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佐久地域振興局 商工観光課 〒385-8533 佐久市跡部65-1 0267-63-3157
上田地域振興局 商工観光課 〒386-8555 上田市材木町一丁目２番６号 0268-25-7140
諏訪地域振興局 商工観光課 〒392-8601 諏訪市上川一丁目1644番10号 0266-53-6000
上伊那地域振興局 商工観光課 〒396-8666 伊那市荒井3497 0265-76-6829
南信州地域振興局 商工観光課 〒395-0034 飯田市追手町二丁目678番 0265-53-0431
木曽地域振興局 商工観光課 〒397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1 0264-25-2228
松本地域振興局 商工観光課 〒390-0852 松本市大字島立1020 0263-40-1932
北アルプス地域振興局 商工観光課 〒398-8602 大町市大字大町1058-2 0261-23-6523
長野地域振興局 商工観光課 〒380-0836 長野市大字南長野南県町686の１ 026-234-9527
北信地域振興局 商工観光課 〒383-8515 中野市大字壁田955 0269-23-0219

お問合せ（経営・事業に関する相談窓口）

長野県 産業・雇用総合サポートセンター

（中小企業原油・原材料価格高騰相談窓口／ 中小企業金融相談窓口） ※ いずれも午前8時30分～午後5時15分（土日・祝日除く）用 語 解 説

LCA
Life Cycle Assessment（ライフ サイクル アセスメント）の略。製品やサービスごとのライフサイクル（資源採取→原料生産→製品生産
→流通・消費→廃棄・リサイクル）全体の環境負荷を数値化し、定量的に評価する手法。

ＥＭＳ
Energy Management System（エネルギーマネジメントシステム）の略。エネルギーの使用状況を「見える化」し、一元的に把握・管理、
制御を行うことで、エネルギー使用量の最小化（削減）を図る仕組み。

ZEB
Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の略。建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目
指した建築物のこと。（省エネ+創エネで０％以下まで削減）

Nearly ZEB
ZEBに限りなく近い建築物として、ZEB Readyの要件を満たしつつ、再生可能エネルギーにより年間の一次エネルギー消費量をゼロ
に近付けた建築物。（省エネ+創エネで25％以下まで削減）

ZEB Ready ZEBを見据えた先進建築物として、外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備えた建築物（省エネで50％以上削減）
ZEB Oriented 事務所等、学校等、工場等は40%以上、ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等は30%以上削減
RE100宣言 使用電力を100％再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的なイニシアティブ（電力消費量が日本企業は50GWh以上）
RE Action宣言 遅くとも2050年迄に使用電力を100％再生可能エネルギーに転換する目標を設定し、行動を示す

【用語の解説】

長野県産業労働部（2022年７月15日現在）

グリーンリカバリーの実現に向けた
中小企業等のCO2削減比例型設
備導入支援事業

省CO2型設備等の導入に対して、以下の(A)(B)のうちいずれか低い額を補助
補助上限：5,000万円

（A）年間CO2削減量×法定耐用年数×5,000円/tCO2
*（円）

* 中小企業、省CO2型換気を導入する企業、グリーン冷媒使用設備を導入する企業は、
7,700円/CO2

（B）総事業費の1/2（円）

新築・既存建築物のZEB（ネット・ゼ
ロ・エネルギー・ビル）化支援事業

①レジリエンス強化型の建築物ZEB化実証事業
②建築物のZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業

既存建築物における省CO2改修支
援事業

延べ面積
補助率等

① ②

新築
2,000m2未満

『ZEB』2/３、Nearly ZEB 3/5、
ZEB Ready 1/2

『ZEB』3/5、Nearly ZEB 1/2、
ZEB Ready 補助対象外

2,000m2～10,000m2 『ZEB』3/5、Nearly ZEB 1/2、
ZEB Ready 1/3

既存 2,000m2未満
『ZEB』2/３、Nearly ZEB 2/3、
ZEB Ready 2/3

『ZEB』2/3、Nearly ZEB 2/3、
ZEB Ready 補助対象外

補助上限：５億円

工場・事業場における先導的な脱
炭素化取組推進事業

① 脱炭素化促進計画策定支援（補助率: 1/2、補助上限：100万円）
② 設備更新補助（補助率: 1/3）

A. 「脱炭素化促進計画」に基づく設備更新の補助（補助上限：１億円）
B. 主要なシステム系統で要件を満たす「脱炭素化促進計画」に基づく設備更新の補助（補助

上限：５億円）

補助申請者 補助対象経費 補助率

① 建築物を所有する民間企業等
CO2削減に寄与する空調、BEMS装置等の導入費用
補助上限：5,000万円

1/3② テナントビルを所有する法人等
CO2削減に寄与する省CO2改修費用（設備費等）
補助上限：4,000万円

③ 空き家等を所有する者
CO2削減に寄与する省CO2改修費用（設備費等）
補助上限：なし

建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化

工場・事業場の設備更新、電化・燃料転換、運用改善による脱炭素化

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 ℡： 0570-028-341

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 ℡： 0570-028-341

脱炭素社会構築のための資源循
環高度化設備導入促進事業

・省CO2型のプラスチック高度リサイクル・再生可能資源由来素材の製造設備への補助
・省CO2型の再エネ関連製品等リサイクル高度化設備への補助

補助率: 1/2（中小企業以外の者は 1/3）

リサイクル設備・再生可能資源由来素材等の製造設備の導入

環境省 環境再生・資源循環局 総務課 リサイクル推進室 ℡： 03-5501-3153

産業投資応援助成金
※ ５億円以上の投資

要件 助成限度額 助成率

Nearly ZEB以上、RE100宣言企業又はRE Action宣言企業
最大６億円

最大16％
ZEB Ready、ZEB Oriented 最大15％

県内の対象地域で工場棟の立地に対して助成
県産業労働部 産業立地・IT振興課 ℡： 026-235-7193

補助金・助成金

エネルギー利用の最適化・コスト削減に取組む



目 的 お問合せ事業名 概 要

事業所のCO2排出量を可視化 見
え
る
化

中小規模事業者省エネ診断
省エネ専門家との連携による省エネ診断実施により、中小規模事業者のエネルギー使用量等の見える化や省エネ対策
実施を支援

県環境部 ゼロカーボン推進室
℡： 026-235-7022

製品のライフサイクルにおけるCO2排出量を可
視化

カーボン排出量可視化・削減支援事業 県内製造業の方がLCAの観点からカーボン排出量を可視化・削減する取組を支援
県工業技術総合センター
環境・情報技術部門 ℡： 0263-25-0997

ゼロカーボンに向けた取組や、次世代産業に
参入するために資金調達

融
資

長野県中小企業融資制度資金

【経営健全化支援資金】
融資限度額：（設備）6,000万円、9,000万円※／（運転）8,000万円、1億2,000万円※ 金利：年0.8%（据置期間２年以内）

県内金融機関

県産業労働部 ℡： 026-235-7200

【信州創生推進資金】
(1) 環境・エネルギー関連分野、健康・医療関連分野、次世代交通関連分野へ事業転換又は新規参入
(2) 節電・省エネルギー対策のための設備の設置、改造又は修理
(3)上記(1)のうち、航空宇宙産業、医薬品・管理医療機器、再生可能エネルギー発電業（太陽光発電を除く）

民間金融機関等から融資を受ける際に利子
補給

省エネルギー設備投資に係る利子補給金
（第2回受付：８月12日締切）

指定金融機関が行う以下の事業への融資が対象
(1) エネルギー消費効率が高い省エネルギー設備を新設、又は増設する事業
(2) 省エネルギー設備等を新設、又は増設し、工場・事業場全体のエネルギー消費原単位が１％以上改善される事業
(3) データセンターのクラウドサービス活用やＥＭＳの導入等による省エネルギー取組に関する事業

利子補給利率：最大１％、利子補給期間：最大10年間、利子補給金支払：２回/年

指定金融機関
若しくは

(一社)環境共創イニシアチブ 事業第１部
利子補給金担当 ℡： 03-5565-4460

新分野展開、事業規模拡大、業態転換な
ど、事業を再構築

補

助

金

中小企業等事業再構築促進事業
（第７回公募：９月30日締切）

事業再構築補助金事務局コールセンター
℡：0570-012-088
℡：03-4216-4080【IP電話】

プラス補助金 第２弾

中小企業等事業再構築促進事業に県が上乗せ補助を実施

産業・雇用総合サポートセンター
（ 県地域振興局 商工観光課）

革新的な新製品・サービス開発等の投資
（設備導入、システム構築）

ものづくり・商業・サービス補助金 生産性革命推進事業コールセンター
℡： 03-6837-5929

プラス補助金 第２弾

ものづくり・商業・サービス補助金（回復型賃上げ・雇用拡大枠、グリーン枠）に県が上乗せ補助を実施

産業・雇用総合サポートセンター
（ 県地域振興局 商工観光課）

エネルギーコストを削減するために既存設
備を更新

中小企業エネルギーコスト削減助成金
エネルギーコストを削減するために既存設備を省エネ効果のある設備に更新等する費用を助成
補助額：下限50万円、上限500万円 補助率：2/3（補助金額50～100万円以下）、1/2（補助金額100万円超）
対象設備：空調・換気設備、照明設備、冷蔵・冷凍設備、エネルギー管理設備、恒温設備、熱電供給設備、電気制御

設備、加熱設備、生産設備、建物付属設備(断熱ガラス及びサッシ)、発電設備(太陽光パネル及び付属設備)

長野県中小企業ＧＸ推進事務局
⇒ 最寄りの商工会議所、商工会、

県中小企業団体中央会各支部等

化石資源由来素材からの代替素材への転換、
リサイクルプロセス構築・省CO2化

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

① 化石由来プラスチックから省CO2型バイオプラスチック等（再生可能資源）への転換及び社会実装化実証事業
② プラスチック等のリサイクルプロセス構築及び省CO2化実証事業

補助率: いずれも1/2（中小企業以外は 1/3）

環境省環 境再生・資源循環局 総務課
リサイクル推進室 ℡： 03-5501-3153
廃棄物規制課 ℡： 03-6205-4903 他

ゼロカーボンに向けた技術開発 ゼロカーボン技術事業化支援事業補助金
ゼロカーボン関連技術開発（実証・試作）を支援 補助上限額：1,000万円以内 補助率：1/2以内
* 特別枠：ゼロチャレンジ型（特にCO2削減効果が高い場合）は、補助上限額：2,000万円以内 補助率：2/3以内

グリーンイノベーションセンター
℡： 026-235-7196

再生可能エネルギーの活用 再生可能エネルギー普及総合支援事業
県環境部 ゼロカーボン推進室
℡： 026-235-7022

税額控除・特別償却
税
制

地域未来投資促進税制＜所得税・法人税・法人住民税・事業税＞
中小企業設備投資税制（中小企業経営強化税制・中小企業投資促進税制）
＜所得税・法人税・法人住民税・事業税＞

① カーボンニュートラルに向けた投資促進税制
経済産業省 産業技術環境局 環境経済室 ℡： 03‐3501-1770 経済産業政策 産業創造課 ℡： 03-3501-1560

② 地域未来投資促進税制 経済産業省 地域経済産業グループ 地域企業高度化推進課 地域未来投資促進室 ℡： 03-3501-1587
③ 中小企業設備投資税制（中小企業経営強化税制・中小企業投資促進税制） 中小企業税制サポートセンター ℡： 03-6281-9821
④ 省エネ・再エネ高度化投資促進税制（うち省エネ関係） 資源エネルギー庁 省エネルギー課 ℡： 03-3501-9726

使途 限度額 期 間 利率

(1)、(2)
設備 １億円 10年（15年）＜据置２年＞

1.4％
運転 3,000万円 ７年＜据置１年＞

中小企業のエネルギー利用の最適化・コスト削減に関する支援

使途 限度額 期 間 利率

(3)
設備 １億5,000万円 15年（18年）＜据置５年＞

1.4％
運転 5,000万円 12年＜据置５年＞

※ 用語の解説は裏面をご覧ください。

※ 補助金額・補助率等は、現在検討中の項目もあり、変更される場合もありますので、公募要綱等をご確認ください。

可能性調査 ①熱利用・非FIT発電 補助率：1/2 上限額：500万円
②FIT発電 補助率：2/3 上限額：700万円

再エネ発電の事業化 ①測量・設計等 補助率：2/3 上限額：500万円

②設置工事 補助率 太陽光：1/4、小水力：4/10、その他：3/10

上限額 太陽光：1,500万円、小水力：1億2,000万円、その他：9,000万円

申請類型 補助上限額 補助率

最低賃金枠
500万円、1,000万円、1,500万円※2 中小企業3/4、中堅企業2/3

回復・再生応援枠
通常枠 2,000万円、4,000万円、6,000万円、8,000万円※2

中小企業2/3、中堅企業1/2※3

大規模賃金引上枠 1億円
グリーン成長枠 中小企業1億円、中堅企業1億5,000万円 中小企業1/2、中堅企業1/3
原油価格・物価高騰等緊急対策枠 1,000万円、2,000万円、3,000万円、4,000万円※2 中小企業3/4、中堅企業2/3

申請類型 補助上限額 補助率

最低賃金枠
国と県の合計 最大1,600万円 国と県の合計 最大8/10

回復・再生応援枠
通常枠 国と県の合計 最大8,100万円 国と県の合計 最大3/4
グリーン成長枠 国と県の合計 最大1億500万円（中小企業のみ） 国と県の合計 最大6/10
原油価格・物価高騰等緊急対策枠 国と県の合計 最大4,288万円 国と県の合計 最大8/10

※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）

※ 大規模賃金引上枠は上乗せ補助の対象外

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※1

原則1/2※2

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※1

※1 従業員規模により異なる ※1 小規模事業者・再生事業者は2/3

申請類型 補助上限額 補助率

回復型賃上げ・雇用拡大枠 国と県の合計 最大1,407万円
国と県の合計 最大3/4

グリーン枠 国と県の合計 最大2,250万円
※ 通常枠、デジタル枠は上乗せ補助の対象外

上乗せ

上乗せ

（令和５年２月15日締切）

（令和５年２月15日締切）

（第11次応募：８月18日締切）

※ 再構築補助金の交付決定を受けた後、事業計画を県に提出し、
補助事業の確認を受けてください。

※ ものづくり補助金の交付決定を受けた後、事業計画を県に提出し、
補助事業の確認を受けてください。

申請受付：８月17日～予算額に達し次第終了


