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⚫ カーボンニュートラルとは、「温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」こと。

– 「排出を全体としてゼロにする」とは、排出量から吸収量を差し引いた、合計がゼロと
なる（ため、いわゆるネットゼロ、実質ゼロと同じ）

– 「温室効果ガス」の対象は、ＣＯ２だけでなく、メタンなど全ての温室効果ガス。

（出所）GIO「日本の温室効果ガス排出量データ」より作成
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カーボンニュートラルとは



国際的な潮流

現在、120以上の国と地域が「2050年カーボンニュートラル」という目標を掲げ、大胆な投資をする動きが相次ぐなど、
気候変動問題への対応を“成長の機会”ととらえる国際的な潮流が加速。

(出典)資源エネルギー庁 4



カーボンニュートラルに係る国の主な動き

時期 主な動き 備考

２０１５年１２月

２０１６年５月

２０１８年７月

２０１８年１０月

COP２１においてパリ協定採択

地球温暖化対策計画【地球温暖化対策推進本部】

第５次エネルギー基本計画

IPCC１．５℃特別報告書

・２０２０年までに長期戦略を提出すること

・地球温暖化対策推進本部（２００５年内閣に設置）

・2050年にCNを実現するためには１．５℃

２０１９年６月

２０２０年１月

パリ協定長期成長戦略【UNFCCC事務局提出】

革新的環境イノベーション戦略公表【統合イノベーション戦

略推進会議】

・大阪G20のタイミングで２０５０年の長期戦略を提出。２
０５０年に８０％削減。

・長期的なCNを実現するには、イノベーションが必要不可欠。こ
の戦略がグリーン成長戦略へ。

２０２０年３月

２０２０年７月

日本NDC決定【地球温暖化対策推進本部】

グリーンイノベーション戦略推進会議【内閣府、経産、文科、
環境、国交、農水など】

・２０３０年：２６％削減（２０１３年比）

２０２０年１０月２６日 菅総理所信表明演説において、2050年 カーボン
ニュートラルの実現を目指す旨宣言

２０２０年１２月２５日
(改訂版２０２１年６月１８日)

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン 成長
戦略策定【経産省】

・重点14産業分野毎に現状と課題，取組方針を提示
・2050年発電量の約50～60％を再生可能エネルギー
とする参考値を提示

２０２１年４月２２日

２０２１年６月９日

⽶国主催気候サミットにおいて４６％削減を表明

地域脱炭素ロードマップ策定【環境省】

・2013年比46％削減、50％の高みに向けて挑戦

・2030年度までに，脱炭素を実現する先行地域100カ
所以上を創出

２０２１年６月１８日 経済財政運営と改革の基本方針2021

（骨太の方針）閣議決定

・「成長を生み出す４つの原動⼒の推進」の１つに「グリー
ン 社会の実現」が掲げられ、①グリーン成長戦略による⺠
間 投資・イノベーションの喚起、②脱炭素化に向けたエネ
ルギー・資源政策、③成長に資するカーボンプライシングの
活⽤が明記

２０２１年１０月２２日 第６次エネルギー基本計画

【経産省】

・日本の温室効果ガスの８５％はエネルギー由来⇒エネル

ギーと気候変動対策は直結している。

・電源構成に占める再エネ比率の拡大

（2019年18%→ 2030年36％～38％） 5



2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略について①
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2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略について②

「グリーン成長戦略」は、幅広い産業分野を対象。各分野における革新的イノベーション・社会実装がカギ

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/green_growth_strategy.html
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⚫九州は、2050年カーボンニュートラル達成のキーテクノロジーといわれる水素について、水素エネルギー
関連の先端設備を有する試験研究機関が数多く立地。また、洋上風⼒についても「潜在的な適地」が
多く存在するなど、カーボンニュートラルの達成に大きく貢献・先導できる可能性を秘めた地域。

⚫九州経済産業局では、こうしたポテンシャルを活かし、管内の自治体・関係機関等との連携・支援等を
通じて、環境エネルギー産業の振興及び新エネルギー（水素、洋上風⼒等）の産業化を推進。

【出所】資源エネルギー庁HP

2050年カーボンニュートラル実現に向けた九州のポテンシャル

9

九州における水素エネルギー分野を牽引する企業・研究機関 【参考】我が国における洋上風力のエリア別の導入イメージ

※2030年については、環境アセス手続中（2020年10月末時点・一部環境アセス手続きが完了した計画を
含む）の 案件を元に作成。
※2040年については、NEDO「着床式洋上ウィンドファーム開発支援事業（洋上風⼒発電の発電コストに関
する検討）報告書」における、LCOE（均等化発電原価）や、専門家によるレビュー、事業者の環境アセス状
況等を考慮し、協議会として作成。なお、本マップの作成にあたっては、浮体式のポテンシャルは考慮していない。

【出所】九州地域戦略会議「再生可能エネルギー産業化推進委員会」資料



企業／自治体の取り組み状況
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• CNをめぐる九州企業の動向として、⑴自社のCO２排出をゼロに近づけようという動き、⑵新たな技
術導入の動き、⑶グリーン成長戦略分野（水素、洋上風⼒）に係る動き等がある。

• 管内自治体においても、管内6県を含む74自治体がＣＯ２実質排出ゼロを表明した他、各種取
組が進行中。

九州企業の動向

(１)自社のCO２排出をゼロにする宣言、表明等 ※下線は中小企業

TOTO(株)、JR九州(株)、西日本鉄道(株)、(株)ピエトロ、(株)安川電機、
国分九州(株)、ソニーセミコンダクタソリューションズ(株)、九州電⼒(株)、第一
交通産業(株)、新日本製薬(株)、小平(株)、住友化学(株)、旭化成(株)、
(株)丸信、エコワークス(株)、霧島酒造(株)、肥後銀行

(２)新たな技術開発・導入の動き
・三菱マテリアル(株)：グループの工場から排出される二酸化炭素を⽤いた

CCU技術の開発を進め実証を行う。
・(株)東芝：大牟田市において、大規模バイオマス発電によるCCSの世界初

の実証実験をスタート。
・(株)大林組：大分県九重町において、地熱発電を利⽤したグリーン水素を

製造する実証プラントを建設し、出荷を開始。
・(株)バイオマスレジン熊本：令和4年3月から新工場で非食⽤⽶を原料にし

たバイオマスプラスチック「ライスレジン」の生産を開始。
・DAIZ(株)：令和5年までに熊本県内で代替肉の新工場を建設、稼働。

(３)グリーン成長戦略分野に係る動き（水素、洋上風力）
・水素：世界最先端の水素エネルギー関連設備を有する九州大学をはじめ

多くの研究機関や企業が集積（福岡）。
また、大分コンビナートの副生水素の利⽤や地熱を利⽤した水素
製造に産学官連携での取組が推進。（大分）

・洋上風⼒：海岸線や離島など地理的な条件に恵まれ、北九州や長崎など
海洋産業の推進に熱心な自治体が牽引する形で、洋上風⼒産業
のサプライチェーンを形成。

自治体の動向

(１)県で政策として取り組む動き
・福岡県：令和4年度、自動車部品メーカーの電動化分野への参入を支援す

る相談センターを開設。

・熊本県：「熊本県ゼロカーボンに向けた意見交換会」を県内企業及び金融
機関等をメンバーとして設置。 また、令和3年8月、九州電⼒
(株)と連携協定を締結（企業版ふるさと納税制度（人材派遣
型）の活⽤）。

・鹿児島県：令和３年８月、学識経験者や関係団体、県内企業の代表者
等で構成する「2050年鹿児島ゼロカーボン推進委員会」を設置。
今後の施策展開や「鹿児島県地球温暖化対策実行計画」の
見直しの検討を行う。

(２)基礎自治体で地産地消エネルギー等に取組む動き
・佐賀市：清掃工場から二酸化炭素を分離回収して、⺠間企業へ提供し、

施設園芸や藻類培養に活⽤。

・唐津市：再生可能エネルギーを導入し、常時では浄水センターの電⼒として
活⽤し、非常時（有事）においては重要拠点となる施設に電⼒
を供給できる仕組みを構築。

・熊本市：熊本市も出資した 「地域エネルギー会社」を設立。
エネルギーの地産地消化に取り組む。



自治体／企業の取り組み状況（連携事例）
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• 壱岐市は、Ｈ30年「2030年に向けた低炭素・水素社会の実現ビジョン」を策定し、水素を活⽤し
た再エネ導入拡大を図っている。

• 九州経済産業局の「エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金」を活⽤し、陸上養
殖場のRE水素実⽤化実証システムを導入。

自治体と企業の連携事例 壱岐市 × 地元養殖事業者

（資料出典）日本で最初の気候非常事態宣言（長崎県壱岐市）

水素を活用した再エネ導入拡大

再エネ設備と水素蓄電・発電システムを設置し、システムの有効性や
安全性、経済面での持続可能性等を検証。

再エネ水素でフグの陸上養殖

東京大学先端科学技術研究
センターと壱岐市が連携して、
地元で養殖事業も手掛けるな
かはらグループが運営するフグの
陸上養殖場で、太陽光と水素
貯蔵を活⽤したエネルギーマネ
ジメント実証を実施。



糸島市地域再エネ導入に関する調査・検討業務 ロードマップ素案（概要版）
よかまちみらいプロジェクト リリース第１０号
http://www.seed-holdings.co.jp/ymp/pdf/release210630.pdf

昭和バスグループを中心とした
「よかまちみらいプロジェクトコ
ンソーシアム※」による超小型
電気自動車（EV）のカーシェ
アサービス実証実験

※よかまちみらいプロジェクトコンソーシアム
主体企業43社（うち金融機関8社）、
行政・大学14団体等が参画

糸島市 × 昭和バスグループ、トヨタ、エネルギー企業 他

グリーン＆スマートシティの実現

• 糸島市では、エネルギー課題と他の地域課題・社会課題を同時解決するような施策に率先して取り
組んでいる。

• 九州経済産業局の「エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金」を活⽤し、公共施設
への太陽光発電設備導入や地中熱活⽤に向けた実施設計を行っている。

自治体と企業の連携事例
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自治体／企業の取り組み状況（連携事例）

http://www.seed-holdings.co.jp/ymp/pdf/release210630.pdf


⚫ 九州は、過去の公害克服の経験や造船技術等を通じて培った環境関連技術やアジアとの近接性な
どを活かし、多様な主体の参画やプロジェクト等を通じて、アジアにおける環境エネルギー産業を先導。

⚫ 九州経済産業局では、九州環境エネルギー産業推進機構（KｰRIP）をはじめとした関係機関と連
携し、2050年カーボンニュートラル実現に向けた普及啓発やプロジェクト組成等を展開。

2050年カーボンニュートラル実現に向けた九州のポテンシャル
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会長
清本鐵工（株）
代表取締役社長
清本 邦夫

企画部会(17名)

会員

Ｋ－ＲＩＰ
戦略会議

顧問
・(株)麻生
代表取締役会長
麻生 泰
・NPO法人環境創造
研究機構 理事
花嶋 正孝
・九州経済産業局長
後藤 雄三

K-RIP事務局
※（一財）九州ｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰが運営

監事（2名）

理事（26名）

副会長（4名）

概要

◆設立：平成１１年（１９９９年）１１月
◆目的：環境・ﾘｻｲｸﾙ産業、再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ関連産業に携わる産

学官の横断的組織として、九州地域に蓄積された関連技
術やノウハウを活かし、新事業等の創出を行うことで、九州
地域を世界に通⽤する競争⼒を有した環境エネルギー産業
の先導的地域とする。

【令和２年度】 会員数：約300会員（企業190社）
産業廃棄物処理・リサイクル ：25％
再生可能エネルギー、省エネルギー ：24％
環境関連素材 ：14％
廃棄物処理、リサイクル装置 ： 6％
その他 ：31％

＜産＞㈱ワイビーエム、九州電⼒㈱、協和機電工業㈱、西部ガス㈱
㈱安川電機

＜学＞九州大学、九州工業大学、佐賀大学、長崎大学、熊本大学
＜官＞九州７県、３政令指定都市他 ／等

組織体制

会員

九州環境エネルギー産業推進機構（K-RIP）
～九州を世界に通用する競争力を有した環境エネルギー産業の先導的地域へ～
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（出所）Apple 「Environmental Progress Report 2019」を基に経済産業省作成

• 2020年7月、2030年までにサプライチェーンも含めたカーボンニュート
ラルを目指すと発表し、サプライヤーがApple製品の製造時に使⽤する電
⼒についても2030年までに再生可能エネルギー100%を目指す、との
目標を掲げた。

• この要求に応じると宣言したサプライヤーは2020年7月時点で計71社。
このうち国内企業は、半導体関連製品を供給するイビデン（株）や、液
晶画面のシートを製造する恵和（株）など、計8社。

【Apple製品の製造から廃棄・リサイクルに至るライフサイクル全体でのCO2排出量】

CO2排出量見込み

回収・貯留を除いたCO2実質排出量

（出所）BASF 「Product Carbon Footprint」を基に経済産業省作成

• 2020年7月、製品の原材料調達から出荷までの温室効果ガス排 出
量（カーボンフットプリント）を算出し、顧客への提供を開始する と発
表。

• 2021年末までには、全製品について、カーボンフットプリントのデータ
を提供できるようにする予定。

• BASF社の製品を⽤いて最終製品を製造するメーカーにとっては、こ
れらのデータを⽤いることで、自社製品のカーボンフットプリントを算出
することが容易となる。

原材料の調達時に
生じる排出量

製造工程で発
生する排出量

顧客へのカー
ボンフットプリ
ント提供
（全製品約
45,000点）製造工程で⽤

いる電⼒の発
電時に生じる
排出量

BASF社製品の
カーボンフットプリン
トの算出、データ化

米・Apple：2030年までにサプライチェーン脱炭素化

海外企業の動き（サプライチェーンの脱炭素化）

⚫ 製造業においても、サプライチェーン全体でのカーボンニュートラルを目指して取り組むグローバル大
企業が現れ始めている。

⚫ デジタルを活⽤し、サプライチェーン上のCO2排出量を可視化するサービスも活発に。

独・BASF：全製品のカーボンフットプリントを提供
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経営者にとってCNに取組む必要性

• CNは大企業だけの問題ではなく、米アップル社等、サプライチェーン全体に脱炭素を求める動きが
世界的に加速しており、日本国内でも脱炭素ドミノが起こり始めている。この動きが地域中小企業
に到達する前に先んじてCNを意識した経営に転換することが重要（ピンチをチャンスへ転換）。

• 将来的な炭素税導入の議論も始まり、現段階での対応が将来の利益にも直結する可能性あり。

16

地域中小企業Tier2

株主

脱炭素に係るサプライチェーンを含む多方面からの取組や情報開示の恐れ（イメージ）

金融機関

Tier1発注元

（開示項目イメージ）
・電⼒のうちの再エネ比率
・脱炭素に係る社内の取組
・経営層のコミットメント 等

経済産業省「世界全体でのカーボンニュートラル実現のための経済的手法等のあり方に関する研究会」資料より抜粋



１．CNに係る国の主な動き

２．九州地域の現状、主な動き

３．経営者にとってCNに取り組む必要性

４．各種支援施策

目次
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自社の課題を確認する（カーボンニュートラル実現に向けたチェックシート）

・(独)中小企業基盤整備機構では、CNに関し「何から取り組んだらいいか分からない」企業様向けに、「カーボン
ニュートラル実現に向けたチェックシート」を公開しています。

・解説には取り組み方法や詳細ページのリンクがまとめられていますので、自社経営にCNを取り入れるため、①現状把
握、②当面の取組の確認、③計画策定 等の一助として頂ければ幸いです。

18

チェックシートは以下のホームページからダウンロード可能です。
https://j-net21.smrj.go.jp/special/chusho sdgs/carbonneutral/checksheet.html

チェック項目一覧
・エネルギーの種類別に毎月使⽤量を整理していますか
・事業所のCO2の排出量（年間）を把握していますか
・事業所の電気、燃料の使⽤量を⽤途別に把握していますか
・省エネルギー対策の検討・外部診断を受診したことがありますか
・省エネルギー・カーボンニュートラルを目的とした設備投資に、補助金
が活⽤できることを知っていますか
・中小企業のカーボンニュートラルへの取組事例を知っていますか
・カーボンニュートラル実現に向けた政府の取り組みを知っていますか
・自社で太陽光など再生可能エネルギーでの発電を検討しましたか
・再生可能エネルギーで発電した電気を購入することを検討しました
か
・バイオマス燃料等を使⽤することで、CO2を削減ができることを知って
いますか
・再生可能エネルギー発電（自家使⽤）や再生可能エネルギー電
気の購入ができない場合、あるいはそれだけでは不足する場合、再
生可能エネルギーの環境価値を購入できることを知っていますか

https://j-net21.smrj.go.jp/special/chusho_sdgs/carbonneutral/checksheet.html
https://j-net21.smrj.go.jp/special/chusho_sdgs/carbonneutral/checksheet.html


(費⽤)
●専門家1人で診断するメニュー 9,200円／10,120円(税込)
●専門家2人で診断するメニュー 14,000円／15,400円(税込)

◆中小企業者
◆年間エネルギー使⽤量が1,500kl未満の事業所が対象

省エネお助け隊によるサポート

（対象）

19

・中小企業者等を対象に、省エネお助け隊によるサポートを実施（相談は無料）。



（一財）省エネルギーセンターが実施する省エネ最適化診断

・中小企業者等を対象に、省エネ最適化診断を実施。

(対象)
◆中小企業者
◆年間エネルギー使⽤量が100kl以上1,500kl未満の工場・ビル等

(100kl未満でも、低圧電⼒・高圧電⼒・特別高圧電⼒で受電している場合は可)
(費⽤)
●専門家1人で診断するメニュー 9,500円／10,450円(税込)
●専門家2人で診断するメニュー 15,000円／16,500円(税込)

20



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。

省エネ設備導入時に活用できる補助金
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研究開発に活用できる支援策①

①洋上風力発電の低コスト化：浮体式洋上風⼒発電の低コスト化等に向けた要素技術（風車部品、浮体、ケーブル等）を開発し、一体設計・
運⽤を実証。

②次世代型太陽電池の開発：ペロブスカイトをはじめとした、壁面等に設置可能な次世代型太陽電池の低コスト化等に向けた開発・実証。

③大規模水素サプライチェーンの構築：水素の供給能⼒拡大・低コスト化に向けた製造・輸送・貯蔵・発電等に関わる技術を開発・実証。

④再エネ等由来の電力を活用した水電解による水素製造：水素を製造する水電解装置の低コスト化等に向けた開発・実証。

⑤製鉄プロセスにおける水素活用：石炭ではなく水素によって鉄を製造する技術（水素還元製鉄技術）の開発・実証。

⑥燃料アンモニアサプライチェーンの構築：アンモニアの供給能⼒拡大・低コスト化に向けた製造・輸送・貯蔵・発電等に関わる技術を開発・実証。

⑦CO2等を用いたプラスチック原料製造技術開発：CO2や廃プラスチック、廃ゴム等からプラスチック原料を製造する技術を開発。

⑧CO2等を用いた燃料製造技術開発：自動車燃料・ジェット燃料・家庭・工業⽤ガス等向けの燃料をCO2等を⽤いて製造する技術を開発。

⑨CO2を用いたコンクリート等製造技術開発：CO2を吸収して製造されるコンクリートの低コスト化・耐久性向上等に向けた開発。

⑩CO2の分離・回収等技術開発：CO2の排出規模・濃度に合わせ、CO2を分離・回収する様々な技術方式を比較検討しつつ開発。

⑪廃棄物処理のCO2削減技術開発：焼却施設からCO2を回収しやすくするための燃焼制御技術等の開発。

⑫次世代蓄電池・次世代モータの開発：電気自動車やドローン、農業機械等に必要な蓄電池やモーターの部素材・生産プロセス・リサイクル技術
等を開発。

⑬自動車電動化に伴うサプライチェーン変革技術の開発・実証：軽自動車・商⽤車の電動化、サプライヤの事業転換等に向けた開発・実証。

⑭スマートモビリティ社会の構築：旅客・物流における電動車の利⽤促進に向けた自動走行・デジタル技術等の開発・実証。

⑮次世代デジタルインフラの構築：データセンタやパワー半導体の省エネ化等に向けた技術を開発。

⑯次世代航空機の開発：水素航空機・航空機電動化に必要となるエンジン・燃料タンク・燃料供給システム等の要素技術を開発。

⑰次世代船舶の開発：水素燃料船・アンモニア燃料船等に必要となるエンジン・燃料タンク・燃料供給システム等の要素技術を開発。

⑱食料・農林水産業のCO2削減・吸収技術の開発：農林水産部門において市場性が見込まれるCO2削減・吸収技術を開発。

WG1
グリーン電力の
普及促進分野

WG2
エネルギー

構造転換分野

WG3
産業

構造転換分野
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成長型中小企業等研究開発支援事業
令和4年度予算案額 104.9億円（109.0億円）

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
中小企業者
大学、公設試
民間団体等

委託
補助(原則2/3以内)

事業イメージ

事業目的・概要

成果目標
⚫事業終了時点で以下の達成を目指します。

・個々のプロジェクトの研究開発達成度50%超

⚫事業終了後５年時点で以下の達成を目指します。

・事業化を達成するプロジェクトが50％超
・補助事業者全体の付加価値額が15％以上向上 等

• ものづくり基盤技術の高度化及びサービスモデルの高度化を図ること
並びに当該技術等を⽤いて中小企業等が下請け構造を脱却し、成
長を遂げることを目的として、中小企業等が、大学・公設試等と連携
して行う、研究開発、その成果の販路開拓に係る取組等に対して、
最大３年間の支援を実施します。

• 令和4年度からは、大学・公設試等に対し、研究開発や事業化の進
捗状況等に応じて段階的な補助率を適⽤するインセンティブ設計を
付加します。

• また、採択された事業者を対象としてハンズオン支援や展示会を開催
することにより、研究開発成果の事業化及び販路拡大を支援します。

事業イメージ

⚫我が国製造業の国際競争⼒強化及び地域経済を支えるサー
ビス業における競争⼒強化を図るためには、中小企業における
ものづくり基盤技術及びサービスモデルの高度化を図ることが重
要です。

⚫また、経済成長の源泉である研究開発を通じ、持続的に中小
企業が成長していくためには、補助金等の直接的な支援による
イノベーション創出を図ることのみならず、自立的に中小企業に
おける研究開発が進むためのエコシステムを形成することが極め
て重要です。

⚫このため、いわゆるサポイン事業及びサビサポ事業を発展させ、
中小企業等が産学官連携で行う高度なものづくり基盤技術
及びサービスモデルの研究開発等を支援します。特に、⺠間ファ
ンド等からの出資を受けるものについては、重点的に支援します。

✓補助上限額：4,500万円（３年間の総額で9,750万円）

✓補助率：原則2/3以内 ※課税所得15億円以上の中小企業等は1/2以内

中小企業者
大学・公設試等

事業管理機関

協⼒者

大学・公設試等

共同体
国

中小企業者

中小企業庁 技術・経営革新課

【ファンド枠（新設）】
研究開発に取り組む中小企業等が自立的に取組を拡大することができ
るエコシステム形成を目的として、⺠間ファンド等から出資を受ける予定
がある研究開発等について重点的に支援を実施します。
✓補助上限額：１億円（３年間の総額で３億円）

✓補助率：原則2/3以内 ※課税所得15億円以上の中小企業等は1/2以内

研究開発に活用できる支援施策②
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制度概要

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

対
象

○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】

○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％

＜計画イメージ＞

【外部電力からの調達】 【エネルギー管理設備】

新規導入
一部再エネへ切替え

【生産工程】

生産ライン① 生産ライン② 生産ライン③

生産設備 生産設備 生産設備刷新

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制

 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、後述のDX投資促進税制と合計で法人税額の20%まで。

【適⽤期限：令和５年度末まで】
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カーボンニュートラル投資促進税制の認定事例（令和３年10月29日認定）

１．事業適応計画の実施期間
２０２１年１１月～２０２４年５月

２．生産性向上目標
炭素生産性を２５．１％向上させる。

３．前向きな取組の内容
工場及び事務所の屋上への太陽光パネルの増設、工場
の機械室内への蓄電池の設置、及び製造工程の見直し
により格段にエネルギー効率に優れた機械装置（スプレー
ドライヤー機）の導入を行い、炭素生産性を２５．１％
向上させる。

４．支援措置
税制措置（カーボンニュートラルに向けた投資促進税制）

＜取組の内容のイメージ＞＜事業適応計画の概要＞

太陽光パネル 蓄電池 スプレードライヤー

既存の機械装置

再生可能エネルギーの活用 生産工程の脱炭素化

1 2 3

+25.1%

炭素生産性

導入

切り替え
余剰電力

株式会社アミノアップの事業適応計画のポイント

• 当社は、機能性原料や植物活⼒資材の製造にあたり、工場及び事務所の屋上への太陽光パネルの増設、工場の機械室
内への蓄電池の設置、及び製造工程の見直しにより格段にエネルギー効率に優れた機械装置（スプレードライヤー機）の
導入を行います。

• これにより、製品の製造時に排出されるCO2を減少させていくことで、付加価値の創出と環境への負担低減を図ります。

2021年10月29日



事業再構築補助金

⚫ コロナ禍により中小企業等の事業環境が大きく変化するなか、これをビジネスチャンス等と捉え、積
極的に事業の業態転換に取り組みたいという企業が一定数存在。

⚫ こうしたポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い
切った取組を支援することが必要。

【出所】株式会社帝国データバンク
「新型コロナウイルス感染症に対する企業の意識調査（2020年12月）」

事業の再構築の実施有無 支援イメージ

航空機部品製造
➡ロボット関連部品・医療機
器部品製造の事業を新規に
立上げ。

製造業

ヨガ教室
➡室内での密を回避するた
め、新たにオンライン形式で
のヨガ教室の運営を開始。

サービス業

喫茶店経営
➡飲食スペースを縮小し、新
たにコーヒー豆や焼き菓子の
テイクアウト販売を実施。

飲食業

ガソリン販売
➡新規にフィットネスジムの
運営を開始。地域の健康増
進ニーズに対応。

小売業

画像処理サービス
➡映像編集向けの画像処理
技術を活⽤し、新たに医療
向けの診断サービスを開始。

情報処理業

タクシー事業
➡新たに一般貨物自動車運
送事業の許可を取得し、食
料等の宅配サービスを開始。

運輸業

26
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中小企業等事業再構築促進事業
（事業再構築補助金「グリーン成長枠」）

※R3補正予算案計上事業

グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を
目指す事業者を支援。

１．グリーン枠の対象となる事業者
次の要件を全て満たす3～5年の事業計画を策定している

こと。
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

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

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

２．補助上限等

取組イメージ

補助上限金額 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

自動車整備工場において、電気自動車に
対応するため、電気系統設備の整備機械
を導入するとともに、専門家を招いて
OJTを行うことで、整備士のスキルアッ
プを実施していく。

航空機分野において、機体・エンジンの
効率化が求められていることを踏まえ、
新たに航空機エンジン部品として高温に
耐えうる部材を開発するために、機械設
備を導入して技術開発を実施していく。

※売上高減少要件は課さない

※返還要件なし

設備投資に活用できる支援施策①
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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「グリーン枠」）

※R3補正予算案計上事業

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支援。

１．グリーン枠の対象となる事業者
次の要件を全て満たす３～５年の事業計画を策定してい

ること。
①事業者全体の付加価値額を年率平均３％以上増加する
こと。

②給与支給総額 を 年率平均1.5％以上増加すること。
③事業場内最低賃金 (事業場内で最も低い賃金)を地域別
最低賃金＋30円以上 の水準にすること。

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。

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。

２．補助上限等

取組イメージ

製紙業界の目標にも掲げられている
輸送効率が高い軽量紙・軽量段ボールを
開発し、貨物輸送で生じるCO2の削減に
貢献するための設備投資を行う。

冷蔵ショーケースをスマートシェルフ化する
設備投資を行い、
・冷蔵温度の自動最適化によってCO2削減
・在庫管理の効率化によって労働生産性改善
を実現する。

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

設備投資に活用できる支援施策②



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 令和4年度予算案額 90.0億円（110.0億円）
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

⚫水素を燃料とする次世代自動車である燃料電池自動車（FCV）は、

国内外の自動車メーカーによって、開発競争が進められ、日本では、平

成26年12月に世界に先駆けて量産車の販売が開始されました。

⚫本事業では、世界に先駆けたFCVの自立的な普及を目指すため、水

素ステーションの整備費⽤の一部を補助※１することで、水素ステーション

の整備を加速させます。比較的大きな水素需要が見込まれる四大都

市圏を中心とした地域や都市間等を繋ぐ地域に加え、未整備地域につ

いても、地方自治体等との連携を進めつつ、小型の水素ステーションなど、

戦略的な整備を図ります。さらに、従来の乗⽤車向けに加え、今後普

及が見込まれるFCトラック向けの大規模な水素ステーションや、既設ス

テーションの拡張等の整備費⽤の一部へも補助をします。

⚫ また、FCVの普及拡大や新規事業者の水素供給ビジネスへの参入促

進を図るため、水素ステーションを活⽤した普及啓発活動やFCVユー

ザーの情報の収集・共有等、FCVの需要を喚起するための活動に必要

な費⽤の一部を補助※２します。

成果目標

⚫本事業を通じて、四大都市圏等を中心とした地域において令和７年度

までに累計320箇所の水素ステーションの確保を目指します。

• ⺠間企業等の取組とも連携しつつ、四大都市圏等を結
ぶ幹線沿いを中心に水素ステーションを整備。

• 将来の自立化を念頭に、供給能⼒別に水素ステーション
の整備を補助。未整備地域へも戦略的に整備。

民間企業等 民間企業等

補助（2/3,1/2以内）

国

補助

※1 1/2～2/3以内（上限有り）
※2 2/3以内（上限有り）

［水素ステーションの整備状況（整備中含む）計169箇所］
・関東圏 ： 62箇所 ・中京圏 ： 52箇所
・関西圏 ： 23箇所 ・九州圏 ： 20箇所
・その他 ： 12箇所 ※令和３年11月末時点
（幹線沿等）

（１）四大都市圏等を接続

（２）需要等に応じた異なる仕様のSTを整備

※上記囲み部分は水素
ステーション未整備地
域のイメージを示す

小規模
水素ステーション

中規模
水素ステーション

大規模
水素ステーション

インフラ整備支援策
（１）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

（２）資源エネルギー庁 資源・燃料部
石油流通課（SS事業者窓口）
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クリーンエネルギー自動車導入促進等補助金
令和4年度予算案額 155.0億円（155.0億円）

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

⚫我が国のCO2排出量の約2割を占めている運輸部門のCO2削減の
ため、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。
加えて、安全性を向上させる高度な機能や、災害に非常⽤電源とし
ても活⽤できる機能を有した車両もあり、クリーンエネルギー自動車の
普及は、社会全体のレジリエンス等向上にも重要です。

⚫また、こうした自動車の電動化等の鍵となる蓄電池について、安定・
強靱なサプライチェーンを構築することが不可欠です。

⚫本事業では、(1)初期需要の創出・量産効果による価格低減のため、
クリーンエネルギー自動車の購入費⽤の一部、(2)車載⽤をはじめと
した国内の蓄電池のサプライチェーン強靱化のため、建物・設備への
投資及び生産技術等に関する研究開発費⽤の一部、を補助します。

成果目標

⚫令和3年度から令和7年度までの5年間の事業であり、「グリーン成長
戦略」等における、2035年までに新車販売に占める乗⽤車を電動
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。

（１）クリーンエネルギー自動車導入事業

（２）蓄電池の先端生産技術導入・開発促進事業

• 先端的な蓄電池・材料の生産技術、リサイクル技術を⽤い

た大規模製造拠点を国内に立地する事業者に対し、その

ために必要となる建物・設備への投資及びこうした生産技

術等に関する研究開発に要する費⽤を補助します。

国 民間団体等

補助（定額）

購入者等

補助（定額,2/3,1/2等）

（1）

国 基金設置法人 民間企業等

補助（1/2,1/3等）

（2）

補助（定額）

クリーンディーゼル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

燃料電池自動車

インフラ整備支援策
(1)製造産業局 自動車課
(2)製造産業局 自動車課、素材産業課

金属課
商務情報政策局 電池産業室
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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⺠間事業者等に対し、
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⺠間事業者等に対し、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

地域におけるエネルギーの地産地消に活用できる支援策
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地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業
令和4年度予算案額 6.5億円（5.6億円）

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

地域経済産業グル プ
地域産業基盤整備課
地域経済活性化戦略室
商務・サービスグループ
クールジャパン政策課

事業目的・概要

⚫ 地域・社会課題が多様化・複雑化する中、地方公共団体による課題対応が困

難になっており、地域で持続的に課題解決を行うためには、ビジネスモデル創出が

必要です。このため、地域内外の中小企業等※が、地方公共団体等の地域内

の関係主体と連携しつつ、地域・社会課題解決と収益性との両立を目指す取

組（地域と企業の持続的共生）を支援します。また、コロナ禍で若者を中心に

地方生活の関心が高まっている中、若者人材に訴求できる仕事やキャリアを地

域ぐるみで提供する取組を支援します。

⚫ また、地域で持続的に課題解決を行うためには、地方公共団体からの地域課

題の提示や地域内外の関係主体の連携体制の構築が重要です。このため地

方公共団体の課題のオープン化や企業とのマッチング等を行います。

※中小企業等：創業者、中小企業、地域未来牽引企業、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等

成果目標

⚫ 本事業を通して、地域・社会課題をビジネス目線で解決するサービスモデルの

構築、収益性や地域課題解決の効果の検証とその自立化・展開を目指し、

課題解決事業の定着率を令和６年度に60％にすること等を目指します。

国

（１）補助（定額）

民間事業者等

（１）補助（２/３、１/２以内）

民間事業者等
（プロジェクト実証
事業者等）

（２）委託

• ベンチャー・中小企業等が、自らもしくは複数社で連携し、 複数地域（5
地域以上）で抽出して束ねられた課題解決・付加価値向上に資する取
組に必要な経費の一部を支援します。その際、自治体との連携や将来の
自走可能性が確保された案件を重点的に支援します。また他の企業との
連携等により更なる広域展開を行う場合は、支援を拡充します。
【補助率：２/３以内、補助対象者：中小企業等】

• 地域の共通課題である若者人材の流出防止・流入促進のため、⺠間事
業者等が複数の地域企業を束ね、業界団体、経営支援機関、自治体等
とも連携し、地域ぐるみで若者人材に向けた仕事やキャリアステップを作り、
求人・採⽤、人材育成、キャリア支援等を行う総合的な取組を支援します。
【補助率：１/２以内、補助対象者：⺠間事業者等】

• 地方公共団体が解決を目指す地域・社会課題のオープン化を促すための
地方公共団体向けのセミナーを実施するとともに、一緒に解決を目指す創
業者、ベンチャー企業やデザイナー等とのマッチング機会等を作ります。これら
を通じて、地域・社会課題の発掘と横展開可能な模範となるビジネスプラン
を創出し、（１）の取組等に繋げていきます。

（１）広域的課題解決、若者人材確保プロジェクト実証

（２）地域・社会課題の発掘

イメージ例
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J-クレジット制度について（中小企業等の排出量削減を見える化）

・J-クレジット制度とは、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの利⽤によるCO₂等の排出削減量や、適切な森
林管理によるCO₂等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度

・認証されたクレジットは、売買することができ、さまざまな⽤途に活⽤可能。今後、地域中小企業によってサプライ
チェーンからの要望に対応するため等の活用が望まれる。
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① 省エネルギー対策の実施によるランニング
コストの低減効果

② クレジット売却益

③ 地球温暖化対策への積極的な取組に対
するＰＲ効果

④ Ｊ－クレジット制度に関わる企業や自治
体との関係強化

① 低炭素社会実行計画の目標達成

② カーボン・オフセット、CSR活動（環境・地
域貢献）等

③ 温対法の調整後温室効果ガス排出量の
報告

④ CDP質問書等への活⽤

⑤ ASSET事業の削減目標達成への利⽤

⑥ 省エネ法の共同省エネルギー事業の報告

クレジット活用者
プロジェクト実施者
（クレジット創出者）

【参考】Ｊ－クレジット制度参加者のメリット
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ご清聴ありがとうございました

本説明に関してご不明な点がございましたら、

九州経済産業局 資源エネルギー環境課
（092-482-5513）までご相談ください。
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