
補助金名称 補助実施機関 担当省 URL

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（大規模感染リスクを低減するための高機
能換気設備等の導入支援事業）

一般社団法人静岡県環境資源協会 環境省 http://www.siz-kankyou.jp/2020hoseico2.html

中小企業等に対する省エネルギー診断事業費補助金 環境共創イニシアチブ 経済産業省 https://sii.or.jp/shoene_pf02/

無料省エネ診断・無料節電診断・無料講師派遣 一般財団法人省エネルギーセンター 経済産業省 https://www.shindan-net.jp/

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 パシフィックコンサルタンツ株式会社 経済産業省 http://pacific-hojo.jp/

革新的な省エネルギー技術の開発促進事業 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 経済産業省 https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100039.html

エネルギー使用合理化等事業者支援事業 環境共創イニシアチブ 経済産業省 https://sii.or.jp/cutback02/overview.html

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 環境共創イニシアチブ 経済産業省 https://sii.or.jp/rishihokyu02/

高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業（断熱リノベ） 環境共創イニシアチブ 経済産業省 https://sii.or.jp/moe_material02/

ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）実証事業 環境共創イニシアチブ 経済産業省 https://sii.or.jp/zeb02/public/

業務用施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）化・省CO2促進事
業

一般社団法人静岡県環境資源協会 環境省 http://www.siz-kankyou.jp/2020co2.html

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（設備の高効率化改修支援事業） 温室効果ガス審査協会 環境省 https://www.gaj.or.jp/eie/mry/index.html

CO2削減ポテンシャル診断推進事業 低炭素エネルギー技術事業組合 環境省 http://lcep.jp/R2/shindankikan/koubo.html

集合住宅（低層・中層）における低炭素化（ZEH-M化）促進事業 北海道環境財団 補助事業部 環境省 http://www.heco-hojo.jp/_yH31/d01c01/index.html

先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業  温室効果ガス審査協会 環境省 http://www.asset.go.jp/rule/index#2020

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）化による住宅における低炭素化促進事
業

環境共創イニシアチブ 環境省 https://sii.or.jp/moe_zeh31/support/

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業 環境共創イニシアチブ 経済産業省 https://sii.or.jp/moe_zeh02/support/public.html#first

環境省

経済産業省

【省エネ等】

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスを活用したレジリエンス強化事業費補助金 環境共創イニシアチブ https://sii.or.jp/zeh_plus_r01r/public.html
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補助金名称 補助実施機関 担当省 URL

クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金 一般社団法人次世代自動車振興センター 経済産業省 http://www.cev-pc.or.jp/

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 一般社団法人次世代自動車振興センター 経済産業省 http://www.cev-pc.or.jp/

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 一般社団法人次世代自動車振興センター 経済産業省 http://www.cev-pc.or.jp/

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 パシフィックコンサルタンツ株式会社 経済産業省 http://pacific-hojo.jp/

公共交通機関の低炭素化と利用促進に向けた設備整備事業 一般社団法人地域循環共生社会連携協会 環境省 https://rcespa.jp/h31koutsu

電動化対応トラック・バス導入加速事業 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 環境省 http://ataj.or.jp/advanced_ev_truckbus/

低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業 一般財団法人環境優良車普及機構 環境省 http://www.levo.or.jp/fukyu/hojokin/r2_index.html

物流分野におけるＣＯ２削減対策促進事業 一般財団法人環境優良車普及機構 環境省 http://www.levo.or.jp/fukyu/butsuryu/index19.html

自動車環境総合改善対策費補助金 一般財団法人環境優良車普及機構 国土交通省 http://www.levo.or.jp/fukyu/yuryousya/hojoseido(R02-1).html

モーダルシフト等推進事業 最寄りの地方運輸局交通政策部環境・物流課 等 国土交通省 http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/ms_subsidy.html

地域交通のグリーン化に向けた次世代自動車の普及促進 各地方運輸局 国土交通省 http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk1_000003.html

物流総合効率化法の認定計画に基づき取得した事業用資産に係る特例措置の延長 最寄りの運輸局 国土交通省 http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/bukkouhou.html

車体課税の見直し 国土交通省 http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000028.html

水力発電の導入促進のための事業費補助金 一般財団法人新エネルギー財団 経済産業省 https://suiryokuhojo.nef.or.jp/equipment_update/

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 一般社団法人燃料電池普及促進協会 経済産業省 http://fca-enefarm.org/subsidy_industrial/index.html

災害時にも活用可能な家庭用蓄電システム導入促進事業費補助金 環境共創イニシアチブ 経済産業省 https://sii.or.jp/kateichikudenchi31/public.html

水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業 一般財団法人栃木県環境技術協会　水素エネルギー部 環境省 http://tochikankyou.com/suiso/index.html

経済産業省

（農林水産省連携）

再エネ水素を活用した社会インフラの低炭素化促進事業 一般社団法人環境技術普及促進協会 環境省 http://www.eta.or.jp/offering/19_10_saiene/190416.php

【電気・燃料電池自動車等交通関係】

【再エネ・燃料電池・水素等】

再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業 公益財団法人日本環境協会 https://www.jeas.or.jp/saiene/
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補助金名称 補助実施機関 担当省 URL

電力需要の低減に資する設備投資支援事業費補助金 環境共創イニシアチブ 経済産業省 https://sii.or.jp/shodenryoku31/

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 環境共創イニシアチブ 経済産業省 https://sii.or.jp/rishihokyu02/

グリーンボンドや地域の資金を活用した低炭素化推進事業のうち、地域低炭素化推
進事業体設置モデル事業

一般社団法人グリーンファイナンス推進機構 環境省 http://www.greenfinance.jp/gb/post.html

地域低炭素投資促進ファンド事業（グリーンファンド事業） 一般社団法人グリーンファイナンス推進機構 環境省 http://greenfinance.jp/comp/index.html

環境金融の拡大に向けた利子補給事業（環境配慮型融資促進利子補給事業） 公益財団法人日本環境協会 環境省 http://www.jeas.or.jp/activ/prom_24_00.html

環境金融の拡大に向けた利子補給事業（環境リスク調査融資促進利子補給事業) 一般社団法人環境パートナーシップ会議（EPC） 環境省 https://epc.or.jp/fund_dept/risk_chousa/r2shiteikinkoubo

環境金融の拡大に向けた利子補給事業（地域ＥＳＧ融資促進利子補給事業） 一般社団法人環境パートナーシップ会議（EPC） 環境省 https://epc.or.jp/fund_dept/esg/r2shiteikin_koubo

エコリース促進事業 一般社団法人環境金融支援機構　 環境省 https://www.ossf.or.jp/

廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業 一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会 環境省 https://jaem.or.jp/?p=4476

省エネ型浄化槽システム導入推進事業 一般社団法人 全国浄化槽団体連合会 環境省 http://www.zenjohren.or.jp/e-conservation.html

低炭素型廃棄物処理支援事業 公益財団法人廃棄物・３Ｒ研究財団 環境省 https://jwrf.or.jp/subsidiary/low_carbon/index.html

省CO2型リサイクル等高度化設備導入促進事業 公益財団法人廃棄物・３Ｒ研究財団 環境省 https://jwrf.or.jp/subsidiary/save_co2/current/index.html

【金融・リース等】

【廃棄物】
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補助金名称 補助実施機関 担当省 URL

脱炭素社会を支えるプラスチック等資源循環システム構築実証事業 一般社団法人日本有機資源協会 環境省 https://www.jora.jp/20datsutanso/

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
民間事業者による分散型エネルギーシステム構築支援事業

公益財団法人北海道環境財団 環境省 http://www.heco-hojo.jp/_yH31/d02c01/index.html

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
木材利用による業務用施設の断熱性能効果検証事業

公益財団法人北海道環境財団 環境省 http://www.heco-hojo.jp/_yR02/d03c01/index.html

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
集合住宅（低層・中層）における低炭素化（ZEH-M化）促進事業

公益財団法人北海道環境財団 環境省 http://www.heco-hojo.jp/cat-02/index.html?v=190927

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
廃熱・湧水等の未利用資源の効率的活用による低炭素社会システム整備推進事業

公益財団法人北海道環境財団 環境省 http://www.heco-hojo.jp/cat-03/index.html?v=190930

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

環境共創イニシアチブ 経済産業省 https://sii.or.jp/vpp02/public.html

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 一般社団法人都市ガス振興センター 経済産業省 http://www.gasproc.or.jp/current/subsidylist/r2_4/

天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金[災害時にも対応可能な天然ガ
ス利用設備]

一般社団法人都市ガス振興センター 経済産業省 http://www.gasproc.or.jp/current/subsidylist/r2_2/

天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金[天然ガスステーションの設
備]

一般社団法人都市ガス振興センター 経済産業省 http://www.gasproc.or.jp/current/subsidylist/r2_3/

都市ガス製造所等非常用自家発電設備導入等支援事業費補助金 一般社団法人都市ガス振興センター 経済産業省 http://www.gasproc.or.jp/current/subsidylist/r2_5/

地域の防災・減災と低炭素化を同時実現する自立・分散型エネルギー設備等導入推
進事業

一般財団法人 環境イノベーション情報機構
一般社団法人環境技術普及促進協会

環境省 http://www.eic.or.jp/eic/topics/2020/bousai/002.html

省エネ家電等マーケットモデル事業 一般財団法人 環境イノベーション情報機構 環境省 http://www.eic.or.jp/eic/topics/2019/0405_kd.html

地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業 一般財団法人 環境イノベーション情報機構 環境省 http://www.eic.or.jp/eic/topics/2020/carbon/001.html

脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業のうち、地域の多様な課題に
応える脱炭素型地域づくりモデル形成事業

一般社団法人地域循環共生社会連携協会 環境省 https://rcespa.jp/offering/20200518_02

脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業のうち、
地域再エネ等の活用による接続可能な自立・分散型地域エネルギーシステムや脱炭
素型地域交通モデル構築支援事業

一般社団法人地域循環共生社会連携協会 環境省 https://rcespa.jp/offering/20200604_01

地方と連携した地球温暖化対策活動推進事業 一般社団法人地域循環共生社会連携協会 環境省 https://rcespa.jp/offering/20200420_01

脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業 一般財団法人日本冷媒・環境保全機構（JRECO） 環境省 https://www.jreco.or.jp/koubo_env.html

二国間クレジット制度（JCM）資金支援事業のうち設備補助事業 公益財団法人地球環境センター（GEC） 環境省 http://gec.jp/jcm/jp/kobo/mp200406/

コ・イノベーションによる途上国向け低炭素技術創出・普及事業 公益財団法人地球環境センター（GEC） 環境省 http://gec.jp/jp/category/innovation/

我が国循環産業の戦略的国際展開による海外でのCO2削減支援事業 公益財団法人廃棄物・３Ｒ研究財団 環境省 https://jwrf.or.jp/subsidiary/oversea/current/index.html

【その他】
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http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local.html
https://www.jora.jp/20datsutanso/
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local.html
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local.html
http://www.heco-hojo.jp/_yR02/d03c01/index.html
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local.html
http://www.heco-hojo.jp/cat-02/index.html?v=190927
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local.html
http://www.heco-hojo.jp/cat-03/index.html?v=190930
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/support/
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/support/
http://www.gasproc.or.jp/current/subsidylist/r2_4/
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/support/
http://www.gasproc.or.jp/current/subsidylist/r2_2/
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/support/
http://www.gasproc.or.jp/current/subsidylist/r2_3/
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/support/
http://www.gasproc.or.jp/current/subsidylist/r2_5/
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local.html
http://www.eic.or.jp/eic/topics/2020/bousai/002.html
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local.html
http://www.eic.or.jp/eic/topics/2019/0405_kd.html
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local.html
http://www.eic.or.jp/eic/topics/2020/carbon/001.html
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local.html
https://rcespa.jp/offering/20200518_02
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local.html
https://rcespa.jp/offering/20200604_01
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local.html
https://rcespa.jp/offering/20200420_01
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local.html
https://www.jreco.or.jp/koubo_env.html
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local.html
http://gec.jp/jcm/jp/kobo/mp200406/
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local.html
http://gec.jp/jp/category/innovation/
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local.html
https://jwrf.or.jp/subsidiary/oversea/current/index.html

