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令和４年度 省エネ設備緊急支援事業（追加募集） 公募要領 

 

公益財団法人 石川県産業創出支援機構 

 

 

昨今、世界的に原油価格や原材料等が高騰する中、企業の競争力強化のための「省

エネ」の重要性がますます高まっています。公益財団法人石川県産業創出支援機構で

は、省エネ設備の更新等により、エネルギー消費を抑制することで、コスト削減を図

る県内中小企業者等の取り組みを支援し、もって県内企業の競争力強化を図ることを

目的に、省エネ設備緊急支援事業を下記のとおり公募します。 

なお、令和４年２月２２日（火）から令和４年３月２８日（月）の期間に公募を行った同事業 

において採択された企業は、今回は採択されませんのでご注意ください。 

 

 

記 

１ 補助対象事業 

石川県内の事業所等において、エネルギー（燃料・電力）の消費抑制を図るた

めに、既存の生産設備等を省エネ設備へ更新、あるいは既存の生産設備等に省エ

ネ機能を付加する事業（注１）に対して、補助金を交付します。ただし、本補助

金の交付を受けようとする上記事業が、当該実施期間中に他の補助金等による財

政支援を受けている又は受ける予定の場合、交付対象となりません。 

 

  （注１）本事業は、「エネルギー消費の抑制によるコスト削減」を目的としてお

り、再エネ等の「エネルギー創出」を目的とした設備導入等は対象となりま

せん。ただし、再エネ等を利用する省エネ設備であって、再エネ利用等のた

めの機構が今回更新等を行う省エネ設備と一体不可分であり、かつ生み出さ

れたエネルギーが専らその省エネ設備にのみ使用される場合は対象となり

えます。 

      また、本事業は、一定条件を満たすことで支給される「助成金」とは異な

り、提案内容に対して審査を行い、総合的に判断して採否を決定します。同

一の省エネ設備であっても、申請企業によって採否が異なる場合があります。 

 

【対象となる想定例】 

以下は例示であり、当該補助事業の趣旨・要件に合致すると認められる 

事業は幅広く対象となります。 

  ・重油ボイラを、よりエネルギー効率のよいガスボイラへ更新 

     ・重油ボイラを、ヒートポンプ等を組み合わせたボイラシステムへ更新 

     ・灯油を燃料とする乾燥炉を、電気乾燥炉へ更新 

        ・既存の生産設備に、インバーター機能を付加 

     ・射出成形機を、よりエネルギー効率のよい射出成形機へ更新 
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※工事費、材料・消耗品費については、設備の更新等に必要不可欠な付帯工

事とその関連経費のみが対象となります。 

 

 

【対象とならない例】 

（１）本補助金における「機械装置」とはみなされないもの 

・建物の改修工事    例）壁の断熱 

・車両運搬具      例）既存車両を電気自動車への更新 

（２）既存設備に対する、更新や機能付加が伴わないもの 

・新規に増設する製造ラインへの設備の導入 

     ・新築・新設の事業所への設備導入 

（３）発電設備ならびに蓄電設備 

（４）再エネ等を利用する省エネ設備のうち、再エネ利用等のための機構が省

エネ設備と分離することができるもの 

（５）EMS のうち、消費電力等の把握等にとどまり電力使用料を抑制するなど

省エネに資する機能を有していないもの 

（６）省エネ診断等の設備導入前後に実施する調査費 

 

 

２ 補助対象者 

  石川県内に主たる事業所を有し、かつ、本事業における省エネ設備等を県内の

事業所に導入する「中小企業者等」であること。 

   本事業における「中小企業者等」とは、ア、イのいずれかに該当する者とする。 

 

ア【中小企業者（組合関係以外）】 

・資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。 

主たる事業として営んでいる業種 
資本金 (資本の額また

は出資の総額) 

従業員数〔常勤〕 

(注 1) 

製造業、建設業、運輸業 3 億円 300 人

卸売業 1 億円 100 人

サービス業 

（ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く） 
5 千万円 100 人

小売業 5 千万円 50 人

ゴム製品製造業（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。） 
3 億円 900 人

ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3 億円 300 人

旅館業 5 千万円 200 人

その他の業種（上記以外） 3 億円 300 人

 

（注 1） 常勤従業員は、 中小企業基本法上の「常時使用する従業員」 をいい、 労働基準法第 20 条の

規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、

2 か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用される者、試

みの使用期間中の者は含まれません。 
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ただし、次の（１）～（５）のいずれかに該当する者は、大企業とみなして補助対象者から除きます。 

（みなし大企業） 

（１）発行済株式の総数又は出資価格の総額の 2分の 1以上を同一の大企業が所有している中小企業者 

（２）発行済株式の総数又は出資価格の総額の 3分の 2以上を大企業が所有している中小企業者 

（３）大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の 2分の 1 以上を占めている中小企業者 

（４）発行済株式の総数又は出資価格の総額を（１）～（３）に該当する中小企業者が所有している中小

企業者 

（５）（１）～（３）に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めてい

る中小企業者 

ただし、中小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任組合が株式を保有する場合は、その保有比率等

をもって上記のみなし大企業の規程を適用しません。 

 

 イ【中小企業者（組合関係）】 
 

企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、

商店街振興組合、商店街振興組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、生活衛生

同業組合（※注 1）、生活衛生同業小組合（※注 1）、生活衛生同業組合連合会（※注 1）、酒造組合（※

注 2）、酒造組合連合会（※注 2）、酒造組合中央会（※注 2）、内航海運組合（※注 3）、内航海運組合連

合会（※注 3）、技術研究組合（直接又は間接の構成員の 3分の 2以上が中小企業者であるもの） 

（注 1）その直接又は間接の構成員の 3分の 2以上が 5,000 万円（卸売業を主たる事業とする事業者につ

いては、1億円）以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時 50 人（卸売業

又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100 人）以下の従業員を使用する者であるこ

と。 

（注 2）その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の 3分の 2以上が 3億円以下の金額をその資本金の

額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組

合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の 3

分の 2 以上が 5,000 万円（酒類卸売業者については、1 億円）以下の金額をその資本金の額若しくは

出資の総額とする法人又は常時 50 人（酒類卸売業者については、100 人）以下の従業員を使用する者

であるもの。 

（注 3）その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の 3分の 2以上が 3 億円以下の金額をその

資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時 300 人以下の従業員を使用する者であるもの。 

 

３ 補助率・補助限度額・補助対象期間 
 

補  助  率 補助対象経費の 2分の 1以内 

補助限度額 

（上 限） 6,000 千円  

（下 限）    500 千円 

※千円単位とし、端数は切捨てます。 

補助対象期間 採択日(交付決定日)から最長で令和 5年 2月 28 日まで 

 

 

４ 補助対象経費 

（１）補助対象経費 
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項  目 内        容 

機械装置費 

 ※計上が必須 

 

省エネ設備の購入に要する経費 

※税抜単価が 100 万円以上の機械装置のみ補助対象 

となります。 

※「付帯工事など、設備の取得価格に含まれる工事費」、 

「設置搬入費」、「設計費」、「部品を組み合わせて自ら装置

を製作する場合の部品費」は「機械装置費」となります 

材料・消耗品費 消耗品の購入等に要する経費 

※補助対象期間内分のみ対象となります 

 

 

（２）補助対象外経費 

次のいずれかに該当する経費については、原則、補助対象経費とはなりません。 

・交付決定日よりも前に、発注、購入、契約等を実施したもの 

・証拠資料等によって支払金額が確認できない経費 

   → 原則、振込による支払の証拠書類が必要であり、特に相殺、手形決済は不可 

・発注から支払い完了まで補助事業期間内で完結していない経費 

 → 発注・納品・請求・支払いの全てが補助事業期間内であることが必要 

・県外の事業所・工場等に設置した「機械装置」等 

・更新前機器の撤去費、処分費 

・燃料代・光熱水費 

・電話代等の通信費 

・文房具などの事務用品等の消耗品代 

・振込等手数料（代引手数料含む） 

・公租公課（消費税及び地方消費税額等） 

・汎用性があり、目的外使用になり得るもの（例えば、事務用のパソコン、プリンタ、 

文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機等の購入 

費、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用など） 

・中古品の購入費 

・自社やグループ会社から調達する場合 

・上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 

 

なお、交付申請時や実績報告時に減額となり、機械装置の税抜単価が 100 万円

未満となった場合は、当該装置は補助対象外となりますのでご注意ください。     

  

 

（３）補助対象経費に関する注意事項 

 ・（１）の項目に該当する支出の場合でも補助対象経費として認められない場合 

がありますので、事前にご相談ください。 

  ・実績報告時には、以下の表に示す証拠書類を求めます。 
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全 て の 事 業 に 

必要となるもの 

・設備の設置場所において、設備の「更新（機能付加）前」

と「更新（機能付加）後」の状況がわかる写真・図面等 

全 て の 支 払 に 

必要となるもの 

（ 共 通 ） 

「見積書（2 者の見積書、もしくは選定理由書）」、「発注書（契約書）」、

「納品書（業務完了報告書）」、 

「請求書」、「支払証明書（振込控又は振込処理済通知書、当座勘定

照合表等）」 など 

その他、追加で 

必要となるもの 

機械装置費 写真、取得財産等管理台帳 など 

材料・消耗品費 消耗品使用簿（補助対象期間内に使い切ったことを確

認できるもの） など 

 

５ 公募期間及び応募方法 

（１）公募期間 

令和 4 年 6 月 22 日（水）から令和 4 年 7 月 27 日（水）午後 4時（必着） 

 

※ (公財)石川県産業創出支援機構もしくは石川県産業政策課にて、記載方法等に

関する個別の相談を承ります。公募締め切りの直前は大変混み合いますので、

ご予約の上、なるべくお早めにご相談ください。 

※ 事業計画書の提出は、直接持参または郵便に限ります（FAX、電子メールでの提

出はできません）。 

※ 事業計画書の様式は、石川県産業創出支援機構のHPからダウンロードできます。 

 【URL】https://www.isico.or.jp/site/setsubi/shoene.html 

 

（２）提出物 

 以下の資料を 1部ずつ提出してください。 

なお、必要書類が全て揃っていない場合は、審査対象とならない場合があります。 

 

①「事業計画書（別記様式）」  

A4 片面・カラー印刷、事業計画書の表紙に「代表者印」を押印のうえ、 

必ず別紙 1～4ならびに提出書類チェックシートのすべての書類を添付 

してください。 

②「申請者の決算書（直近 2 カ年分）」 

   貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費明細、製造原価明細、 

株主資本等変動計算書が必要です。（個人事業主の方は、直近 2ヵ年分の 

確定申告書の写しを提出してください。組合の場合は、直近 2ヵ年分の決

算書及び定款を提出して下さい。創業間もない場合は、履歴事項全部証明

書及び作成した決算書があれば併せて提出してください。） 

③「設備のカタログ等、更新等を行う設備の概要が分かる資料」 

④「会社案内」 
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（３）提出先及び問い合わせ先 

相談窓口・提出先 相談 提出 

石川県産業創出支援機構 プロジェクト推進部 

次世代産業支援課  担当：増村、姫野、高橋 

〒920-8203 石川県金沢市鞍月２丁目２０番地  

石川県地場産業振興センター新館２Ｆ 

TEL:076-267-6291     

窓口・オンラ

イン（予約制）

又は電話 

持参 

又は 

郵送 

石川県商工労働部 産業政策課  

競争力強化推進グループ  担当：西田、山岸、庄田 

TEL:076-225-1512 

窓口（予約制）

又は電話 
－ 

 

 

６ 事業の選定 

   以下の審査方法により、事業を選定します。 

 

（１）審査方法 

・提案案件は、外部有識者等が審査基準に基づき採点を行い、その結果を踏まえ

て石川県産業創出支援機構が採択案件を決定します。 

・提案書の内容に関するヒアリングを実施する場合があります。また、審査時に 

プレゼンテーションをしていただくことがあります。 

・採択案件の決定後、すべての申請者に対し、速やかに採択もしくは不採択の 

通知を行います。 

・審査経過に関する問い合わせには一切応じられません。 

・採択された場合でも、予算の都合等により申請額よりも減額される場合があり

ます。 

 

（２）審査基準 

    以下の観点から、総合的に審査します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 事業計画の妥当性                 

  ・事業計画の内容は妥当であるか 

・事業計画が省エネやコスト削減に資する取組であるか 

  ・取組にかかる経費は妥当であるか 

② 事業の費用対効果                

・省エネやコスト削減に関する費用対効果が高いか 

③ モデル適切性        

・生産性向上など経営の効率化に寄与しているか 

 ・業界特有の課題に対する取組が含まれているか 

・他企業に波及しやすい取組であるか              
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（３）採択予定件数 

 20 件程度 （予算額の範囲内） 

 

（４）補助金の交付について 

  ・採択決定後、交付申請書を提出いただき、予算について確認した上で交付決定

となり、交付決定後、補助事業に着手することができます。 

・事業終了後 1か月以内もしくは令和 5年 2月末のいずれか早い日までに、補助

対象事業の成果、ならびに支出ごとに見積から支払までの書類を揃えた上で、

補助金の実績報告書を提出いただき、精算払となります。 

・実績報告書の提出期限を過ぎた場合、交付決定の取消しとなる場合があります。 

 

 

７ その他事業にあたっての注意事項 

採択された場合は、以下の条件を守らなければなりませんので御了承ください。 

 

（１）情報の公開 

原則として、採択となった場合には、企業名、代表者名、テーマ名等を公開し 

ます。 

 

（２）省エネ効果のフォローアップ調査 

補助事業の終了後、石川県産業創出支援機構から、省エネ効果等に関する聞き

取り調査、アンケート調査等を行うことがあります。また、補助事業終了後 5年

間、別途指定する様式に従って報告書を提出していただきます。 

 

（３）モデル事業としての情報発信 

補助事業の終了後、上記（２）の調査結果に関して、県・石川県産業創出支援 

機構のホームページ上での公開や、セミナー等での発表を依頼することがありま 

す。 

 

（４）補助事業の変更等 

交付決定を受けた後、事業の経費の配分又は内容を変更しようとする場合、若

しくは補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、事前に承認を得なければな

りません。 

 

（５）書類の保存 

事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交 

付年度終了後 5年間保存しなければなりません。 

 

（６）事業により取得した機械の管理等 

取得財産のうち、税抜単価 50 万円以上の機械等の財産又は効用の増加した財

産(処分制限財産)について、処分制限期間内に取得財産を処分(①補助金の交付

の目的に反する使用、譲渡、廃棄、交換、貸し付け、②担保に供する等)しようと
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するときは、事前にその承認を受けなければなりません。 

 

（７）検査 

  事業期間中の進捗状況確認及び事業終了後の確定検査のため、石川県産業創出

支援機構が実地検査に入ることがあります。 

 

（８）収益納付 

本事業による事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定及びその他当該事業

の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合、交付した補助

金の全部又は一部に相当する金額について納付を求めることがあります。 

 

＜スケジュール＞ 

日 程 実 施 内 容 

R4.6.22 (水) 

 ～ R4.7.27(水) 

● 事業計画書の提出 

【申請企業 → 石川県産業創出支援機構】 

R4.8 月頃 ● 審査【石川県産業創出支援機構】 

R4.9 月頃 

● 採択後、交付申請書の提出 

【申請企業 → 石川県産業創出支援機構】 

● 交付決定通知の送付【石川県産業創出支援機構 → 申請企業】 
 

※ 全ての採択企業の交付申請日、交付決定日は同一日付 

となります。（採択通知時にお伝えします） 

（事業期間中） ● 進捗状況の現地確認【石川県産業創出支援機構 → 申請企業】 

事業終了後 1 か月 

以内、もしくは、

R5.2.28 のいずれ 

か早い日 

● 実績報告書の送付【申請企業 → 石川県産業創出支援機構】 

  （実績報告書、成果報告書、支出に関する証憑、取得財産管理台帳など）

● 補助金額の確定通知送付【石川県産業創出支援機構 → 申請企業】

  ※ 事業終了後速やかなご提出をお願いします。 

  ※ 提出期限を過ぎた場合、補助金をお支払いできない場合が 

ありますのでご注意ください。 

額の確定通知送付後

速やかに 

● 精算払請求書の送付【申請企業 → 石川県産業創出支援機構】 

● 補助金の支払い【石川県産業創出支援機構 → 申請企業】 

 


