関係省庁タスクフォース関連施策一覧
省庁名

支援対象類型

事業名

対象設備等

支援内容

計画策定支援
工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業
供給設備支援

工場・ビルのCO2削減余地診 認定外部機関の現地調査に基づき、意欲的なCO２削減目標を盛
断・CO2削減計画策定及び設 り込んだ脱炭素化促進計画の策定支援を行う。また、脱炭素化促
備更新補助
進計画に基づく設備更新を補助する。

供給設備支援 脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業

リース会社がESGを考慮した取組を実施している場合又はサプライ
EV、FCV、高効率工作機械等 チェーン上の脱炭素化に資する取組を実施している場合に、中小
企業等がリースで導入する脱炭素機器の種類に応じて総リース料
リース
の一定割合を補助します。

資金供給等

環境金融の拡大に向けた利子補給事業

地球温暖化対策のための設
備投資等に対する融資への
利子補給

地域循環共生圏の創出に資するESG融資であって、地球温暖化対
策のための設備投資等に対する融資を行う金融機関に対し、当該
融資について、年利１％を限度に利子補給を行います。

資金供給等

地域脱炭素投資促進ファンド事業

再生可能エネルギー事業な
どの低炭素化プロジェクトへ
の資本提供

一定の採算性・収益性が見込まれる脱炭素化プロジェクトに民間
資金を呼び込むため、これらのプロジェクトを「出資」により支援しま
す。

地域防災計画により災害時に避難施設等として位置付けられた公
共施設に、平時の温室効果ガス排出抑制に加え、災害時にもエネ
地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する避難施設等への自立・分散型エネルギー設備 再エネ設備・未利用エネ活用
供給設備支援
ルギー供給等の機能発揮が可能となり、災害時の事業継続性の
等導入推進事業
設備・コジェネレーション等
向上に寄与する再生可能エネルギー設備等を導入する事業を支
援します。
環境省
調査支援

再エネ導入目標の策定、ゾー
再エネの最大限の導入の計画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエント ニング等の合意形成、地域再
な地域社会実現支援事業
エネ事業の実施運営体制の
構築

供給設備支援 建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業

業務その他部門の大幅な脱炭素化の実現のため、建築物等にお
業務用施設の脱炭素化に資
けるZEB化等、レジリエンス強化等の促進、及び多様な業務用施
する再エネ設備・省エネ設備
設等の省CO2改修の促進に必要な設備等の導入を支援します。
地域の廃熱・未利用熱等の未
利用資源の活用システムや
高効率エネルギー供給システ
ム等

浮体式洋上風力発電による地域の脱炭素化ビジネス促進事業

浮体式洋上風力発電事業化協議体及び事業化を目指す地方公共
戦略推進地域の抽出・事業計
団体等と連携し、推進地域（適地）の抽出に必要な各種調査検討
画の検証
や事業計画の検証等支援します。

供給設備支援 廃棄物処理×脱炭素化によるマルチベネフィット達成促進事業

地域循環共生圏の構築を促進する観点から、ＣＯ２排出削減及び
廃棄物高効率熱回収設備や 廃棄物の適正な循環利用のさらなる推進、並びに災害廃棄物の受
入体制の構築、並びに地域内での資源・エネルギー循環利用によ
廃棄物燃料製造設備等
る地域の活性化に資する廃棄物処理事業について支援します。

調査支援

○

地域経済の活性化・新しい再エネビジネス等の創出・分散型社会
の構築・災害時のエネルギー供給の確保につながる地域再エネの
最大限の導入を促進するため、地方公共団体による地域再エネ導
入の目標設定や合意形成に関する戦略策定の支援を行うととも
に、官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築支援や
持続性向上のための地域人材育成の支援を行う。

廃熱・未利用熱・営農地等の効率的活用による脱炭素化推進事業（一部農林水産省連携
事業

供給設備支援

マスタープランに
基づく取り組みの
加点措置等

地域の実状に応じて、地域の未利用資源（熱・湧水等）の利用及び
効率的なエネルギー供給システム等を構築し、地域の低炭素化や
活性化を推進するモデル的取組に必要な設備等の導入経費を支
援します。
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省庁名

支援対象類型

事業名

供給設備支援 国際競争拠点都市整備事業

国土交通省

調査支援

（再掲）国際競争業務継続拠点事業

供給設備支援 都市構造再編集中支援事業

調査支援

食料産業・６次産業化交付金のうちバイオマス利活用高度化の推進

農林水産省 供給施設整備 食料産業・６次産業化交付金のうちバイオマス利活用高度化施設整備

林野庁

対象設備等

支援内容

特定都市再生緊急整備地域で実施される事業で、都市再生安全
エネルギー面的ネットワーク 確保計画に位置付けられる事業の内、道路事業や都市開発事業
の整備（エネルギー導管、付 等の基盤整備と一体的な整備が必要な基盤施設であるエネル
帯施設含む）
ギー導管（付帯施設を含む）の整備に要する経費の一部を支援し
ます。
エネルギー面的ネットワーク
にかかる整備計画の策定に
要する経費

特定都市再生緊急整備地域で実施される事業で、エネルギー面的
ネットワークにかかる整備計画の策定に要する経費の一部を支援
します。

分散型エネルギーシステムの
整備（コージェネレーションシ
ステム、自営線、付帯施設含
む）

立地適正化計画に基づく道路整備や都市開発事業等と一体的に
実施され、災害時に防災拠点や一時滞在施設へ電気を供給する
分散型エネルギーシステム（付帯施設含む）の整備に要する経費
の一部を支援します。

施設整備に必要な調査・設計 バイオマス利活用施設の導入に係る調査・設計等を支援します。

バイオマス利活用施設の整
備

バイオマス利活用の高度化・利用拡大等に向けた施設の整備を支
援します。

調査支援

持続可能な循環資源活用総合対策事業のうち事業系食品廃棄物エネルギー利用対策調
査事業

下水汚泥バイオガス施設にお
下水汚泥バイオガス施設における食品廃棄物の混合利用を促進
ける食品廃棄物の混合利用
するため、食品廃棄物の前処理工程における高度化・効率化に向
に向けた実現可能性調査、実
けた取組を支援します。
証調査

調査支援

「地域内エコシステム」推進事業

木質バイオマスの熱利用・熱
電併給の導入に取り組む地
域における協議会の運営経
費等

供給設備支援

林業・木材産業成長産業化促進対策のうち
木質バイオマス利用促進施設整備

木質バイオマスの供給・利用を促進するための木質チップ、ペレッ
木質バイオマスの利用を促進
ト等の木質燃料製造施設や熱供給用木質バイオマスボイラー等の
する施設
導入を支援します。

供給設備支援

合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策のうち
木質バイオマス燃料品質向上施設整備

木質バイオマス燃料の品質を向上させ供給・利用を促進するため
木質バイオマス燃料の品質を
の木質チップ、ペレット等の木質燃料製造施設や熱供給用木質バ
向上させ利用を促進する施設
イオマスボイラー等の導入を支援します。

経済産業省 供給設備支援 地域共生型再生可能エネルギー等普及促進事業

マスタープランに
基づく取り組みの
加点措置等

○

「地域内エコシステム」（地域の関係者の連携の下、熱利用又は熱
電併給により、森林資源を地域内で持続的に活用する仕組み）の
構築に向け、協議会の運営、小規模な技術開発、電話相談等の取
組を支援します。

○

地域の再生可能エネルギーの有効活用および地域のレジリエンス
再エネ発電設備、蓄電池等の 強化に向けて、系統配電線と地域に存在する分散型エネルギー及
調整力設備等の設備導入及 び調整力を組み合わせ、災害時に地域へ電力供給可能なエネル
び計画策定を支援
ギーシステム（地域マイクログリッド）のモデル構築および導入プラ （導入プラン作成除く）
ン作成を支援する。

○
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工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業
【令和３年度予算額

4,000百万円（新規）】

工場・事業場の設備更新、電化・燃料転換、運用改善による脱炭素化に向けた取組を支援します。
1. 事業目的

① 業務部門・産業部門における2030年目標や2050年目標の達成に向けて、工場・事業場における先導的な脱炭素化
に向けた取組を推進する。
(先導的な脱炭素化に向けた取組: 削減目標設定、削減計画策定、設備更新・燃料転換・運用改善の組み合わせ)
② 脱炭素化に向けて更なる排出削減に取り組む事業者の裾野を拡大する。

4. 事業イメージ

2. 事業内容

①～②間接補助事業 (①補助率1/2、②補助率1/3)、③委託事業

■補助・委託先

民間事業者・団体

■実施期間

令和３年度～令和７年度

お問合せ先： 環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室

排出量取引

■事業形態

設備更新補助

3. 事業スキーム

事業者
診断・計画

① 脱炭素化促進計画の策定支援 (補助率: 1/2、補助上限 100万円)
CO2排出量50t以上3000t未満の工場・事業場を保有する中小企業等に対し、
CO2排出量削減余地の診断および「脱炭素化促進計画」の策定を支援
② 設備更新に対する補助 (補助率: 1/3)
設備補助 A. 「脱炭素化促進計画」に基づく設備更新の補助 (補助上限1億円)
工場・事業場単位で15%削減または主要なシステム系統で30%削減
設備補助 B. i)～iii)を満たす「脱炭素化促進計画」に基づく設備更新の補助
(補助上限5億円)
ⅰ）ガス化または電化等の燃料転換
ⅱ）CO2排出量を4,000t-CO2/年以上削減
ⅲ）システム系統でCO2排出量を30％削減
③ CO2排出量の算定・取引、事例分析
参加事業者のCO2排出量等の管理等、実践例の分析・横展開の方策検討

CO2排出削減目標を含む
「脱炭素化促進計画」
の策定

「脱炭素化促進計画」
に基づく設備更新と
排出枠の割当て
基準年度排出量および
目標年度排出量につい
て第三者検証を受検
排出枠の償却・取引
削減目標を達成できな
い場合は排出枠取引ま
たは外部調達を実施

支援・補助
① 計画策定補助

CO2排出量50t以上
3,000t未満の工場・
事業場を保有する
中小企業等に対し補助

② 設備更新補助 A

工場・事業場単位で
15%削減またはシス
テム系統で30%削減

設備更新補助 B
システム系統30%削減

燃料転換
4,000t-CO2/年以上削減

③ CO2排出量等の管理
取引システムの提供

電話：0570-028-341 FAX：03-3580-1382
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脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業
【令和３年度予算額

1,400百万円（新規）】

脱炭素機器のリース料低減を通じてESGリースの取組を促進し、サプライチェーン全体での脱炭素化を支援します。
（１）リース会社によるESG要素を考慮した取組を促進し、リース業界におけるESGの取組拡大に繋げる。

1. 事業目的 （２）サプライチェーン全体での脱炭素化に貢献する中小企業等をサポートする。
4. 事業イメージ

2. 事業内容

総リース料の
１～４％

①の率に対して
＋１％

総リース料の
１～４％

①の率に対して
＋１％

■補助対象

民間事業者・団体

■実施期間

令和３年度～令和７年度

＜脱炭素機器の例＞

お問合せ先： 環境省 大臣官房 環境経済課 環境金融推進室 電話：03-5521-8240

(2)自主的
な脱炭素
化の取組

脱炭素機器利用者
（中小企業等）

◎

脱炭素機器導入を働きかけ

②特に優良な取組

※（１）と（２）の両方が「◎」に該当
する場合、極めて先進的な取組として、
「○」の補助率に２％を上乗せする。

リース実行／
リース料低減

○
①

（２）サプライチェーン上の中小企業
の脱炭素化に資する取組
○
◎
②特に優良な取組
①

連携
サプライチェーン上の
大企業等

（１）リース会社のESGの取組

審査・
交付

間接補助事業（補助率は下表のとおり）

民間団体
（公募・補助事業者）

■事業形態

補助金

国（環境省）

3. 事業スキーム

(1)ESGの
取組

指定リース事業者
（間接補助事業者）

補助金
申請

中小企業等がリースで脱炭素機器を導入する場合、次の（１）～（２）に基づき、
脱炭素機器の種類に応じて総リース料の一定割合を補助する。
（１）リース会社がESGを考慮した取組を実施している場合
①ESG関連の専門部署設置や専任者等を配置し、組織的な体制を構築している。等
②ESGについて、目標・方針設定、戦略策定等を行い、公表している。等
（２）サプライチェーン上の脱炭素化に資する取組を実施している場合
①サプライチェーン全体として、トップティア等からの要請、支援を受け、サプラ
イチェーン内の中小企業等が脱炭素化の取組を行っている。等
②サプライチェーン全体として、パリ協定の達成に向けた脱炭素化の目標を設定し
ておりサプライチェーン内の中小企業がその達成に向けて取り組んでいる。等

(2)サプライチェーン全体
での面的な脱炭素化の取組

工作機械、プレス機械、空調用設備、
EV（電気自動車）、FCV（燃料電池車）等
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環境金融の拡大に向けた利子補給事業
【令和３年度予算額

1,000百万円（1,100百万円）】

地域循環共生圏の創出に資するESG融資を通じた脱炭素設備投資を促進します。
1. 事業目的

① SDGsや脱炭素社会の実現に向けては、民間資金の大量動員が必要。我が国において圧倒的ウエイトを占める間接金
融の担い手、特に地域金融機関の融資行動にアプローチすることにより、“Ｅ”に着目したインパクトのある地域
ESG融資を拡げるとともに、民間資金による地球温暖化対策の促進を図り、地域循環共生圏の創出に繋げる。

2. 事業内容

4. 事業イメージ

○ 環境配慮型融資促進利子補給事業（64百万円）※継続案件のみ

①
Ｅ
Ｓ
Ｇ
融
資
目
標
設
定
型

○ 環境リスク調査融資促進利子補給事業（433百万円）※継続案件のみ
○ 地域ESG融資促進利子補給事業（503百万円）
地域循環共生圏の創出に資するESG融資であって、地球温暖化対策
のための設備投資に対する融資を行う金融機関に対し、当該融資につ
いて、年利１％を限度に利子補給を行う。
① ESG融資目標設定型
※ 利子補給金は、交付対象融資の利子に充当。

3. 事業スキーム
■事業形態

間接補助事業（利子補給率 年利1％又は1.5％を限度）

■補助対象

金融機関

■実施期間

平成25年度～令和6年度

お問合せ先： 環境省 大臣官房 環境経済課 環境金融推進室 電話：03-5521-8240

② ＣＯ２削減目標設定支援型

② CO2削減目標設定支援型

“E”に着目したESG融資に関する
数値目標を設定
地域循環共生圏の
創出に資する
脱炭素事業へ融資

金融
機関

脱炭素事業
脱炭素事業
脱炭素事業

利子補給（年利１％を上限）

⇒（貸付金利－上記年利）の金利優遇

金融
機関
EMS
事務局

コンソーシアム
内での知見・
情報の共有
地方公
共団体

CO2削減に係る
野心的な目標設定
・計画策定を支援
金融
機関

地域循環共生圏の
創出に資する
脱炭素事業へ融資
利子補給（年利１％を上限）

融
資
先
事
業
者

⇒（貸付金利－上記年利）の金利優遇
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地域脱炭素投資促進ファンド事業
【令和３年度予算額

4,800百万円（4,800百万円）】

再生可能エネルギー発電事業等の脱炭素化プロジェクトに出資します。
1. 事業目的

① 一定の採算性・収益性が見込まれる脱炭素化プロジェクトに地域の民間資金を呼び込むため出資により支援する。
② 民間だけでは進んでいない脱炭素社会の構築に資する事業の課題を克服し、普及を促進する。
③ 地域における資金循環の円滑化を図り、脱炭素社会の創出と地域活性化を同時に実現する。

4. 事業イメージ

2. 事業内容
① 基金設置法人に対し補助金を交付し、同法人が「地域脱炭素投資促進
ファンド」（基金）を運営する。
② 地域脱炭素投資促進ファンドからの支援は以下の通り。
1.対象事業
➢二酸化炭素排出量の抑制・削減につながるもの
➢地域の活性化に資するもの
➢民間だけでは必要な資金を調達できない脱炭素社会の構築に資する事業
（例えば、設備稼働までリードタイムが長期に及ぶ等事業リスクが高い
ケース、金融機関の事業性評価の知見が不足しているケース等）
2.出資先
➢対象事業を行う事業者（対象事業者）

国

直接補助事業（基金）

■補助対象

民間事業者・団体

■実施期間

平成25年度～

お問合せ先： 環境省 大臣官房 環境経済課 環境金融推進室

基金

出資

民間
資金
投資

回収・
配当

脱炭素化プロジェクトの実現
（SPC等による実施）
令和2年3月末時点

風力

【これまでの出資決定案件】（非公表案件含む）

3. 事業スキーム
■事業形態

基金設置法人

補
助
金

太陽光：７件（うちサブファンド１件）
風力：１０件（うちサブファンド１件）
バイオマス：１０件
中小水力：６件（うちサブファンド１件）
地熱（温泉熱）：１件（うちサブファンド１件）
複数種：２件（うちサブファンド２件）
合計：３６件（うちサブファンド６件）

バイオマス

【累計実績】

■出資決定：36件、162億円
■誘発された民間資金：1,657億円
■呼び水効果：約10倍

電話：03-5521-8240

中小水力
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地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する避難施設等への自立・分散型エネルギー設備等導
入推進事業

【令和３年度予算額 5,000百万円（新規）】
【令和２年度３次補正予算額 5,500百万円】

感染症対策を推進しつつ災害・停電時にも避難施設等へのエネルギー供給が可能な再生可能エネルギー設備等の導
入を支援します。
1. 事業目的

昨今の災害リスクの増大に伴い、災害・停電時の避難施設等へのエネルギー供給等が可能な再エネ設備等を整備し、併せて避
難施設等への高機能換気設備の導入の推進や感染症対策を踏まえた地域の防災体制構築を推進することにより、地域のレジリエ
ンス（災害や感染症に対する強靱性の向上）と脱炭素化を同時実現する地域づくりを推進する。

2. 事業内容

地域防災計画により災害時に避難施設等として位置付けられた公共施設に、再生可能
エネルギー設備等の導入を支援し、平時の温室効果ガス排出抑制に加え、災害時にもエ
ネルギー供給等の機能発揮を可能とする。
①公共施設（避難施設、防災拠点等）に防災・減災に資する再生可能エネルギー設備、
未利用エネルギー活用設備、及びコジェネレーションシステム（CGS）並びにそれら
の附帯設備（蓄電池、充放電設備・充電設備、自営線、熱導管等）等を導入する費用
の一部を補助（※１） 。CO2削減に係る費用対効果の高い案件を採択することにより、
再エネ設備等の費用低減を促進。また、自治体にとって初期費用のかからないビジネ
スモデル（例：エネルギーサービス、リース・ESCO等）により導入する等の場合に優
先採択。
※１ 補助率は、都道府県・政令市・指定都市：1/3、市区町村（太陽光発電又は
CGS）：1/2、市区町村（地中熱、バイオマス熱等）及び離島：2/3
（注）共同申請する民間事業者も同様。
※２ EVについては、通信・制御機器、充放電設備又は充電設備とセットで外部給
電可能なEVに従来車から買換えする場合に限り、蓄電容量の1/2×2万円/kWh
補助する。
②①の再生可能エネルギー設備等の導入に係る調査・計画策定を行う事業の費用の一
部を補助。

4. 支援対象
民間企業

（エネルギーサービス、リース、
ESCO等)

※初期費用のか
からない事業モ
デルを推進

※災害時にも活用できる
再エネ設備等

エネルギー
費用を支払い

エネルギーサービ
スの提供

地方公共団体

※公共施設等
(避難施設、防災拠点)

3. 事業スキーム
■事業形態

間接補助事業 ①補助率1/3、1/2又は2/3 ②1/2（上限：500万円/件）

■補助対象

地方公共団体、民間事業者・団体等（エネルギーサービス・リース・ESCO等を想定）

■実施期間

令和３年度～令和７年度

お問合せ先：

環境省大臣官房環境計画課

電話：03-5521-8233
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再エネの最大限の導入の計画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域社会実現支
援事業

【令和３年度予算額 １,２００百万円（新規）】
【令和２年度３次補正予算額 ２,５００百万円】

再エネの最大限の導入と地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域づくりを支援します
1. 事業目的

新型コロナウイルス感染症による地域経済のダメージや気候変動に伴う災害の激甚化を踏まえ、地域経済の活性化・新
しい再エネビジネス等の創出・分散型社会の構築・災害時のエネルギー供給の確保につながる地域再エネの最大限の導
入を促進するため、地方公共団体による地域再エネ導入の目標設定や合意形成に関する戦略策定の支援を行うとともに、
官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築支援や持続性向上のための地域人材育成の支援を行う。

4. 事業イメージ

2. 事業内容

(1)間接補助(定率、定額), (2)間接補助（定率）, (3)委託事業

■補助対象

(1), (2)地方公共団体, (3)民間事業者・民間団体等

■実施期間

令和３年度～令和５年度

お問合せ先：

環境省大臣官房

環境計画課

持
続
可
能
で
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
な
地
域

地域新電力等
再エネ普及・域内経済循環
の拡大・地域人材の活躍

■事業形態

２( 地)域再エネ事業の実施・
運営体制構築支援

3. 事業スキーム

地方公共団体

１( 地)域再エネ導入を計画
的・段階的に進める戦
略策定支援

地域に根ざした地域再エネ事業を推進するには、地方公共団体が地域関係者と連携
して、地域に合った再エネ設備の導入計画、地域住民との合意形成、生産した再エネ
消費先確保・再投資、持続的な地域再エネ事業の経営に関する課題を解決する必要が
あるため以下の事業を実施する。
（１）地域再エネ導入を計画的・段階的に進める戦略策定支援
①2050年を見据えた地域再エネ導入目標策定支援
②円滑な再エネ導入のための促進エリア設定等に向けたゾーニング等の合意形成支援
（２）官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築支援
地域再エネ導入目標に基づき再エネ導入促進エリア等において地域再エネ事業を実
施・運営するための官民連携で行う事業スキーム（電源調達～送配電～売電、需給
バランス調整等）の検討から体制構築（地域新電力等の設立、自治体関与）までを
支援
（３）地域再エネ事業の持続性向上のための地域人材育成（ネットワーク構築、相互
学習等）
地域再エネ事業の実施に必要な専門人材を育成し、官民でノウハウを蓄積するため
の地域人材のネットワーク構築や相互学習等を行う

(３)地域再エネ事業の持続性向上のための
地域人材育成（ネットワーク構築、相互
学習等）

電話：03-5521-8234、環境影響評価課 電話： 03-5521-8235
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再エネの最大限の導入の計画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域社会実現支援事業のうち、

１）地域再エネ導入を計画的・段階的に進める戦略策定支援
地域への再エネ導入目標の策定や再エネ導入促進エリアの設定における合意形成等を支援します。
1. 事業目的

地方公共団体における2050年までの二酸化炭素削減目標を見据えて地域への再エネ導入のプランを明確にすることに
加えて、再エネ導入を促すエリアの設定に係る合意形成等を支援することで、地域再エネの最大限の導入を図る。

2. 事業内容

4. 事業イメージ

① 2050年を見据えた地域再エネ導入目標の策定支援
中長期的に脱炭素化を図り持続可能でレジリエントな地域を実現し、地域循環共生圏
を構築するため、長期目標として2050年を見据えて、どの再エネを、どれくらい、
どのように導入し、有効活用するかについて、地域全体で合意された目標を定めるた
めの調査検討や合意形成を支援する
② 円滑な再エネ導入のための促進エリア設定等に向けたゾーニング等の合意形成支援
地域が主導し、地域が裨益する円滑な再エネ導入が期待できるエリアである促進エリ
ア設定等に向けたゾーニング等の取組と、それに向けた調査検討や、地域住民等によ
る合意形成等を支援する。

＜補助率について＞
◆小規模自治体：定額（①上限1,000万円、②上限3,500万円）
◆都道府県・指定都市・中核市・特例市：定率3/4

出典:長野県気候危機突破方針

3. 事業スキーム
■事業形態

間接補助（定率３／４、定額）

■補助対象

地方公共団体

■実施期間

令和３年度～令和５年度

お問合せ先： 環境省 大臣官房環境計画課 電話：03-5521-8234、大臣官房環境影響評価課 電話： 03-5521-8235
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再エネの最大限の導入の計画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域社会実現支援事業のうち、

２）官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築支援
地域の内発的な再エネ導入事業を持続的に行うための実施・運営体制の構築を支援します。
1. 事業目的
2. 事業内容

地方公共団体、地域金融機関、地元企業、市民等の地域のステークホルダーが参画・関与して、地域雇用による内発的
な再エネ開発により、「地域の稼ぎ」を生み出し、さらにその稼ぎを再エネに再投資する持続的な事業実施・運営する
ための体制構築（事業スキーム、事業性等に係る検討、事業体（地域新電力等）の設立及び専門人材確保を含む。）を
支援する。

4. 事業イメージ

地域再エネの地産地消とそこで得られた収益を地域再エネ電源の開発等に還元する
ことによって、地域の脱炭素化と地域活性化に貢献し、地域エネルギー収支の改善に
資する事業実施・運営体制を構築するため、
以下の業務について支援を行う。
・事業スキーム検討（例：再エネ調達方法（自社開発、地域内企業との協定締結によ
る調達など）、地域内での需要確保、収益の地域還元方法）
・事業性検討（例：事業の採算性評価、出資主体間の合意）
・事業体（地域新電力等）設立（例：需給管理、顧客管理体制の構築）
・専門人材確保（例：事業運営に必要な人材の専門分野の特定、雇用確保）

＜補助率について＞事業の実施の結果として構築される実施・運営体制に対して以下の出資比率により算出
◆地方公共団体若しくは地域金融機関又はこれらの両方が出資し、かつ、当該地方公共団体、
地元企業（地域金融機関を含む。）・団体及び一般市民の出資額が資本金額の50％を上回る場合は２／３
◆地元企業・団体及び一般市民の出資額が資本金額の50％を上回る場合並びに地方公共団体が出資する場合１／２
◆上記以外の場合１／３

地域への還元

料金

専門人材確保
電力供給

間接補助（定率２／３、１／２、１／３）

■補助対象

地方公共団体

■実施期間

令和３年度～令和５年度

電力供給

（地域新電力等）

域内需要家

地消

域内再エネ

地産

参画・関与
（出資等）

事業性検討

3. 事業スキーム
■事業形態

事業体設立

再エネ
開発等

（事業採算性、合意形成）

事業スキーム検討

（再エネ調達、収益還元）
地方
公共団体

地域
金融機関

地元企業

お問合せ先： 環境省 大臣官房環境計画課 電話：03-5521-8234、大臣官房環境影響評価課 電話： 03-5521-8235

市民
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再エネの最大限の導入の計画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域社会実現支援事業のうち、

３）地域再エネ事業の持続性向上のための地域人材育成（ネットワーク構築、相互学習等）
地域再エネ事業の実施に必要な専門人材を育成し、官民でノウハウを蓄積するための地域人材のネットワーク構築
や相互学習等を行います。
1. 事業目的
2. 事業内容

・地域への再エネ導入の主体となる地域新電力等が事業の実施に必要とする地域中核人材等に対し、他地域の中核人材
とのネットワーク構築や相互学習をサポートすることで、効果的な人材育成の広域的展開を図る
・地域再エネ導入目標、ゾーニング等の合意形成、地域再エネ事業の実施・運営体制構築に係る事例をガイド等として
取りまとめ、他地域での展開を図る。

4. 事業イメージ

・地域再エネ事業の持続的な実施に必要な地域中核人材等に対し、他地
域の中核人材とのネットワーク構築や相互学習をサポートする。
（例：実際の再エネ電源開発の合意形成等に係るノウハウの継承・蓄
積、需給予測、VPPなどAI・IT技術を応用した事業性強化のた
めの研修の実施、同じ地域課題を抱える地域人材のネットワー
ク構築・相互学習）
・地域再エネ導入目標、ゾーニング等の合意形成、地域再エネ事業の実
施・運営体制構築に係る事例をガイド等として取りまとめ、他地域で
の展開を図る。

3. 事業スキーム
■事業形態

委託

■補助対象

民間事業者、団体等

■実施期間

令和３年度～令和５年度

事業者
コンサル

地元企業

金融機関
地権者

自治体

メーカー

地域
中核人材

地域住民

ネットワーク構築
相互学習をサポート

地域
中核人材

地域
中核人材

地域
中核人材

地域
中核人材

目指す人材像＝地域に根ざした再生可能エネルギー
事業の組成・運用支援

お問合せ先： 環境省 大臣官房環境計画課 電話：03-5521-8234、大臣官房環境影響評価課 電話： 03-5521-8235
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建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業（経済産業省・国土交通省・厚生労働省連携事業)
【令和3年度予算額 6,000百万円（5,400百万円）】
【令和2年度3次補正予算額 5,500百万円】

業務用施設のZEB化・省CO2化に資する高効率設備等の導入を支援します。
1. 事業目的

① 業務用建築物におけるZEB化・省CO2改修の普及拡大
② 2030年度の業務その他部門からのCO2排出量約４割削減（2013年度比）に貢献
③気候変動による災害激甚化や新型コロナウイルス等の感染症への適応を高めつつ、快適で健康な社会の実現を目指す。

4. 事業イメージ

2. 事業内容
（１）レジリエンス強化型ZEB実証事業 （※他の(２)～(５)のメニューに優先して採択）
災害発生時に活動拠点となる、公共性の高い業務用施設（地方公共団体庁舎等）におい
て、脱炭素化と感染症対策を兼ね備えたレジリエンスを強化したZEBに対して支援。
（２）ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業（経済産業省連携）
地方公共団体所有施設及び民間業務用施設等に対し省エネ・省CO2性の高いシステム・
設備機器等の導入を支援。
（３）既存建築物における省CO2改修支援事業（一部国土交通省連携）
既存民間建築物、テナントビル及び業務用施設として利用する空き家等の省CO2改修
支援。
（４）国立公園宿舎施設の省CO2改修支援事業
国立公園内で宿舎事業を営む施設に対し、省CO2性の高い機器等の導入を支援。
（５）上下水道・ダム施設の省CO2改修支援事業（厚生労働省、国土交通省連携）
上下水道・ダム施設における再エネ設備、省エネ設備等の導入・改修を支援。

3. 事業スキーム
■事業形態

間接補助事業（メニュー別スライドを参照。）

■補助対象

民間事業者・団体／地方公共団体一般

■実施期間

メニュー別スライドを参照。

お問合せ先： 環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室

（１）レジリエンス強化型ZEB実証事業
再生可能エネルギー設備や蓄電
池等を導入し、停電時にもエネ
ルギー供給が可能であって、換
気機能等の感染症対策も備えた
レジリエンス強化型ZEBの実現
と普及拡大を目指す

（補助イメージ）

（３）既存建築物における省CO2改修支援事業
設備改修等により既存建築物の省CO2化を推進する

改修

電話：0570-028-341
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建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業（経済産業省・国土交通省・厚生労働省連携事業）のうち、

（１）レジリエンス強化型ZEB実証事業

激甚化する災害時において自立的にエネルギー供給可能な災害時活動拠点施設となるZEBを支援します。
1. 事業目的

①災害時にもエネルギー供給が可能となる先進的な脱炭素建築物（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル、ZEB）の実証を
目指す。
②災害時の活動拠点となる業務用施設を中心に、エネルギー自立化が可能であって換気機能等の感染症対策も兼ね備え
たレジリエンス強化型ZEBの普及を図る。

4. 補助対象

2. 事業内容
（１）レジリエンス強化型ZEB実証事業
災害発生時に活動拠点となる、公共性の高い業務用施設（庁舎、公民館等の集会所、学校
等）及び自然公園内の業務用施設（宿舎等）において、停電時にもエネルギー供給が可能
であって換気機能等の感染症対策も備えたレジリエンス強化型のZEBに対して支援する。
○他の（２）～（５）のメニューに優先して採択する。
○補助対象建築物：災害時に活動拠点となる公共性の高い業務用建築物であって、延べ面積
10,000㎡未満の新築民間建築物、延べ面積2,000㎡未満の既存民間建築物、及び地方公共
団体所有の建築物（面積上限なし）
○補助要件：水害等の災害時における電源確保等に配慮された設計であること、災害発生に
伴う長期の停電時においても、施設内にエネルギー供給を行うことができる再エネ設備等
を導入すること、省エネ型の第一種換気設備を導入すること、需要側設備等を通信・制御
する機器を導入すること等
○以下に該当する事業については優先採択枠を設ける。
・被災等により建替え・改修を行う事業
・CLT等の新たな木質部材を用いる事業

3. 事業スキーム
■事業形態

間接補助事業（1/2、3/5、2/3）

■補助対象

民間事業者・団体／地方公共団体一般

■実施期間

令和2年度～令和5年度

お問合せ先： 環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室

（１）レジリエンス強化型ZEB実証事業
再生可能エネルギー設備・蓄電池等及び省エネ型の高機能換
気設備等の導入によりＺＥＢのレジリエンスを強化

レジリエンス
強化

『ZEB』 補助率2/3
Nearly ZEB 補助率3/5
ZEB Ready 補助率1/2

電話：0570-028-341
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建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業（経済産業省・国土交通省・厚生労働省連携事業）のうち、

（２）ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業（経済産業省連携）
業務用施設のZEB化に資する高効率設備等の導入を支援します。
1. 事業目的

①先進的な業務用施設等(ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)) の実現と普及拡大を目指す。
②将来の新築建築物の平均におけるZEB化（2030年）を促し、将来の業務その他部門のCO2削減目標達成に貢献する。

4. 補助対象

2. 事業内容
（２）ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業
(経済産業省連携)
ZEBの実現とさらなる普及拡大のため、ZEBに資するシステム・設備
機器等の導入を支援。なお、今後ZEB化を促進させる上でさらなる実
証・普及が必要なZEB（CLT等の新たな木質部材を用いるZEB等）につ
いて優先採択枠を設ける。また、感染症対策の観点から省エネ型の第一
種換気設備を導入する場合や、需要側設備等を通信・制御する機器を導
入する場合は審査段階において加点する。
○補助対象建築物：延べ面積10,000㎡未満の新築民間建築物、延べ面積
2,000㎡未満の既存民間建築物、及び地方公共団体所有の建築物（面積
上限なし）※2,000㎡未満のZEB Readyは補助対象外

補助率等
延べ面積

2,000m2
未満

2,000m2
～
10,000m
2

3. 事業スキーム
■事業形態

間接補助事業（1/3、1/2、3/5）

■補助対象

民間事業者・団体／地方公共団体一般

■実施期間

平成31年度～令和5年度

お問合せ先： 環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室

10,000m
2

以上

新築

既存建築物

『ZEB』
補助率 3/5

『ZEB』 補助率3/5
Nearly ZEB 補助率1/2
ZEB Ready
2,000㎡未満
補助対象外

Nearly ZEB
補助率 1/2
ZEB Ready
2,000㎡未満
補助対象外
2,000m2～10,000m2
補助率 1/3

地方公共団体のみ対象
『ZEB』 補助率3/5
Nearly ZEB 補助率1/2
ZEB Ready 補助率1/3

地方公共団体のみ対象
『ZEB』 補助率3/5
Nearly ZEB 補助率1/2
ZEB Ready・ZEB Oriented 補助率1/3

電話：0570-028-341

14

建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業（経済産業省・国土交通省・厚生労働省連携事業）のうち、

（３）既存建築物における省CO2改修支援事業（一部国土交通省連携）
既存建築物の省CO2改修に資する高効率設備等の導入を支援します。
1. 事業目的

①テナントビル、既存の業務用施設等の省CO2化を促進し、普及拡大を目指す。
②既存の業務用施設等の脱炭素化促進を促し、将来の業務その他部門のCO2削減目標達成に貢献する。

4. 補助対象

2. 事業内容
（３）既存建築物における省CO2改修支援事業（一部国土交通省連携）
①民間建築物等における省CO2改修支援事業：既存民間建築物において省エネ改修を
行いつつ、運用改善によりさらなる省エネの実現を目的とした体制を構築する事業を
支援。【補助率：1/3（上限5,000万円）】
②テナントビルの省CO2改修支援事業（国土交通省連携事業）：オーナーとテナント
が環境負荷を低減する取組に関する契約や覚書（グリーンリース（GL）契約等）を結
び、協働して省CO2化を図る事業を支援。【補助率：1/3（上限4,000万円）】
※①、②については、省エネ型の第一種換気設備を導入する場合又は需要側設備等を
通信・制御する機器を導入する場合に加点
③空き家等における省CO2改修支援事業：空き家等を業務用施設に改修しつつ省CO2
化を図る事業に対し、省CO2性の高い設備機器等の導入を支援。※省エネ型の第一種
換気設備を導入する場合に加点。【補助率：1/2】

3. 事業スキーム
■事業形態

間接補助事業（1/3、1/2）

■補助対象

民間事業者・団体／地方公共団体一般

■実施期間

平成31年度～令和5年度

お問合せ先： 環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室

補助
申請者

補助対象
経費

補助要件

(1)民間建築
物等における
省CO2改修
支援事業

建築物を所
有する民間
企業等

CO2削減に寄
与する空調、
BEMS装置等
の導入費用

・既存建築物において
30％以上のCO2削減
・運用改善によりさらな
る省エネの実現を目的
とした体制の構築

(2)テナントビ
ルの省CO2
改修支援事
業

テナントビルを
所有する法
人、地方公
共団体等

CO2削減に寄
与する省CO2
改修費用（設
備費等）

・テナントビルにおいて
20％以上のCO2削減
・ビル所有者とテナントに
おけるグリーンリース契約
の締結

空き家等を
所有する者

CO2削減に寄
与する省CO2
改修費用（設
備費等）

・空き家等において
15％以上のCO2削減
・空き家等を改修し、業
務用施設として利用

(3)空き家等
における省
CO2改修支
援事業

電話：0570-028-341
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建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業（経済産業省・国土交通省・厚生労働省連携事業）のうち、

（４）国立公園宿舎施設の省CO2改修支援事業

国立公園内宿舎施設の省CO2改修に資する高効率設備等の導入を支援します。
1. 事業目的

①国立公園内の宿舎事業施設の省CO2改修を促し、CO2排出量の大幅削減を目指す。
②国立公園内の宿舎事業施設の脱炭素化を促進し、業務その他部門のCO2削減目標達成に貢献する。

4. 事業イメージ

2. 事業内容
（４）国立公園宿舎施設の省CO2改修支援事業
国立公園内宿舎は、自然条件が厳しい場所に多く立地し、
冷暖房・空調等のエネルギー消費が多く、施設更新を迎える施設も多い。
国立公園内で宿舎事業を営む施設（ホテル、旅館等）に対する省CO2性
能の高い機器等の導入に係る費用を支援。※省エネ型の第一種換気設備
を導入する場合に加点。
○補助対象者：国立公園事業者（宿舎事業者）
○補助対象施設：自然公園法に基づき国立公園内で宿舎事業を営むホテル、
旅館等の施設
○補助対象経費：再エネ設備、省CO2改修費用（設備費等）
○補助対象要件：インバウンド対応改修（トイレ洋式化、和洋室等の整備、
英語による案内表記、Wifi整備等）を併せて実施（※補助対象外）

3. 事業スキーム

【例】

空調

間接補助事業（1/2（太陽光発電設備のみ1/3））

■補助対象

民間事業者・団体／地方公共団体一般

■実施期間

平成30年度～令和5年度

+

給湯

【補助要件】

【例】

■事業形態

お問合せ先： 環境省自然環境局国立公園課

省CO2設備等の導入補助

トイレ 和洋室
洋式化 整備

電話：03-5521-8278

インバウンド対応
の改修も実施。
(補助対象外)

国立公園内の宿舎
の大幅な脱炭素化
を実現し、
「2030年CO2削減
目標」を達成
2020年国立公園
を訪れる訪日外国
人旅行者を｢年間
1,000万人｣達成及
び継続的なインバ
ウンド受入環境整
備
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建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業（経済産業省・国土交通省・厚生労働省連携事業）のうち、

（５）上下水道・ダム施設の省CO2改修支援事業（厚生労働省、国土交通省連携）
上下水道・ダム施設の省CO2改修に資する高効率設備等の導入を支援します。
1. 事業目的

①上下水道施設の脱炭素化を促進し、業務その他部門のCO2削減目標達成に貢献する。
②再生可能エネルギー設備の設置等によるダム施設の脱炭素化、及び管理設備の改修によるダム施設の省CO2化を実現
する。

4. 事業イメージ

2. 事業内容
（５）上下水道・ダム施設の省CO2改修支援事業
上下水道・ダム施設における発電設備等の再エネ設備、高効率設備や
インバータ等の省エネ設備等の導入・改修を支援する。
○補助対象経費：上下水道・ダム施設における発電設備等の再エネ設
備及び附帯設備、高効率設備やインバータなど省CO2
性の高い設備機器等の導入・改修にかかる費用（設備
費等）

下
水
事
業
例

■事業形態

間接補助事業（1/2（太陽光発電設備のみ1/3））

■補助対象

民間事業者・団体／地方公共団体等

■実施期間

平成28年度～令和5年度

お問合せ先： 環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室

ダ
ム
事
業
例

（水道施設に設置するもの）

圧力有効活用

小水力発電 インラインポンプ

下水処理場の常用電
源として整備する太
陽光発電設備等

省CO2促進に資する設備、省CO2効果の高い最新技術を導入
流入負荷

3. 事業スキーム

太陽光発電

上
水源
水
事
業
浄水場
例（又は､配水池）

機器稼動状況

放流水質

省エネ化
モデルの
確立

温度・酸素濃度等

再エネ設備の設置等に
よりダム施設の脱炭素
化を実現

電話：0570-028-341
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廃熱・未利用熱・営農地等の効率的活用による脱炭素化推進事業（一部農林水産省連携事業）
【令和3年度予算額

1,391百万円（1,281百万円）】

廃熱・未利用熱等を有効活用し、地域の脱炭素社会づくり・分散型エネルギー活用を推進します。
① 廃熱・未利用熱・地中熱等を有効活用し、脱炭素化に向けた社会システムのモデルケースを創出する。
1. 事業目的 ② 農林水産業等地域産業の活性化につながる、地域特性を活かしたエネルギー利用及び地域連携によるCO2削減対策
を推進する。

4. 事業イメージ

2. 事業内容

本事業では、社会実装につながる先進的な地域の未利用資源（廃熱・未利用熱
等）の活用システムや高効率エネルギー供給システム等を構築する設備（（１）～
（５））に対し、必要な設備等の経費を支援します。また、既往の事例を取りまと
めた上で、地域の廃熱・未利用熱等の利活用を広げていく方策を検討します。
■補助事業
（１）熱利用設備の低炭素・脱炭素化促進事業
（補助率：分析支援は定額,設備導入で民間事業者等は1/3,中小企業等は1/2）
（２）地域の未利用資源等を活用した社会システムイノベーション推進事業
（補助率：都道府県・政令市・民間事業者等は1/2,市町村・中小企業等は2/3）
（３）地域熱供給促進支援事業（補助率:1/2）
（４）低炭素型の融雪設備導入支援事業
（補助率：都道府県・政令市・民間事業者等は1/2,市町村・中小企業等は2/3）
（５）営農型等再生可能エネルギー発電自家利用モデル構築事業（補助率:1/2）
■委託事業

廃熱地域利用

病院

オフィス

地中熱活用

農地等周辺に存在する農林
漁業関連施設・地方公共団
体の設備（動力設備、冷蔵
冷凍設備）等への電力供給

3. 事業スキーム

間接補助事業（1/3、1/2、2/3、定額）、委託事業

■補助対象、委託先

地方公共団体、民間事業者・団体等

■実施期間

平成２９年度～令和３年度（一部令和５年度まで）

お問合せ先： 環境省

地球環境局

地球温暖化対策課

地球温暖化対策事業室

地中熱や下水熱等を取り
出し、融雪のほか、建物
の冷暖房に活用すること
によりCO2排出削減を実
現。また、ヒートアイラ
ンド現象の抑制にも貢献。

再エネ設備導入

地域未利用熱資源等の利活用方策検討事業

■事業形態

事業所のボイラー熱など
の廃熱を病院、オフィス
等に二次利用することに
より更なるCO2排出削減
を実現。

電話：0570-028-341
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浮体式洋上風力発電による地域の脱炭素化ビジネス促進事業
【令和３年度予算額

400百万円（500百万円）】

ポテンシャルを有する地域等を対象として、浮体式洋上風力発電による地域の脱炭素化ビジネスを促進します。
1. 事業目的

深い海域の多い我が国において、再エネの中で最大の導入ポテンシャルを有し、かつ台風にも強い浮体
式洋上風力発電を早期普及させ、エネルギーの地産地消を目指す地域の脱炭素化ビジネスを促進する。
4. 事業イメージ

2. 事業内容
「再エネの主力電源化」に向け、最大のポテンシャルを有する洋上風力発電の
活用が求められている。長崎五島の実証事業にて風水害等にも耐えうる浮体式洋
上風力発電が実用化され、確立した係留技術・施工方法等を元に普及展開を進め
る必要がある。
本事業では、深い海域の多い我が国における浮体式洋上風力発電の導入を加速
するため、浮体式洋上風力発電の早期普及に貢献するための情報や、地域が浮体
式洋上風力発電によるエネルギーの地産地消を目指すに当たって必要な各種調査
や当該地域における事業性・二酸化炭素削減効果の見通しなどを検討し、脱炭素
化ビジネスが促進されるよう以下の事項に取組む。

・導入に適した地域か分から
ない
・地元住民・関係者にご理解
いただくためには様々な準
備・調整が必要、etc.

 ①浮体式洋上風力発電の早期普及に向けた調査・検討等
 ②エネルギーの地産地消を目指す地域における事業性の検証等
 ③既存の浮体式洋上風車の社会受容・環境性・金融機関等関係者への理解醸成

浮体式洋上風力発電の早期普及に向けた検討

3. 事業スキーム
■事業形態 委託
■対象

民間事業者、地方公共団体、大学、公的研究機関、等

■実施期間 令和２年度～令和５年度

地産地消を目指す地域
における事業性の検証

お問合せ先： 環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話：0570-028-341

既存の浮体式洋上風車を用いた理解醸成
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廃棄物処理×脱炭素化によるマルチベネフィット達成促進事業
【令和３年度予算（案）

2,000百万円 (1,950百万円)】

廃棄物エネルギーの有効活用等により、地域循環共生圏構築に資する廃棄物処理事業を支援します。

1. 事業目的

① 廃棄物エネルギーを有効活用（発電等）等することで化石燃料の使用量を削減し、社会全体での脱炭素化を進める。
② 災害廃棄物の受入に関する地元自治体との協定の締結や地元産業へのエネルギー供給を交付の条件とすることなど
により、低炭素化以外の政策目的の達成を図り、地域循環共生圏の構築を促進する。

4.事業イメージ

2. 事業内容
（１）廃棄物エネルギーの有効活用によるマルチベネフィット達成促進事業
廃棄物エネルギーを有効活用し社会全体での脱炭素化に資する事業のうち、地元
自治体と災害廃棄物受入等に関する協定を結ぶことで地域のレジリエンスの向上に
貢献し、かつ、地域内での資源・エネルギーの循環利用による地域の活性化や地域
外への資金流出防止等に資する以下の事業を支援する。
① 廃熱を高効率で熱回収する設備（高熱量の廃棄物の受入量増加に係る設備を含む）の設
置・改良（熱や電気を施設外でも確実に利用すること）
② 廃棄物から燃料を製造する設備（製造した燃料が確実に使用されること）及び廃棄物燃
料を受け入れる際に必要な設備の設置・改良

（２）中小企業等におけるPCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業
PCBが使用されている古い照明器具は、災害時に有害な廃棄物となりうるとともに
漏洩等により周辺の生活環境を害する可能性がある。PCB使用照明器具のLED照明へ
の交換事業のうち、発生するPCB廃棄物の早期処理による災害時の環境汚染リスク
低減、省エネ化によるGHG排出削減、地域外への資金流出防止等の政策目的を同時
に達成することが確実な事業に対し、PCB使用照明器具の有無の調査及び交換する
費用の一部を補助する（中小企業等限定。リースによる導入も補助対象）。

3. 事業スキーム
■事業形態

間接補助事業（補助率

地域循環共生圏の構築

マルチベネフィットの達成
災害廃棄物処理体制構築・
PCB廃棄物の早期処理による防災対策
廃棄物エネルギーの有効活用による地域活性化・
廃棄物燃料活用及び省エネによる資金流出防止

脱炭素化

１／３、１／１０）

■対象

（１）民間事業者・団体、（２）中小企業等

■実施期間

（１）令和２～６年度、（２）令和２～４年度

お問合せ先： 環境省環境再生・資源循環局 廃棄物規制課（03-5501-3157）

廃棄物エネルギーの
有効活用

PCB使用照明器具の
LED化
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又は 廃棄物適正処理推進課（03-5521-9273）

国際競争拠点都市整備事業（国際競争業務継続拠点整備事業）
 大都市の業務中枢拠点において、世界水準のビジネス機能・居住機能を集積し、国際的な投資と人材を呼び込むた
めには、我が国大都市の弱みである災害に対する脆弱性を克服していくことが必要
 災害に対する対応力の強化として、災害時の業務継続に必要なエネルギーの安定供給が確保される業務継続地区
（BCD：Business Continuity District）の構築が重要
 特定都市再生緊急整備地域における都市再生安全確保計画に基づくエネルギー導管等を、業務中枢拠点に広く整備
が必要なインフラとして本格的に整備する観点から、国際競争拠点都市整備事業として支援する。
令和3年度 国際競争拠点都市整備事業 予算額128億円の内数
防災性に優れたＢＣＤの構築（イメージ）
高度な防災拠点の形成
大規模地震発生時でも、自
立・分散型のエネルギー供
給ネットワークの構築により、
各ビルの業務継続に必要な
エネルギー（電気・熱）を確保。

ホテル

オフィス

文化施設

エネルギーセンター

災害に対する対応力の強化として
業務継続地区（BCD）の構築が重要

病院

商業施設

国際競争拠点都市整備事業
（ハード整備等）
○支援メニュー
公共公益施設整備型
○道路の新設又は改築
○鉄道施設の建設又は改良
○バスターミナルの整備
○鉄道駅周辺施設の整備
○市街地再開発事業
○土地区画整理事業
○ＢＲＴの整備

ＢＣＤ整備型
（国際競争業務継続
拠点整備事業
○エネルギー導管等の整備
流通業務拠点整備型
（国際競争流通業務
拠点整備事業）

コントロールセンター

都市再生安全確保計画に基づく
エネルギー導管等の整備を支援

庁舎

エネルギーセンター
エネルギーセンター

電気・熱のネットワーク

○大規模流通業務施設等の整備
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国際競争拠点都市整備事業（国際競争業務継続拠点整備事業）
概

要

 都市再生特別措置法に基づく都市再生安全確保計画が作成された地区において行うエネルギー面的ネットワー
クの整備に必要な事業費の一部を支援。

地域要件
次のすべての要件を満たす地区
①災害時の供給先に災害発生時の対応の拠点となる施設※１を含む地区
②特定都市再生緊急整備地域で実施される事業

※１ 災害対策基本法に規定する指定公共機関（指定地方公共機関を含む）の施設、災害拠点病院、一時滞在施設。

補助対象、補助事業者及び補助率
事業名称
補助対象

整備計画事業調査

エネルギー導管等整備事業

都市再生安全確保計画に位置付けられる事業（見込み含む）の内、道
エネルギー面的ネットワークにかかる整備計画の
路事業や都市開発事業等の基盤整備と一体的な整備が必要な基盤施
策定に要する経費
設であるエネルギー導管（付帯施設を含む）の整備に要する経費

補助
事業者

地方公共団体、法律に基づく協議会（直接補助）

地方公共団体、都市再生機構、法律に基づく協議会※２（直接補助）、
民間事業者等（直接補助、間接補助）※３※４

補助率

１／２

２／５

※２ 当面の間、原則として、国が交付する補助金の額は、地方公共団体の補助する額以内とする。
※３ 民間事業者等への直接補助による支援の場合、補助基本額は補助対象事業費の23%。
※４ 民間事業者等への間接補助による支援の場合、補助基本額は補助対象事業費の23%の3分の2。

限度額
エネルギー導管等整備事業については、１事業計画当たりの国費交付上限額を２０億円※５とする。

※５ 災害時業務継続地区整備緊急促進事業の支援を受けている場合、又は地方公共団体から協調補助金を受ける場合は、
それらと合計で20億円を上限とする。
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都市構造再編集中支援事業（現行制度）
○「立地適正化計画」に基づき、市町村や民間事業者等が行う一定期間内の都市機能や居住環境の向上に資す
る公共公益施設の誘導・整備、防災力強化の取組等に対し集中的な支援を行い、各都市が持続可能で強靱な
都市構造へ再編を図ることを目的とする事業。
事業主体：市町村、市町村都市再生協議会、民間事業者等
国費率 ：１／２（都市機能誘導区域内）、４５％（居住誘導区域内等）
施行地区

対象事業
＜市町村、市町村都市再生協議会＞
○市町村が作成する都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する計画（都市
再生整備計画）に基づき実施される次の事業等のうち立地適正化計画の目標に適合
するもの
【基幹事業】
道路、公園、河川、下水道、地域生活基盤施設（緑地、広場、地域防災施設等）、高質空間形成施設（歩行支援施設等）、
高次都市施設、都市機能誘導区域内の誘導施設（医療、社会福祉、教育文化、子育て支援施設）※、土地区画整理事業 等

【提案事業】
事業活用調査、まちづくり活動推進事業（社会実験等）、地域創造支援事業（市町村の提案に基づくソフト事業・ハード事業）

＜民間事業者等＞
○都市再生整備計画に位置付けられた都市機能誘導区域内の誘導施設※の整備
－ただし、市町村又は都道府県が事業主体に対して公的不動産等活用支援を行う事業であることを要件とし、事業主体に対する市町村の支援額と
補助基本額（補助対象事業費の２／３）に国費率を乗じて得られた額のいずれか低い額を補助金の額とする。

都市機能誘導区域

防災力強化の取組
（非常用発電機 等）

居住誘導区域

誘導施設の整備（病院等）

駅

○都市再生整備計画の区域が立地適正化計画の
「都市機能誘導区域内」及び「居住誘導区域内」に
定められている地区
－ただし、次の市町村を除く※1。
・都市計画運用指針に反して居住誘導区域に土砂災害特
別警戒区域等の災害レッドゾーンを含めている市町村
・市街化調整区域で都市計画法第３４条第１１号に基づく
条例の区域を図面、住所等で客観的に明示していない等
不適切な運用を行っている市町村
※1 令和３年度末までに国に提出されている都市再生整備計画に基
づく事業はこの限りでない。

－なお、次の区域を施行地区に含むことができる。
・水辺とまちが融合した良好な空間形成を推進する計画
（以下「水辺まちづくり計画」という。）がある場合は、都市
機能誘導区域及び居住誘導区域に隣接する水辺の区域

居住誘導区域外の一部の区域に
おける環境整備（緑地等）

※2

※2 交付対象事業は水辺まちづくり計画に位置付けられている事業等
に限る（災害リスク等の観点から居住誘導区域外での整備が不適
切な建築物及び災害時に使用する施設等の整備を除く）。

公共公益施設の整備
（広場等）

水辺とまちが融合した良好な
空間形成（多目的広場等）

※誘導施設については、三大都市圏域の政令市・特別区を除く市町村及び当該市町村の民間事業者等を支援対象とする。

・空き地等が発生して外部不経済が発生する可能性がある
市街化区域等内の居住誘導区域外において、あるべき将
来像を提示している区域※3
※3 交付対象事業は緑地等の整備に限る。
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都市構造再編集中支援事業（ 地域生活基盤施設：分散型エネルギー）
○ 頻発・激甚化する自然災害に対応するため、防災拠点や一時滞在施設では、災害時のエネルギーの自立的・安定的確保が重要。
特に、都市機能が集積するエリアについて、対応が急務。
○ このため、都市構造再編集中支援事業において、立地適正化計画に基づく道路整備や都市開発事業等と一体的に実施され、災害時に防災拠点
や一時滞在施設へ電気を供給する※分散型エネルギーシステムの整備へ支援する。
※分散型エネルギーとは従来の大規模・集中型エネルギーに対して、比較的小規模で、かつ様々な地域に分散しているエネルギーの総称。
システムとはCGS（コージェネレーションシステム）、自営線等を指す。

令和３年度 都市構造再編集中支援事業 予算額７００億円の内数
分散型エネルギーシステムの整備を支援

交付対象
立地適正化計画に基づく道路整備や都市開発事業等と一体的に実施され、災害時に災
害拠点や一時滞在施設に電気を供給する以下の施設整備

エネルギー供給施設
CGS

ＣＧＳ・・・耐震性の高い中圧導管により供給される都市
ガスを燃料として電気をつくり、同時に発生する熱を冷
房・暖房・蒸気などに利用できるシステム。
※CGSについては整備に要する費用の2分の1に相当する
額を交付対象事業の費用の範囲とする。

エネルギー導管（自営線及びその付帯施設）
自営線

洞道（自営線部のみ）

自営線・・・大手電力会社以外
の者が電気を送るために自ら
敷設した電線
付帯施設・・・洞道や支持材等
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食料産業・６次産業化交付金のうち

バイオマス利活用高度化対策

【令和３年度予算概算決定額 1,894（2,534）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
「グリーン社会」の実現に向けて、バイオマス利活用の高度化に必要な施設整備を支援するとともに、施設整備の効果を最大限発揮するための効果促進対
策を支援します。
＜事業目標＞
バイオマス利用量の拡大（約2,600万トン（炭素量換算）［令和７年まで］）
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

１．バイオマス利活用高度化の推進（ソフト）
① 事業化の推進
バイオマス利活用施設の導入に向けて、関係者との調整、事業性の評価、
設計等を支援します。
② 効果促進対策
整備済みのバイオマス利活用施設において、災害時の稼働方策、熱の多
面的利用、発電効率の改善や原料の多様化等、施設の導入効果を高め
るための実証・検証等を支援します。
２．バイオマス利活用高度化施設整備（ハード）
バイオマス利活用の高度化のため、以下の施設整備を支援します。
① 生産基盤強化モデル
農業生産活動から発生するバイオマスを活用したエネルギーと肥料等の複
合利用等
② 地域一体モデル
地域が一体となった地域内へのエネルギー供給（地産地消）及び災害
時のレジリエンス強化等
③ スマート技術モデル
新たな資源・新技術を活用した新たな利用モデルの構築

生産基盤強化モデル
（交付率1/3以内(※)）

農林漁業者等

交付
（定額）

定額、1/2以内、
１/3以内

都道府県等

民間団体等

地域一体モデル（交付率1/3以内(※)）

×

停電時等に
地域で利用

もみ殻
農作物残渣
家畜排せつ物
等

地域内への
エネルギー供給
蓄電池

バイオガス
プラント

（肥料化）

（電気・熱・ガス）
加工施設等

再生敷料

農業ハウス

肥料

エネルギー・肥料の複合利用

効果促進対策（交付率定額）

＜事業の流れ＞
国

事業化の推進（調査・設計）（交付率1/2以内）

【検証】
・災害時稼働実証
全国へ普及
・電気と熱の多面的利用
（近隣の農業用ハウスへの熱供給等）
・発電効率の改善、原料の多様化
（効果検証）
等

×

地域一体のバイオマス利用

スマート技術モデル（交付率1/3以内(※)）
新たな原料・技術の
利用
モデルの構築

亜臨界水処理装置

エリアンサス

(※) 以下に該当する場合は交付率1/2以内
①災害時のエネルギー供給 ②中山間地等の条件不利地域

モデルを全国各地へ波及
バイオマス利用量の増加
農家の所得向上、農村の振興
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［お問い合わせ先］ 食料産業局バイオマス循環資源課（03-6738-6479）

持続可能な循環資源活用総合対策事業のうち

事業系食品廃棄物エネルギー利用対策調査事業

【令和３年度予算概算決定額 ６（９）百万円】

＜対策のポイント＞
下水汚泥バイオガス化施設における食品廃棄物の混合利用を促進するため、食品廃棄物の前処理工程における高度化・効率化に向けた取組を支援します。
＜事業目標＞
平成12年度比で事業系食品ロス量を半減（273万トン［令和12年度まで］）
＜事業の内容＞
国土交通省と連携し、既存の下水汚泥バイオガス化施設に食品
廃棄物を投入・混合利用することによる、さらなるエネルギー利用の
推進に向けて、
・ 食品廃棄物のバイオガス発生量の調査、経済性・課題・対応
策の検討、事業計画の策定
・ 食品廃棄物の下水汚泥バイオガス化施設への試験投入、
ボトルネックとなっている前処理工程の高度化・効率化に向けた
実証調査
等の取組を支援します。

＜事業イメージ＞
食品事業者

・食品廃棄物の再生利用率は
29%と低い

下水処理施設

連携して
調査・計画策定
を支援

・食品廃棄物の発生抑制に加
えて、エネルギー利用を推進し
再生利用率を向上させる必要

・下水処理施設で消費する電力費は
年間約1,100億円
・人口減少により、下水処理施設に余
裕
・さらなるエネルギー利用により電力費を
削減する必要
・地域バイオマスの受入が可能

下水汚泥バイオガス化施設を有効活用して、食品廃棄物の再生利用を促進
下水処理施設

食品事業者
プラスチック等を含む
食品廃棄物

＜事業の流れ＞
定額

国

分別
機械
導入

食品廃棄物

プラスチック等

民間団体等

食品廃棄物の前処理
工程における高度化・
効率化がボトルネック
下水処理施設への分
別機械の導入に向け
た実証調査を支援
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［お問い合わせ先］食料産業局バイオマス循環資源課（03-6738-6478）

⽊材需要の創出・輸出⼒強化対策のうち

「地域内エコシステム」推進事業（拡充）

【令和３年度予算概算決定額 240,001（269,423）千円】

＜対策のポイント＞
⼭村地域で、地域の関係者の連携の下、熱利⽤⼜は熱電併給により、森林資源を地域内で持続的に活⽤する取組である「地域内エコシステム」の構築に向
けて、関係者による合意形成・実施計画策定のための協議会の運営、技術開発・改良等や技術⾯での相談・サポートなど、各段階に応じた⽀援を実施しま
す。
特に、⾼コスト構造が解消されないことが、モデル地域の普及が⼗分に進まない原因となっているため、コスト低減に向けた取組への⽀援に重点化します。
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

１．「地域内エコシステム」モデル構築事業
○ 「地域内エコシステム」のモデル構築に向けて、地域の実情に応じ

「地域内エコシステム」事業化までのステップに応じた⽀援

(1) F/S調査（実現可能性調査）を⾏った地域を対象にした

地域協議会
運営費⽀援等

コスト低減に向けた合意形成・実施計画策定のための
関係者による地域協議会の運営（⼈材育成を含む。）
(2) ⽊質バイオマスの技術開発・改良等を⾏う取組
(3) 「地域内エコシステム」の優良事例を横展開していくに当たって必要
な体制の検討・構築
を⽀援します。

４年⽬〜

F/S調査

（令和元年度
まで⽀援）

１年⽬

３年⽬
２年⽬
協議会⽴上げ
・合意形成段階

２．「地域内エコシステム」サポート事業

〈1. (1)、(2)〉

○ 「地域内エコシステム」の構築に必要となる技術的なサポートを⾏うため、
電話相談や技術者の現地派遣、サポートの実施に必要な各種調査等

Ｆ/Ｓ調査

を⾏う取組を⽀援します。

実施段階

向けた合意形成
・実施計画策定

施設整備・
事業開始段階

段階
〈1. (1)、(2)〉

⼈材確保・機材の選定等を含む
横展開に向けた体制の
技術者研修等

＜事業の流れ＞

コスト低減に

調査等を
踏まえた
専⾨的⾒地
からの
相談・
サポート
〈２.〉

機材の改良等
技術開発⽀援

検討・構築 〈１．(3)〉

定額

国

⺠間団体等
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［お問い合わせ先］林野庁⽊材利⽤課（03-6744-2297）

林業・⽊材産業成⻑産業化促進対策のうち

⽊質バイオマス利⽤促進施設整備

【令和３年度予算概算決定額 8,185,373（ 8,603,809 ）千円の内数】

＜対策のポイント＞
⼭村地域で、地域の関係者の連携の下、熱利⽤⼜は熱電併給により、森林資源を地域内で持続的に活⽤する取組である「地域内エコシステム」の構築を重
点的に⽀援

■未利⽤間伐材等活⽤機材整備
燃料材の搬出コストの低減に向け、事業構想に施設や事業者等が位置づけられ、「地域内エコシステム」の構築に資する取組である場合には、
補助率1/2（通常1/3※）。

■⽊質バイオマス供給施設整備
⽊質バイオマス燃料供給に向け、事業構想に施設や事業者等が位置づけられ、「地域内エコシステム」の構築に資する取組である場合には、
補助率1/2（通常、⺠間事業者は1/3※）。
ただし、FITを活⽤する発電所への供給を主な⽬的とする場合には地⽅公共団体1/3、⺠間事業者15%。

■⽊質バイオマスエネルギー利⽤施設整備

熱利⽤及び熱電併給施設に供することを⽬的として、事業構想に施設や事業者等が位置づけられ、「地域内エコシステム」の構築に資する
取組である場合には、補助率1/2（通常、⺠間事業者は1/3※）。
≪補助対象≫
※５年以上の期間にわたり、間伐材⼜は林地残材１万m3以上供給・利⽤を
⾏う旨の安定供給・受⼊協定を締結する場合は補助率1/2となっている。

事業実施主体︓
地⽅公共団体、⺠間事業者等
その他︓意欲と能⼒のある林業経営体との連携
事業構想に記載された意欲と能⼒のある林業経営体と燃料の
安定取引協定を締結する取組については、予算配分において
加点の対象とする。
＜事業の流れ＞
国

都道府県

※国で定めた配分基準で都道府県に配分。
都道府県はさらに事業主体へ配分。

事業実施主体

■未利⽤間伐材等活⽤機材整備
○ 未利⽤間伐材等の収集・運搬の効率化に資する機材の整備
・ 移動式チッパー
・ 林地残材収集運搬⾞
等
■⽊質バイオマス供給施設整備
○ 未利⽤⽊質資源をエネルギー等として活⽤するために必要な
施設の整備
・ ⽊質燃料製造施設
・ 乾燥施設
等
・ 貯⽊場
■⽊質バイオマスエネルギー利⽤施設整備
○ 公共施設等において⽊質バイオマスを燃料として利⽤するために
必要な施設の整備
・ ⽊質資源利⽤ボイラー
・ 熱利⽤配管
・ 燃料貯蔵庫
等
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［お問い合わせ先］林野庁⽊材利⽤課（03-6744-2297）

１，２【令和２年度第３次補正予算額 4,894,200千円】
３【令和２年度第３次補正予算額 14,701,000千円の内数】

合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策のうち

木材製品の消費拡大対策等

＜対策のポイント＞
輸出に向けた木材製品の国際競争力を高めるため、木材製品の生産力の向上を支える非住宅分野等における消費拡大を支援します。また、木材製品の国
際競争力強化のため、林業分野における新技術の開発を支援します。また、林地残材の利用拡大のため、高品質な木質燃料製造施設等の整備を支援します。
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

１．木材製品の消費拡大対策
① CLTを活用した実証的な建築物の建築に向け、地域の関係者等が連携する協議会
が策定する建築計画について公募・審査し、実証的建築に係る費用等を支援します。
② 木質建築部材に関して、製造コストの縮減や建築物の設計・建築に合理的に活用す
る技術の開発に向けた試験等を実施する民間団体等に対し、試験費用等を支援します。
③ JAS構造材（製材、CLT、LVLなど）を積極的に活用する気運を高めるため、「JAS
構造材活用拡大宣言」運動の展開を支援するとともに、宣言事業者（建築業者）が、
木造非住宅分野を中心にJAS構造材等を活用して、今後類似事例の拡大が期待でき
る建築を実証的に行う場合、JAS構造材等の調達費の一部を支援します。
④ これまで木材があまり使われていない非住宅及び住宅の外構部について、木質化を普
及するための取組を支援するとともに、類似事例の拡大が期待できる木質化を実証的に
行う場合、木材の調達費等の一部を支援します。
２．林業分野における新技術推進対策
先進的林業機械を活用し、伐採・造林作業の自動化や遠隔操作技術を進めるととも
に、当該機械を中心とした作業システムを事業規模で実証し、現場の実情に応じて改良
する取組を支援します。
また、造林分野の課題解決のための異分野技術の導入実証や低コスト造林モデルの
普及促進を実施します。
３．木質バイオマス燃料品質向上施設整備
木質燃料製造施設におけるチップ選別機や燃料乾燥機等の品質向上に資する施設
や、品質の向上した木質燃料を利用するボイラー等の施設の整備を支援します。
＜事業の流れ＞定額等
国

委託
定額(1/3以内等)

民間団体等

定額、1/2等

民間団体等

民間団体等
都道府県

木材関連業者等

CLTを活用した設計・
建築等の実証

（３の事業）

木質建築部材の
技術開発

林業分野における新技術推進対策

自動化・遠隔操作技術の実証等

低コスト造林モデルの普及促進
非住宅分野等の建築物への
JAS構造材等の活用
異分野技術の導入実証

木質バイオマス燃料品質向上施設整備

木材の新たな需要先として見
込まれる木製塀等の普及

（1,2の事業の一部） ［お問い合わせ先］
（２の事業の一部）

定額(1/3以内等)

木材製品の消費拡大対策

木質燃料の品質向上に資する施設等の整備

（１の①～③事業）林野庁木材産業課（03-6744-2294）
（１の④の事業） 林野庁木材利用課（03-6744-2626）
（２の事業）
林野庁研究指導課（03-3501-5025）
（３の事業）
林野庁木材利用課（03-6744-2297）
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資源エネルギー庁
（１）省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギーシステム課 03-3580-2492
電力・ガス事業部
電力産業・市場室 03-3501-1748
（２）省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギーシステム課 03-3580-2492

地域共生型再生可能エネルギー等普及促進事業
令和3年度予算案額 34.7億円（17.3億円）

事業イメージ

事業の内容
事業目的・概要

 地域の再生可能エネルギーの活用は、地域振興や非常時のエネルギー
源確保に効果的です。系統線活用型の面的利用システムは、自営線
と比較し工事の小規模化等が期待されますが、実例がないことに伴う収
益面の事業リスクが不透明なことが自立的普及の妨げとなっています。

 エネルギー供給強靭化法では新たに配電事業が創設され、福島新エネ
社会構想では再エネの地域循環モデルの構築が掲げられるなど、地域
の再エネを活用する事業への期待が高まっています。さらなる再エネの導
入拡大には、地域へ裨益する地域共生型事業が求められています。

 本事業では、地域マイクログリッドの先例モデルの構築による自立的普
及と、地域共生型再生可能エネルギーの普及拡大を目指します。

(１）再生可能エネルギー等を活用した
地域マイクログリッド構築支援事業
（１）ー１ 構築事業
• 地域にある再生可能エネルギーを活用し、平常時は下位系統の潮
流を把握し、災害等による大規模停電時には自立して電力を供給
できる「地域マイクログリッド」を構築しようとする民間事業者等（地
方公共団体との共同申請）に対し、構築に必要な費用の一部を
支援します。【補助率：2/3以内】
（１）－２ 導入プラン作成事業
• 地域マイクログリッド構築に向けた導入可能性調査を含む事業計画
「導入プラン」を作成しようとする民間事業者等（地方公共団体と
の共同申請）に対し、プラン作成に必要な費用の一部を支援しま
す。【補助率：3/4以内】
大規模停電時に遮断

成果目標

地域の再エネ

 令和4年度までの12件程度の先例モデル構築を通じて、地域マイクロ
グリッドの制度化及び自立的拡大を目指します。また、再エネ事業にお
ける地域共生の取組の全国展開を推進することで、同取組の定着を目
指します。
条件（対象者、対象行為、補助率等）
補助(定額)

国
国

（１）補助(2/3、3/4)
民間事業者等（地方公
民間団体等
共団体との共同申請）

（２）委託

民間企業等

バイオ発電

需給
調整力

コジェネ

需給調整
システム

大規模
停電時
に遮断

蓄電池

エネルギーの真の地産地消
大規模
停電時
に遮断

地域の需要

※固定価格買取制度の認定対象設備は補助対象経費に含まない

（２）地域共生型再生可能エネルギー顕彰事業
• 地域に根差し信頼される再生可能エネルギーの拡大を目的に、地域

共生に取り組む優良事業を顕彰します。また、当該取組の全国への
普及展開のための広報活動を実施します【委託】
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