
省エネ設備関連補助金一覧(2022年度) 2022/6/17時点

補助金名称 申請期限※ 補助対象等 ※詳細は右記URLをご参照ください。 URL

(一社)環境共創イニシアチブ 令和4年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金 2022/6/30 右記URL参照 https://sii.or.jp/cutback04/

(一財)ヒートポンプ・蓄熱センター 令和4年度「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」 2022/7/15 対象設備：産業ヒートポンプ https://crane01.sakura.ne.jp/hptcj/r4

(一社)都市ガス振興センター 令和3年度補正予算「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」(2次募集) 6月下旬開始予定 対象設備：高効率コージェネレーション http://www.gasproc.or.jp/current/subsidylist/r4_1/

秋田県秋田市 中小企業者等省エネルギー設備導入等促進事業補助金 2023/2/28 LED、空調、ボイラー、変圧器、断熱・保温、インバータ　など
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/recycle/1006076/1006145.ht
ml

宮城県
みやぎ二酸化炭素排出削減支援事業補助金（高効率設備等導入事業）
＜④診断枠＞

2022/5/31 R1～R3年度に受診した診断結果が必要 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/r4miyagico2.html

岩手県 事業者向け省エネルギー対策推進事業 2023/1/31 LED照明、空調設備、給湯設備、変圧器
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/seisaku/onda
nka/1040922.html

福島県 令和４年度福島県事業者向け省エネ対策推進事業補助金 2022/7/29

・高効率照明（ＬＥＤ照明。既存設備の更新に限る。）
・空調設備（既存設備の更新に限る。）
・電気冷蔵庫、電気冷凍庫（既存設備の更新に限る。）
・ＢＥＭＳ（ビル・エネルギー管理システム）

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035a/saving-energy-
enterprise-r4.html

長野県箕輪町 箕輪町省エネ最適化診断補助金 記載なし 省エネ最適化診断受診に かかる費用の一部を補助 https://www.town.minowa.lg.jp/shokan/shokan0002.html

茨城県かすみがうら市 省エネルギー診断料補助金 2023/3/10 省エネ最適化診断受診に かかる費用全額補助 https://www.city.kasumigaura.lg.jp/page/page012788.html

(公財)日立地区産業支援センター 省エネルギー診断助成金 2023/3/31 省エネ診断受診に かかる費用を補助 https://carbon-neutral.hits.or.jp/

神奈川県 中小規模事業者等省エネルギー設備導入支援補助金 2022/8/31 省エネ診断で提案された設備
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f7226/shouenesetu
bihojokin.html

神奈川県横浜市 グリーンリカバリー設備投資補助金 2022/8/31 空調設備、ボイラー・給湯設備、コンプレッサー、LED照明など
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/
capex/greenrecovery.html

神奈川県平塚市 平塚市脱炭素設備投資促進補助金 2023/1/31 右記URL参照
https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/sangyo/page33_00104.ht
ml

神奈川県厚木市 厚木市中小企業カーボンニュートラル推進事業補助金 記載なし 省エネルギー診断に基づいて導入する設備
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/sangyoshinkoka/9/2
/29492.html

東京都荒川区 令和4年度エコ助成(事業所向け省エネ診断に基づく省エネ設備) 2023/2/15 省エネルギー診断に基づいて導入する設備
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a024/kankyou/shoene_ondant
aisaku/4eco_jyosei.html

東京都豊島区 豊島区エコ事業者普及促進費用助成金 2023/1/31 省エネルギー診断に基づいて導入する設備
https://www.city.toshima.lg.jp/149/machizukuri/shizen/jigyosha/
018555.html

東京都港区 省エネルギー診断結果に基づく設備改修 2023/2/28 省エネルギー診断に基づいて導入する設備
https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/kankyo-
machi/kankyo/hojo/shoene.html

東京都台東区 我が社の環境経営推進助成制度（事業所向け） 記載なし 右記URL参照
https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/kankyo/jyoseiseido/chaleng
e.html

東京都葛飾区 令和4年度　《事業所用》かつしかエコ助成金 2023/3/31
太陽光発電システム、LED照明機器、遮熱塗装等断熱改修、空調設備機器、省エネ型小規模燃焼機器等、その他省エネルギー診断及
び節電診断の結果に基づき導入する省エネルギー・節電設備への改修など

https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000062/1023018/102
3059.html

東京都武蔵野市 環境改善整備資金融資あっせん制度 記載なし 右記URL参照
http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/shouene_eco/kank
youhozen_torikumi/1005079.html

埼玉県本庄市 本庄市事業所用エネルギーシステム導入事業補助金 記載なし 創エネ・畜エネ設備
https://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/keizaikankyo/kankyosuishin/
tantoujouhou/global_warming/hojo/1396332238955.html

千葉県千葉市 省エネ最適化診断支援事業補助金 7月頃公開予定 省エネ最適化診断受診に かかる費用全額補助
https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/ondanka/
syoueneshindan_hojo.html

千葉県松戸市 松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金 2023/3/30 省エネ診断による設備改修等の実施
https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/kankyou/tikyuuondan
ka/hojokin/ojo_mcity_office.html

静岡県富士市 令和4年度中小企業者温暖化対策事業費補助金 記載なし 高効率空調、高効率ボイラー、高効率変圧器、LED照明（※条件付き）、及びそれらに付随する省エネ改修等
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/kurashi/c0903/rn2ola000000cn7
d.html

静岡県湖西市 令和4年度 市内中小企業者等が行う省エネルギー診断に対する支援 2022/3/29～ 中小企業者等が、市内の事業所においてエネルギーの使用の合理化を図るために実施した省エネルギー診断に対し、奨励金を交付
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kosai_saiko/hojoseido/8270.ht
ml

静岡県沼津市 中小企業者地球温暖化対策事業費補助金 2023/2/28 LED照明設備・高効率給湯設備・高効率空気調和設備・高機能換気設備
https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/sumai/kankyo/jigyo
usha/ondanka_hojyo.htm

愛知県小牧市 令和4年度小牧市中小企業省エネルギー設備等導入補助金 2023/1/31
補助対象経費の1/4
最大100万円

http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/chiikikassei/syouk
ou/1/6/2/9062.html

愛知県西尾市 カーボンニュートラル推進事業者支援補助金 2022/10/31 対象者：中小企業基本法で定める中小企業者、医療法人、社会福祉法人等は従業員300名以内の事業者 https://www.city.nishio.aichi.jp/sangyo/shinko/1007119.html

三重県松阪市 令和4年度中小企業カーボンニュートラル推進補助金のご案内 2022/5/31

1.省エネ最適化診断、省エネ対策検討、温暖化ガス排出量等算定に係る事業（診断・算定費、専門家の派遣に係る費用等）
2.省エネ機器への更新および設備改良に係る事業（設計・設備・工事費等）
3.自己消費用発電装置等の設置に係る事業（設計・設備・工事費等）

https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/kigyoyuti/carbon-
neutral-r4.html

石川県小松市 小松市経営モデルチェンジ支援事業(カーボンニュートラル推進支援事業) 記載なし 省エネルギー診断に基づいて導入する設備
https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/shoukouroudou/shoukous
hinkou_monodukuri/3/2134.html

滋賀県 令和4年度省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金 2022/10/31
省エネルギー設備
再生可能エネルギー等設備

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/ondanka/31129
3.html

滋賀県長浜市 長浜市新時代開拓支援事業補助金 2022/7/12 省エネ診断や省エネ及び再生可能エネルギー等の設備導入等カーボンニュートラルに資する取組に対し対象経費の3分の2以内補助 https://www.city.nagahama.lg.jp/0000011026.html

兵庫県 令和４年度中小事業者省エネ設備等導入支援事業補助金 2022/12/23 右記URL参照 http://www.eco-hyogo.jp/global-warming/tyuushou2022/

兵庫県加西市 加西市脱炭素化設備等導入促進補助金 記載なし 再生可能エネルギー設備、省エネルギー設備、エネルギー管理装置 https://www.city.kasai.hyogo.jp/soshiki/20/18512.html

広島県三原市 令和４年度脱炭素社会推進補助事業 2023/2/28 省エネ最適化診断受診に かかる費用の一部を補助 https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/18/121830.html

広島県廿日市市 令和4年度事業所用省エネルギー設備導入促進補助金 2023/1/31 省エネルギー診断に基づいて導入する設備 https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/30/65882.html

岡山県倉敷市 倉敷市中小企業者に係る省エネルギー設備等導入促進事業補助金 2023/3/31 エネルギーの見える化を図る省エネ・再エネ設備など https://www.city.kurashiki.okayama.jp/cyusyou/

鳥取県 鳥取県再エネ100宣言RE Action推進事業補助金 2023/1/31 右記URL参照 https://www.pref.tottori.lg.jp/303640.htm

高知県 令和４年度高知県中小企業設備資金利子補給金〈脱炭素化枠〉 記載なし 経営計画などに基づき、生産性の向上に資する設備(ソフトウェア等含む)
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150401/files/2022031700283
/file_20223303125238_1.pdf

愛媛県 令和4年度愛媛県省エネ個別相談支援事業 2023/1/13 右記URL参照
https://www.pref.ehime.jp/h15600/energy/r04_energysaving_con
sulting.html

徳島県 小規模事業者ゼロエミッション加速事業費補助金 2022/9/30
「高効率空調」、「業務用給湯器」、「高性能ボイラ」など、国の「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」が対象とする設備一覧に掲載
された設備

https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogy
o/7206524

※記載した期限以前に予算枠到達等で終了する場合があります。
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