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省エネルギー投資促進に向けた支援補助金

全国省エネ推進ネットワークとは

平成30年度予算案

600.4億円（672.6億円）

省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業について

出典：SIIウェブサイト

省エネ対策は、現状を把握して省エネできるところを見つけ出し、実際に対策をしてその効果を検証し、さらに次の対策につなげる、
といった段階を踏んだ、継続的な取組をする必要があります。
■

一方で、中小企業の皆様の「省エネで経営改善をしたいが、何をしてよいかわからない。」「誰に相談してよいかもわからない。」といった声をよく聞きます。
このような声に対して、身近な存在で気軽に相談ができ、継続的にサポートをしてくれる支援プレーヤーの力がとても重要だと考えました。

■

そこで、全国の各地域で、中小企業の皆様の省エネに関する取組を様々な形で支援するプレーヤーに声をかけ、各プレーヤーの連絡先と提供する
支援内容を取りまとめ、「全国省エネ推進ネットワーク」として本サイトで公開いたしました。

■

工場等における省エネ設備への入替促進のため、対象設備を限定しない「工場・事業場単位」
（複数事業者が連携する設備入替も含む）、申請手続きが簡易な「設備単位」での支援を行います。

事業目的・概要 工場・事業場、住宅、ビルにおける省エネ関連投資を促進することで、エネルギー消費効率の改善を促し、徹底した省エネを推進します。

産　業 工　場 業　務 店舗・オフィス・ビル

大企業を省エネ法規制対象とし、省エネを促進（省エネ法定期報告、産業トップランナー制度）

中小企業等への支援強化

エネルギーマネージメント事業者
エネルギー管理支援サービスにより、
中小規模の工場・ビルの省エネを深掘り

サードパーティとは 当事者との連携により省エネ取組の掘起こし、深堀りを支援する第三者機関。省エネルギー相談地域
プラットフォーム、エネルギーマネージメント事業者、省エネ診断専門家、機器メーカーなどが該当します。

省エネルギー
相談地域プラットフォーム
省エネノウハウが不足する中小企業等の
省エネ取組を、省エネ診断から診断後の
フォローアップまで総合的にサポート 省エネ診断専門家

省エネルギーの専門家が設備の運転状況を
診断し省エネコンサルティングを行います。

省エネルギー
相談地域
プラットフォームとは…
▶省エネ支援事業者が地域の専門家
　（省エネや経営の専門家）や
　自治体、金融機関等と協力して
　作る「省エネ支援の連携体」
▶エネルギー使用状況の把握から
　省エネ計画の策定・実施・見直しまで、
　一貫して中小企業の取組を
　きめ細かに支援

■ＰＤＣＡ取組と支援の流れ

■各段階における支援の例

プラットフォームがＰＤＣＡの取組を一貫して支援

（参考）省エネルギー相談地域プラットフォームによる支援の流れ

省エネルギー相談地域プラットフォームには、省エネの専門家をはじめ、中小企業診断士等の経営相談に関する専門家も所属。
中小企業のエネルギー使用状況や経営状況等、実態を把握した上で、省エネと経営相談の専門家がＰＤＣＡの段階に応じてきめ細かく支援。
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【現状把握】
省エネ診断によって収集したデータをもとに、
省エネが出来るところを洗い出す。

【Plan】
洗い出した項目について、経営状況等を踏まえて優先順位をつけ、
経営改善につながる省エネ取組の実施計画を立てる。
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【Do】 【Check】
エネルギー使用
量の計測や設備
運転状況の確認、
現場の声のヒア
リング等を行う。

【Action】
実施後の検証をも
とに、取組内容の
修正や新たな改善
策を検討し、実施
計画の見直しを支
援する。

省エネルギー
相談地域

プラットフォーム

中小企業の省エネ取組を支援

省エネ支援事業者
（コーディネーター）

金融機関 省エネ専門家 経営専門家

中小企業者

しかし、どのように
取り組むべきか分からない
専門的な知識を
持つ人材がいない

経営改善のために
省エネをしたい

【省エネ診断の例】
・オフィスの空調の運用改善
・工場の廃熱の有効利用 等

中小企業等に対し
省エネポテンシャルの
診断を無料で実施します。

事業の内容 事業イメージ

事業の内容（補助金の一部）

事業イメージ（平成29年度版）

自治体

自治体の委託を受けた支援機関

金融機関

省エネルギー相談地域プラットフォーム

各支援プレーヤーから
省エネ情報を収集
・省エネ支援施策
 （補助金、融資制度 等）の情報
・省エネ関連セミナー等の情報 …等

地域ごとに
集約した情報を、
中小企業の
皆様へ配信

各
地
域
の
中
小
企
業

地域Bの中小企業

地域Cの中小企業

地域Aの中小企業

・投資回収年が５年以上の事業が対象です。
・「エネルギー使用量が1,500kl以上の工場・事業場」と「中小企業に該当しない会社法上の会社（株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、
  有限会社（みなし大企業を含む））」は省エネ法の中長期計画等に記載されている事業のみが対象となります。

Ⅰ.工場・事業場単位での省エネルギー設備導入事業

なお、省エネルギーに関する補助金・補助事業などの最新情報は、経済産業省 資源エネルギー庁ホームページ「省エネルギー政策について」
（URL:http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/）にて、確認することができます。（平成30年1月時点）

以下の既設設備を一定以上の省エネ性の
高い設備に更新する事業

⑥高効率
コージェネレーション

①高効率照明

⑦低炭素工業炉②高効率空調

⑧変圧器③産業
　ヒートポンプ

⑨冷凍冷蔵庫④業務用給湯器

⑩産業用モータ⑤高性能ボイラ

Ⅱ.設備単位での省エネルギー設備導入事業

連   携

省エネルギー
診断事業について

・設備導入のメリット評価、
 資金計画の策定、補助金や
 融資制度の活用等を支援する。
・運用改善マニュアルの作成
 や社内体制の整備を支援する。

中国地域における省エネ取組に係る主な支援窓口

※平成30年1月現在

設計費、設備費、工事費補助対象経費

補 助 率
補助対象経費の1/3以内
（ウ）単独、（ウ）組み合わせ事業は補助対象経費の1/2以内

設備費のみ補助対象経費

補 助 率
補助対象経費

1/3以内

※計測に
　基づくこと

①工場・事業場の省エネ率が１％以上（単位：kl）
②工場・事業場で使用量を1,000kl以上削減

（省エネ量）
③費用対効果が補助対象経費
　1,000万円あたり省エネ量200kl以上

④エネルギー消費原単位の改善率
　１％以上（単位：kl）

いずれかを満たせば申請可能

①ピーク対策効果率が5％以上（単位：ｋWh）
②ピーク対策時間帯で使用する電力を
　190万ｋWh以上削減（ピーク対策効果量）
③費用対効果が補助対象経費
　1,000万円あたり
　ピーク対策効果量80万kWh以上
④ピーク対策原単位の改善
　１％以上（単位：ｋWh）

いずれかを満たせば申請可能 「EMSの制御効果と省エネ診断等
の運用改善効果※」で

省エネ率２％以上を達成する事業（単位：ｋl）
または 工場・事業場のピーク対策効果率
10％以上を達成する事業（単位：ｋWh）
※計測に
　基づくこと

（ア）省エネルギー対策事業
省エネ設備への更新・改修等、

計測・見える化等の
機能を備えたエネルギーマネジメント
システム（ＥＭＳ）の新設により
省エネを達成する事業

（イ）ピーク電力対策事業

ピーク電力対策時間帯の
電力使用量を削減するため、
蓄電池、蓄熱システム、

自家発電設備を新設する事業

（ウ）エネマネ事業
SIIに登録された計測・見える化等の
機能を備えたエネルギーマネジメント
システム（EMS）※を用いて、

エネマネ事業者※と「エネルギー管理
支援サービス」を契約し、

より効果的な省エネルギー対策を
実施する事業

機器メーカー
生産設備等に関する
省エネ化導入支援

機　関
独立行政法人中小企業基盤整備機構　中国本部　経営支援課
一般財団法人省エネルギーセンター中国支部
鳥取県　生活環境部　環境立県推進課
とっとり環境エネルギーアライアンス合同会社
島根県　環境生活部　環境政策課
島根県中小企業団体中央会　連携支援課
岡山県　環境文化部　環境企画課　新エネルギー・温暖化対策室
一般社団法人エコエネ技術士ネット　岡山本部
広島県　環境県民局　環境政策課
広島商工会議所　産業・地域振興部
一般社団法人エネルギーマネジメント協会本部
山口県　環境生活部　環境政策課
一般社団法人エコエネ技術士ネット　山口支部
一般社団法人エネルギーマネジメント協会　山口支部

中国5県

鳥　取

島　根

岡　山

広　島

山　口

連 絡 先
082-502-6555
082-221-1961
0857-26-7205
0857-36-8500
0852-22-6379
0852-21-4809
086-226-7298
086-441-3375
082-513-2912
082-222-6651
093-873-1333
083-933-2690
0835-36-0289
083-248-4411

住　所
広島県広島市中区八丁堀5番7号　広島ＫＳビル3階
広島県広島市中区上八丁堀8-20  井上ビル5F
鳥取県鳥取市東町1丁目220
鳥取県鳥取市若桜町39番地
島根県松江市殿町１番地
島根県松江市母衣町55-4　商工会館４Ｆ
岡山県岡山市北区内山下２丁目４番６号
岡山県倉敷市児島柳田４５６番地２３２
広島県広島市中区基町10-52
広島県広島市中区基町5-44
福岡県北九州市戸畑区中原新町2番1号
山口県山口市滝町1番1号
山口県防府市中山347番地
山口県下関市長府扇町8番33号（西部建材運輸株式会社内）

エリア




