
資源・エネルギー関係
施策利⽤ガイドブック

２０１９年６⽉
近畿経済産業局

資源エネルギー環境部

２０１９年度・２０１８年度補正



〜利⽤にあたっての注意〜

１．掲載されている内容は、地域で活用しやすいと思われる施策の概要

をとりまとめたものです。実際の施策利用にあたっては、各ページの
「お問い合わせ先」にご確認ください。

２．掲載されている内容が変更される場合もあります。ご注意くださ い。

３．本書は、2019年6月3日現在で編集しています。

４．本施策集へのご意見・ご要望等がございましたら、上記資源エネル
ギー環境課までお寄せください。
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局の担当窓⼝（電話番号）

資源エネルギー環境部 資源エネルギー環境課 ０６－６９６６－６０４１

エネルギー対策課 ０６－６９６６－６０５１

新エネルギー推進室 ０６－６９６６－６０４３

資源・燃料課 ０６－６９６６－６０４４

電力・ガス事業課 ０６－６９６６－６０４６
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2019年度・2018年度補正予算
⽬ 次 ⾴

Ⅰ．エネルギー⾰新戦略の実⾏
（ⅰ）省エネルギー

◇ 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金 （①省エネルギー設備への入替支援） 3

◇ 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金 （②ﾈｯﾄ・ｾﾞﾛ・ｴﾈﾙｷﾞｰ・ﾊｳｽ（ZEH:ｾﾞｯﾁ）の実証支援) 4

◇ 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金 （③ﾈｯﾄ・ｾﾞﾛ・ｴﾈﾙｷﾞｰ・ﾋﾞﾙ（ZEB:ｾﾞﾌﾞ）の実証支援） 5

◇ 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金 （④次世代省エネ建材の導入支援） 6

◇ 中小企業等に対する省エネルギー診断事業費補助金 7

◇ 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 8

◇ 貨物輸送事業者と荷主の連携等による運輸部門省エネルギー化推進事業費補助金 9

◇ 革新的な省エネルギー技術の開発促進事業 10

◇ クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金 11

◇ 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業費補助金 12

（ⅱ）新エネルギー

◇ 燃料電池の利用拡大に向けたエネファーム等導入支援事業費補助金 13

◇ 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 14

◇ 地熱発電の資源量調査・理解促進事業費補助金（理解促進事業に係るもの） 15

Ⅱ．エネルギーを安全・安⼼に利⽤できるようインフラを充実
◇ 離島・SS過疎地等における石油製品の流通合理化支援事業費 16

◇ 次世代燃料供給体制構築支援事業費 17

◆ 石油製品安定供給確保支援事業 18

◇ 災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業費 19

◆ 災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金 20

◇ 災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金 21

◇ 石油ガスの流通合理化及び取引の適正化等に関する支援事業費 22

◆ 災害時にも再生可能エネルギーを供給力として稼働可能とするための蓄電池等補助金 23

◇ 需要家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワープラント構築実証事業費補助金 24

◇ 天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金 25

◇◆ 社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金 26

（環境省の省エネ・新エネ関連施策）

◇ ﾈｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾊｳｽ(ZEH)化等による住宅における低炭素化促進事業

①ﾈｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾊｳｽ(ZEH)化による住宅における低炭素化促進事業 27

②高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業 28

◇ 業務用施設等におけるﾈｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾋﾞﾙ(ZEB)化・省CO2促進事業

①『ZEB』・Nearly ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業 29

②ZEB Readyの普及に向けた先進的省エネルギー建築物支援事業 30

③民間建築物等における省CO2改修支援事業 31

④テナントビルの省CO2改修支援事業 32

⑤空き家等における省CO2改修支援事業 33

◇ 設備の高効率化改修支援事業（設備の高効率化改修による省CO2促進事業） 34

◇ CO2削減ポテンシャル診断推進事業（CO2削減ポテンシャル診断、CO2削減対策機器への更新支援事業） 35

※ ◆印は2018年度補正予算

◇印は2019年度予算

公募終了

公募終了

公募終了

公募終了

公募終了

公募終了

公募終了

公募終了

公募終了
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①省エネルギー設備への入替支援

公募期間

お問い合わせ先

公募要領等

近畿経済産業局エネルギー対策課 TEL：06-6966-6051

2019年5月20日（月）～6月28日（金）※17：00必着

https://sii.or.jp/cutback31/overview.html

一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第１部

Ⅰ．工場・事業場単位に関するお問い合わせ
TEL：03-5565-4463

Ⅱ．設備単位に関するお問い合わせ
TEL：0570-055-122（ナビダイヤル）、042-303-4185（IP電話専用）
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②ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH:ゼッチ）の実証支援

公募期間

お問い合わせ先

公募要領等

近畿経済産業局エネルギー対策課 TEL：06-6966-6051

1） ZEH＋実証事業 2019年7月1日（月）～2019年9月30日（月）17:00必着
2） 超高層ZEH-M実証事業 2019年7月1日（月）～2019年7月26日（金）17:00必着

1） http://sii.or.jp/meti_zeh31/zeh_plus/public.html
2） http://sii.or.jp/meti zeh31/zeh m/public.html

一般社団法人環境共創イニシアチブ TEL：03-5565-4081
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③ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB:ゼブ）の実証支援

公募期間

お問い合わせ先

公募要領等

近畿経済産業局エネルギー対策課 TEL：06-6966-6051

2019年5月27日（月）～2019年6月20日（木）17:00必着

http://sii.or.jp/zeb31/public/index.html

一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第２部 ZEB担当 TEL：03-5565-4063
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④次世代省エネ建材の導入支援

公募期間

お問い合わせ先

公募要領等

近畿経済産業局エネルギー対策課 TEL：06-6966-6051

1次公募：2019年5月13日（月）～2019年6月28日（金）17：00締切
2次公募：2019年8月上旬～2019年9月中旬（予定）

http://sii.or.jp/meti material31/overview.html

一般社団法人環境共創イニシアチブ 次世代建材担当 TEL：03-5565-3110
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公募期間

お問い合わせ先

公募要領等

近畿経済産業局エネルギー対策課 TEL：06-6966-6051

（2）のうち、省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業
2019年4月5日（金）～2019年5月8日（水）

（2）のうち、省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業
http://sii.or.jp/shoene pf31/first.html

（2） 一般社団法人環境共創イニシアチブ
省エネルギー相談地域プラットフォーム担当 TEL：03-5565-3970

（1） 一般財団法人省エネルギーセンター TEL：03-5439-9732

省エネ節電ポータルサイト https://www.shindan‐net.jp/
省エネ診断、講師派遣の依頼は本サイトを通じて可能です。

公募終了
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公募期間

お問い合わせ先

公募要領等

近畿経済産業局エネルギー対策課 TEL：06-6966-6051

未定

未定

一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第１部 TEL：03-5565-4460



公募期間

お問い合わせ先

9

公募要領等

近畿経済産業局エネルギー対策課 TEL：06-6966-6051 

①未定
②2019年2月15日～ 2019年3月12日
③未定

①未定
②https://www.enecho.meti.go.jp/appli/public offer/1902/190215a/
③未定

資源エネルギー庁 省エネルギー課 TEL：03-3501-9726

①③パシフィックコンサルタンツ株式会社 TEL：03-6777-3001

公募終了

公募終了
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公募期間

お問い合わせ先

公募要領等

近畿経済産業局エネルギー対策課 TEL：06-6966-6051

第1回公募：2019年2月20日～3月26日

第2回公募：2019年6月中旬～7月下旬（予定）

https://www.nedo.go.jp/koubo/DA2_100254.html

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 省エネルギー部

戦略的省エネルギー技術革新プログラム事務局

FAX：044-520-5187 E-MAIL： shouene@nedo.go.jp 

公募終了
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公募期間

お問い合わせ先

公募要領等

一般社団法人次世代自動車振興センター 次世代自動車部 TEL：03-3548-3231

近畿経済産業局エネルギー対策課新エネルギー推進室 TEL：06-6966-6043

2019年4月22日(月)～2020年3月2日(月)必着

公募要領等については、以下のページをご覧下さい。
http://www.cev‐pc.or.jp/hojo/pdf/h31/H31 youryou full.pdf
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2019年5月10日（金）～2019年9月30日（金）必着

公募期間

お問い合わせ先

公募要領等

一般社団法人次世代自動車振興センター 充電インフラ部 ＴＥＬ：03-3548-9100

近畿経済産業局エネルギー対策課新エネルギー推進室 TEL：06-6966-6043

公募要領等については、以下のページをご覧下さい。
http://www.cev-pc.or.jp/hojo/juden pdf/h31/h31 juden tebiki full.pdf
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公募期間

お問い合わせ先

公募要領等

一般社団法人燃料電池普及促進協会

①家庭用 TEL：03-5472-1190 ②業務・産業用 ＴＥＬ：03-6689-0331

近畿経済産業局エネルギー対策課新エネルギー推進室 TEL：06-6966-6043

①家庭用：2019 年4月8 日（月）～2020年2月21日（金）
（補助金申込・交付申請書のFCA必着）

②業務・産業用：
1次募集：2019年4月8日（月） ～2019年5月8日（水）17：00必着
2次募集：2019年5月14日（火） ～2019年6月5日（水）17：00必着

※募集締切後、予算に余剰が生じた場合は、追加募集を行うことがあります

公募要領等については、以下のページをご覧下さい。
①家庭用 ： http://www.fca-enefarm.org/subsidy31/index.html
②業務・産業用 ： http://fca-enefarm.org/subsidy industrial/kouhu.html

公募終了
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公募期間

お問い合わせ先

公募要領等

一般社団法人 次世代自動車振興センター 水素インフラ部 TEL：03-3548-3240

近畿経済産業局エネルギー対策課新エネルギー推進室 TEL：06-6966-6043

＜一次公募＞ 2019年4月1日（月）～2019年4月22日（月）

公募要領等については、以下のページをご覧下さい。
http://www.cev‐pc.or.jp/hojo/suiso outline h31.html

公募終了



公募期間

お問い合わせ先

15

公募要領等

近畿経済産業局資源・燃料課 TEL：06-6966-6044

第1回 ２０１９年３月１３日（水）～２０１９年４月１２日（金）12時必着

第2回 ２０１９年５月１５日（水）～２０１９年６月１７日（月）12時必着

公募要領等については、以下のページをご覧ください。

https://www.enecho.meti.go.jp/appli/public offer/1905/190515a/

公募終了
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近畿経済産業局資源・燃料課 TEL：06-6966-6044

公募期間

お問い合わせ先

公募要領等

２０１９年５月２１日～６月７日必着

公募要領等については、以下のページをご覧ください。
http://www.sekiyu.or.jp/

一般社団法人全国石油協会 環境・経営支援部 03‐5251‐0466

（３）環境・安全対策等
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近畿経済産業局資源・燃料課 TEL：06-6966-6044

公募期間

お問い合わせ先

公募要領等

未定

未定
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近畿経済産業局資源・燃料課 TEL：06-6966-6044

公募期間

お問い合わせ先

公募要領等

２０１９年３月２９日～２０１９年７月３１日（必着）

公募要領等については、以下のページをご覧ください。
http://www.sekiyu.or.jp/

一般社団法人全国石油協会 環境・経営支援部 03‐5251‐0466
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近畿経済産業局資源・燃料課 TEL：06-6966-6044

公募期間

お問い合わせ先

公募要領等

（１）災害時の燃料供給拠点となる「住民拠点ＳＳ」の整備
２０１９年５月２７日～２０１９年７月３１日（必着）

公募要領等については以下のページをご覧ください。
http://www.sekiyu.or.jp/

（２）機動的な燃料供給体制の確保
２０１９年５月２７日～２０１９年７月８日（必着）

一般社団法人全国石油協会 環境・経営支援部 03-5251-0466
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一般財団法人エルピーガス振興センター TEL：03-6402-3634

近畿経済産業局資源・燃料課 TEL：06-6966-6044

公募期間

お問い合わせ先

公募要領等

構造改善推進事業
第１回公募 ２０１９年４月２４日（水）～２０１９年５月２９日（水）

公募要領等については、以下のページをご覧ください。
https://kouzoukaizen.net/p‐gaiyou.html

公募終了
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公募期間

お問い合わせ先

公募要領等

近畿経済産業局エネルギー対策課新エネルギー推進室 TEL：06-6966-6043

一般社団法人環境共創イニシアチブ

(1) 再生可能エネルギー発電設備への蓄電池導入支援事業 TEL：03-3544-6120
(2)① マスタープラン作成事業 TEL：03-3544-6125
(2)➁ 地域マイクログリッド構築事業 TEL：03-3544-6125

・再生可能エネルギー発電設備への蓄電池導入支援事業
：2019年3月15日(金)～2019年9月30日(月) 17:00必着

・マスタープラン作成事業：2019年3月15日(金)～2019年5月15日(水)
※追加公募の有無につきましては、後日発表いたします

・地域マイクログリッド構築事業 ：2019年3月15日(金)～2019年5月15日(水) 
※追加公募の有無につきましては、後日発表いたします

公募要領等については、以下のページをご覧下さい。
(1) 再生可能エネルギー発電設備への蓄電池導入支援事業 ：
https://sii.or.jp/saigaichikudenchi30r/note.html#A1
(2)① マスタープラン作成事業 ： https://sii.or.jp/microgrid30r/note.html
(2)➁ 地域マイクログリッド構築事業 ： https://sii.or.jp/microgrid30r/note5.html

公募終了

公募終了
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補助事業開始日：SIIが補助事業の交付を決定した日（交付決定日）以降
提出期限：（全て12時必着）

A VPP基盤整備事業 基盤整備事業 2019年4月8 日（月）～2019年4月26日（金）

B-1 VPPアグリゲーター事業
B-2 V2Gアグリゲーター事業

C VPP/V2Gリソース導入促進事業 設備設置者 アグリゲーター採択後～

公募期間

お問い合わせ先

公募要領等

一般社団法人環境共創イニシアチブ TEL：03-5565-3960

近畿経済産業局エネルギー対策課新エネルギー推進室 TEL：06-6966-6043

公募要領等については、以下のページをご覧下さい。
http://sii.or.jp/vpp31/public.html

2019年4月8 日（月）～2019年4月26日（金）

公募終了

公募終了
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近畿経済産業局電力・ガス事業課 TEL：06-6966-6046 

公募期間

お問い合わせ先

公募要領等

一般社団法人都市ガス振興センター TEL：03-6435-7692

公募要領等については、以下のページをご覧下さい。
http://www.gasproc.or.jp/

平成３１年４月１８日（木） ～ 平成３１年５月３１日（金） 公募終了



公募期間

お問い合わせ先

公募要領等

近畿経済産業局電力・ガス事業課 TEL：06-6966-6046 

２０１９年５月７日（火） ～ ２０１９年６月１４日（金）

公募要領等については、以下のページをご覧下さい。
http://www.gasproc.or.jp/
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一般社団法人都市ガス振興センター TEL：03-6435-7692
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お問い合わせ先

一般社団法人環境共創イニシアチブ 断熱リノベ担当 TEL：03-5565-4860

公募期間

公募要領等

https://sii.or.jp/moe_material31/

（1）戸建住宅、集合住宅（個別）の公募期間
一次公募：2019年5月13日（月）～2019年6月28日（金）17:00締切
二次公募：2019年7月上旬～2019年8月中旬（予定）

（2）集合住宅（全体）の公募期間
一次公募：2019年5月13日（月）～2019年6月14日（金）17:00締切
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お問い合わせ先

一般社団法人 静岡県環境資源協会 TEL: 054-266-4161 FAX: 054-266-4162

公募期間

公募要領等

補助対象：民間企業等

対象事業：グリーンリース（GL）契約等を結び、協働して、15％以上のCO2削減に資
する省エネ・省CO2性の高いシステムや高性能設備機器等を導入する事業
補助割合：対象経費の １/2を上限に補助（上限：5,000 万円）

詳細は下記を参照ください
http://www.siz‐kankyou.jp/2019co2.html

公募期間：2019年4月22日（月）から5月27日（月） 公募終了
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お問い合わせ先

公募期間

公募要領等

未定

一般社団法人 静岡県環境資源協会 TEL: 054-266-4161 FAX: 054-266-4162

補助対象：空き家等の所有者である民間企業等

対象事業：空き家等を業務用施設に改修し、15％以上のCO2削減に資する省エネ・
省CO2性の高いシステムや高性能設備機器等を導入する事業

補助割合：対象経費の 2/3を上限に補助

詳細は下記を参照ください
http://www.siz‐kankyou.jp/2019co2.html
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お問い合わせ先

一般社団法人低炭素エネルギー技術事業組合 TEL:03‐5909‐0677

公募期間

公募要領等

①CO２削減ポテンシャル診断事業
公募期間：2019年4月26日（金）～6月28日（金）17時必着
ただし、「2019年度（平成31年度）低炭素機器導入事業」の2次公募に応募予定
の場合は2019年5月31日（金）まで

②低炭素機器導入事業の公募について
公募期間：1次公募 2019年4月26日（金）～5月31日（金）17時必着

2次公募 2019年8月1日（木）～8月30日（金）17時必着

① https://www.lcep.jp/2019/potential/koubo.html

② https://www.lcep.jp/2019/setsubi/koubo.html

公募終了


