
途絶によるリスクが大きい重要な製品・部素材
の生産等に必要となる部品等を安定的に供給
するために中小企業が行う生産拠点整備に係
る事業

※ア、イ、ウ、エ、オいずれも満たすこと

ア．中小企業であること

イ．補助対象要件Ａのうちア及びイ（ただし、対象は５ページに掲げる製品及びその
部素材と読み替えるものとする。）を満たす製品・部素材（以下「対象製品」という。）
のサプライチェーンに関連し、当該対象製品の生産等を行う事業者と直接又は間接
に取引関係がある事業者であること

ウ．当該事業者が、対象製品の生産等を行う事業者にとって必要不可欠な（＝代替
が効かない）製品・部素材（以下「部品等」という。）の生産等を行っていること（ただ
し、市場から直ちに入手可能な汎用品は除く。）

エ．対象製品の生産等を行う事業者にとって、当該事業者からの部品等の供給が
滞ることにより、対象製品の生産計画に支障を来すおそれがあること

オ．部品等の生産能力を拡大する投資であること

※補助対象経費の額に応じて
段階的に低減する

※補助金限度額は100億円

2/3
以内
～

1/4
以内

中小企業等

※補助金限度額は5億円



２．補助要件（補足）
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補助対象事業Ａで対象要件となる製品・部素材

デジタル 半導体関連（電子回路基板、半導体製造装置、半導体副素材 等）
※２次公募で対象であった、メモリ、パワー半導体／パワーデバイス、ロジック半導体及びセンサーについては、原則対象外であるが、令和３年度補正予
算「先端半導体生産基盤整備基金による事業（注１）」及び「サプライチェーン上不可欠性の高い半導体の生産設備の脱炭素化・刷新事業費補助金（注
２）」の対象とならない事業に限っては対象となる。

次世代自動車関連（車載通信機器 等）

ロボット部品

ドローン部品

ディスプレイ

光ファイバー部材

等

グリーン 電動車関連（モーター 等）
※２次公募で対象であった、車載用電池については、原則対象外であるが、令和３年度補正予算「蓄電池の国内生産基盤確保のための先端生産技術導
入・開発促進事業費補助金（注３）」の対象とならない事業に限っては対象となる。

洋上風力発電関連（ナセル、ブレード・ハブ、タワー、基礎、発電機等部品 等）

航空機関連（エンジン部品、翼構成部品 等）

高効率ガスタービン部品

等

※２次公募で対象であった、定置用蓄電池については、原則対象外であるが、令和３年度補正予算「蓄電池の国内生産基盤確保のための先端生産技術
導入・開発促進事業費補助金（注３）」の対象とならない事業に限っては対象となる。

以下に掲げる製品及びその部素材（レアメタル・レアアース等）

（注１）「先端半導体生産基盤整備基金」の対象事業は、5G促進法(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律)に基づく認定を受けた特定先端半導体の生
産基盤整備計画の事業になります。5G促進法については、こちらのウェブサイト(https://www.meti.go.jp/press/2021/12/20211206001/20211206001.html)をご参照ください。

【半導体関連】経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 MAIL：semicon-manufacturing@meti.go.jp

【蓄電池関連】経済産業省 蓄電池補助金担当 MAIL：battery-grants@meti.go.jp

（注３）「蓄電池の国内生産基盤確保のための先端生産技術導入・開発促進事業費補助金」の対象事業については、こちらのウェブサイト
（https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/battery/battery-grants.html）をご参照ください。

（注２）「サプライチェーン上不可欠性の高い半導体の生産設備の脱炭素化・刷新事業費補助金」の対象事業については、こちらのウェブサイト
（https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2022/k220204002.html）をご参照ください。

上記補助金の
お問い合わせ先



２．補助要件（補足）
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中小企業特例事業で対象要件となる製品・部素材

デジタル 半導体関連（メモリ、パワー半導体／パワーデバイス、ロジック半導体、センサー、電子回路基板、半導体製造装置、半導体副素材
等）

次世代自動車関連（車載通信機器 等）

ロボット部品

ドローン部品

ディスプレイ

光ファイバー部材

等

グリーン 電動車関連（車載用電池、モーター 等）

洋上風力発電関連（ナセル、ブレード・ハブ、タワー、基礎、発電機等部品 等）

航空機関連（エンジン部品、翼構成部品 等）

高効率ガスタービン部品

定置用蓄電池

等

以下に掲げる製品及びその部素材（レアメタル・レアアース等）の生産等を行う事業者にとって必要不可欠な部品等
の生産等を行うことが要件となります。



３．スケジュール
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公募 採択 交付申請 交付決定 事業開始 事業終了
事業継続状況等報告

財産管理

2022.3.1
公募受付開始

2022.5.6正午
公募受付締切

2022.6月中下旬以降
※採択先公表

実績報告書
の提出

進捗状況の報告
事業継続状況等

の報告
交付申請書の提出応募申請書の提出

2025.3.31
事業完了期限

交付決定以降、
発注、購入、契約
等が可能

・公募受付締切
本補助金に応募されたい方は、5月6日

（金）正午までに応募申請書をjGrantsでご
提出下さい。

・審査結果の通知
決定後、事務局から速やかにjGrantsで通

知します。

・交付決定額
応募時に補助対象として申請していた経費

について、交付申請書案の確認及びその内容
の精査の結果、補助対象外と判断され、採択
金額通りの交付決定額とはならない場合があ
ります。

・交付決定前の発生経費
今回の申請にかかる経費は、交付決定日以
降に発注等が行われた補助事業に係る経費
が対象となるため、交付決定日以前に発生し
た経費は、原則として対象となりません。

・契約等は一般の競争に付すこと
請負その他の契約をする場合は、一般の競

争に付すこと。ただし、補助事業の運営上、一
般の競争に付することが困難又は不適当であ
る場合は、指名競争に付し、又は随意契約に
よることができます。

・事業完了期限
交付決定後は補助事業に係る建物・設備等の取得に係る発注等、速や
かに事業に着手し、2024年度末までに、事業完了（建物・設備の取得が
完了し、経費が全て支払われた時点をいう）して下さい。ただし、大規模な
投資案件であって、2024年度末までに事業を完了することができないこ
とが明らかである場合には、事業完了期限を2025年度末までとする申
請も認める場合があります。

・財産の管理
補助事業者は、補助事業により取得した財産又は効用の増加した財産に
ついては、補助事業の終了後も善良なる管理者の注意をもって管理し、補
助金交付の目的に従って効果的運用を図らなければなりません。
なお、当該取得財産等については、「取得財産等管理台帳」を備えて、別
に定める財産処分制限期間中、的確に管理しなければなりません。

・事業継続状況等の報告
補助事業者は、補助事業の完了した日の属する補助事業者の会計年度
の終了後5年間、補助事業者の毎会計年度終了後90日以内に補助事業
に係る事業継続状況等について報告しなければなりません。

額の確定後、
補助金額を
精算払い

確定検査

補助事業完了し
た日から起算して
30日を経過した
日まで

速やかに報告 毎会計年度終了後
90日以内に報告
（5年間）

2023.3.31
交付申請期限

※採択先公表日については、応募申請件数
次第で前後する可能性があるため、必ずし
も6月中下旬に公表するわけではありません。
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所管 機関名 連絡先
本事業の

趣旨について
本事業

全般について

みずほリサーチ＆テク
ノロジーズ (株)

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-13-5 KDX日本橋313ビル5階
みずほリサーチ＆テクノロジーズ(株) 社会政策コンサルティング部 (「サプライチェーン
対策のための国内投資促進事業事務局」担当)
TEL：03-6825-5476 FAX：03-6826-5060
MAIL：kokunaitoushi@mizuho-ir.co.jp

※事務局メールアドレスは、2022年4月中旬以降を目途に、現在のドメイン「mizuho-ir.co.jp」から新
ドメイン「mizuho-rt.co.jp」に変更予定です。現在のドメイン「mizuho-ir.co.jp」のメールアドレス宛に
メール送信された場合でも、2023年3月末までは事務局にて受信可能です。詳細は公募要領P63をご
確認ください。

〇

経済産業省
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業政策局 地域経済産業グループ 地域産業基盤整備課
TEL:03-3501-1677 FAX：03-3501-6270

〇

(一社)環境パート
ナーシップ会議

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山 B1F
基金管理事業部
TEL：03-5468-6752 FAX：03-5468-6756

〇

所管省庁

基金設置法人

事務局

４．お問い合わせ先（趣旨・事業全般）

機関名 連絡先
所管する
都道府県

中国
経済産業局

〒７３０－８５３１ 広島市中区上八丁堀６－３０
中国経済産業局 産業部 産業振興課
TEL：０８２－２２４－５６３８ MAIL:cgk-sannshinn@meti.go.jp

鳥取、島根、岡山、広島、山口

４．お問い合わせ先（事前相談）

mailto:kokunaitoushi@mizuho-ir.co.jp


中小企業等事業再構築促進事業《グリーン成長枠》



ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための

企業の思い切った事業再構築を支援
（令和2年度3次補正予算 中小企業等事業再構築促進事業）

事業の再構築に挑戦する皆様へ

新分野展開、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に意欲を有する、以下の要件をすべて満たす中小
企業等の挑戦を支援します！

対象

通常枠 補助額 100万円～従業員数に応じて8,000万円
補助率 ２/３ (6,000万円超は１/２)

卒業枠* 補助額 6,000万円超～１億円 補助率 ２/３

*卒業枠：400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれか
により、資本金又は従業員を増やし、中小企業者等から中堅・大企業等へ成長する事業者向けの特別枠。
※中小企業の範囲は、中小企業基本法と同様。

中
小
企
業

通常枠 補助額 100万円～従業員数に応じて8,000万円
補助率 １/２ (4,000万円超は１/３)

グローバルＶ字回復枠** 補助額 8,000万円超～１億円 補助率 １/２

**グローバルV字回復枠：100社限定。大きな成長を目指す中堅企業向けの特別枠。

中
堅
企
業

必
須
申
請
要
件

１．（a）2020年4月以降の連続する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１～３月）の同３か月の合計売上高と比較して
10％以上減少しており、（b）2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の
3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少
していること。

※上記を満たさない場合には、次の項目を満たすことでも申請可能。

（a‘）2020年4月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計付加価値額が、コロナ以前の
同３か月の合計付加価値額と比較して15％以上減少していること。
（b‘）2020年10月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計付加価値額が、コロナ以前の
同３か月の合計付加価値額と比較して7.5％以上減少していること。

２．事業計画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。

３．補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0％)以上増加、
従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0％)以上増加の達成。

補助率 中小企業３/４
中堅企業２/３

補助額 従業員数５人以下 ：100万円～500万円
従業員数６～20人 ：100万円～1,000万円
従業員数21人以上 ：100万円～1,500万円

最低賃金枠
必須要件１.～３.を満たし、かつ2020年10月から2021年６月までの間で、３月以上最低賃金＋30円以内で
雇用している従業員が全従業員の10％以上いること及び2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又
は前々年の同月比で30%以上減少していること（※）。

（※）売上高の減少に代えて、付加価値額の45％の減少でも可。

建物費（建物の建築・改修等）、機械装置・システム構築費、技術導入費（知的財産権導入に要
する経費）、外注費（加工、設計等）、広告宣伝費・販売促進費（広告作成、媒体掲載、展示
会出展等）、研修費（教育訓練費等）等
【注】 補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費、不動産、汎用品の購入費は補助対象外です。

補助対象経費の例

中小企業等事業再構築促進事業の活用イメージ

喫茶店経営
➡飲食スペースを縮小し、新
たにコーヒー豆や焼き菓子の
テイクアウト販売を実施。

飲食業

衣服販売業
➡衣料品のネット販売やサ
ブスクリプション形式のサー
ビス事業に業態を転換。

小売業

航空機部品製造
➡ロボット関連部品・医療
機器部品製造の事業を新
規に立上げ。

製造業

中小企業２/３
（6,000万円超は1/2）
中堅企業１/２

（4,000万円超は1/3）

補助額 従業員数101人以上：8,000万円～1億円

大規模賃金引上枠
必須要件１.～３.を満たし、かつ補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3～5年の事業計画期間終
了までの間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること及び補助事業実施期間の終了時点を含
む事業年度から３～5年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5％以上（初年度は1.0％以
上）増員させること。

● 1月2０日、第５回公募を開始しました（申請受付は２月中旬開始予定）。 締切りは３月2４日です。

● 申請後、審査委員が審査の上、予算の範囲内で採択します。公募要領に記載されている審査項目や注意
事項を確認の上、事業計画を策定してください。

※ 詳細は事業再構築補助金事務局ホームページをご確認ください。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

補助率 中小企業３/４
中堅企業２/３

補助額 従業員数５人以下 ：100万円～500万円
従業員数６～20人 ：100万円～1,000万円
従業員数21人以上 ：100万円～1,500万円

緊急事態宣言特別枠
必須要件１.～３.を満たし、かつ緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により
影響を受けたことにより、令和３年１～9月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以
上減少していること（※）。

（※）売上高の減少に代えて、付加価値額の45％の減少でも可。

お問い合わせ
事業再構築補助金事務局コールセンター 【９:00～18:00（日祝日を除く）】
＜ナビダイヤル＞０５７０-０１２-０８８ ＜IP電話用＞０３-４２１６-４０８０

補助率
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●補助対象者（中小企業の範囲、中堅企業の範囲）

中小企業の範囲は、中小企業基本法と同様です。
中堅企業の範囲は、資本金10億円未満の会社です。

製造業その他： 資本金３億円以下の会社 又は 従業員数300人以下の会社及び個人

卸売業： 資本金１億円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人

小売業： 資本金５千万円以下の会社 又は 従業員数50人以下の会社及び個人

サービス業： 資本金５千万円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人

【注１】 大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は支援の対象外です。

【注２】 確定している（申告済みの）直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は、中小企業では
なく、中堅企業として支援の対象となります。

【注３】 企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する「中小企業者」や、収益事業を行う一般
社団法人、一般財団法人、NPO法人等も支援の対象です。

中小企業の範囲

中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社

中堅企業の範囲
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●補助対象経費

事業拡大につながる事業資産（有形・無形）への相応規模の投資をしていただくことと
なります。
補助対象経費は、本事業の対象として明確に区分できるものである必要があります。

●建物費（建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復、貸し工場・貸店舗等の一時移転）

●機械装置・システム構築費（設備、専用ソフトの購入やリース等）、クラウドサービス利用費、運搬費

●技術導入費（知的財産権導入に要する経費）、知的財産権等関連経費

●外注費（製品開発に要する加工、設計等）、専門家経費 ※応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外。

●広告宣伝費・販売促進費（広告作成、媒体掲載、展示会出展等）

●研修費（教育訓練費、講座受講等）

（１）補助対象経費の例

（２）補助対象外の経費の例

●補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費

●不動産、株式、公道を走る車両、汎用品（パソコン、スマートフォン、家具等）の購入費

●フランチャイズ加盟料、販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費

【注】 一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合は、原則として本事業の支援対象にはなりません。



中小企業等事業再構築促進事業
令和3年度補正予算額 6,123億円

（１）○○局 ○○課
03-3501-○○○○

（２）○○局 ○○課
03-3501-○○○○

（３）○○局 ○○課
03-3501-○○○○

事業の内容 事業イメージ

条件（対象者、対象行為、補助率等）

中小企業庁 技術・経営革新課

補助対象経費

補助金額・補助率

主な補助対象要件

成果目標

⚫事業終了後3～5年で、付加価値額の年率平均3.0％(一部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％(一部
5.0％)以上の増加等を目指します。

事業目的・概要

⚫新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、中小企業等が、新分野展開や
業態転換などの事業再構築を通じて、コロナ前のビジネスモデルから転換す
る必要性は、依然として高い状況にあります。

⚫こうしたことから、令和2年度3次補正予算で措置した中小企業等事業再
構築促進事業について、必要に応じて見直しや拡充を行いながら、中小企
業等の事業再構築を支援し、日本経済のさらなる構造転換を図ってきたと
ころです。

⚫本事業について、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事
業者への重点的支援を継続しつつ、売上高減少要件の緩和などを行い、
使い勝手を向上させます。

⚫特に、ガソリン車向け部品から電気自動車等向け部品製造への事業転換
のように、グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を
対象に、従来よりも補助上限額を引き上げ売上高減少要件を撤廃した新
たな申請類型を創設することで、ポストコロナ社会を見据えた未来社会を切
り拓くための取組を重点的に支援していきます。

① 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以
前と比較して10％以上減少していること

② 事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること
（補助額3,000万円超は金融機関も必須） 等

建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービ
ス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費（一部
の経費については上限等の制限あり）

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

国
(独)中小企業
基盤整備機構

補助
（基金積増）

中小企業等

補助
(2/3等)

申請類型 補助上限額 (※1) 補助率

最低賃金枠
（最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が
困難な特に業況の厳しい事業者に対する支援） 500万円、1,000万円、

1,500万円 (※2)

中小3/4、
中堅2/3回復・再生応援枠

（引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組
む事業者に対する支援）

通常枠
（事業再構築に取り組む事業者に対する支援）

2,000万円、4,000万円、
6,000万円、8,000万円
(※2) 中小2/3、

中堅1/2
(※3)

大規模賃金引上枠
（多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上
げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向
上させる事業者に対する支援）

1億円

グリーン成長枠
（研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、
グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決
に資する取組を行う事業者に対する支援）

中小1億円、中堅1.5億円
中小1/2、
中堅1/3
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●スケジュール

これまでに4回の公募を実施。
令和4年1月から第5回公募を開始し、令和4年にさらに3回程度の公募を実施予定。

第1回公募 公募期間：令和3年3月26日～4月30日 採択発表：令和4年6月16日

第２回公募

第３回公募

公募期間：令和3年5月20日～7月2日 採択発表：令和4年9月2日

公募期間：令和3年7月30日～9月21日 採択発表：令和３年11月30日

第４回公募 公募期間：令和3年10月28日～12月21日 採択発表：令和4年3月3日

公募開始：令和4年1月20日（木）
応募締切：令和4年3月24日（木）
採択発表：令和4年5月下旬～6月上旬頃を予定

第5回公募

令和４年にさらに３回程度の公募を実施予定
（第6回公募を令和4年3月下旬に開始予定）

第6回公募～



事業再構築補助金の見直し・拡充（令和3年度補正予算）

２．回復・再生応援枠の新設

１．売上高10％減少要件の緩和

３．グリーン成長枠の新設

４．通常枠の補助上限額の見直し

５．その他運用改善等

引き続き業況が厳しい事業者（※１）や事業再生に取り組む事業者（※２）を対象とした申請類型を新設し、最大1,500万円（※
３）まで、補助率を3/4に引上げ（通常枠は2/3）手厚く支援。また、主要な設備の変更を求めている要件を課さないこととし、事業再構
築に取り組むハードルを緩和する。
なお、これに伴い緊急事態宣言特別枠は廃止。

（※１）2021年10月以降のいずれかの月の売上高が対2020年又は2019年同月比で30％減少
（※２）再生支援協議会スキーム等に則り再生計画を策定（詳細な要件は検討中）
（※３）従業員規模に応じ、500万円、1,000万円又は1,500万円

売上高10％減少要件について、「2020年10月以降の連続する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と比較して5％以
上減少していること」を撤廃し、「2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前と比較して10％以
上減少していること」のみを要件とするよう要件を緩和。

グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を対象（※）に、補助上限額を最大1.5億円まで引き上げた（従来は1
億円）新たな申請類型を創設。グリーン成長枠は売上高10％減少要件を課さない。なお、これに伴い卒業枠・グローバルV字回復枠は廃止。

（※）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）の増加を目指す場合

限られた政策資源でより多くの事業者を支援するため、通常枠の補助上限額について、従業員規模に応じ、従来の4,000万円、6,000万
円、8000万円から2,000万円、4,000万円、6,000万円、8000万円に見直し。

① 最低賃金枠、大規模賃金引上げ枠は維持し、賃上げに取り組む事業者の生産性向上について、引き続き強力に支援。
② 事業再構築で新たに取り組む事業の売上高が、総売上高の10％以上となる事業計画を策定することを求めている要件について、付加価

値額の15%以上でも認めることとするとともに、売上高が10億円以上の事業者であって、事業再構築を行う事業部門の売上高が3億
円以上である場合には、当該事業部門の売上高の10％以上でも要件を満たすこととする。

第6回から

第6回から

第6回から

②第5回から①引き続き継続

第6回から
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その他の運用見直し

① 「建物費」については、原則、改修の場合に限ることとし、新築の場合には、一定の制限を設ける。
② 「研修費」については、補助対象経費総額の１／３を上限とする。

２．補助対象経費の見直し（貸工場賃借料）

１．補助対象経費の見直し（建物費・研修費）

補助事業実施期間内に工場の改修等を完了して貸工場から退去することを条件に、貸工場の賃借料
についても補助対象経費として認める。なお、一時移転に係る費用（貸工場の賃借料、貸工場への
移転費等）は補助対象経費総額の１／２を上限とする。

４．事前着手の対象期間の見直し

事前着手の対象期間を現在の2021年2月15日から見直し、2021年12月21日以降とする。
（注）既に事前着手を開始している事業者の方は、第6回公募以降は対象経費として認められなく

なる場合がありますのでご注意ください。

３．複数企業等連携型の新設

1者あたり各申請類型の上限額を上限として、最大20社まで連携して申請することを認めることとし、一
体的な審査を行う。この場合、売上高10％減少要件は、①各者で要件を満たすこと、②連携体合算
で要件を満たすこと（ただし同月を用いる）のいずれかを満たすことで要件を満たすこととする。

第6回公募から

第5回公募から

第6回公募から

第6回公募から



中小／中堅 補助金額 補助率

中小企業 100万円～1億円 1/2

中堅企業 100万円～1.5億円 1/3
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●グリーン成長枠の創設

グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を対象に、補助上限額
を最大1.5億円まで引き上げた新たな申請類型を創設する。売上高10％減少要件を課
さない。
なお、これに伴い卒業枠・グローバルV字回復枠は廃止する。

グリーン成長枠の対象となる事業者

①事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること
（補助額3,000万円超は金融機関も必須）

②補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均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5.0%以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること
（※通常はそれぞれ年率平均3.0%以上増加）

③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、2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて
行うこと

補助上限額・補助率

※返還要件なし

第6回公募から
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●グリーン成長枠の創設（複数回採択）

事業再構築補助金では、1事業者につき支援を受けることが出来る回数は1回に限られ
るが、グリーン成長枠については、特例的に、過去支援を受けたことがある事業者も再度
申請することを可能とし、採択された場合には支援を受けることが出来ることとする。
但し、支援を受けることができる回数は2回を上限とする。

追加提出資料と審査内容

第6回公募から

通常の申請に加えて、以下の2つの資料の提出が必要。

①既に事業再構築補助金で取り組んでいる事業再構築とは異なる事業再構築であることの説明資料
②既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があることの説明資料

→通常の審査に加え、一定の減点を受けたうえで、これらの資料ついても考慮したうえで採否を判断する。

第1回～第5回公募 第6回～第8回公募

1回目の申請・採択
既に過去の公募回で採択され、

交付決定を受けて事業再構築に取り組んでいても

2回目の申請・採択
グリーン成長枠に限り、再度申請を行うことが可能。

（注）支援を受けることができる回数は2回を上限とする。



制度概要、第1回公募
の傾向、事業計画作成
のアドバイス等が公開さ
れています。

★参考：事業再構築補助金事務局ホームページ つづき
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●FAQ
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⚫ よくあるご質問については、以下にFAQを掲載しています。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/faq.php

お問い合わせ先は以下のとおりです。問い合わせが集中した場合、回答に時間を要する可能性が
ございますので、ご了承ください。

【お問合せ先】

＜事業再構築補助金事務局コールセンター＞
受 付 時 間： ９：００～１８：００（日・祝日を除く）
電 話 番 号： ＜ナビダイヤル＞０５７０－０１２－０８８

＜IP電話用＞ ０３－４２１６－４０８０

＜電子申請の操作方法に関するサポートセンター＞
受 付 時 間： ９：００～１８：００（土・日・祝日を除く）
電 話 番 号： ０５０－８８８１－６９４２

＜トラブル等通報窓口＞（申請に当たり、不適切な行為があった場合等）
受 付 時 間： ９：００～１８：００（土・日・祝日を除く）
電 話 番 号： ０３－６８１０－０１６２



中小企業生産性革命推進事業
うち、ものづくり補助金《グリーン枠》



中小企業生産性革命推進事業
令和3年度補正予算案額 2,001億円

事業の内容 事業イメージ

中小企業庁 技術・経営革新課 03-3501-1816
中小企業庁 小規模企業振興課 03-3501-2036
商務・サービスG サービス政策課 03-3580-3922

【各補助事業の内容】
（１）ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）
中小企業等のグリーン、デジタルに資する革新的製品・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するとともに、赤字など業況が厳しい中で生産性
向上や賃上げ等に取り組む事業者を支援します。

（２）小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等に加え、賃上げや事業規模
の拡大（成長・分配強化枠）や創業や跡継ぎ候補者の新たな取組（新陳代謝枠）、イ
ンボイス発行事業者への転換（インボイス枠）といった環境変化に関する取組を支援します。

（３）サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金）
ITツール※補助額：～50万円（補助率：3/4）、50～350万円（補助率：2/３）
※会計ソフト、受発注システム、決済ソフト等

PC、タブレット等補助上限：10万円（補助率：1/2）、
レジ補助上限額：20万円（補助率：1/2）
インボイス制度への対応も見据え、クラウド利用料を２年分まとめて補助するなど、企業
間取引のデジタル化を強力に推進します。

（４）事業承継・引継ぎ支援事業（事業承継・引継ぎ補助金）
補助上限：150万円～600万円、補助率：1/2～2/3
事業承継・引継ぎ後の設備投資等の新たな取組や、事業引継ぎ時の専門家活用費
用等を支援します。また、事業承継・引継ぎに関連する廃業費用等についても支援します。

(1) 中小企業庁 技術・経営革新課
(2) 中小企業庁 小規模企業振興課
(3) 中小企業庁 経営支援課
(4) 中小企業庁 財務課

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
(独)中小企業
基盤整備機構

運営費
交付金

成果目標
⚫ ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業により、事業終了後４年以内
に、以下の達成を目指します。

・補助事業者全体の付加価値額が年率平均３％以上向上

・補助事業者全体の給与支給総額が年率平均1.5%以上向上

・付加価値額年率平均３％以上向上及び給与支給総額年率平均1.5％以
上向上の目標を達成している事業者割合65%以上

⚫小規模事業者持続的発展支援事業により、事業終了後1年で、販路開拓
につながった事業者の割合を80％とすることを目指します。

⚫ サービス等生産性向上IT導入支援事業により、事業終了後４年以内に、補
助事業者全体の労働生産性の年率平均3％以上向上を目指します。

⚫事業承継・引継ぎ支援事業により、令和４年度末までに約1,500者の中小
企業者等の円滑な事業承継・事業引継ぎを支援します。

中小
企業等

民間
団体等

定額
補助

補助
(2/3等)

事業目的・概要
⚫新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、生産性向上に取り組む中小
企業・小規模事業者を支援し、将来の成長を下支えします。

⚫そのため、中小企業・小規模事業者の設備投資、IT導入、販路開拓を支援
する中小企業生産性革命推進事業について、現行の通常枠の一部見直し
を行うとともに、新たな特別枠を創設し、成長投資の加速化と事業環境変化
への対応を支援します。

⚫加えて、事業承継・引継ぎ補助金を新たに追加し、中小企業の生産性向上
や円滑な事業承継・引継ぎを一層強力に推進します。
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申請類型 補助上限額 補助率

通常枠

750万円、1,000万円、1,250万円 (※従業員
規模により異なる）

原則1/2 (※小規模事業
者・再生事業者は2/3)

回復型賃上げ・
雇用拡大枠

2/3
デジタル枠

グリーン枠 1,000万円、1,500万円、2,000万円 (※同上)

申請類型 補助上限額 補助率

通常枠 50万円

2/3（※成長・分配強化枠の
一部の類型において、赤字事業

者は3/4）

成長・分配強化枠 200万円

新陳代謝枠 200万円

インボイス枠 100万円



令和３年度補正予算 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業について
［予算：令和元年度補正予算額 3,600億円の一部 、令和3年度補正予算案額 2,001億円の一部］

］

１．対象事業者、要件

中小企業等のグリーン、デジタルに資する革新的製品・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するとともに、業況が厳しい中で生産性向上や賃上げ等に取り組む事業者を支援。

２．補助額、補助率

３．公募期間

①事業者全体の付加価値額(※１)を年率平均３％以上増加 ②給与支給総額(※２)を年率平均１．５％以上増加
③事業場内最低賃金を地域別最低賃金＋３０円以上の水準にする

（※2）被用者保険の適用拡大に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均１％以上増加(※1)営業利益＋人件費＋減価償却費

予算 事業類型 補助上限（※従業員規模により異なる） 補助率

令和元年度補正
＋

令和３年度補正

①一般型［通常枠］ ７５０万円～１,２５０万円（※１） 1／2、小規模・再生 2／３

①一般型 [回復型賃上げ・雇用拡大枠] ７５０万円～１,２５０万円（※１） 2／3

①一般型 [デジタル枠] ７５０万円～１,２５０万円（※１） 2／3

①一般型 [グリーン枠] １,０００万円～２,０００万円（※２） 2／3

②グローバル展開型 ３，０００万円 1／2、小規模 2／３

①、②ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（①一般型、②グローバル展開型）
・１次締切分（①のみ）：R2.3.10～3.31      採択発表：R2.4.8 ・６次締切分（①、②）：R3.2.22～5.13 採択発表：R3.6.29
・２次締切分（①のみ）：R2.3.31～5.20      採択発表：R2.6.30 ・７次締切分（①、②）：R3.5.13～8.17 採択発表：R3.9.27
・３次締切分（①のみ）：R2.5.22～8.3        採択発表：R2.9.25 ・８次締切分（①、②）：R3.8.17～11.11 採択発表：R4.1.12
・４次締切分（①、②）：R2.8.4～12.18 採択発表：R3.2.18 ・９次締切分（①、②）：R3.11.11～R4.2.8 採択発表：R4.3月下旬予定
・５次締切分（①、②）：R2.12.18～R3.2.22 採択発表：R3.3.31 ・10次締切分（①、②）：R4.2.16～R4.5.11 採択発表：R4.7月中旬予定

・以下の要件①～③を、全て満たす３～５年の事業計画を策定及び事業計画期間において実行

・中小企業者(組合関連含む)、特定事業者（※P７で説明）、特定非営利活動法人

(※1) 従業員数 ５人以下： 750万円、 6人～20人：1,000万円、 21人以上：1,250万円
(※2) 従業員数 ５人以下：1,000万円、 6人～20人：1,500万円、 21人以上：2,000万円

※新型コロナウイルスの感染拡大の影響のため、補助事業実施年度の付加価値額及び賃金の引上げを求めず、目標値の達成年限の１年猶予を可能とします（回復型賃上げ・雇用拡大枠を除く）。
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① ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（一般型：10次締切分）

これまで実施してきた「通常枠」に加え、10次締切分より新たに「回復型賃上げ・雇用拡大枠」、

「デジタル枠」、「グリーン枠」を新設。9次締切分までの「低感染リスク型ビジネス枠」は廃止。

前ページの１．要件①～③に加え、下記の要件が必要。

＜通常枠＞
革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援する。
◆単価50万円（税抜き）以上の設備投資が必要です。（下記すべての枠で同様）

＜グリーン枠＞

温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービス開発又は炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供
方法の改善による 生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援する。
◆「温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発」又は「炭素生産性向上を伴う生産プロセス・
サービスの方法の改善」であること。
◆３～５年の事業計画期間内に、事業場単位又は会社全体での炭素生産性を年率平均１%以上増加する事業であるこ
と。
◆これまで自社で実施してきた温室効果ガス排出削減の取組（有る場合はその具体的な取組内容）を示すこと。

１．概要、要件
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☆審査項目
審査は、「補助対象事業としての適格性」「技術面」「事業化面」「政策面」「炭素生産性向上の取組等の妥当性」
の内容で審査されます。公募要領Ｐ26～Ｐ27

（５）炭素生産性向上の取組等の妥当性（グリーン枠のみ。【様式２】を元に審査します。）
①炭素生産性を向上させるための課題が明確になっており、温室効果ガスの排出削減等に対して有効な投資となっているか。
②設備投資の効果が定量的に示されており、その算出根拠が妥当なものとなっているか。
また、本事業の目標に対する達成度の考え方、見込みが明確に設定されているか。

③温室効果ガスの排出削減、エネルギー消費削減等に資する継続的な取組が実施されているか。



① ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（一般型：10次締切分）

４．スケジュール

公募開始：令和4年2月16日(水) 17時～ 受付開始：令和4年3月15日(火) 17時～（電子申請のみ）
応募締切：令和4年5月11日(水) 17時 （10次締切分）
採択発表：R4.7月中旬予定。
※10次締切後も申請受付を継続し令和4年度内には複数回の締切を設け、随時採択発表を行う。(予定変更の場合あり)

５．申請類型 申請にあたりご注意いただきたいこと

・同一法人・事業者での「一般型」及び「グローバル展開型」への応募は、１申請に限ります。
・「回復型賃上げ・雇用拡大枠」及び「デジタル枠」の応募申請は、当該枠で不採択(要件不備を含む)の場合、通常枠で再審査されます。

ただし、再審査の結果、通常枠で採択された場合は、通常枠の補助率等の条件が適用されます。
・補助事業実施期間内に、発注・納入・検収・支払等のすべての事業の手続きが完了する事業であること（原則、補助事業実施期間の延長は

ありません）。
事業実施期間は、一般型は交付決定日から１０ヶ月以内（ただし、採択発表日から１２ヶ月後の日まで）。
また、グローバル展開型は交付決定日から１２ヶ月以内（ただし、採択発表日から１４ヶ月後の日まで）。

３．減点項目

●応募締切日（Ｒ4.5.11）から過去３年間（R1.5.11~ R4.5.11 ）に、類似の補助金＊の交付決定を１回受けている場合は減点します。
（上記期間の過去３年間に、類似の補助金＊の交付決定を２回以上受けている事業者は補助対象外。）

＊平成３０年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業
＊令和元年度補正・令和二年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業

●「回復型賃上げ・雇用拡大枠」において、繰越欠損金で課税所得が控除されることで申請要件を満たしている場合

２．加点項目

①成長性加点：有効な期間の「経営革新計画」の承認を取得した事業者
②政策加点 ：「創業・第二創業間もない企業（５年以内）」「ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ構築宣言を行っている事業者」「事業再生を行う事業者

（再生事業者）」「デジタル技術の活用及びDX推進の取組状況(デジタル枠のみ)」
③災害等加点：有効な期間の「事業継続力強化計画」の認定を取得した事業者
④賃上げ加点：①事業計画期間において、給与支給総額を年率平均２％以上又は３％以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別

最低賃金＋６０円又は＋９０円以上の水準にする計画を有し、これらについて事務局に「誓約書」を提出している事業者
②被用者保険の拡大の対象となる中小企業が、制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合
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以下の経費は、補助対象になりません。
■工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用、及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用
■再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備（太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど）

◆補助対象経費全般にわたる留意事項 ～抜粋～ ◆ ＜公募要領１９ページ～参照＞



① ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（一般型：10次締切分）

６．補助対象外等

・不備がある場合（例えば、小規模事業者でないにも関わらず、通常枠で補助率３分の２の事業計画を提出等）は、
不採択となります。

・申請締切日前１０ヶ月以内に令和元年度補正・令和二年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業の
交付決定を受けた事業者及び応募締切日時点で同一事業の補助事業実績報告書を未提出の事業者は補助対象外。

・過去３年間に、類似の補助金（前頁４．※）で２回以上交付決定を受けた事業者は補助対象外。
・みなし大企業（※公募要領Ｐ7に記載の(１)～ (５) ）
・直近過去３年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が１５億円を超える事業者
・応募申請以降に補助事業者の要件を満たさなくなった事業者及びみなし大企業となった事業者

だだし、補助事業終了後に前述となった場合は、補助対象外とならない。
・重複案件：同一法人・事業者が同一の締切回において複数申請を行っている事業（親会社が議決権の50％超を有す

る子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、申請した全ての事業者において申請要件を満たさ
ないこととなります。）

・平成２６～３０年度のものづくり・商業・サービス補助事業の採択事業者のうち、「事業化状況・知的財産権等報
告書」を未提出の事業者による事業 等

７．補助金の返還

・申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を策定していることが必要です。交付後に策定していないことが
発覚した場合は、補助金額の返還を求めます。ただし、再生事業者である場合には、各目標が達成できていない
場合であっても返還は免除されます。

・給与支給総額の増加目標が未達の場合※
・事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合※

※上記について、天災など特別な理由により、補助金の一部返還を求めないとする要件あり。（公募要領を参照）
・「回復型賃上げ・雇用拡大枠」において、給与支給総額又は事業場内最低賃金の増加目標のいずれか一方でも

達成できない場合は補助金交付額の全額返還を求めます。ただし、給与支給総額を用いることが適切ではないと
解される特別な事情がある場合は、給与支給総額増加率に代え一人当たり賃金の増加率を用いることを認めます。
等
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問い合わせ先について

【お問合せ先】
○応募に関する不明点は、ものづくり補助金事務局サポートセンターまでお問合せください。
問い合わせが集中した場合、回答に時間を要する可能性がございますので、ご了承ください。

＜ものづくり補助金事務局サポートセンター＞
受付時間：１０：００～１７：００（土日祝日を除く）
電話番号：０５０－８８８０－４０５３ メールアドレス：

公募要領に関するお問合わせ：monohojo@pasona.co.jp 
電子申請システムの操作に関するお問合わせ：monodukuri-r1-denshi@gw.nsw.co.jp 

〇サポートセンターの職員が不適切な対応を行った場合、外部の申請支援者とのトラブルを通
報する場合、本補助金の不正利用や要件違反に関する内部告発を行う場合等は、以下の窓口
までご連絡ください。なお、公益通報者は、公益通報者保護法に基づき適切に保護されます。＜
トラブル通報窓口＞
受付時間：１０：００～１２：００／１３：００～１７：００（土日祝日を除く）
電話番号：０３－６２６２－７９２１
メールアドレス：houkoku-mh@mail.chuokai.or.jp



（参考）補助対象事業者の見直し・拡充

補助対象事業者に、資本金10億円未満の「特定事業者」を追加する。
再生事業者を対象とした加点を行うとともに、補助率を2/3に引き上げて支援。

・令和３年8月に一部が施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」において、中小企業から中堅企業
への成長途上（規模拡大パス）にある企業群の支援を目的として、中小企業等経営強化法等に新たな支援対象類
型（特定事業者）が創設された。
・これに伴い、ものづくり補助金の補助対象事業者にも資本金10億円未満の特定事業者を追加する。

業種
中小企業者（いずれかを満たす）

資本金額 従業員数

製造業等 3億円以下 300人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

小売業 5,000万円以下 50人以下

中小企業者 特定事業者

業種
今回追加する対象者（両方を満たす）

資本金額 従業員数

製造業等

10億円未満

500人以下

卸売業 400人以下

サービス業
300人以下

小売業

・再生事業者（中小企業再生支援スキームに則り再生計画を策定する事業者を想定）を対象として、加点により採択
を優遇するとともに、補助率を2/3に引き上げて支援。一定の場合に返還要件(※)を免除（詳細な要件は検討中）。

特定事業者の追加

再生事業者
↑法律上の特定事業者

(※)要件未達の場合には、補助金の一部返還を求めるもの 86



（参考）グリーン枠の想定活用事例
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（参考）ものづくり補助金公式ホームページ

https://portal.monodukuri-hojo.jp/
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https://portal.monodukuri-hojo.jp/


（参考）ものづくり補助金公式ホームページ

トップページの下方に、「公募要領のページ」等へのリンクがあります。
電子申請システムを利用するために、「gBizID」を事前に取得申請する必要があります。

※このID取得には数週間かかります。
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（参考）ものづくり補助金公式ホームページ

公募要領のページの下方に「公募要領」、「よくあるご質問」、「参考様式」があります。
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グリーンイノベーション基金事業



グリーンイノベーション基金（2兆円）
カーボンニュートラル実現に向けた国の取り組みの中で主要な役割を果たすのが、ＮＥＤＯに創設された総額
2兆円の「グリーンイノベーション基金」です。研究開発・実証から社会実装までを見据え、官民で野心的かつ
具体的な目標を共有し、企業等の取り組みに対して10年間の継続的な支援を行っていきます。

資料；NEDOホームページより
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94

①専門家派遣
②設備投資支援
③技術開発支援

大企業対象事業 ① ② ③ 担当課室
(１） － ● エネルギー対策課
(２） 一部対象 ● 自動車関連産業室
(３） ○ ● エネルギー対策課
(４） ○ ● エネルギー対策課
(５） ○ ● エネルギー対策課
(６） ○ ● エネルギー対策課
(７） ○ ● エネルギー対策課
(８） ○ エネルギー対策課
(９） ○ ● エネルギー対策課
(１０） ○（予定） ● 自動車関連産業室
(１１） ○（予定） ● 環境・リサイクル課
(１２） ○ ● 産業振興課
(１３） 一部対象 ● 中小企業課
(１４） 一部対象 ● 産業技術連携課
(１５） ○ ● ＮＥＤＯ

各お問合せ先
・自動車関連産業室 （０８２）２２４－５７６０
・産業技術連携課 （０８２）２２４－５６８０
・産業振興課 （０８２）２２４－５６３８
・中小企業課 （０８２）２２４－５６６１
・環境・リサイクル課 （０８２）２２４－５６７６
・エネルギー対策課 （０８２）２２４－５７４１（省エネ）
・エネルギー対策課 （０８２）２２４－５８１８（再エネ）
・NEDOグリーンイノベーション基金事業統括室　（０４４）５２０ー５２５５　E-mail:green-innovation@nedo.go.jp

グリーンイノベーション基金事業

カーボンニュートラル投資促進税制
クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金
廃プラスチックの資源循環高度化事業費補助金
サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金
中小企業等事業再構築促進事業
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

中堅・中小企業向けカーボンニュートラル関連施策一覧表

カーボンオフセット

中小企業等に対するエネルギー利用推進事業補助金（エネルギー利用最適化診断事業）
カーボンニュートラルに向けた自動車部品サプライヤー事業転換支援事業
省エネルギー投資促進支援事業費補助金
先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金
省エネルギー設備投資に係る利子補給金助成事業費補助金
住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業
需要家主導による太陽光発電導入促進補助金
J-クレジット制度


