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国の省エネ支援制度

省エネへの気づきを
提供 1. エネルギー利用最適化診断事業

設備投資による
省エネ

2.先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金
（省エネ補助金）

3.産業・業務部門における高効率ヒートポンプ導入促進事業

4.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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１．中小企業等に対するエネルギー利用最適化推進事業

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
 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や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235.3万klを目指します。

事業者・地方
公共団体等国 民間団体等

民間団体等
（地域プラット
フォーム）

(1)エネルギー利用最適化診断事業・情報提供事業

民間団体等 事業者

補助
(定額)

(2)地域のエネルギー利用最適化取組支援事業

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
の提案を行う。

【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

• 地域プラットフォーム構築事業
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。

（２）地域のエネルギー利用最適化取組支援事業

自治体 中小企業団体等

●県地域
プラットフォーム

金融機関 省エネセンター

情報の相互連携
▲ブロック地域プラットフォーム
□市地域プラットフォーム

エネルギーに関する悩み・課題

商業ビル運営
介護施設

商店
医療機関

製造工場

コーディネーター

経営の専門家
省エネの専門家

• プラットフォーム情報提供基盤構築事業

中小企業者への
省エネ指導

・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

診断・情報提供等
補助（9/10）

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
ムとの連携を行う。

省エネ取組
支援 補助
（9/10）

（１）エネルギー利用最適化診断事業・情報提供事業
エネルギー利用最適化診断 情報提供

令和3年度予算案額 8.2億円（新規）

国 補助
(定額)

補助
(定額)



1．エネルギー利用最適化診断事業(省エネ最適化診断）
【事業イメージ】

【提案例】
●お金をかけずに運用でできる改善
・空調の運転台数見直し
・不使用エリアの照明の消灯
・ボイラの空気比低減

●設備投資による改善
・蒸気・温水用配管、バルブ等の保温対策
・高効率設備への更新
・再エネ設備の導入支援

中小企業等の工場・事業場に専門家を派遣
して、設備の運用改善や高効率設備への更
新といった省エネ提案に加えて再エネ導入の
提案を行います。

項目

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

費 用
A診断（専門家１名） 10,450円（税込）
B診断（専門家２名） 16,500円（税込）

応 募 及 び 問 合 せ 先 （一財）省エネルギーセンター
https://www.shindan-net.jp/service/shindan/

【要件】

【スケジュール】 令和3年4月20日（火）～ 3

https://www.shindan-net.jp/service/shindan/


2．先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金（省エネ補助金）
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事業イメージ

国 民間企業等 事業者等
補助 補助(2/3,1/2,1/3,1/4,定額)

事業の内容
事業目的・概要
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。

(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、複数事業者
が連携した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︓エネマネ事業者とエネルギー管理支援
サービスを締結し、EMS制御や運用改善により効率的・
効果的な省エネ取組について支援を行います。

成果目標
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1,846万klの削減に寄与します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

対象設備（例）

【空調】 【業務用冷蔵庫】 【射出成形機】

(C)指定設備導入事業
従来設備と比較して優れた省エネ性能を有する設備への更新を支援。

（例）複数事業者が連携した取組

上工程

上工程
統合・集約

設備廃止

増エネ 事業者Ｂ

下工程

下工程
半製品の供給

ＡとＢ
全体で省エネ事業者A

製品

製品

製造工程

省エネ

設備導入

(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・システム等の複合的な更新により、エネ
ルギー消費効率を改善する省エネ取組を支援。

(A)先進事業

先進設備等の
公募及び登録

「先進的な省エネ技術等に係る技術評価委員会」等にて検討された先進的な省エネ設備等
に係る評価軸・評価項目等に適合する設備等を事前登録し、当該設備等の導入を重点的
に支援する。
先進的な省エネ技術等に係る

技術評価委員会

(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。

※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。

令和3年度予算案額325.0億円 （459.5億円の内数）



２．先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金（省エネ補助金）

指定設備（例）
（ユーティリティ設備）
①高効率空調、②産業ヒートポンプ、③業務用給湯器、④高性能ボイラ、⑤変圧器、⑥高効率コージェネレーション、
⑦低炭素工業炉、⑧冷凍冷蔵設備、⑨産業用モータ 等
（生産設備）
①射出成型機、②レーザー加工機、③プレス機、④印刷機械 等

(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。
中小１／２・大企業１／３

参照：石油化学工業協会

事業概要
(A)先進事業
「先進的な省エネ技術等に係る技術評価委員会」での議論内容等を踏まえた先進設備に係る登録審査基準に則り、先進設備の登録を
事前に実施。当該リストに掲載されている先進設備を導入する省エネ投資事業で、一定の省エネ要件を満たす場合に、当該設備導入に
係る設計費・設備費・工事費に対して、中小２／３・大企業１／２の補助。
※ 先進設備の登録に関しては、「省エネ技術の先進性」、「省エネ効果」、「導入ポテンシャル」の3要素で審査。
※ 既存設備・システムの置き換えのみならず、製造プロセスの改善等を含む。
※ 従来の「大規模事業」や「連携事業」についても、当該事業の中に包含するイメージ。

(B)オーダーメイド型事業
機械設計を伴う設備（オーダーメイド型設備）を導入する省エネ投資事業で、一定の省エネ要件を満たす場
合に、当該設備導入に係る設計費・設備費・工事費に対して、中小１／２・大企業１／３（ただし、投資
回収年数が5年以上7年未満の省エネ投資事業の場合は、中小１／３・大大企業１／４）を補助。
※ 既存設備・システムの置き換えのみならず、製造プロセスの改善等を含む。

(C)指定設備導入事業

指定設備のうち一定の省エネ性能を満たす設備を導入する場合に、当該設備導入に係る設備費の一部
補助として、設備種・スペック等ごとに公募要領等で定められた定額の補助を受けられる。

5
事務局：（一社）環境共創イニシアチブ https://sii.or.jp/cutback03/

補助限度額：（A）、（B）15億円/年度、（C）、（D）１億円/年度
公募期間：令和３年５月２７日（木）～令和３年６月３０日（水）

https://sii.or.jp/cutback03/
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（参考）令和３年度公募スケジュール

※公募要領から抜粋
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（参考）審査項目・評価項目

※公募要領から抜粋
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