
 

省エネルギー・コスト削減実践支援事業補助金の運用について 

（H30からの追記箇所：赤文字＋下線） 
 

平成31年３月27日 

宮城県環境生活部環境政策課 

１ 補助対象となる事業について 

（１）対象事業 

  ○宮城県内の事業所において行う省エネルギー設備の導入事業であって，補助対象経

費が１００万円以上の事業を対象とする。 

（２）補助対象設備 

○補助対象となる省エネルギー設備は次のとおり。 

①外部から電気，燃料等の供給を受けて稼働する設備 

②事業所内に設置し，又は使用する設備 

③発電機能を有しない設備 

④事業所のエネルギー使用に直接影響のある設備 

⑤省エネルギー効果の比較対象がある設備 

⑥償却資産登録される設備であること。 

⑦ＣＯ２削減量を補助対象経費で除した費用対効果が，0.000100 (t-CO2/千円・年)

以上であること。 

○平成３０年度から高効率照明（LEDを含む）については，補助対象外とする。 

 ただし，県産ものづくり振興枠での申請の場合は補助対象とする。 

 

【補助対象となる設備の具体例】 

・エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律（平成22年法

律第38号）第２条第３項第２号及び第３号で規定する主務大臣が定めるエネルギー環

境適合製品（ただし，輸送用機械器具類，燃料電池設備を除く。） 

エネルギー環境適合製品の例 

高効率蒸気ボイラ 高効率溶解設備 

高効率温水ボイラ 高効率吸収式冷凍機 

高効率電動機 高効率吸収式冷温水機 

高効率変圧器 廃熱投入型吸収式冷凍機 

高効率切削加工機 廃熱投入型吸収式冷温水機 

高効率研削盤 高効率ターボ冷凍機 

高効率特殊加工機 高効率ヒートポンプ熱源機 

高効率液圧プレス 高効率ガスエンジンヒートポンプ 

サーボ駆動式機械プレス 高効率業務用エアコンディショナー 

高効率鍛造機 蓄熱式空気調和装置 

高効率業務用厨房機器 氷蓄熱式空気調和機 

高効率燃焼式工業炉 冷媒用コンデンシングユニット 

高効率電気式工業炉 高効率業務用冷凍冷蔵庫 

断熱強化型工業炉 高効率ショーケース 

原材料余熱型工業炉 高効率ヒートポンプ式給湯器 

高性能工業炉排熱回収式燃焼装置 高効率業務用ガス給湯器 



 

高効率生型造型機 省エネルギー型複写機 

高効率砂処理機械 省エネルギー型複合機 

高効率中子除去装置 省エネルギー型ダイカストマシン 
 
 

【補助対象とならない設備の具体例】 

・断熱塗装，遮熱フィルム，燃料改質器具（外部から電気・燃料等の供給を受けて稼働

する設備でない。） 

・省エネルギー型自動販売機，低燃費型建設機械，輸送用機械器具類（事業所内に設置 

し又は使用する設備でない。） 

・コージェネレーション設備（発電機能を有しない設備でない。） 

・サーキュレーター，燃料改質器具（事業所のエネルギー使用に直接影響のある設備で

ない。※）※空調機器の負荷軽減に資する，燃料の性質を変えて燃焼効率を向上する等間接的な省エ

ネルギー効果であるため。 

・高効率照明（LED含む）。ただし，「県産ものづくり振興枠」においては対象とする。 

・新設事業所への導入設備のうちトップランナー基準のない設備（効果の比較対象があ

る設備でない。詳細は後述のとおり。） 

 

２ 新規事業所に設置する際に補助事業の対象となる省エネルギー設備 

○次のように省エネルギー効果を推計する。 

設備の種類 内容 

エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づき

トップランナー基準が定められている特定機器※ 

トップランナーを基準とし

て，省エネルギー効果を推計

する。 

上記以外 補助対象外 

※特定機器：エアコンディショナー，テレビジョン受信機，ビデオテープレコーダ

ー，蛍光灯器具，複写機，電子計算機，磁気ディスク装置，電気冷蔵庫，電気冷

凍庫，ストーブ，ガス調理機器，ガス温水機器，石油温水機器，電気便座，自動

販売機，変圧器，ジャー炊飯器，電子レンジ，ＤＶＤレコーダー，ルーティング

機器，スイッチング機器（特定機器のうち乗用自動車，貨物自動車を除いてい

る。） 

   ※トップランナー基準については，以下を参照のこと。 

http://www.eccj.or.jp/machinery/toprunner/index.html 
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３ 他補助金とあわせて申請する場合について 

○本補助金は，県が実施する他の補助事業又は市町村が実施する「みやぎ環境交付金」を

活用した補助事業以外の他の補助金との併用を認めるが，他の補助金が県の補助金と併

用できるかどうかは申請者において確認する必要がある。 

○他の補助金と本補助金を併用する場合，全ての補助金の合計額が，本補助金の補助対象

経費に占める割合は３分の２を上限とする。 

○基本的な場合（一般枠，補助率 1/3以内）における本補助金の額の考え方は，次のとお

りとする。 
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（α：補助対象経費，Ａ：他の補助金額，Ｂ：本補助金額） 

※上式において，2/3×αに１円未満の端数が生じる場合には，切り捨てるものとする。 

また，Ｂについては，千円以下を切り捨てるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，具体的な補助率の算定の方法は次の例を参考とする。 

（１）本補助金と他の補助金の補助対象経費の範囲が同じである場合 

例えば，他の補助金Ａの補助率が1/3である場合には，本補助金Ｂの補助率も1/3と

なる。 

   また，例えば，他の補助金額Ａの補助率が1/2である場合には，本補助金Ｂの補助

率を1/3とすると，ＡとＢの合計がαの2/3を越えることから，Ｂの補助率は，2/3－

1/2＝1/6となる。 

 

（２）本補助金と他の補助金の補助対象経費の範囲が異なる場合 

   例えば下図において，他の補助金のうち，本補助金の補助対象経費外であるＡ’を

除いて本補助金の額を算定する。 
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（３）交付金等，対象経費が明確にされずに一定額が支給される資金と併用する場合 

   例えば下図において，事業費全体に占める交付金等の割合Ｒを算定したのち， 

Ａ＝α×Ｒ 

によって，補助対象経費における他補助金の額Ａの推定額を算定したのち，上記と同

様に本補助金の額Ｂを算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 自社製品等の調達に関する場合について 

○補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分（工事を含

む。）がある場合，補助事業の実績額の中に含まれる補助事業者の利益相当分を次のよ

うに取り扱う。 

（１）利益相当分対象となる調達先 

補助事業者が以下の①～③の関係にある会社から調達を受ける場合（他の会社を経

由した場合，いわゆる下請会社の場合も含む）は，利益等排除の対象となる。利益等

排除の対象範囲には，財務諸表等の用語，様式及び作成方法に関する規則（昭和38年

大蔵省令第59号）第８条で定義されている親会社，子会社，関連会社及び関係会社で

ある。 

①補助事業者自身 

②100％同一の資本に属するグループ企業 

③補助事業者の関係会社（②を除く） 

 
財務諸表等の用語，様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）（抄） 
（定義） 
第８条 １～２（略） 
３ この規則において「親会社」とは，他の会社等（会社，指定法人，組合その他これらに準ずる事業
体（外国におけるこれらに相当するものを含む。）をいう。以下同じ。）の財務及び営業又は事業の方
針を決定する機関（株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。）を支
配している会社等をいい，「子会社」とは，当該他の会社等をいう。親会社及び子会社又は子会社が，
他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も，その親会社の子会社とみ
なす。  

４ 前項に規定する他の会社等の意思決定機関を支配している会社等とは，次の各号に掲げる会社等を
いう。ただし，財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配し
ていないことが明らかであると認められる会社等は，この限りでない。 

  一～三（略） 
５ この規則において「関連会社」とは，会社等及び当該会社等の子会社が，出資，人事，資金，技術，
取引等の関係を通じて，子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要
な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。 

６～43（略） 

 

≪参考≫ 



 

（２）補助対象経費の取扱い 

①補助事業者の自社調達の場合 

原価をもって補助対象経費とする。この場合の原価とは，当該調達品の「製造原価」

をいう。 

②100％同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合 

取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は，取引価格をもっ

て補助対象経費とする。これによりがたい場合は，調達先の直近年度の決算報告（単

独の損益計算書）における売上高に対する売上総利益の割合（以下「売上総利益率」

といい，売上総利益率がマイナスの場合は０とする）をもって取引価格から利益相当

額を除く。 

③補助事業者の関係会社（②を除く）からの調達の場合 

取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計

以内であると証明できる場合，取引価格をもって補助対象経費とする。これによりが

たい場合は，調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算書）における売上高に対

する営業利益の割合（以下「営業利益率」といい，営業利益率がマイナスの場合は０

とする）をもって取引価格から利益相当額を除く。 

※「製造原価」及び「販売費及び一般管理費」については，それが当該調達品に対す

る経費であることを証明する資料を別途用意し，提出すること。 

 

５ 事業費の根拠となる参考見積書について 

○事業費の根拠となる参考見積書の写しについては，原則，２者以上から取得したものを

添付してください。 

  なお，特注品の購入など，見積書徴収先が１者に限定される場合には，当該事業者の

選定理由書を添付してください。 

 

６ リースについて 

○リースによる設備導入は補助事業の対象外とする。 

 

７ 複数事業・同時申請の取扱いについて 

○１人の申請者（フランチャイズを含む。）が同じ募集期間内に複数事業を申請した場合

は，全ての申請を受理しない。 

 

８ 補助事業の開始について 

○補助事業は，交付決定日の翌日以降に開始するものとする。交付決定日以前に補助事業

に係る契約や発注が行われた場合は，補助の対象外とする。 

 

９ 事業実績報告書と証憑類について 

○事業実績報告書は，補助事業完了日から起算して30日以内又は12月28日のいずれか早い

日までに，実績報告書を知事に提出するものとする。提出期限までに必ず支払いまで完

了した上で提出するものとする。提出期限まで支払いが完了していない事業は，補助の

対象外とする。 

○やむを得ない理由により上記の期間内に補助事業実績報告書を提出することができない

補助事業者は，実績報告書を提出すべき日までに，様式第３号による変更承認申請書を

知事に提出し，その指示に従わなければならない。やむを得ないと認められるときは，



 

条件を付して，期間を延長することがある。 

○補助事業の経理は，関連のない他の事業の経理と別にするものとする。 

○補助事業の契約（契約書，注文書・注文請書，見積書等），検収（検収結果通知書等），

請求（請求書等），支払い（領収書，払込金受取書等）に係る証憑類の写しを実績報告

書に添付するとともに，検査の際に速やかに対応できるよう，補助事業者において別に

その原本を編綴・保管しておくものとする。 

○支払いに係る証憑類は，受領者又は銀行等取扱者による確認印のあるものとする。（確

認印のない取引明細書等は証憑類として認めない。） 

 

  

   参考様式：検収結果通知書 

 

   （施工業者）殿 

 

補助事業者氏名 印     

 

検収結果通知書 

       年 月 日付けで契約した下記業務等について，検収した結果は 

下記のとおりです。  

記 

 

１ 業 務 名  ○○○○○○○ 

 

２ 業 務 期 間     年 月 日から   年 月 日まで 

 

３ 検収年月日     年 月 日 

 

４ 検 収 結 果  合格（又は不合格） 

 

５ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 二酸化炭素排出量の算定方法について 

○補助事業に係る事業所の二酸化炭素排出量の算定は，地球温暖化対策の推進に関する法

律施行令（平成11年政令第143号）及び特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排

出量の算定に関する省令（平成18年経済産業省・環境省令第３号）の算定方法とする。 

≪参考：算定方法の概要≫ 

対象となる排出活動 算定方法 

燃料の使用 
（燃料種ごとに）燃料使用量×単位使用量当たりの発熱量×

単位発熱量当たりの炭素排出量×44/12 

他人から供給された

電気の使用 
電気使用量×単位使用量当たりの排出量 

他人から供給された

熱の使用 
（熱の種類ごとに）熱使用量×単位使用量当たりの排出量 

  ※上記の算定方法により燃料種等ごとにそれぞれの排出量を算定した後，合算し，事業所全体の排出量
を算定する。 

  ※なお，算定の方法や各種排出係数等については，以下を参照すること。 
・環境省「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」 

http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/ 

○補助申請の際，基準となる二酸化炭素排出量（補助事業前の二酸化炭素排出量）は「平

成29年度の二酸化炭素排出量」とするが，平成29年度の実測が困難な場合には，平成28

年度，あるいは申請日の前４半期における二酸化炭素排出量に４を乗じた値等とし，申

請書にその算定方法を明記することとする。 

○原単位あたりの二酸化炭素排出量は次のように算定する。 

・対象事業所全体の二酸化炭素排出量／対象事業所の生産数量等 

 ただし，製造業以外の業種は，生産数量を延床面積と読替えができることとする。 

 

11 県産認定品ものづくり振興枠について 

○県産ものづくり振興枠とは，以下に示した省エネルギー設備の全部又は一部を導入する

場合に応募可能な申請枠とする。 

（１）「『新商品』特定随意契約制度」における認定商品又は「宮城県グリーン製品認定制

度」における認定製品として認定されてから３年以内の設備。 

（２）「みやぎ優れＭＯＮＯ発信事業実行委員会」で「みやぎ優れＭＯＮＯ」として認定

されてから３年以内の設備。 

（３）「クリーンエネルギー・省エネルギー関連新製品創造支援事業」又は「宮城県新エ

ネルギー等環境関連設備開発支援事業」のいずれかを活用して開発し，既に製品化さ

れ，かつ上市後３年以内の設備。 

 なお，製品化されている設備とは，販売実績が書面等で確認できる設備のことをい

う。 

 

 ・「新商品」特定随意契約制度 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/zuikei.html 

・宮城県グリーン製品認定制度 

   http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/ninteiseido.html 

・みやぎ優れＭＯＮＯ 

 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/suguremono.html 

・クリーンエネルギー・省エネルギー関連新製品創造支援事業 

http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/zuikei.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/zuikei.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/ninteiseido.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/suguremono.html


 

 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/30clean.html 

・宮城県新エネルギー等環境関連設備開発支援事業 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/h29-setsubikaihatsu.html 

 

○当枠対象の省エネルギー設備を導入する場合には，認定製品が掲載されたＨＰの該当部

分をプリントアウトし提出するなど，認定品に該当していることが確認できる資料を提

出することとする。 

○当枠において，当枠対象品以外の省エネルギー設備をあわせて導入する場合の補助率は，

設備毎に補助率を区別し，補助率の異なる対象設備を導入する場合には，補助率毎に区

別した収支予算書を作成することとする。 

 

12 診断枠について 

○診断枠とは，平成28年6月1日から申請日までの間に要綱別表１別添２に定める省エネル

ギー診断実施機関から受けた省エネルギー診断の結果に基づき実施される事業の場合に

応募可能な申請枠とする。 

○申請にあたっては，省エネルギー診断結果（要綱別表１別添２に定める機関が発行した

報告書の写し）を提出することとする。 

○省エネルギー診断の実施機関は下記のとおり。 

 １ 一般財団法人省エネルギーセンター(http://www.eccj.or.jp/) 

  

２ 経済産業省「国内排出削減量認証制度基盤整備事業（国内クレジット制度推進のた

めの中小企業等に対するソフト支援事業）」 

  

３ 東北経済産業局「国内排出削減量認証制度基盤整備事業（地方自治体等と連携した 

東北地域におけるソフト支援等事業）」に係る委託先機関 

  

４ 環境省「温室効果ガス削減ポテンシャル分析事業（CO2削減・節電ポテンシャル診 

断）」に係る診断機関 

＜平成24年度＞http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15189 

＜平成25年度＞http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16787 

＜平成26年度＞https://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16787 

＜平成27年度＞http://www.env.go.jp/press/100891.html 

＜平成28年度＞http://www.env.go.jp/press/102421.html 

 

５ 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年１０月法律第１１７号）第２６条 

第１項の規定に基づく地球温暖化対策地域協議会 

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/kyogikai/index.html 

  

６ 都道府県等中小企業支援センターの専門家派遣事業を活用するもの 

http://www.joho-miyagi.or.jp/senmonkahaken 

 

７ グリーン貢献量認証制度等基盤整備事業（Ｊ－クレジット制度推進のための中小企

業等に対する東北地域におけるソフト支援等事業）に係る委託機関 

＜平成25年度＞http://www.tohoku.meti.go.jp/s_shigen_ene/topics/130627saitaku.html 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/30clean.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/h29-setsubikaihatsu.html
http://www.eccj.or.jp/
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15189
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16787
https://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16787
http://www.env.go.jp/press/100891.html
http://www.env.go.jp/press/102421.html
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/kyogikai/index.html
http://www.joho-miyagi.or.jp/senmonkahaken
http://www.tohoku.meti.go.jp/s_shigen_ene/topics/130627saitaku.html


 

＜平成26年度＞http://www.tohoku.meti.go.jp/s_shigen_ene/topics/140425.html 

＜平成27年度＞http://www.tohoku.meti.go.jp/s_shigen_ene/topics/150507.html 

＜平成28年度＞http://www.tohoku.meti.go.jp/s_shigen_ene/ondanka/topics/160407.html 

  

８ 中小企業等に対する省エネルギー診断事業（省エネルギー相談地域プラットフォー 

ム構築事業）に係る委託機関 

https://sii.or.jp/shoene_pf30/pfer-list.html 

 

13 ＥＭＳ（エネルギーマネジメントシステム）枠について 

○ＥＭＳ枠とは，省エネルギー設備及びその可視化・制御・抑制等を行うＥＭＳを導入す

る場合に応募可能な申請枠とする。 

○ＥＭＳの導入により，補助対象事業所及び導入設備におけるエネルギー使用量の可視化

を行うこと。 

○当枠に申請可能なＥＭＳは，経済産業省のエネルギー使用合理化等事業者支援補助金に

係るエネマネ事業者における補助対象システム・機器等の導入とする。 

  https://sii.or.jp/cutback30/first.html 

○当枠対象のＥＭＳを導入する場合には，上記ＨＰに掲載されている「エネマネ事業者」

の該当部分をプリントアウトし提出するなど，「エネマネ事業者」に該当していること

が確認できる資料を提出することとする。 

http://www.tohoku.meti.go.jp/s_shigen_ene/topics/140425.html
http://www.tohoku.meti.go.jp/s_shigen_ene/topics/150507.html
http://www.tohoku.meti.go.jp/s_shigen_ene/ondanka/topics/160407.html
https://sii.or.jp/shoene_pf30/pfer-list.html
https://sii.or.jp/cutback30/first.html

