省エネルギー・コスト削減実践支援事業補助金交付要綱
（趣旨）
第１ 県は，県内に事業所を有する事業者（以下「県内事業者」という。）の省エネルギ
ーの促進を図り，地球温暖化の防止及び環境保全意識の高揚を図るため，県内事業者が
行う当該事業所への省エネルギー設備の導入に要する経費について，当該県内事業者に
対して予算の範囲内で省エネルギー・コスト削減実践支援事業補助金（以下「補助金」
という。）を交付するものとし，その交付等に関しては，補助金等交付規則（昭和５１
年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか，この要綱の定め
るところによる。
（定義）
第２ この要綱において，「法人等」とは，県内に事業所を置く法人その他の団体（ただ
し，市町村一部事務組合その他知事が別に定めるものを除く。）又は県内の住所地，居
所地又は事業場等の所在地を納税地として青色申告を行っている個人事業者をいう。
２ この要綱において，「費用対効果」とは，補助対象事業によるＣＯ２排出量削減量を
補助対象経費で除した値をいう。
（補助金の交付対象等）
第３ 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，別表１の区分のい
ずれかに適合する事業で，補助金の交付の申請時において，補助対象経費が１，０００
千円以上のものとする。
２ 補助金の交付対象となる者（以下「補助事業者」という。）は，法人等で別表２に掲
げる要件に適合する者とする。
３ 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，別表３に掲げる
もののうち，知事が必要かつ適当と認める経費とする。
（補助金の額等）
第４ 補助事業者に交付する補助金の補助率及び補助限度額は，別表４のとおりとする。
２ この補助金と併せて他の補助金等を受ける場合，この補助金の額と，他の補助金等の
うち，この補助事業に係る補助金等の額の合計額が，補助対象経費に３分の２を乗じ
て得た額を超えることはできない。
３ 補助金の交付額は，第３第３項の規定による補助対象経費に補助率を乗じて得た額と
する。なお，補助対象経費に補助率を乗じて得た額に千円未満の端数がある場合は，
これを切り捨てるものとする。
（補助金の交付の申請等）
第５ 知事は，予算の範囲内において，補助金の交付を希望する者を募集するものとする。
２ 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は，様式第１号によるものと
する。
３ 規則第３条第２項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は別
表５のとおりとする。

４

補助金の交付を申請する者は，知事が別に定める日までの間に，第２項の規定による
補助金交付申請書を知事へ提出するものとする。
５ 知事は，前項の規定による補助金交付申請書の提出があった場合は，当該申請書の内
容が第３に定める補助金交付の要件に適合すると認められるものを受理する。ただし，
申請書の提出時点で不備のあるものにあっては，当該不備に係る補正が完了した時点で
受理する。
６ 第４項の規定による補助金の交付を申請する者は，同一年度内において複数の申請を
行うことはできない。
７ 第４項の規定による補助金の交付を申請した者が，交付決定前に当該申請を辞退する
場合は，様式第２号による補助金交付申請辞退届を知事に提出するものとする。
（申請の際の消費税及び地方消費税）
第６ 補助事業者は，第５第４項の規定により申請する場合，当該補助金に係る消費税及
び地方消費税仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する
額のうち，消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第
２２６号）に基づく仕入に係る消費税及び地方消費税として控除できる部分の金額に補
助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。）を減額して申請するものとする。ただし，申
請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでないもの
については，この限りでない。
（交付の決定等）
第７ 知事は，知事が別に定める日までに受理した補助金の交付の申請について，第３第
１項の事業における別表１の区分の１から４までに掲げるものと５に掲げるものとに分
けて，それぞれ補助金の交付の決定に係る審査を行う。
２ 知事は，補助金の交付の決定に係る補助金の額の合計が予算額を超えた場合には，別
表６に定める順位により予算の範囲内で交付の決定を行う。
３ 知事は，規則第６条の規定に基づく補助金の交付の決定を通知するほか，前項により，
補助金の交付の決定を行わないときは，その旨を通知する。
４ 知事は，前２項の規定による交付決定を行った後，第１１の規定に基づく廃止等によ
り予算に余剰が生じた場合，順位を繰り上げて交付決定ができるものとする。
（交付の条件）
第８ 規則第５条の規定により付する条件は，次のとおりとする。
（１）補助事業者は，規則，要綱，補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に
従い，善良なる管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
（２）補助事業者は，知事が補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るために，必
要に応じて報告を求め，又は現地調査等を行おうとするときは遅滞なくこれに応じ
ること。
（３）補助事業者は，補助事業の内容の変更又は補助対象経費の配分（別表３の区分欄
に定める経費ごとの配分額をいう。）を変更する場合においては，あらかじめ，様
式第３号による変更承認申請書を知事に提出し，その承認を受けること。ただし，
次に掲げる軽微な変更にあっては，この限りでない。

イ 申請のあった補助事業の目的や効果に影響しない範囲での仕様等の変更
ロ 補助対象経費の総額の２０％以内の減少
ハ 補助対象経費の配分の流用に伴う増減（ただし，設備費又は工事費が，変更前の
配分額から２０％を超えて流用する場合を除く。）
ニ その他知事が必要と認めるもの
（４）補助事業者は，補助事業を中止し，又は廃止する場合においては，あらかじめ様
式第４号による中止（廃止）承認申請書を知事に提出し，その承認を受けること。
（５）交付決定のあった会計年度内に事業が完了すること。
（６）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場
合においては，速やかに知事に報告してその指示を受けること。
（７）補助事業者は，補助事業による設備整備後，省エネルギーその他知事が必要と認
める項目について効果測定を行い，別に定めるところにより，知事に報告すること。
（８）補助事業者は，正当な理由なく，補助申請における省エネルギー効果を著しく達
成できない場合においては，知事の返還命令を受けて補助金を返還すること。
（９）補助事業者が，次のいずれかに該当する場合には，交付決定を取り消し，補助金
の返還を命じることがあること。
イ 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
ロ 補助事業に関して，虚偽の申請等の不正，報告の遅延等の怠慢その他不適当な行
為をしたとき。
ハ 別表２に掲げる法令に基づく処罰又は命令その他不利益処分を受けたとき。
ニ 暴力団排除に関する誓約事項に違反したとき。
ホ 知事の承認を受けずに，補助事業により取得した財産の利用を中止し，又は処分
したとき。
ヘ 正当な理由なく，補助申請における省エネルギー効果を著しく達成できないと
き。
（１０）補助事業者は，補助事業により取得し，又は効用の増加した財産（以下「取得
財産等」という。）については，善良なる管理者の注意をもって管理し，その管理
に係る台帳を備え，その管理状況を明らかにしておくとともに，取得財産等を処分
（補助金の交付の目的に反して，転用，譲渡，交換，貸付，取壊し，廃棄又は担保
等に供することをいう。以下同じ。）しようとするときは，あらかじめ知事の承認
を受けるべきこと。
（１１）この要綱により補助金を交付した事業の補助事業名，補助事業者名，所在地，
補助事業の内容，省エネルギーの実績値等を県が公表することに同意すること。
（１２）県が実施する他の補助事業又は市町村が実施するみやぎ環境交付金を活用した
補助事業と併用しないこと。
（交付決定の取消し）
第９ 知事は，補助事業者が次のいずれかに該当する場合には，交付決定を取り消し，補
助金の返還を命じることができる。
（１）補助金を申請時の使用目的とは違った他の用途に使用したとき。
（２）補助事業に関して，交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又は
これに基づく知事の処分に違反したとき。

（３）その他知事が必要と認めるとき。
（補助事業の着手）
第１０ 補助事業者は，第７第３項及び第４項の規定による補助金の交付の決定通知を受
けた後，速やかに補助事業に着手しなければならない。
２ 補助事業の着手日は，補助金の交付の対象となる全部又は一部の事業を実施するため
に必要な売買，請負，その他の契約を締結した日とし，当該着手日は交付決定年月日
以降でなければならない。ただし，第７第４項の規定による交付決定を行った場合は
除く。
３ 補助事業の完了日は，補助対象経費の全ての支払が完了した日とする。
（中止等の承認）
第１１ 補助事業者は，やむを得ない理由により対象システムの設置を中止し，又は廃止
しようとするときは，速やかに中止（廃止）承認申請書を知事に提出し，その承認を受
けなければならない。
（実績報告）
第１２ 補助事業者は，補助事業の完了日から３０日を経過した日又は補助金の交付の決
定のあった日の属する会計年度の１２月２８日のいずれか早い日までに，様式第５号に
よる実績報告書を知事に提出しなければならない。
２ 前項の規定による実績報告書に添付しなければならない書類は別表７のとおりとする。
３ やむを得ない理由により第１項の期間内に補助事業実績報告書を提出することができ
ない補助事業者は，同項の規定により実績報告書を提出すべき日までに，様式第３号に
よる変更承認申請書を知事に提出し，その指示に従わなければならない。
（実績報告に係る消費税及び地方消費税）
第１３ 補助事業者は，規則第１２条第１項の規定による実績報告を行うに当たって，当
該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかになった場合には，当該消
費税及び地方消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
（補助金の額の確定）
第１４ 知事は，補助事業者の実績報告書を受理した後，その内容を審査し，交付すべき
補助金の額を確定し，補助事業者に通知する。
（消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）
第１５ 補助事業者は，規則第１２条第１項の規定による実績報告後に消費税及び地方消
費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合
には，様式第６号により速やかに知事に報告するとともに，知事の返還命令を受けてこ
れを返還しなければならない。
（補助金の支払）
第１６ 知事は，第１４の規定により補助金の額を確定したときは，速やかに補助事業者

に対し補助金の支払を行うものとする。
（省エネルギーの推進）
第１７ 補助事業者は，補助事業が完了した後も省エネルギーの推進に模範的に取り組ま
なければならない。
２ これらのほか，診断枠による補助事業者は，本補助金による設備等の導入によるもの
のほか当該診断により指摘を受けた，その他の事項について，引き続き省エネルギーを
推進しなければならない。
３ 補助事業者は，補助事業で取得した財産にその旨を表示しなければならない。
４ 補助事業者は，省エネルギー等の推進のために県が行う取組に協力しなければならな
い。
（事業完了後の経過報告）
第１８ 補助事業者は，補助事業の完了した日の属する県の会計年度の終了後１年間の会
計年度に係る省エネルギーの状況について，当該会計年度終了の日から３０日以内に，
様式第７号による補助事業経過報告書を知事に提出するものとする。
２ 知事は，必要と認めるときは，前項の規定による提出の対象となった年度の翌年度か
ら２年間の事業経過についても，補助事業者から同報告書の提出を求め，現地調査を行
うことができるものとする。
（環境価値の取扱い）
第１９ 知事は，補助事業により取得した財産により生み出される環境価値の利用につい
て，補助事業者に協議を求めることができる。
（取得財産等の管理）
第２０ 補助事業者は，取得財産等については，減価償却資産の耐用年数等に関する省令
（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数（以下「法定耐用年数」という。）
の期間，善良なる管理者の注意をもって管理するとともに，補助金の交付の目的に従っ
てその適正な運用を図らなければならない。
（取得財産等の処分の制限）
第２１ 補助事業者は，取得財産等の法定耐用年数の期間内において，当該取得財産等を
処分しようとするときは，あらかじめ様式第８号による財産処分承認申請書を知事に提
出し，その承認を受けなければならない。
２ 前項の取得財産等のうち，処分を制限する財産は，１件当たりの取得価格又は効用の
増加額が５０万円以上の機械装置，重要な器具その他財産とする。
３ 補助事業者は，第１項により承認を受けた当該財産の処分を行った場合は,様式第９
号による取得財産の処分に係る報告書を知事に提出するものとする。
４ 知事は，第１項の規定により取得財産等の処分を承認した場合において，当該補助事
業者に対して，交付した補助金の全部又は一部を県に納付させることができる。

（書類の提出）
第２２ この要綱により知事に提出する書類の部数は各１部とし，環境生活部環境政策課
に提出するものとする。
（成果の公表）
第２３ 県は，省エネルギーの推進，地球温暖化の防止及び県民の環境保全意識の高揚を
図るため，補助金を交付した事業の補助事業名，補助事業者名，所在地，補助事業の内
容，省エネルギーの実績値等を公表し，補助事業に係る省エネルギーの率先的な取組を
広報することがある。
（その他）
第２４ この要綱に定めるもののほか，省エネルギー・コスト削減実践支援事業補助金に
関し必要な事項は，別に定める。
附 則
１ この要綱は，平成２５年４月２４日から施行し，平成２５年度予算に係る補助金に適
用する。
２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，
当該補助金にも適用するものとする。
３ 省エネルギー・コスト削減実践支援事業補助金交付要綱（平成２４年４月２３日施行）
は，廃止する。
４ この要綱は，平成２７年４月２３日から施行し，平成２７年度予算に係る補助金に適
用する。
５ この要綱は，平成２８年４月４日から施行し，平成２８年度予算に係る補助金に適用
する。
６ この要綱は，平成２９年４月１２日から施行し，平成２９年度予算に係る補助金に適
用する。
附 則
（施行期日）
１ この要綱は，平成３０年４月１日から施行し，平成３０年度予算に係る補助金に適用
する。ただし，第１３第２項及び第３項の規定は平成２９年度以前の予算に係る補助金
にも適用する。
２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，
当該補助金にも適用するものとする。
（準備行為）
３ 規則第３条１項の規定による交付申請その他の準備行為は，この要綱の施行日前にお
いても行うことができる。
附 則
（施行期日）
１ この要綱は，平成３１年４月１日から施行し，平成３１年度予算に係る補助金に適用

する。
２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，
当該補助金にも適用するものとする。
（準備行為）
３ 規則第３条１項の規定による交付申請その他の準備行為は，この要綱の施行日前にお
いても行うことができる。
附 則
（施行期日）
１ この要綱は，令和２年４月１日から施行し，令和２年度予算に係る補助金に適用する。
２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，
当該補助金にも適用するものとする。
（準備行為）
３ 規則第３条１項の規定による交付申請その他の準備行為は，この要綱の施行日前にお
いても行うことができる。
別表１（第３関係）
区分
内容
１ 補助事業のうちＥ １ 次の（１）～（４）の全てを満たす事業
ＭＳ（エネルギーマネ
（１）県内の既設の事業所における別表１別添１に定める省
ジメントシステム）枠
エネルギー設備及びその設備のエネルギー使用量の可視
に係る要件
化のほか，エネルギー計測，接続機器制御，制御ログ保
存の各機能を有するＥＭＳの導入であること。（ＥＭＳ
単独の申請は認めない。）
（２）ＥＭＳの導入により，補助対象事業所及び導入設備に
おけるエネルギー使用量の可視化及び集計ができるこ
と。
（３）経済産業省のエネルギー使用合理化等事業者支援補助
金に係るエネマネ事業者における補助対象システム・機
器等であること。
（４）エネマネ事業者との間で，１年以上のエネルギー管理
支援サービス契約が締結されること。（ただし，これら
にかかるサービス費用は補助対象経費としない）
２ その他知事が必要と認める事業
２ 補助事業のうち診 １ 次の（１）～（２）の全てを満たす事業
断枠に係る要件
（１）県内の既設の事業所における別表１別添１に定める省
エネルギー設備の導入であって，省エネルギー効果が明
確であること。
（２）診断実施日が本補助金の応募締め切り日の３年前から
申請日までの間であり，別表１別添２に定める省エネル
ギー診断の結果に基づき実施されるものであること。

２ その他知事が必要と認める事業
３ 補助事業のうち県 １ 次の（１）～（３）の全てを満たす事業
産ものづくり振興枠に
（１）県内の事業所における別表１別添１に定める省エネル
係る要件
ギー設備の導入であって，省エネルギー効果が明確であ
ること。
（２）導入設備が「『新商品』特定随意契約制度」における
認定商品又は「宮城県グリーン製品認定制度」における
認定製品として認定されてから３年以内の設備，又は
「みやぎ優れＭＯＮＯ発信事業実行委員会」において
「みやぎ優れＭＯＮＯ」として認定されてから３年以内
の設備の全部又は一部を導入する事業であること。
（３）導入設備が「宮城県新規参入・新産業創出等支援事
業」又は「宮城県新エネルギー等環境関連設備開発支援
事業」を活用して開発し，既に製品化されている設備か
つ上市後３年以内の設備の全部又は一部の導入事業であ
ること。
２ その他知事が必要と認める事業
４ 補助事業のうち一 １ 県内の事業所における別表１別添１に定める省エネルギー
般枠に係る要件
設備の導入であって，省エネルギー効果が明確である事業
２ その他知事が必要と認める事業
５ 補助事業のうちＺ １ 次の（１）～（２）の全てを満たす事業
ＥＢ枠に係る要件
（１）県内の既設の事業所における別表１別添１に定める省
エネルギー設備の導入であって，省エネルギー効果が明
確であること。
（２）別表１別添３の要件を満たす建築物の年間一次エネル
ギー消費量の収支をゼロにするために高効率な省エネル
ギー設備を導入する事業
２ その他知事が必要と認める事業

（別表１別添１）
区分
内容
ＥＭＳ枠・診断枠・県 １ 次の（１）～（７）の全てを満たす設備。
産ものづくり振興枠・
（１）外部から電気，燃料等の供給を受けて稼働する設備
一般枠・ＺＥＢ枠の補
（２）事業所内に設置し，又は使用する設備
助対象となる省エネル
（３）発電機能を有しない設備
ギー設備
（４）事業所のエネルギー使用に直接影響のある設備
（共通の要件）
（５）省エネルギー効果の比較対象がある設備
（６）償却資産登録される設備
（７）費用対効果が知事が別に定める一定の数値以上である
設備

２

その他知事が必要と認める設備

県産ものづくり振興枠 １
に係る追加要件

導入設備が「『新商品』特定随意契約制度」における認定
商品又は「宮城県グリーン製品認定制度」における認定製
品として認定されてから３年以内の設備，又は「みやぎ優
れＭＯＮＯ発信事業実行委員会」において「みやぎ優れ
ＭＯＮＯ」として認定されてから３年以内の設備の全部又
は一部を導入する事業であること。
２ 導入設備が「クリーンエネルギー・省エネルギー関連新製
品創造支援事業」又は「宮城県新エネルギー等環境関連設備
開発支援事業」を活用して開発し，既に製品化されている設
備かつ上市後３年以内の設備の全部又は一部の導入事業であ
ること。
ただし，高効率照明（LEDを含む）は県産ものづくり振興枠・ＺＥＢ枠のみ対象とする。

（別表１別添２）
区分
省エネルギー診断

内容
１
２

一般財団法人省エネルギーセンターによる診断
環境省「温室効果ガス削減ポテンシャル分析事業（CO2削
減・節電ポテンシャル診断）」による診断
３ 中小企業等に対する省エネルギー診断事業（省エネルギー
相談地域プラットフォーム構築事業）による診断
４ エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）に
基づく特定事象者等における，エネルギー管理士が行う診断

（別表１別添３）
項目
環境性能に関する要件

内容
１

建物（外皮）性能について
建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律（以下，
「建築物省エネ法」という。）第３０条に規定する「建築物
エネルギー消費性能向上計画の認定基準等」における外壁，
窓等を通しての熱の損失に関する基準（以下「外皮性能基
準」という。）に適合していること。
２ 一次エネルギー消費量について
（１） 建築物省エネ法第２条第３号に規定する「建築物エネ
ルギー消費性能基準」における一次エネルギー消費量に
関する基準において，設計一次エネルギー消費量（再生
可能エネルギーを除く）が基準一次エネルギー消費量よ
り５０％以上低減し，かつ，設計一次エネルギー消費量
（再生可能エネルギーを含む）が基準一次エネルギー消

費量より７５％以上低減すること。
（２） 建築物省エネ法第２条第３号に規定する「建築物エネ
ルギー消費性能基準」における一次エネルギー消費量に
関する基準において，設計一次エネルギー消費量（再生
可能エネルギーを除く）が基準一次エネルギー消費量よ
り５０％以上低減し，かつ，設計一次エネルギー消費量
（再生可能エネルギーを含む）が基準一次エネルギー消
費量より５０％以上７５％未満低減すること。
※ 一次エネルギー消費量の削減率は，国が定める基準に
より算定する。
エネルギー利用に関す
設備等の計量区分ごとにエネルギーの計量・計測を行い，デ
る要件
ータを収集・分析・評価できるエネルギー管理体制の整備する
こと（ＢＥＭＳ装置等の導入）。
環境性能の表示に関す
建築物の環境性能に関する第三者認証による評価（建築物省
る要件
エネルギー性能表示制度（ＢＥＬＳ））において，『ＺＥＢ』，
Nearly ＺＥＢ，ＺＥＢ Ready のいずれかの省エネルギー性能
評価の認証を，事業開始後，速やかに取得し，「省エネルギー
性能表示」及びその表示に関する「評価書」の写しを提出する
こと。
※ 第三者認証による省エネルギー性能表示に関する審査を受
けた結果，一次エネルギー削減率が交付決定時の値よりも５
ポイント以上下回った場合，あるいは，要件に適合しなくな
った場合は交付決定を取り消すことがある。
その他の要件
１ 全ての事業について，一般社団法人環境共創イニシアチブ
に登録されたＺＥＢプランナーが関与する事業であること。
２ 事業成果は，他の事業者への普及促進のため広く一般に公
表することに同意すること。
対象施設
次の要件を満たす建築物とする。
１ 対象施設 ：県内の民生業務用建築物
２ 延べ床面積：新築の場合 10,000 ㎡未満，既設の場合
2,000 ㎡未満
３ 用途：事務所，ホテル・旅館，福祉施設・病院，百貨店・
マーケット等
※ 工場，畜舎，倉庫等，民生業務部門以外の建築物は対象
外
４ その他：登記を確認できるものであること。
※ 新築の場合は建築確認済証等を確認できること。

別表２（第３関係）
区分
補助事業者の要件

内容
１
２

全ての県税に未納がないこと。
過去３年間に，交付決定を受けた省エネルギー・コスト削
減実践支援事業を自らの責に帰すべき事由により中止又は廃
止していないこと。
３ 過去３年間に，交付決定を受けた省エネルギー・コスト削
減実践支援事業に対し交付決定の取消を受けていないこと。
４ 過去３年間に，別表２別添１に掲げる法令に違反し，これ
らの法令に基づく処罰又は命令その他不利益処分を受けてい
ないこと。
５ 物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領（平成２７
年４月１日施行）第２条第１項の規定による資格制限又は宮
城県建設工事入札参加登録業者等指名停止要領（平成２７年
４月 1 日施行）第２条第１項の規定による指名停止を受けて
いないこと。
６ 暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７条）に規定
する暴力団又は暴力団員等でないこと。

別表２別添１（第３関係）
１ 大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）
２ 騒音規制法（昭和４３年法律第９８号）
３ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）
４ 水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）
５ 悪臭防止法（昭和４６年法律第９１号）
６ 振動規制法（昭和５１年法律第６４号）
７ 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第４８号）
８ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第
１１２号）
９ 特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７号）
１０ ダイオキシン類対策特別措置法（平成１１年法律第１０５号）
１１ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）
１２ 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成１２年法律第１１６号）
１３ 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）
１４ 使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成１４年法律第８７号）
１５ 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（平成２４年法律第５７
号）
１６ 公害防止条例（昭和４６年宮城県条例第１２号）
１７ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行条例（平成１２年宮城県条例第４４号）
１８ 産業廃棄物の処理の適正化等に関する条例（平成１７年宮城県条例第１５１号）

１９ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成１３年法律第６４
号）
２０ １から１９までに掲げるもののほか，関係法令及び事業所が所在する地方公共団
体における環境保全等に関する条例

別表３ （第３関係）
区分
補助対象経費
設計費
設備費

内容

補助事業の実施に直接必要な機械装置・建築材料等の設計費
補助事業の実施に直接必要な機械装置・建築材料等の購入，製
造（改修を含む）又は据付け，既存設備の撤去等に必要な経費
（ただし，土地の取得及び賃借料を除く。）
工事費
補助事業の実施に直接必要な配管，配電等の工事に必要な経費
その他経費
補助事業を行うために直接必要なその他の経費（工事負担金，
管理費等）
補助事業の実施に直接必要でない経費は補助対象外とする（消費税及び地方消費税，振
込手数料・割賦手数料，土地取得・賃借料，特定契約の申込みに係る電力工事負担金，申
請書作成費，保険料等の運用に係る経費，各種届出に要する経費等）。

別表４（第４関係）
区分
ＥＭＳ枠
診断枠
県産ものづくり振興
枠
一般枠
ＺＥＢ枠

補助率

※

補助上限額

ＥＭＳ：１／３以内
省エネ設備：各申請枠の補助率
１／２以内
１／２以内

補助事業１件につき
５，０００千円

１／３以内

補助事業１件につき
１０，０００千円
※ただし，国等の補助金と併用して申請する場合，全ての補助金の合計額が補助対象経費
の２／３を超えない率と比較していずれか小さい率
１／２以内

別表５（第５関係）
区分

内容

全ての申請において １
必要となる補助金交 ２
３
付申請書の添付書類
４

ＥＭＳ枠において必
要な追加添付書類

診断枠において必要
な
追加添付書類
県産ものづくり振興
枠において必要な追
加添付書類

ＺＥＢ枠において必
要な追加添付書類

事業計画書
収支予算書
暴力団排除に係る誓約書
県税納税証明書（発行から３か月以内のもので，全ての県
税に未納がないことを証明するもの）
５ 法人にあっては登記簿謄本又は現在事項全部証明書，個人
事業者にあっては住民票の写し（発行から３か月以内のも
の）及び青色申告に係る納税地が県内の住所地，居所地又は
事業場等の所在地であることを証する書面（事業所得に係る
納税通知書の写し等）
６ 事業所が賃貸である等申請者の所有物でない場合には，所
有者の同意書
７ 会社概要（会社案内のパンフレット等）
８ 事業に関する参考見積書（２社以上の相見積もりの上，取
得した全てを提出）
９ その他知事が必要と認めるもの
１ 導入設備が経済産業省のエネルギー使用合理化等事業
者支援補助金に係るエネマネ事業者における補助対象シ
ステム・機器等であることを証明するもの
２ その他知事が必要と認めるもの
１ 省エネルギー診断結果（別表１別添２に定める事業による
報告書の写し）
２ その他知事が必要と認めるもの
１ 導入設備が「『新商品』特定随意契約制度」における認定商
品又は「宮城県グリーン製品認定制度」における認定製品
として認定されてから３年以内の設備，又は「みやぎ優れ
ＭＯＮＯ発信事業実行委員会」において「みやぎ優れＭＯ
ＮＯ」として認定されてから３年以内の設備であることを
証明するもの。
２ 導入設備が「クリーンエネルギー・省エネルギー関連新製
品創造支援事業」又は「宮城県新エネルギー等環境関連設
備開発支援事業」を活用して開発し，既に製品化されてい
る設備であり上市後３年以内であることを証明するもの。
３ その他知事が必要と認めるもの
１ 対象施設が，建築物エネルギー消費性能の向上に関する法
律第３０条に規定する「外皮性能基準」に適合しているこ
とを証明するもの。
２ 一次エネルギー消費量が，要件を満たすことを証明するも
の。
３ 登記事項証明書（新築の場合は建築確認済証等）

４

別表６（第７関係）
区分
交付決定を行う順位

その他知事が必要と認めるもの

内容
「ＥＭＳ枠・診断枠・県産ものづくり振興枠・一般枠」と
「ＺＥＢ枠」の２つに分けて，それぞれ下記により順位を定め
る。
１ 費用対効果の値が大きい順。ただし，「ＥＭＳ枠」，「診断
枠」については，優遇措置として知事が別に定める加算を行
う。
２ 前号の順位が同じ場合には，補助対象事業によるCO2排出量
削減量が大きい順
３ 前号の順位が同じ場合には，補助対象経費が大きい順

別表７（第１２関係）
区分
補助 事 業 実 績報告書 １
の添付書類
２
３

内容

事業実績書
収支決算書
補助金振込先金融機関の通帳又はキャッシュカードの写し
（申請者と同一の口座名義人であって，振込口座番号が確認
できるもの）
４ 補助事業による導入設備が償却資産登録されていること，
又はされる予定であることが確認できるもの（固定資産台帳
の写し等）
５ 業務用冷蔵空調機器を更新した場合，第一種フロン類充填
回収業者による引き取り証明書の写し
６ その他知事が必要と認めるもの

