
平成２８年度予算の概要 
（省エネルギー対策課関係） 

　資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 

省 エ ネ ル ギ ー 対 策 課 



事業イメージ 

エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 
平成2８年度予算額 515.0億円（410.0億円） 

資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 
03-3501-9726 

事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 民間団体等 

補助 

事業目的・概要 
既設設備・システムの入れ替えや製造プロセスの改善等に向けた
改修、エネルギーマネジメントシステム（EMS)の導入により、工場・
事業場単位での省エネ・電力ピーク対策や事業者間の省エネ対策
を行う際に必要となる費用を補助します。 

 その際、省エネ法との連携を重視し、より高い水準の省エネの取組
を促します。また、トップランナー制度対象機器を導入する場合、
トップランナー基準※を満たす製品に対象を限定します。 
※トップランナー基準 
指定された製品のうち、その時点で最も省エネ性能に優れた製品の省エネ水準、技術
進歩の見込み等を参考に定められたエネルギー消費効率の基準 

成果目標 
平成10年からの事業であり、申請時に計画された省エネ量が実績
値としても100％を超えて確実に達成されることにより、2030年省
エネ目標(5,030万kl)の達成に寄与することを目指します。 

事業者 

補助（1/2,1/3） 

 補助対象者 
  全業種、日本国内で事業活動を営んでいる法人及び個人事業主 

 補助率 
省エネ設備導入、電力ピーク対策事業 1/3以内 
エネマネ事業者を活用した事業 1/2以内 

エネルギー管理支援 
サービス事業者 

（エネマネ事業者） 

省エネ・電力ピーク対策事業 

エネマネ事業者の活用 

事業者間で一体となった省エネの取組 

工場 

トップランナー制度 
対象機器の例 
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住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業 
平成2８年度予算額  110.0億円（7.6億円） 

中小企業庁 技術・経営革新課 
03-3501-1816 

事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 
補助（定額、2/3） 

事業イメージ 

 事業目的・概要 
 【ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）支援事業】                                   

2020年までに新築住宅の過半数をＺＥＨ（※）とすることを目指し、ＺＥＨの価格低
減及びＺＥＨの普及加速化のため、高性能建材や高性能設備機器、蓄電池等の組合
せによるＺＥＨの導入を支援します。 

 【ゼロ・エネルギー・ビル（ＺＥＢ）実証事業】                                     
2020年までにＺＥＢ（※）を実現することを目指し、そのガイドラインを作成するため、
トップレベルの省エネルギーを実現する先進的な取組に対し、その構成要素となる高性能
建材や高性能設備機器等の導入を支援します。 

  ※ＺＥＨ／ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス／ビル） 
   ：年間の１次エネルギー消費量がネットでゼロとなる住宅／建築物 

 成果目標 
住宅や建築物におけるエネルギーコスト削減に向け、省エネルギー性能の高い住宅や建築
物の普及を促進することで2020年までに新築住宅の過半数のＺＥＨ実現と建築物にお
けるＺＥＢ実現を目指します。 

産業技術環境局 大学連携推進室 
03-3501-0075 

資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 
製造産業局 住宅産業窯業建材課 
03-3501-9726（省エネルギー対策課） 

補助 
民間団体等 所有者等 国 

」
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高効率給湯設備

高効率照明設備
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高断熱窓
排出

省エネ換気設備

熱

太陽熱利用

ＺＥＨ 

ＺＥＢ実現に向けた先進的省エネルギー建築物 



省エネルギー対策導入促進事業費補助金 
平成2８年度予算額 ７.5億円（5.5億円） 

資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 
03-3501-9726 

事業の内容 

事業目的・概要 
診断事業  中小・中堅事業者等に対し、省エネ・節電診断事業等
を無料で実施します。 

省エネ相談地域プラットフォーム事業  中小企業等による省エネを
推進するために、地域毎にきめ細かな省エネ相談を実施します。 

講師派遣事業  地方公共団体等が参加費無料で開催する省エネ
等に関する説明会やセミナー等に、省エネ及び節電の専門家を無料
で派遣します。 

省エネ情報提供等事業  中小企業等の省エネ活動を支援するため
に、具体的な省エネ診断事例や省エネ技術を様々な媒体を通じて情
報発信します。 

成果目標 
平成16年からの事業であり、地域の中小・中堅事業者等に対して省
エネ・節電診断等を無料で実施し、診断の結果、提案された省エネの
取組の９割以上※が実施されることを目指します。 
※（省エネ実施量／診断時において提案した省エネ量）で算出 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

事業者 

地方公
共団体
等 

国 
民間
団体
等 

補助 
（定額） 民間団体等

（地域プラット
フォーム） 

補助 
（定額） 

診断・情報提供 

講師派遣 

相談・対応 

事業イメージ 

診断事業 

講師派遣事業・省エネ情報提供等事業 

（省エネ診断の例） 

（説明会の様子） （ポータルサイトでの事例紹介） 

オフィスの空調の運用改善 
工場の廃熱の有効利用  等 

（プラットフォームの役割） 
省エネ相談地域プラットフォーム事業 

Plan 
計画 

Do 
実行 

Check 
評価 

Act 
改善 

計画の見直し支援 等 

省エネの計画の策定支援 等 

設備更新計画の策定支援 
補助金、融資制度等の案内 等 

フォローアップ 等 

省エネ 
ＰＤＣＡ 
サイクル 

省エネ実施例の紹介 
省エネ診断の案内、利用支援 等 



事業イメージ 

エネルギー使用合理化特定設備等導入促進事業費補助金 
平成2８年度予算額 27.0億円（26.1億円） 

資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 
03-3501-9726 

事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

事業目的・概要 
省エネ投資を行いたくても、資金調達がネックになり二の足を踏
んでいる事業者の省エネ投資を支援します。 

省エネ設備の導入や、目標年度到達前の一部のトップランナー
製品の設置等を促進するため、民間金融機関等から融資を受
ける事業者に対し、利子補給を行います。 

実施にあたっては地域の金融機関等との連携を強化し、省エネ
に積極的に取り組む地域の中小・中堅事業者等の省エネ投資
を後押しします。 

成果目標 
平成24年度からの事業であり、平成28年度は補助対象となる
貸付けを行う指定金融機関の数を前年度（26行）以上とす
ることにより、地域金融機関等と連携して金融支援を行い、地
域の中小・中堅事業者の省エネ投資の増加を目指します。 

省エネルギー設備の導入 

国 民間事業者等 
         定額 

（利子補給金1.0%以内） 

民間団体等 
補助 

民間金融機関等 

貸付 
返済 

高効率工業炉 

高効率ボイラー 



資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 
03-3501-9726 

事業イメージ 事業の内容 

エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金 
平成2８年度予算額  0.05億円（0.05億円） 

事業目的・概要 
中小事業者が省エネルギー効果の高い特定高性能エネルギー消費
設備（高性能工業炉及び高性能ボイラー）を導入する場合に、必
要な資金の貸付けを行う金融機関（日本政策金融公庫）に対して
利子補給を行います。 

成果目標 
平成5年度からの事業であり、日本政策金融公庫が実施する低利融
資制度への利子補給事業として、中小事業者の新たな省エネ投資の
促進を目指します。 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

〈高性能工業炉〉 

融資対象設備 

高性能工業炉 
高性能ボイラー 

 
国 民間事業者

等 

返済・利子 

日本政策 
金融公庫 

定額 
（利子補給金0.15%） 

低利貸付 



戦略的省エネルギー技術革新プログラム 
平成2８年度予算額 77.5億円（75.0億円） 

資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 
03-3501-9726 

事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

事業イメージ 

事業目的・概要 
第４次エネルギー基本計画にも記載のあるように、本事業にお
いて、「業種横断的に、大幅な省エネルギーを実現する革新的
な技術の開発を促進」していきます。 

具体的には、開発リスクの高い革新的な省エネルギー技術につ
いて、シーズ発掘から事業化まで一貫して支援を行う提案公募
型研究開発を戦略的に実施します。 

産学官連携による成果重視の研究開発を一層促進するため、
ステージゲート審査の導入により目標達成を徹底し、事業化を
見据え、企業の参画と自己負担を求めることで、革新的技術の
実用化を着実に進められる有望テーマの支援を推進します。 

平成28年度からは、高い省エネ効果が期待され、実現性の確
度が高いテーマを重点支援するための拡充枠（テーマ設定型プ
ロジェクト）を導入し、企業連携による省エネ1号機実証等を支
援します。 

成果目標 
平成24年度から平成33年度までの10年間の事業であり、本
事業を通じて、省エネルギーの技術開発・普及が拡大されること
により、我が国におけるエネルギー消費量を2030年度に原油換
算で1,000万kL削減することを目指します。 

国 企業 
大学等 

補助 
（2/3、1/2） 

ＮＥＤＯ 
交付金 

高効率ガスエンジン ECMセメント 小型化された 
エコキュート 

開発成果として製品化された事例 

※インキュベーション研究開発フェーズ単独の実施は不可。 

テーマ設定型プロジェクト 
（2/3以内助成） 

最長５年 

インキュ 
ベーション 
研究開発 

（2/3以内助成） 

実証開発 
（1/2以内助成） 

実用化開発 
（2/3以内助成） 事
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輸送機器の実使用時燃費改善事業費補助金 
平成2８年度予算額  62.5億円（新規） 

資源エネルギー庁省エネルギー対策課 
国土交通省総合政策局環境政策課 
03-3501-9726（省エネ課）  

事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 

事業イメージ 

事業目的・概要 

荷主・運輸部門の省エネを推進するため、トラック輸送事業者に対

して、エコドライブに効果のあるEMS（エコドライブマネジメントシステ

ム）用機器の導入を支援すること等に加え、収集する実運行にお

ける省エネ効果のデータを活用・分析し、その成果を展開すること等

によって、効果的な省エネ対策の普及を図ります。 

補助 民間団体等 

民間企業等 

成果目標 

本事業及びその波及効果によって運輸部門におけるエネルギー消

費量を2030年までに原油換算で年間約94万kl削減することを目

指します。 

 
 整備事業者に対して、次世代自動車に対応した 
 スキャンツールの導入に必要な経費等を支援し、自動車 
 の整備を高度化し、実運行時の燃費向上を図る 
 

 内航海運事業者等に対して、革新的省エネ 
船舶の設計・建造等の経費等を支援し、 
船舶の実運航時の燃費改善を実証 
 

補助 
（定額,1/2,1/3） 

 トラック運送事業者に対して、専門のコンサルタント会社からのエコ
ドライブ指導の受講経費や、ＥＭＳ用機器の導入に必要な経
費等を支援し、実運行における省エネ効果を実証 

その他輸送機器の実使用時燃費改善実証事業 

補助 
（定額、1/2） 

トラック輸送のエコドライブ実証事業 



省エネルギー設備導入等促進広報事業 
平成2８年度予算額 ３.４億円（３.３億円） 

資源エネルギー庁 
 省エネルギー対策課 
03-3501-9726 
 熱供給産業室 
03-3501-3547 

事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 民間企業等 
委託 

事業イメージ 
事業目的・概要 
平成27年7月に決定した「長期エネルギー需給見通し」において、

2030年度に5,030万kl程度の省エネを実現することが示され、
徹底した省エネの取組が必要となっている。本事業では、国民の
皆様に省エネ対策に対する理解と協力を得るため、省エネに関す
る客観的な情報を国民各層に提供します。 

 さらに、国民の皆様に夏期及び冬期を中心に積極的な省エネを
実践していただくためのきめ細かなキャンペーン等を実施します。 

 （参考）節電・省エネキャンペーン（平成26年度事業実施） 
・夏季及び冬季において、民間企業などにご協力いただき、節電・
省エネを行う国民の皆様にとってお得な情報を提供します。 
（夏季実績：民間企業等 56社参画 

一般消費者 約 5.8万人が我が家での節電を宣言） 
（冬季実績：民間企業等 61社参画 

一般消費者 約 3.6万人が我が家での節電を宣言） 
 

 
成果目標 
効果的な事業の実施を通じ、一般の方々の省エネに対する関心
度を高めること等により、民生部門における省エネ行動を促してい
きます。 

Ⅲ．省エネ性能カタログ Ⅳ．トップランナー制度 

Ⅱ．省エネシンポジウム Ⅰ．節電・省エネキャンペーン 

Ⅴ．地方自治体等と連携した協力のお願い 



エネルギー使用合理化促進基盤整備委託費 
平成28年度予算額 5.8億円（5.8億円） 

資源エネルギー庁省エネルギー対策課 
03-3501-9726 

事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 民間調査機関等 

委託 

事業イメージ 

事業目的・概要 

 エネルギーの使用の合理化を促進するため、省エネ法に関連す

る調査・検討や、事業者等における省エネ法の遵守状況の確

認等を行い、省エネ法の適正な運用を図ります。 

住宅建築物の省エネ基準適合義務化に向けた検討課題の洗

い出しやトップランナー制度の適用拡大に当たっての調査や業務

部門の詳細なエネルギー消費実態の調査等、各種制度の構築

に当たっての基礎調査を実施します。 

 （具体例） 

 ・事業者等におけるエネルギー使用状況や、工場等判断基準の 

  遵守状況に係る調査・検討 

 ・業務部門における省エネの取組の評価指標の構築及び具体的 

  な制度設計のための調査・検討 

 

 

成果目標 

徹底した省エネを推進するため、省エネ法の適正な運用、必要な

制度の構築を目指します。 

製造産業局 参事官室 
03-3501-1689 

事業目的・概要 

政策立案等に活用します。 

調査報告書の取りまとめ 

省エネ法の適正な運用を図るため、 
各種調査事業等を実施します。 

＜活用事例＞ 
・定期報告書情報管理システム整備 
・住宅・建築物の省エネ基準適合義務化検討 
・機器の省エネルギー性能改善余地検討 
・トップランナー制度導入に伴う影響検討 等 
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