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～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、原則として2020年10月1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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Ⅰ．エネルギー革新戦略の実行

（ⅰ）省エネルギー
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公募期間

お問い合わせ先

4

公募要領等

①省エネルギー設備への入替支援

令和2年5月20日（水）～6月30日（火）17時必着

https://sii.or.jp/cutback02/overview.html

Ⅰ．工場・事業場単位
一般社団法人環境共創イニシアチブ TEL：03-5565-4463
Ⅱ．設備単位
一般社団法人環境共創イニシアチブ TEL：0570-055-122
近畿経済産業局エネルギー対策課 TEL：06-6966-6051

公募終了

https://sii.or.jp/cutback02/overview.html


公募期間

お問い合わせ先
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公募要領等

②ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH:ゼッチ）の実証支援：ZEH＋実証事業
（再生可能エネルギーの自家消費拡大を目指したZEH＋、次世代ZEH＋）

1次公募：令和2年6月1日（月）～8月28日（金）17時必着
2次公募：令和2年9月7日（月）～10月30日（金）17時必着
2次追加公募：令和2年9月23日（水）～11月13日（金）17時必着

https://sii.or.jp/meti zeh02/zeh plus/public.html#second （2次公募）
https://sii.or.jp/meti zeh02/zeh plus/public.html#add （2次追加公募）

一般社団法人環境共創イニシアチブ TEL：03-5565-4081
近畿経済産業局エネルギー対策課 TEL：06-6966-6051

公募終了

https://sii.or.jp/meti_zeh02/zeh_plus/public.html
https://sii.or.jp/meti_zeh02/zeh_plus/public.html#add
https://sii.or.jp/meti_zeh02/zeh_plus/public.html#add


公募期間

お問い合わせ先
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公募要領等

②ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH:ゼッチ）の実証支援：超高層ZEH-M実証事業
住宅用途部分が21層以上のZEH-M（ゼッチ・マンション）

令和2年7月1日（水）～7月28日（火）17時必着

https://sii.or.jp/meti zeh m02/zeh m/public.html

一般社団法人環境共創イニシアチブ TEL：03-5565-4081
近畿経済産業局エネルギー対策課 TEL：06-6966-6051

公募終了

https://sii.or.jp/meti_zeh_m02/zeh_m/public.html


公募期間

お問い合わせ先
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公募要領等

③ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB:ゼブ）の実証支援

令和2年5月18日（月）～6月11日（木）17時必着

https://sii.or.jp/zeb02/public/

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

近畿経済産業局エネルギー対策課 TEL：06-6966-6051

公募終了

https://sii.or.jp/zeb02/public/


公募期間

お問い合わせ先
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公募要領等

④次世代省エネ建材の導入支援

1次公募：令和2年5月11日（月）～7月17日（金）17時必着
2次公募：令和2年8月17日（月）～10月30日（金）17時必着

https://sii.or.jp/meti material02/building/public.html#second

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

近畿経済産業局エネルギー対策課 TEL：06-6966-6051

公募終了

https://sii.or.jp/meti_material02/building/public.html#second


公募期間

お問い合わせ先
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公募要領等

令和2年3月30日（月）～5月15日（金）17時必着

https://sii.or.jp/seisan01r/overview.html

一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第１部 TEL：0570-666-317
近畿経済産業局エネルギー対策課 TEL：06-6966-6051

公募終了

https://sii.or.jp/seisan01r/overview.html


公募期間

お問い合わせ先
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公募要領等

①受付中
②今年度の支援機関（52事業者）が決定（7/31）

①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。

②https://sii.or.jp/shoene_pf02/uploads/R2zeb_kouhukettei-ichiran.pdf
お申し込みは下記HP掲載の各支援機関まで
全国省エネ推進ネットワーク https://www.shoene-portal.jp/

①一般財団法人省エネルギーセンター TEL：03-5439-9716
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ホーム担当 TEL：03-5565-3970
近畿経済産業局エネルギー対策課 TEL：06-6966-6051

https://www.shindan-net.jp/
https://sii.or.jp/shoene_pf02/uploads/R2zeb_kouhukettei-ichiran.pdf
https://www.shoene-portal.jp/


公募期間

お問い合わせ先
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公募要領等

第1回：令和2年6月11日（木）～6月30日（火）17時必着
第2回：令和2年7月7日（火）～8月18日（火）17時必着
第3回：令和2年8月25日（火）～10月6日（火）17時必着
第4回：令和2年10月中旬～11月中旬
※予算額に達した場合は受付終了

https://sii.or.jp/rishihokyu02/financial-loan3.html

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

近畿経済産業局エネルギー対策課 TEL：06-6966-6051

公募終了

https://sii.or.jp/rishihokyu02/financial-loan3.html


公募期間

お問い合わせ先
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公募要領等

①1次：令和2年7月27日（月）～8月7日（金）
2次：令和2年8月17日（月）～8月28日（金）
3次：令和2年9月7日（月）～9月18日（金）（消印有効）

②令和2年2月3日（月）～3月2日（月）17時必着
③令和2年7月27日（月）～10月30日（金）（消印有効）
※③補助金の予算額が達することが確実なため、公募は終了

①、③ http://www.pacific-hojo.jp/index.html
② https://www.enecho.meti.go.jp/appli/public offer/2002/200203a/

①③パシフィックコンサルタンツ株式会社 TEL：03-5280-9501
②資源エネルギー庁 省エネルギー課 TEL：03-3501-9726
国土交通省 自動車局 環境政策課 TEL：03-5253-8604

公募終了

http://www.pacific-hojo.jp/index.html
https://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/2002/200203a/


公募期間

お問い合わせ先
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公募要領等

令和2年2月6日（木）～3月16日（月）
令和2年7月30日（木）～9月4日（金）

https://www.nedo.go.jp/koubo/DA2_100272.html
https://www.nedo.go.jp/koubo/DA2 100274.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 FAX：044-520-5187 E-MAIL：shouene@nedo.go.jp

公募終了

https://www.nedo.go.jp/koubo/DA2_100272.html
https://www.nedo.go.jp/koubo/DA2_100274.html
mailto:shouene@nedo.go.jp


Ⅰ．エネルギー革新戦略の実行

（ⅱ）新エネルギー
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公募期間

お問い合わせ先
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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 新エネルギー推進室 TEL：06-6966-6043 

2020年3月13日(金)～2021年3月1日(月)（センター必着)
※本事業は、予算を令和2年度へ繰越し継続して申請受付を実施。

補助対象設備及び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/cev.html#guide
http://www.cev-pc.or.jp/notice/pdf/20200327_cev_oshirase.pdf

http://www.cev-pc.or.jp/hojo/cev.html#guide
http://www.cev-pc.or.jp/notice/pdf/20200327_cev_oshirase.pdf


公募期間

お問い合わせ先
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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 新エネルギー推進室 TEL：06-6966-6043 

2020年4月27日(金)～2021年3月1日(月)（センター必着)

補助対象設備及び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/#no01
http://www.cev-pc.or.jp/hojo/pdf/r02/R2_youryou_full.pdf

http://www.cev-pc.or.jp/#no01
http://www.cev-pc.or.jp/hojo/pdf/r02/R2_youryou_full.pdf


公募期間

お問い合わせ先
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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 新エネルギー推進室 TEL：06-6966-6043 

http://www.cev-pc.or.jp/#no02
http://www.cev-pc.or.jp/hojo/juden pdf/r02/r02 juden tebiki full.pdf

2020年5月8日(金)～2020年11月30日(月)（センター必着）

http://www.cev-pc.or.jp/#no02
http://www.cev-pc.or.jp/hojo/juden_pdf/r02/r02_juden_tebiki_full.pdf


公募期間

お問い合わせ先
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公募要領等

一般社団法人燃料電池普及促進協会 TEL：03-6689-0331

近畿経済産業局 新エネルギー推進室 TEL：06-6966-6043

※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。
①家庭用：2020年4月7日（火）～2021年2月19日（金）17時

（補助金申込・交付申請書のFCA必着）
②業務・産業用：7次募集（令和2年10月2日（金）～10月27日（火）17時）（必着）

4月の応募要領によると11次募集までを予定。

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://fca-enefarm.org/subsidy02/index.html
②業務・産業用 ：http://www.fca-enefarm.org/subsidy industrial/index.html

http://fca-enefarm.org/subsidy industrial/file/outline.pdf

http://fca-enefarm.org/subsidy02/index.html
http://www.fca-enefarm.org/subsidy_industrial/index.html
http://fca-enefarm.org/subsidy_industrial/file/outline.pdf


公募期間

お問い合わせ先
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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 新エネルギー推進室 TEL：06-6966-6043 

＜三次公募＞ 2020年10月5日（月）～10月23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.cev-pc.or.jp/hojo/suiso index r02.html
http://www.cev-pc.or.jp/hojo/suiso_outline_r02.html
http://www.cev-pc.or.jp/hojo/suiso pdf/r02/r02 shinsei houkoku youryou.pdf

http://www.cev-pc.or.jp/hojo/suiso_index_r02.html
http://www.cev-pc.or.jp/hojo/suiso_outline_r02.html
http://www.cev-pc.or.jp/hojo/suiso_pdf/r02/r02_shinsei_houkoku_youryou.pdf


公募期間

お問い合わせ先
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公募要領等

（3）近畿経済産業局資源・燃料課 TEL：06-6966-6044

（2）地表調査・掘削調査

第1回 2020年2月17日（月）～2020年3月6日（金）
（3）理解促進支援事業

第1回 2020年3月18日（水）～2020年4月17日（金）12時必着
第2回 2020年5月20日（水）～2020年6月24日（金）12時必着
第3回 2020年7月22日（水）～2020年8月26日（水）12時必着

（2） http://www.jogmec.go.jp/content/300365986.pdf
（3） https://www.enecho.meti.go.jp/appli/public offer/2020/07/20200722 001.html

（2）独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

地熱統括部 TEL：03-6758-8001

公募終了

公募終了

http://www.jogmec.go.jp/content/300365986.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/2020/07/20200722_001.html


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
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公募期間

お問い合わせ先
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公募要領等

（1）令和2年3月30日（月）～5月15日（金）17時必着
（2）令和2年5月7日（木）10時～5月15日（金）17時必着
※（2）は5月7日到着分の申請金額の合計（概算）が予算に達したため、公募を終了

（1） https://sii.or.jp/com_zeh01r/public.html
（2） https://sii.or.jp/zeh plus r01r/public.html

（1）一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第2部
TEL：03-5565-3933

（2）一般社団法人環境共創イニシアチブ TEL：03-5565-4081
近畿経済産業局エネルギー対策課 TEL：06-6966-6051

公募終了

https://sii.or.jp/com_zeh01r/public.html
https://sii.or.jp/zeh_plus_r01r/public.html


http://www.zensekiren.or.jp/06contents01/01/0101/0107
https://www.jmar.co.jp/topics/2020/0703_000320.html
http://www.zensekiren.or.jp/06contents01/01/0101/0101
http://www.sekiyu.or.jp/


公募期間

お問い合わせ先
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公募要領等

（1）全国石油商業組合連合会 環境･安全対策グループ TEL：03-3593-5834

（2）全国石油商業組合連合会 環境･安全対策グループ TEL：03-3593-5835

近畿経済産業局資源・燃料課 TEL：06-6966-6044

（1）次世代燃料供給体制確立に向けた技術開発・実証
第1回 2020年6月30日（火）～2020年7月21日（火）
第2回 2020年9月16日（水）～

（2）燃料供給の担い手確保事業
2020年6月24日（水）～2020年7月15日（水）

（1） http://www.zensekiren.or.jp/06contents01/01/0101/0104
（2） http://www.zensekiren.or.jp/06contents06/06

公募終了

公募終了

http://www.zensekiren.or.jp/06contents01/01/0101/0104
http://www.zensekiren.or.jp/06contents06/06


公募期間

お問い合わせ先

25

公募要領等

一般社団法人全国石油協会 環境・経営支援部 TEL：03-5251-0466

近畿経済産業局資源・燃料課 TEL：06-6966-6044

（1） 住民拠点SS整備
第1回 2020年4月1日（水）～2020年6月30日（火）
第2回 2020年7月30日（木）～2020年9月16日（水）
可搬式給油機整備
第1回 2020年4月20日（月）～2020年7月31日（金）
第2回 2020年10月8日（木）～2020年10月29日（木）

（2） 緊急配送用タンクローリー
2020年4月1日（水）～2020年4月30日（木）

http://www.sekiyu.or.jp/

公募終了

公募終了

公募終了

http://www.sekiyu.or.jp/


公募期間

お問い合わせ先

26

公募要領等

一般社団法人全国石油協会 環境・経営支援部 TEL：03-5251-0466

近畿経済産業局資源・燃料課 TEL：06-6966-6044

（1）住民拠点SS整備

第1回 2020年7月30日（木）～2020年9月16日（水）
第2回 2020年10月8日（木）～2020年10月29日（木）

（2）地下タンクの入換等工事
2020年7月30日（木）～2020年8月19日（水）
災害時専用臨時設置給油設備配備事業
2020年7月30日（木）～2020年8月19日（水）

http://www.sekiyu.or.jp/

公募終了

公募終了

公募終了

http://www.sekiyu.or.jp/


公募期間

お問い合わせ先

27

公募要領等

●旧 石油製品タンク等利用推進対策事業に係るもの
第1回 2020年7月20日（月）まで（必着）

第2回 2020年9月30日（水）まで（必着）
●石油ガス災害バルク等の導入に係るもの

第1回 2020年5月29日（金）～2020年6月19日（金）
第2回 2020年6月24日（水）～2020年7月10日（金）
第3回 2020年7月15日（水）～2020年7月31日（金）

●旧 石油製品タンク等利用推進対策事業に係るもの

全国石油商業組合連合会 環境･安全対策グループ ＴＥＬ：03-6550-9244

●石油ガス災害バルク等の導入に係るもの

一般財団法人エルピーガス振興センター TEL：03-6402-3626

近畿経済産業局資源・燃料課 TEL：06-6966-6044

●旧 石油製品タンク等利用推進対策事業に係るもの
http://www.zensekiren.or.jp/06contents01/01/0101/0106/03

●石油ガス災害バルク等の導入に係るもの
https://saigaibulk.net/

公募終了

公募終了

http://www.zensekiren.or.jp/06contents01/01/0101/0106/03
https://saigaibulk.net/


公募期間

お問い合わせ先

28

公募要領等

●石油製品タンク等設置費用補助事業に係るもの
第1回 2020年8月31日（月）まで（必着）
第2回 2020年9月30日（水）まで（必着）
第3回 2020年10月30日（金）まで（必着）

●石油ガス災害バルク等の導入に係るもの
第1回 2020年6月24日（水）～2020年7月10日（金）
第2回 2020年7月15日（水）～2020年7月31日（金）
第3回 2020年8月5日（水）～2020年8月26日（水）

●石油製品タンク等設置費用補助事業に係るもの

全国石油商業組合連合会 環境･安全対策グループ ＴＥＬ：03-6550-9244

●石油ガス災害バルク等の導入に係るもの

一般財団法人エルピーガス振興センター TEL：03-6402-3626

近畿経済産業局資源・燃料課 TEL：06-6966-6044

●石油製品タンク等設置費用補助事業に係るもの
http://www.zensekiren.or.jp/06contents01/01/0101/0106/04
●石油ガス災害バルク等の導入に係るもの
https://saigaibulk.net/

公募終了

公募終了

http://www.zensekiren.or.jp/06contents01/01/0101/0106/04
https://saigaibulk.net/


公募期間

お問い合わせ先
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公募要領等

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

（3）構造改善推進事業
第1回2020年6月19日（金）～2020年7月7日（火）
第2回2020年7月13日（月）～2020年7月22日（水）
第3回2020年7月29日（水）～2020年8月7日（金）
第1回の募集を以って予算額に達した事により、第2回以降の募集は行いません。

https://kouzoukaizen.net/lp2020/index.html

公募終了

https://kouzoukaizen.net/lp2020/index.html


公募期間

お問い合わせ先

30

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 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。
https://sii.or.jp/vpp02/public.html

①業務用産業用設備：2020年4月8日（水）～2020年12月25日（金）
※予算がなくなり次第終了

②家庭用設備：2020年6月初旬～2020年12月25日（金）
※予算がなくなり次第終了

https://sii.or.jp/vpp02/public.html


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

近畿経済産業局電力・ガス事業課 TEL：06-6966-6046 

令和2年3月27日（金） ～ 令和2年5月8日（金）

http://www.gasproc.or.jp/

31

http://www.gasproc.or.jp/current/subsidylist/r1 ngas01/

公募終了

http://www.gasproc.or.jp/
http://www.gasproc.or.jp/current/subsidylist/r1_ngas01/


公募期間

お問い合わせ先

公募要領等

令和2年4月20日(月) ～ 令和2年5月29日(金)

http://www.gasproc.or.jp/current/subsidylist/r2 2/

32

一般社団法人 都市ガス振興センター TEL：03-6435-7692

近畿経済産業局電力・ガス事業課 TEL：06-6966-6046 

公募終了
令和2年7月20日(月) ～ 令和2年8月28日(金)

令和2年9月7日(月) ～ 令和2年9月30日(水)

令和2年6月8日(月) ～ 令和2年7月10日(金) 

http://www.gasproc.or.jp/current/subsidylist/r2_2/


公募期間

お問い合わせ先

公募要領等

http://www.gasproc.or.jp/current/subsidylist/r2 4/

33

令和2年4月20日(月) ～ 令和2年5月29日(金) 

一般社団法人 都市ガス振興センター TEL：03-6435-7692

近畿経済産業局電力・ガス事業課 TEL：06-6966-6046 

公募終了

http://www.gasproc.or.jp/current/subsidylist/r2_4/


34

公募期間

お問い合わせ先

公募要領等

令和2年4月13日(月) ～ 令和2年5月29日(金) 

一般社団法人 都市ガス振興センター TEL：03-6435-7692

近畿経済産業局電力・ガス事業課 TEL：06-6966-6046 

http://www.gasproc.or.jp/current/subsidylist/r2_5/

公募終了

http://www.gasproc.or.jp/current/subsidylist/r2_5/


35

環境省の補助・委託事業の詳細は、エネルギー対策特別会計ポータルサイト（エネ特
ポータル）をご覧ください。

https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/enetoku/index.html

環境省の省エネ・新エネ関連施策（抜粋）
◇ 省CO2型リサイクル等高度化設備導入促進事業 35
◇ 建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業 36
◇ 戸建住宅におけるネット･ゼロ･エネルギー･ハウス（ZEH）化支援事業 36
◇ CO2削減ポテンシャル診断推進事業 37
◇ エコリース促進事業 37
◇ 設備の高効率化改修支援事業 38
◇ 省エネ型浄化槽システム導入推進事業 38
◇ 電動化対応トラック・バス導入加速事業 39
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