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１．地域における脱炭素に向けた動き
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2050年CNに向けたエネルギー構造の変化

⚫ 社会全体としてカーボンニュートラルを実現するには、電力部門では脱炭素電源の拡大、産業・民生・運輸
（非電力）部門（燃料利用・熱利用）においては、脱炭素化された電力による電化、水素化、メタネー
ション、合成燃料等を通じた脱炭素化を進めることが必要。

⚫ こうした取組を進める上では、国民負担を抑制するため既存設備を最大限活用するとともに、需要サイドにお
けるエネルギー転換への受容性を高めるなど、段階的な取組が必要。

電化・水素化等で

脱炭素化できない領域は

CCUS/カーボンリサイク

ル等の最大限活用

脱炭素電源
再エネ
原子力

火力＋CCUS/カー
ボンリサイクル
水素・アンモニア

民生
1.1億トン

産業
2.8億トン

運輸
2.0億トン

非
電
力

電
力 4.4億トン

2019年度

10.3億トン

2050年

排出＋吸収で実質0トン

（▲100%）

※数値はエネルギー起源CO2

除
炭
去

植林、
DACCSなど

電化

水素（水素還元製
鉄、FCVなど）

メタネーション、
合成燃料

バイオマス

電力

民生

産業

運輸

2030年度

（GHG全体で2013年比▲46%）

※更に50％の高みに向け挑戦を続ける
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産業界の対応金融機関の動き

カーボンニュートラル（CN）を巡る動向

⚫ 近年、期限付きカーボンニュートラル目標を表明する国地域が急増し、そのGDP総計は世界全
体の約90％を占める（前回COP終了時には約26%）。

⚫ こうした中、金融市場の動きも相まって、あらゆる産業が、脱炭素社会に向けた大競争時代に突
入。環境対応の成否が、企業・国家の競争力に直結することに。

カーボンニュートラルの波

COP25
終了時

（2019）

COP26
終了時

（2021）

＜世界的なESG投資額の急増＞

• 全世界のESG投資の合計額は、2020 
年に35.3兆ドルまで増加

18.3
22.9

35.3
（兆ドル）

2014 2016 2020 （年）

（出所）GSIA 「Global Sustainable Investment Review」

Microsoft 2030年まで

Apple 2030年まで

リコー 2050年まで

キリン 2050年まで
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＜企業情報開示・評価の変化＞

• 企業活動が気候変動に及ぼす影響につ
いて開示する任意枠組み「TCFD」に対
し、世界で2,616の金融機関等が賛同

• また、「TCFD」は、情報開示だけでなく、イ
ンターナル・カーボンプライシングの設定も推
奨

＜サプライチェーン全体の脱炭素化＞

• 国内外で、サプライチェーンの脱炭素化とそ
れに伴う経営全体の変容（GX）が加速

■ 2050年まで
■ 2060年まで
■ 2070年まで

＜GX時代における新産業の萌芽＞

• 商品価格・機能に加えてカーボンフットプ
リントが購買判断の基準になるような、消
費行動の変容を促す新産業が発展

• また、脱炭素関連技術の開発・社会実
装について、大企業のみならず、スタート
アップが主導するケースも増加

環境対応の成否が、企業・国家の競争力に直結する時代（GX時代）に突入

＜期限付きCNを表明する国地域の急増＞

• 期限付きCNを表明する国地
域は121、世界GDPの約
26％を占める

• 期限付きCNを表明する国地
域は154、世界GDPの約
90％を占める

（出所） World Bank, World Development Indicators, GDP (constant 2015 US$)

（参考）COP26終了時点のCN表明国地域
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• グリーンイノベーション基金（２兆円の基金）
• 経営者のコミットを求める仕掛け
• 特に重要なプロジェクトに対する重点的投資

政策を総動員し、イノベーションに向けた、企業の前向きな挑戦を全力で後押し。

グリーン成長戦略（概要）

⚫ 温暖化への対応を、経済成長の制約やコストとする時代は終わり、「成長の機会」と捉える時代に突入している。

⚫ 実際に、研究開発方針や経営方針の転換など、「ゲームチェンジ」が始まっている。
この流れを加速すべく、グリーン成長戦略を推進する。

⚫ 「イノベーション」を実現し、革新的技術を「社会実装」する。
これを通じ、2050年カーボンニュートラルだけでなく、CO2排出削減にとどまらない「国民生活のメリット」も実現する。

予算 税制 金融 規制改革・標準化

国際連携

1 ２

洋上風力・
太陽光・地熱

３ ４

５

水素・
燃料アンモニア

次世代
熱エネルギー

原子力 自動車・
蓄電池

半導体・
情報通信

船舶

食料・
農林水産業

航空機 カーボンリサイ
クル・マテリアル

資源循環関連物流・人流・
土木インフラ

2 3 4

住宅・建築物・
次世代電力
マネジメント

6 7

8 9 10 14

1 5

ライフスタイル
関連

12 1311

• カーボンニュートラル投資促進税制
（最大10％の税額控除・50％の特別償却）

• 多排出産業向け分野別ロードマップ
• TCFD等に基づく開示の質と量の充実
• グリーン国際金融センターの実現

• 新技術に対応する規制改革
• 市場形成を見据えた標準化
• 成長に資するカーボンプライシング

• 日米・日EU間の技術協力
• アジア・エネルギー・トランジション・イニシアティブ
• 東京ビヨンド・ゼロ・ウィーク

大学における取組の推進等 2025年日本国際博覧会 若手ワーキンググループ６ ７ ８

• 大学等における人材育成
• カーボンニュートラルに関する分析手法や統計

• 革新的イノベーション技術の実証の場
（未来社会の実験場）

• 2050年時点での現役世代からの提言

2050年に向けて成長が期待される、14の重点分野を選定。
・ 高い目標を掲げ、技術のフェーズに応じて、実行計画を着実に実施し、国際競争力を強化。 ・ 2050年の経済効果は約290兆円、雇用効果は約1,800万人と試算。

• 2040年、3,000~ 
4,500万kW導入【洋上風

力】

• 2030年、発電コスト14
円/kWhを視野【太陽光】

• 2050年、2,000万トン
程度の導入【水素】

• 東南アジアの5,000億
円市場【燃料アンモニア】

• 2050年、既存インフラ
に合成メタンを90％
注入

• 2035年、乗用車の
新車販売で電動車
100％

• 2040年、半導体・
情報通信産業の
カーボンニュートラル化

• 2030年、高温ガス炉の
カーボンフリー水素製造
技術を確立

• 2028年よりも前倒しで
ゼロエミッション船の商業
運航実現

• 2050年、カーボンニュー
トラルポートによる港湾
や、建設施工等におけ
る脱炭素化を実現

• 2050年、農林水産業
における化石燃料起源
のCO2ゼロエミッション化
を実現

• 2030年以降、電池
などのコア技術を、
段階的に技術搭載

• 2050年、人工光合成
プラを既製品並み【CR】

• ゼロカーボンスチールを実
現【マテリアル】

• 2030年、新築住宅・
建築物の平均でZEH・
ZEB【住宅 建築物】

• 2030年、バイオマス
プラスチックを約200万ト
ン導入

• 2050年、カーボンニュー
トラル、かつレジリエントで
快適なくらし

（令和３年６月18日策定）
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カーボンニュートラルの実現に向けた主要分野における取組イメージ①（産業部門）

【鉄鋼】
➢水素還元製鉄技術などの超革新技術による「ゼロ
カーボン・スチール」の実現を目指していく。

COURSE50概要

出所：日本鉄鋼連盟HP

COURSE50試験高炉

出所：資源エネルギー庁HP

【セメント】 【紙・パルプ】
➢製造工程で発生するCO₂を、原料や川下のコン
クリート製品で再利用。

再資源化

CO2

分離・回収

カーボンリサイクル

廃コンクリートへの吸収等 出所：KCRセンターHP
出所：SBエナジーHP

➢脱水・乾燥工程に使う熱エネルギー源をバイオマスなど
に転換。

【化学】
➢製造工程で発生するCO₂を人工光合成等の技術に
より再利用し、ケミカル・リサイクル技術により廃棄物
を焼却処分することなく原料として再利用。

人工光合成のイメージ
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カーボンニュートラルの実現に向けた主要分野における取組イメージ②（業務・家庭部門）

ZEB
（正味で100%以上省エネ）

エネルギー使用
の効率化

ZEB
Ready

一般
建築物

昇降機

給湯

空調

換気

照明

50%以上
削減 日射遮蔽

自然換気・昼光利用

エネルギーを極力
必要としない

＋

高断熱化 エネルギー
を創る

Nearly ZEB
（正味で75%以上省エネ）

＋ ＋

エネルギーを極力
必要としない

（夏は涼しく、冬は暖かい住宅）

高断熱窓

Nearly ZEH
（正味で75%以上省エネ）

高性能
断熱材

高断熱化
（ZEH基準）

エネルギーを創る

給湯

照明

暖房

冷房

換気

20%削減

エネルギーを上手に使う

一般住宅
ZEH

（正味で100%以上省エネ）

【ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）】

【ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）】
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カーボンニュートラルの実現に向けた主要分野における取組イメージ③（運輸部門）

公共施設

HV/PHEV

長距離輸送FCV

水素ステーション

充電インフラ

近～中距離輸送EV

合成燃料（e-fuel）

電力ネットワーク

水素ネットワーク

航空機

ゼロエミ船（水素、アンモニア等）

脱炭素された電力

グリーン水素

【手段・用途に応じた組み合わせ】
⚫ 2050年に、世界で供給する日本車について世界最高水準の環境性能を実現。
⚫ 水素燃料船や、アンモニア燃料船など、ゼロエミッション船が普及。
⚫ 航空機も、バイオジェット燃料や合成燃料（e-fuel）に加えて、電動化+水素燃料の導入が見込まれる。
⚫ 港湾は、船舶への燃料供給や陸上電力供給、物流等を担う大型FCトラック向けの水素供給等を

効率的に実施可能。

港湾・臨海部

港湾荷役機械
（FC化、電化）

燃料供給、
陸上電力供給

88



【引用】岡山県真庭市 SDGs未来都市計画

【引用】北海道下川町 再生可能エネルギー導入促進ロードマップ

⚫ 地域再エネポテンシャルの大きい地域では、エネルギーの地産地消による地域内の資金循
環を目指しています。

⚫ レジリエンス対策として、地域の再エネを非常時に活用する方針を掲げている自治体もあり、
再エネ電源を地域のために活用しようという動きが広がっています。

地産電源を活用する自治体のニーズ
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（参考）葛尾村スマートコミュニティ（福島県葛尾村）構築事例

⚫ 地域新電力でもある葛尾創生電力（株）が特定送配電事業者として、太陽光発電と大型蓄
電池により、村中心部の公共施設、商業施設、一般住宅などに自営線で電力を供給。

⚫ 地域資源を活用したエネルギーの創出と災害時のエネルギー確保などにより、地域の雇用創出・
魅力向上・ブランディングの実現や防災力を強化するスマートコミュニティの構築を目指す。

資源エネルギー庁配電事業ライセンスについての説明会資料より引用 写真は葛尾創生電力ＨＰより引用 10



2.地域脱炭素ロードマップ

地域脱炭素ロードマップ～地方からはじまる、次の時代への移行戦略～

地域脱炭素は、地域課題を解決し、地域の魅力と質を向上させる地方創生に貢献

① 一人一人が主体となって、今ある技術で取り組める

② 再エネなどの地域資源を最大限に活用することで実現できる

③ 地域の経済活性化、地域課題の解決に貢献できる

経済・雇用

再エネ・自然資源
地産地消

快適・利便

断熱・気密向上
公共交通

循環経済

生産性向上
資源活用

我が国は、限られた国土を賢く活用し、面積当たりの太
陽光発電を世界一まで拡大してきた。他方で、再エネを

めぐる現下の情勢は、課題が山積（コスト・適地確保・

環境共生など）。国を挙げてこの課題を乗り越え、地域
の豊富な再エネポテンシャルを有効利用していく

一方、環境省の試算によると、約9割の市町村で、エネル
ギー代金の域内外収支は、域外支出が上回っている
(2015年度)

豊富な再エネポテンシャルを有効活用することで、地域内
で経済を循環させることが重要

防災・減災
非常時のエネル
ギー源確保

生態系の保全

地域脱炭素ロードマップ（環境省資料）
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2.地域脱炭素ロードマップ

地域脱炭素ロードマップ 対策・施策の全体像

今後の5年間に政策を総動員し、人材・技術・情報・資金を積極支援

①2030年度までに少なくとも100か所の「脱炭素先行地域」をつくる

②全国で、重点対策を実行（自家消費型太陽光、省エネ住宅、電動車など）

３つの基盤的施策（①継続的・包括的支援、②ライフスタイルイノベーション、③制度改革）を実施

モデルを全国に伝搬し、2050年を待たずに脱炭素達成（脱炭素ドミノ）

2030 205020252020

5年間の集中期間に
政策総動員 脱

炭
素
で
強
靭
な
活
力
あ
る

地
域
社
会
を
全
国
で
実
現

全
国
で
多
く
の
脱
炭
素
ド
ミ
ノ

2050年を
待たずに

①少なくとも100か所の脱炭素先行地域

②重点対策を全国津々浦々で実施

★基盤的施策

「みどりの食料システム戦略」「国土交通グリーンチャレンジ」「2050カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」等
の政策プログラムと連携して実施する
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３．地域脱炭素ロードマップ実現のための支援

（１）地域の実施体制構築と国の積極支援
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２．経済産業省支援施策のご紹介
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主な支援施策（エネルギー分野）

■再エネ導入・活用
・再エネ調達市場価格変動保険加入支援事業費補助金
・需要家主導による太陽光発電導入促進補助金
・地域共生型再生可能エネルギー等普及促進事業費補助金
・再生可能エネルギー導入加速化に向けた系統用蓄電池等導入支援事業

■省エネ関連
・中小企業等に対するエネルギー利用最適化推進事業
・先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金
・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

■環境負荷低減
・クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金

15



再エネ調達市場価格変動保険加入支援事業費補助金
令和３年度補正予算額 4.0億円

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課

事業の内容

⚫自治体が出資している小売電気事業者や地産地消に取り組む小

売電気事業者等のうち、一定の要件を満たす規模の小さい事業者

を対象とします。

⚫こうした事業者が再エネ電気を調達（再エネ特定供給等）する場

合の市場変動価格リスクに備えるため民間保険に加入した場合、

保険料の一部を補助します。 (※)

事業イメージ

事業目的・概要

⚫小売電気事業者が、FIT制度の支援を受けた再エネ電気を
調達する場合、電力調達コストは卸電力市場価格連動とな
ることから、安定的な事業運営のためには、市場価格の変動
リスクへの備えが必要です。

⚫しかしながら、地域新電力等の規模が小さい小売電気事業
者においては、単独で市場価格変動に対する備えを十分に
行う手段が少ない可能性があります。

⚫本事業は事業規模が小さく、リスクヘッジ手段を十分に活用
できていない地域新電力等に対して民間保険への加入を促
すことで、市場価格変動リスクに対応しつつ、安定的な事業
運営を可能とし、地域における再エネの導入促進を実現しま
す。

成果目標

⚫令和６年度までに、自治体が出資している地域新電力等の
８割が、民間の市場価格変動保険へ加入することを目指し
ます。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 執行団体

補助
補助

（1/2）

小売電気
事業者等

市場変動リスクヘッジのための地域新電力向け民間保険加入促進

民間保険会社

F
I
T
発
電
事
業
者

買
取
義
務
者

小
売
電
気
事
業
者

消
費
者

FIT特定卸供給等FIT価格 電気料金

FIT電気 FIT電気 電気

保険料の支払い
※本事業により補助

変動リスクヘッジ

単価＝市場価格変動料金

※本補助金の対象は令和3年11月26日以降に加入したものとする。
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需要家主導による太陽光発電導入促進補助金
令和３年度補正予算額 135.0億円

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間団体

補助金
（定額）

補助
（2/3、1/2）

民間企業等

事業イメージ

資源エネル
ギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課

需要家 小売事業者

発電事業者等

①②の契約等
による紐付け

②契約・精算

①契約・精算

非FIT/FIP・非自己託送による需要家主導型の導入促進

事業の内容

事業目的・概要

⚫ 2030年の長期エネルギー需給見通しや野心的な温室効果ガス削減目

標の実現に向けては、再エネの拡大・自立化を進めていくことが不可欠で

す。また、需要家である企業等もSDGｓ等の観点から、いわゆるRE100

をはじめとした事業活動に再エネの活用を求められる状況にあります。

⚫ こうした中で、特に、需要家が活用しやすく導入が比較的容易な太陽光

発電の利用拡大が期待されます。しかし、需要家による太陽光発電の活

用は道半ばであり、現時点で必ずしも自立的な導入拡大が可能な状況

には至っていません。

⚫ こうした状況を踏まえ、例えば、発電された電気を長期的に利用する契約

を締結することなどにより、需要家が主体的に発電事業者と連携して行う

太陽光発電設備の導入を支援し、こうしたモデルの確立・拡大を促します。

成果目標

⚫ 2030年の長期エネルギー需給見通しの実現に寄与する。

⚫ 再生可能エネルギーの利用を希望する需要家が、発電事業者や需要家自
ら太陽光発電設備を設置し、 FIT/FIP制度及び自己託送によることなく、
再生可能エネルギーを長期的に利用する契約を締結する場合等の、太陽光
発電設備の導入を支援します。

【主な事業要件例】

・一定規模（２MW）以上の新規設置案件※であること
※同一の者が主体となった案件であれば、複数地点での案件の合計も可
（１地点当たりの設備規模等についても要件化を検討）
※需要地外（オフサイト）に設置され託送されるものであること

・FIT/FIPを活用しない、自己託送ではないこと

・需要家単独又は需要家と発電事業者と連携※した電源投資であること
※一定期間（8年）以上の受電契約等の要件を設定。

・制度と同様に、将来的な廃棄費用の確保の方法、周辺地域への配慮等、
FIT/FIP制度同等以上の取組を行うこと

等

【対象事業スキームイメージ】
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同じ内容で令和4年度予算案(125.0億円)も措置
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地域共生型再生可能エネルギー等普及促進事業費補助金
令和4年度予算案額 7.8億円（34.7億円）

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギーシステム課

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

⚫地域の再生可能エネルギーの活用は、地域の効率的なエネルギー利用、

地域振興、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、技術面の知見不足、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。

⚫ 2022年度より開始予定の配電事業が創設され、また福島新エネ社会

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。

⚫本事業では、配電ライセンスの令和４年度からの施行も見据え、地域

で分散型エネルギーリソースの価値を活用する地域マイクログリッドの着

実な構築を目指します。

成果目標

⚫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、このような地域

共生の取組を毎年5件程度顕彰し全国展開を図ることで、再エネ事業

における地域共生の取組の定着を目指します。

(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】

需給調整
システム

蓄電池

バイオ発電

大規模
停電時
に遮断

大規模停電時に遮断 大規模
停電時
に遮断

需給
調整力

地域の需要

地域の再エネ

※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

コジェネ

エネルギーの真の地産地消

（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】

国

民間企業等
（２）委託

民間事業者等（地方公
共団体との共同申請）

補助(定額)

民間団体等

（１）補助(2/3、3/4)

国
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(1)-1 については令和3年度補正予算
29.5億円も措置。
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再生可能エネルギー導入加速化に向けた系統用蓄電池等
導入支援事業 令和３年度補正予算額 130.0億円

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

⚫2050年のカーボンニュートラル達成のためには、再生可能
エネルギー（以下再エネ）の導入をさらに加速化させる必
要があります。

⚫一方、太陽光・風力等の再エネは、天候や時間帯等の影
響で発電量が大きく変動するため、大量導入が進むと電
力系統の安定性に影響を及ぼす可能性があります。実際
に北海道等の再エネ導入が先行する地域では、これらの
変動に対応できる調整力等が不足しており、再エネ導入の
律速になっています。

⚫そのため本事業では、電力系統に直接接続する大規模蓄
電池（系統用蓄電池）等を導入する事業者等へ、その
導入費用の一部を補助することで、再エネの大量導入に
向けて必要な調整力等の確保を図ります。

成果目標

⚫再エネポテンシャルを最大限発揮するための調整力等を確
保し、2030年の再エネ比率目標36～38％の達成に貢
献します。

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギーシステム課

国 民間事業者等

補助(定額)

民間団体等

補助(1/2以内、1/3以内、2/3以内)

＜蓄電池＞ 補助率：1/2以内又は1/3以内
• 充放電の応答速度が速く、優れた調整力の供出が可能
• 再エネの余剰電力の吸収（蓄電）も可能

系統用蓄電池等の導入支援

• 再エネの出力変動に対応できる調整力等の供出や再エ
ネ余剰電力の吸収が可能な、蓄電池や水電解装置を
導入する際にかかる費用の一部を支援します。

＜水電解装置＞ 補助率：2/3以内
• 出力制御により調整力の供出が可能
• 再エネの余剰電力の吸収（水素製造）が可能

系統用蓄電池 電力系統
（送電線）

水電解装置

太陽光

風力

系統安定化作用
電力余剰時：蓄電／水素製造
電力不足時：放電

再エネ電力
（不安定）

H2
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中小企業等に対するエネルギー利用最適化推進事業
令和4年度予算案額 8.０億円（8.2億円）

資源エネルギー庁
省エネルギー･新エネルギー部
省エネルギー課

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間企業等

事業イメージ

事業目的・概要

⚫ エネルギー利用最適化診断や地域プラットフォームの構築など、中小

企業等のエネルギー利用最適化を推進するための支援を行います。

（１）エネルギー利用最適化診断事業・情報提供事業

中小企業等の工場・ビル等のエネルギー管理状況の診断、AI・IoT等を

活用した運用改善や再エネ導入等提案に係る経費の一部を国が支援

します。また、診断事例の横展開、関連セミナーへの講師派遣も実施し

ます。

（２）地域のエネルギー利用最適化取組支援事業

省エネのみならず再エネ導入等も含むエネルギー利用最適化に向け、中

小企業等が相談可能なプラットフォームを地域毎に構築するとともに、相

談に係る相談窓口や支援施策などをポータルサイトに公開します。

成果目標

⚫ 令和３年から令和７年までの５年間の事業であり、最終的には令和12

年度の省エネ効果238.5万klを目指します。

（１）エネルギー利用最適化診断事業・情報提供事業

（２）地域のエネルギー利用最適化取組支援事業

• 地域プラットフォーム構築事業（省エネお助け隊）

• プラットフォーム情報提供基盤構築事業

民間企業等

国 民間企業等 事業者

（１）エネルギー利用最適化診断事業・情報提供事業

工場・ビル等のエネルギーの管理状況を診
断し、AIやIoTを活用して設備の運用改善
や高効率設備への更新に加え再エネ導入
の提案を行います。

【改善提案例】
・空調の運用改善
・照明の運用改善
・蒸気・温水用配管、バルブ等の保温対策
・再エネ設備の導入支援

エネルギー利用最適化診断 情報提供

・成功事例の横展開
・エネルギー利用最適化関連
のセミナーへの講師派遣

中小企業等にとって身近な相談先である自治体、金融機関、中小企業団
体等と連携し、多様な省エネ相談等に対応できるエネルギー関連の専門家
と経営専門家の双方よりエネルギーコストの削減や設備導入に係るアドバイ
スが可能な体制を地域ごとに整備します。

地域プラットフォームから地域内の中小企業、自治体及び金融機関等に
省エネ等に関する様々な情報提供を行うとともに、他地域のプラットフォー
ムとの連携を行います。

民間団体等
（地域プラット
フォーム）

（２）地域のエネルギー利用最適化取組支援事業

自治体 金融機関
中小企業団体等

情報の相互連携

コーディネーター

省エネの専門家 経営の専門家

エネルギーの使用状況を知りたい
コストをかけずに省エネを図りたい

省エネを進めるにあたって資金面のアドバイスが欲しい
省エネ取組の計画を立てたい

設備更新に関してアドバイスを受けたい等

エネルギーに関する悩み・課題の相談

実態に即した省エネ取組の提案

補助
（定額）

補助
（定額）

補助
（定額）

省エネ取組支援
補助（9/10）

診断・情報提供等
補助（9/10）
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先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金
令和4年度予算案額 253.2億円（325.0億円）

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課

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

⚫令和３年から令和12年までの10年間の事業であり、令和12年

度までに本事業含む省エネ設備投資の更なる促進により、原油換

算で2,155万klの削減に寄与します。

国 民間企業等 事業者等

補助 補助(3/4,1/2,1/3,定額) 

⚫工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備へ

の更新等を以下の取組を通じて支援します。なお、当該支援に必

要な一部業務のサポート事業を実施します。

(A)先進事業：高い技術力や省エネ性能を有しており、今後、導入

ポテンシャルの拡大等が見込める先進的な省エネ設備等の導入を行う

省エネ投資について、重点的に支援を行います。

(B)オーダーメイド型事業：個別設計が必要な特注設備等の導入を

含む設備更新やプロセス改修等を行う省エネ取組に対して支援を

行います。

(C)指定設備導入事業：省エネ性能の高い特定のユーティリティ設備、

生産設備等への更新を支援します。

(D)エネマネ事業：エネマネ事業者と共同で作成した計画に基づく

EMS制御や高効率設備の導入、運用改善を行うより効率的・効

果的な省エネ取組について支援を行います。

【業務用冷蔵庫】【空調】

対象設備（例）

(C)指定設備導入事業

【射出成形機】

従来設備と比較して優れた省エネ設備への更新を支援。

(B)オーダーメイド型事業

既存設備を機械設計が伴う設備又は事業者の
使用目的や用途に合わせて設計・製造する設備
の更新を行う省エネ取組を支援。

(A)先進事業

「I．省エネ技術の先進性」、「II．省エネ効果」、「III．導入ポテンシャル」
の観点から事前審査・登録された「先進設備・システム」の導入を重点的に
支援する。

(D)エネマネ事業

エネマネ事業者（※）の活用による効率的・効果的な省エネ取組を
支援。

【先進設備・システム登録リスト】

成果目標

※エネルギー管理支援サービ
スを通じて工場・事業場等の
省エネを支援する者。
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(Ｃ)については令和3年度補正予算
100.0億円も措置。



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
令和4年度予算案額 1２.３億円（12.3億円）

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課

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

事業イメージ

事業目的・概要

⚫省エネ設備の新規導入や、省エネ取組のモデルケースとなり
得る事業等に対して支援を行い、資金調達が障壁になり
二の足を踏んでいる事業者の省エネ投資を促進します。

⚫具体的には、新設事業所における省エネ設備の新設や、
既設事業所における省エネ設備の新設・増設に加え、物
流拠点の集約化に係る設備導入、更にはエネルギーマネジ
メントシステム導入等によるソフト面での省エネ取組に際し、
民間金融機関等から融資を受ける事業者に対して利子補
給を行います。

成果目標

⚫平成24年度から令和７年度までの事業であり、令和
12年度までに本事業含む省エネ設備投資の更なる促
進により、原油換算で2,155万klの削減を目指します。

民間金融機関等

支援対象事業例①既設工場への新たなボイラーの増設

増設

エネルギー消費効率の
高いボイラー 既設ボイラー

支援対象事業例②
新設ビルへの設備導入

新設ビル

高効率空調

導入

高効率照明

支援対象事業例③
ソフト面での省エネ取組

導入

エネルギーマネジメントシステム

①金融機関等の指定

②定額（利子補給金1.0%以内）

民間事業者等

貸付

返済
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クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金
令和３年度補正予算額 375.0億円

（１）（２）製造産業局 自動車課

（３）資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
水素・燃料電池戦略室

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

⚫2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、環境性能に優れた
クリーンエネルギー自動車の普及が重要です。早期に電気自動
車や燃料電池自動車等の需要創出や車両価格の低減を促す
と同時に、車両の普及と表裏一体にある充電・水素充てんインフ
ラの整備を全国各地で進めることが喫緊の課題です。

⚫本事業では、導入初期段階にある電気自動車や燃料電池自
動車等について購入費用の一部補助を通じて初期需要の創
出・量産効果による価格低減を促進します。

⚫また、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車の充電設備等の
購入費及び工事費、水素ステーションの整備費及び運営費を補
助します。

成果目標

⚫「グリーン成長戦略」等における、2035年までに、乗用車新車販
売で電動車100%とする目標の実現に向け、クリーンエネルギー
自動車の普及を促進します。

⚫また、車両の普及に必要不可欠なインフラとして、充電インフラを
2030年までに15万基、水素充てんインフラを、2030年までに
1,000 基程度整備します。

（１）クリーンエネルギー自動車導入事業

国 民間団体等

補助（定額）

購入者、設置
事業者等

補助（定額,2/3.1/2等）

燃料電池自動車プラグインハイブリッド自動車

電気自動車 ※補助対象例

（２）充電インフラ整備事業

（３）水素充てんインフラ整備事業

【小規模】 【中規模】 【大規模】

普通充電器
（スタンド型）

急速充電器

※補助対象例

普通充電器
（コンセント型）

※補助対象例
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(1)(2)については令和4年度予算案(155.0億円)も措置
(3)については令和4年度予算案（90.0億円）も措置
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主な支援施策（中小企業向け補助金）

■中小企業等事業再構築促進事業
コロナ前のビジネスモデルからの転換や新分野展開等を通じた事業再生の取組について、建物費、
設備投資費、販促費、研修費等を支援。
令和３年度補正では、グリーン分野での事業再構築を通じて高成長を目指す事業者への補助上
限引き上げなど追加。

■中小企業生産性革命推進事業より
①ものづくり補助金
二酸化炭素排出削減やデジタル化に資する革新的製品・サービスの開発費や生産プロセス等の改
善に必要な設備投資・システム投資等に対する支援。

②持続化補助金
人口減少や高齢化などによる地域の需要の変化に応じた小規模事業者の持続的な経営を推進
するため、商工会・商工会議所と一体となって経営計画を作成し、当該計画に基づいて行う販路
開拓等の取組を支援。

③IT導入補助金
バックオフィス業務の効率化等自社の課題やニーズに適したITツール（ソフトウェア、アプリ、サービス
等、要事前登録）の導入経費を補助。



中小企業等事業再構築促進事業
令和3年度補正予算案額 6,123億円

事業の内容 事業イメージ

条件（対象者、対象行為、補助率等）

中小企業庁 技術・経営革新課

補助対象経費

補助金額・補助率

主な補助対象要件

成果目標

⚫事業終了後3～5年で、付加価値額の年率平均3.0％(一部5.0%)以上
増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0％(一部
5.0％)以上の増加等を目指します。

事業目的・概要

⚫新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、中小企業等が、新分野展開や
業態転換などの事業再構築を通じて、コロナ前のビジネスモデルから転換す
る必要性は、依然として高い状況にあります。

⚫ こうしたことから、令和2年度3次補正予算で措置した中小企業等事業再
構築促進事業について、必要に応じて見直しや拡充を行いながら、中小企
業等の事業再構築を支援し、日本経済のさらなる構造転換を図ってきたと
ころです。

⚫本事業について、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事
業者への重点的支援を継続しつつ、売上高減少要件の緩和などを行い、
使い勝手を向上させます。

⚫特に、ガソリン車向け部品から電気自動車等向け部品製造への事業転換
のように、グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を
対象に、従来よりも補助上限額を引き上げ売上高減少要件を撤廃した新
たな申請類型を創設することで、ポストコロナ社会を見据えた未来社会を切
り拓くための取組を重点的に支援していきます。

① 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以
前と比較して10％以上減少していること

② 事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること
（補助額3,000万円超は金融機関も必須） 等

建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービ
ス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費（一部
の経費については上限等の制限あり）

（※1）補助下限額は100万円 （※2）従業員規模により異なる
（※3） 6,000万円超は1/2（中小のみ）、 4,000万円超は1/3（中堅のみ）

国
(独)中小企業
基盤整備機構

補助
（基金積増）

中小企業等

補助
(2/3等)

申請類型 補助上限額 (※1) 補助率

最低賃金枠
（最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保
が困難な特に業況の厳しい事業者に対する支援） 500万円、1,000万円、

1,500万円 (※2)

中小3/4、
中堅2/3回復・再生応援枠

（引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り
組む事業者に対する支援）

通常枠
（事業再構築に取り組む事業者に対する支援）

2,000万円、4,000万円、
6,000万円、8,000万円
(※2) 中小2/3、

中堅1/2
(※3)

大規模賃金引上枠
（多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上
げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向
上させる事業者に対する支援）

1億円

グリーン成長枠
（研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、
グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解
決に資する取組を行う事業者に対する支援）

中小1億円、中堅1.5億円
中小1/2、
中堅1/3
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事業再構築補助金 グリーン成長枠の創設

⚫ グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を対象に、補助上限
額を最大1.5億円まで引き上げた新たな申請類型を創設する。売上高10％減少要
件を課さない。

⚫ なお、これに伴い卒業枠・グローバルV字回復枠は廃止する。

グリーン成長枠の対象となる事業者

①事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること
（補助額3,000万円超は金融機関も必須）

②補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均5.0%以上増加又は
従業員一人当たり付加価値額の年率平均5.0%以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること
（※通常はそれぞれ年率平均3.0%以上増加）

③グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組として記載があるものに
該当し、2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて
行うこと

補助上限額・補助率

中小／中堅 補助金額 補助率

中小企業 100万円～1億円 1/2

中堅企業 100万円～1.5億円 1/3

※返還要件なし

第6回公募から
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ガソリン車向けのバッテリーボッ
クス（バッテリーの温度変化を
抑制）を製造する事業者。
低炭素社会への対応が求めら
れる中、EV用部品市場への参
入を検討。

電気自動車のセル電池間の熱伝導
を防止する、リチウムイオンバッテリー
の断熱材を新たに製造。
断熱性の向上により、従来製品より長
寿命化も可能となり、昨今の電気自
動車市場の拡大を受け、大量生産に
よる低価格化にも取り組む。

電気自動車向け部品ガソリン車向け部品

新分野
展開

補助経費の例：事業圧縮にかかる設備撤去の費用
技術開発のための新規設備導入にかかる費用 など

【第6回公募から】グリーン成長枠の取組イメージ（自動車産業） 自動車・
蓄電池
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中小企業生産性革命推進事業
令和3年度補正予算額 2,001億円

事業の内容 事業イメージ

【各補助事業の内容】
（１）ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）
中小企業等のグリーン、デジタルに資する革新的製品・サービスの開発又は生産プロセ
ス等の改善に必要な設備投資等を支援するとともに、赤字など業況が厳しい中で生産性
向上や賃上げ等に取り組む事業者を支援します。

（２）小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等に加え、賃上げや事業規模
の拡大（成長・分配強化枠）や創業や跡継ぎ候補者の新たな取組（新陳代謝枠）、イ
ンボイス発行事業者への転換（インボイス枠）といった環境変化に関する取組を支援します。
。

（３）サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金）
ITツール※補助額：～50万円（補助率：3/4）、50～350万円（補助率：2/３）
※会計ソフト、受発注システム、決済ソフト等

PC、タブレット等補助上限：10万円（補助率：1/2）、
レジ補助上限額：20万円（補助率：1/2）
インボイス制度への対応も見据え、クラウド利用料を２年分まとめて補助するなど、企業
間取引のデジタル化を強力に推進します。

（４）事業承継・引継ぎ支援事業（事業承継・引継ぎ補助金）
補助上限：150万円～600万円、補助率：1/2～2/3
事業承継・引継ぎ後の設備投資等の新たな取組や、事業引継ぎ時の専門家活用費
用等を支援します。また、事業承継・引継ぎに関連する廃業費用等についても支援します。

(1) 中小企業庁 技術・経営革新課
(2) 中小企業庁 小規模企業振興課
(3) 中小企業庁 経営支援課
(4) 中小企業庁 財務課

申請類型 補助上限額 補助率

通常枠

750万円、1,000万円、1,250万円 (※従業員
規模により異なる）

原則1/2 (※小規模事業
者・再生事業者は2/3)

回復型賃上げ・
雇用拡大枠

2/3
デジタル枠

グリーン枠 1,000万円、1,500万円、2,000万円 (※同上)

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
(独)中小企業
基盤整備機構

運営費
交付金

成果目標
⚫ ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業により、事業終了後４年以内
に、以下の達成を目指します。

・補助事業者全体の付加価値額が年率平均３％以上向上

・補助事業者全体の給与支給総額が年率平均1.5%以上向上

・付加価値額年率平均３％以上向上及び給与支給総額年率平均1.5％以
上向上の目標を達成している事業者割合65%以上

⚫小規模事業者持続的発展支援事業により、事業終了後1年で、販路開拓
につながった事業者の割合を80％とすることを目指します。

⚫ サービス等生産性向上IT導入支援事業により、事業終了後４年以内に、補
助事業者全体の労働生産性の年率平均3％以上向上を目指します。

⚫事業承継・引継ぎ支援事業により、令和４年度末までに約1,500者の中小
企業者等の円滑な事業承継・事業引継ぎを支援します。

中小
企業等

民間
団体等

定額
補助

補助
(2/3等)

事業目的・概要
⚫新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、生産性向上に取り組む中小
企業・小規模事業者を支援し、将来の成長を下支えします。

⚫ そのため、中小企業・小規模事業者の設備投資、IT導入、販路開拓を支援
する中小企業生産性革命推進事業について、現行の通常枠の一部見直しを
行うとともに、新たな特別枠を創設し、成長投資の加速化と事業環境変化へ
の対応を支援します。

⚫加えて、事業承継・引継ぎ補助金を新たに追加し、中小企業の生産性向上
や円滑な事業承継・引継ぎを一層強力に推進します。

申請類型 補助上限額 補助率

通常枠 50万円

2/3（※成長 分配強化枠の

一部の類型において、赤字事業
者は3/4）

成長・分配強化枠 200万円

新陳代謝枠 200万円

インボイス枠 100万円
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ものづくり補助金 グリーン枠の創設

⚫ 温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発や炭素生産性向
上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善等を行う事業者を対象に、
補助上限額と補助率に引き上げた新たな申請類型を創設。

グリーン枠の対象となる事業者

【基本要件】（前ページ参照）
＋

【追加要件】 （詳細な要件は検討中）
④３～５年の事業計画期間内に、事業場単位での炭素生産性を年率平均1％以上増加すること。
※労働生産性と炭素生産性向上のいずれも必要であり、生産プロセスやサービス提供方法の改善を伴わない設備更新（例：既存機械装
置をエネルギー効率の高い機械装置に入れ替えることのみを目的とした事業計画である場合等）は支援対象とはならない。

⑤これまでの温室効果ガス排出削減に向けた詳細な取組状況がわかる書面を提出すること。

補助上限額・補助率

従業員規模 補助上限金額 補助率

5人以下 1,000万円以内

2/3以内6人～20人 1,500万円以内

21人以上 2,000万円以内
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主な支援施策 (税制)

■中小企業等経営強化法に基づく税制等支援
・先端設備等導入計画に基づく設備投資
中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し市町村の認定を受けることにより、
固定資産税軽減(課税標準を３年間ゼロ～１／２)や金融支援など

・経営力向上計画に基づく設備投資等
中小企業者等が「経営力向上計画」を作成し国の認定を受けることにより、
税制支援（即時償却又は税額控除）、金融支援（日本政策金融公庫の融資等）など

■中小企業投資促進税制
機械装置等を導入した場合、特別償却または税額控除の適用

■中小企業向け賃上げ促進税制
給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から
税額控除。より大幅な賃上げや人的投資を行う企業については、大胆な税額控除を適用。

■カーボンニュートラルに向けた投資促進税制
産業競争力強化法の計画認定制度に基づき、①大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設
備、②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入に対して、最大10％
の税額控除又は50％の特別償却。
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中小企業等経営強化法に基づく税制等支援

中小企業施策利用ガイドブックより
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/2021/index.html 35



中小企業投資促進税制 中小企業向け賃上げ促進税制
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⚫ 「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者が、設備投
資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。

⚫ この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を
受けている場合に、中小企業者が認定を受けることが可能。認定を受けた場合は税制支援など
の支援措置を活用することができる。

中小企業等経営強化法（先端設備等導入計画）スキーム

【支援措置】
➢ 生産性を高めるための設備を取得した場合、固

定資産税の軽減措置により税制面から支援

（地方税法に基づき課税標準を３年間ゼロ～

１／２の間で市町村の定める割合に軽減）

➢ 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援

（信用保証）

事前確認
（必須）

認定経営革新等支援機関

例 ・商工会議所・商工会・中央会
・地域金融機関
・士業等の専門家 等

先端設備等導入計画

申請事業者
（中小企業者（詳細右図））

③申請 ④認定

経済産業大臣
（基本方針の策定）

市区町村
（導入促進基本計画の策定）

①協議 ②同意

○認定を受けられる「中小企業者」の規模
（中小企業等経営強化法第2条第１項）

業種分類

中小企業等経営強化法第2条第１項の定義

資本金の額又は

出資の総額

常時使用する

従業員の数

製造業その他 3億円以下 300人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

小売業 5千万円以下 50人以下

サービス業 5千万円以下 100人以下

政
令
指
定
業
種

ゴム製品製造業* 3億円以下 900人以下

ソフトウエア業又は

情報処理サービス業
3億円以下 300人以下

旅館業 5千万円以下 200人以下

*自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
（注）税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

〇先端設備等導入計画のスキーム

又は
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⚫ 中小企業経営強化税制は、中小企業の経営力向上のための取組を支援するため、中小企業
等経営強化法による認定を受けた経営力向上計画に基づく設備投資について、即時償却また
は税額控除（１０％※）のいずれかの適用を認める措置になります。

※資本金3,000万円超1億円以下の中小企業者等の税額控除率は7％。

概要

※事業の用に直接供される設備（生産等設備）が対象。例えば事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備等は対象外。

その他要件 生産等設備を構成するものであること※／国内への投資であること／中古資産・貸付資産でないこと 等

税制措置 即時償却 又は ７％税額控除（資本金３千万以下もしくは個人事業主は１０％）

類型 確認者 対象設備要件

生産性向上設備
（A類型）

収益力強化設備
（B類型）

デジタル化設備

（Ｃ類型）

経営資源集約化に
資する設備（D類型）

①経営強化法の認定
②生産性が旧モデル比年平均１％以上
改善する設備

①経営強化法の認定
②投資収益率が年平均５％以上の投資
計画に係る設備

①経営強化法の認定
②遠隔操作、可視化、自動制御化のいず
れかに該当する設備

①経営強化法の認定
②修正ROAまたは有形固定資産回転率
が一定割合以上の投資計画に係る設備

工業会等

経済産業局

経済産業局

経済産業局

◆機械・装置（１６０万円以上）

◆工具（３０万円以上）
※A類型の場合、測定工具又は検査工具に限る

◆器具備品（３０万円以上）

◆建物附属設備（６０万円以上）

◆ソフトウェア（７０万円以上）
※A類型の場合、設備の稼働状況等に係る
情報収集機能及び・分析・指示機能を有する
ものに限る

中小企業経営強化税制
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対
象

＜計画イメージ＞

【外部電力からの調達】

新規導入

【エネルギー管理設備】

一部再エネへ切替え

生産ライン①

生産設備

【生産工程】

生産ライン②

生産設備

生産ライン③

生産設備刷新

○事業所等の炭素生産性（付加価値額／エネルギー起源CO2  
排出量）を相当程度向上させる計画に必要となる設備（※）
※導入により事業所の炭素生産性が１％以上向上することが必要
※対象設備は、機械装置、器具備品、建物附属設備、構築物。

＜ 炭 素 生 産 性 の 相 当 程 度 の 向 上 と 措 置 内 容 ＞

３年以内に10％以上向上：税額控除10％又は特別償却50％
３年以内に ７％以上向上：税額控除５％又は特別償却50％

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制

○エネルギーの利用による環境への負荷の低減効果が大きく、
新たな需要の拡大に寄与することが見込まれる製品の生産
に専ら使用される設備
※対象設備は、機械装置。

＜措置内容＞

税額控除10％又は特別償却50％

＜製品イメージ＞

【化合物パワー半導体】 【燃料電池】

 2050年カーボンニュートラルの実現には、民間企業による脱炭素化投資の加速が不可⽋。
 産業競争力強化法の計画認定制度に基づき、①大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備、②生産
工程等の脱炭素化と付加価値向上を両⽴する設備の導入に対して、最大10％の税額控除又は 50％
の特別償却を新たに措置※する。

※措置対象となる投資額は、500億円まで。控除税額は、DX投資促進税制と合計で法⼈税額の20%まで。

制度概要 【適⽤期限：令和５年度末まで】

①大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備導入 ②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両⽴する設備導入
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３．東北経済産業局の取組について
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東北経済産業局 第5期 中期政策（2022年度～2024年度）

●復興の経験を活かし、日本中、世界中の「だれとでも」つながって、新たな価値を共創する地域（連携力）

●新たな情報技術を活用して、新たな経済活動を志向し、「どんなときも」挑戦し続ける地域（適応力）

●多様な関わりしろを提供し、「どこからでも」自分らしく関わり、活躍することができる地域（関係力）

●いち早くグリーン社会を実現し、「いつまでも」内発的に成長・発展し続ける地域（持続可能性）

東日本大震災以前からの構造的課題 地域経済社会を取り巻く環境の変化 東日本大震災からの復興

若者・女性の流出

新型コロナウィルス
の影響

デジタル化

カーボンニュートラル

新産業創出

イノベーション DX 持続可能性 人材
育成・確保

地域経済社会の変革（RX）の実現

重点戦略１

沿岸被災地域の復興完遂
福島復興の着実な推進

重点戦略２

東日本大震災を契機として
得た共創の経験

稼ぐ力の低迷

人口減少
働き手・需要
の減少

地方への関心 一部に復興の遅れ
復興過程で
得られた資産

風評払拭

１
０
年
後
の

あ
り
た
い

経
済
社
会
の
姿

現

状

認

識

３
年
間
の

重

点

戦

略

基
本

理
念

新型コロナウイルス感染拡大の下で進む
ダイナミックな変化

エネルギー 中小企業
牽引産業 価値共創
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東北経済産業局 第5期 中期政策 主要プロジェクト抜粋

カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現のため、多様
なステークホルダーと連携し、エネルギーの安定供給を
図りつつ、エネルギーと共生する地域づくりを進める。

企業のデジタル・DX化を推進するため、「TOHOKU 
DX大賞」等による優良事例の見える化や、ITツールの
導入・実証に向けた取組を支援する。

エネルギーDX

「DXセミナー」「DX塾」の実施 「TOHOKU DX大賞」の創設

イノベーション スタートアップ

次世代放射光施設等のイノベーションアセットとの連携
により、地域企業の技術の高度化、製品の高付加価
値化及びイノベーション創出を支援する。

次世代放射光施設

仙台スタートアップ・エコシステム推進協議会等と連携
し、 J-Startup・J-Startup TOHOKU等のベン
チャー企業に対して、シームレスな事業化支援を行う。

「J-Startup TOHOKU」の選定スタートアップイベントの実施スマートシティAiCT

「GET-UP Tohoku」の創設
地域新電力を核とし、自治体、関係団体、産業界等により構成されるネットワーク

地域新電力

ＤMO事業

地域ESCO事業

地域ＤＸ事業

再生可能エネルギー事業

地域の需要家
全国の需要家

まちづくり事業
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地域新電力等を核としたネットワーク

「GET-UP Tohoku」起き上がれ東北！
～グリーンエネルギーをまだ見ぬ情熱へ～ Ｇreen Ｅnergy Ｔo Ｕnseen Ｐassion

【産業界】

➢輸出を行っている企業

➢海外工場を持つ企業

➢グリーン調達に興味のある企業

➢地産地消を謳っている企業 など

【会員】

➢地域新電力

➢発電事業者

➢エネルギー政策に関心のある
自治体 など

地域新電力を核としたエネルギー関連事業者を軸に、それらの支援を行うサポーターズによって構成するネットワーク。

担当者とダイレクトに繋がることができる双方向のネットワークとして、産業界へのグリーン供給や地域
活性化に向けた取組の推進のため、地域新電力等をとりまく同業・異業種の緩やかな連携体を構築し、基盤強
化を行う。

【サポーターズ】 地域新電力

まちづくり事業

ＤMO事業

地域ESCO事業
地域ＤＸ事業

再生可能エネルギー事業

地域の需要家
全国のRE100対応需要家

事務局：東北経済産業局

➢地域新電力設⽴・運営支援機関

➢地方金融機関

➢地域開発関連会社

➢リース・金融会社

➢総合商社

➢シンクタンク、コンサルティング会社

など

【お問合せ・お申込み先】
東北経済産業局 資源エネルギー環境課
TEL：022-221-4927
Mail：thk-p3@meti.go.jp
HP ：https://www.tohoku.meti.go.jp/s shigen

ene/get-up tohoku.html

※サポーターズとは、本取組に賛同し、
会員からの問合せや相談に対応して
いただける事業者
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東北経済産業局 資源エネルギー環境課

電話番号：022-221-4927 

メールアドレス：thk-enekikaku@meti.go.jp
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