
平成 31年度事業者向け支援制度（省エネ機器・再エネ設備導入等）のお知らせ 

 

令和元年５月 

 

京都府、京都市及び（一社）京都知恵産業創造の森では、多様なエネルギーの活用による経営や

次代の京都経済を担うエコ・エネルギー産業の創出等の事業者の取組に対して、オール京都体制で

以下の支援制度を設けていますのでご活用ください。 

区分 事業名 概要 補助内容 募集期間  

省
エ
ネ
設
備
更
新 

京－ＶＥＲ 
創出促進事業 

府内の既築の事業所において、温室効
果ガス削減のための省エネ施設等（照
明、空調、ボイラー等）を更新する事業 

対象：中小企業者、医療法人、社会福祉法人、

学校法人等 ※特定事業者は対象外 

○補助率１／３以内 
○上限：800万円 
○下限：50万円 

H31.4.22～ 

31.6.17 
 

※京都府事前 
確認期限 
～H31.6.5 

○ 

京都市省エネ
照明・空調設備
整備事業 

京都市内の事業所において、温室効果
ガス削減のための照明、空調設備を更
新する事業 
対象：中小企業者、医療法人、社会福祉法人、

学校法人等 ※特定事業者は対象外 

○補助率定額 
照明：10万円 
空調：15万円 

H31.4.22～ 

31.6.17  

再
エ
ネ
・
Ｅ
Ｍ
Ｓ
等
設
備
導
入 

スマートファ
クトリー促進
支援事業 

府内の事業所において、エネルギー消
費・生産計画等の「見える化」による改
善や生産性向上を目的とした「スマート
ファクトリー」の導入を行う事業 

対象：中小企業者（製造業又は製造業に準じる

もの） 

○診断・見える化事業  
・補助率１０／１０以内 
・上限：150万円 
 
○設備整備 
・補助率１／３ 以内 
・上限：350万円 

H31.4.22～ 

31.6.17  

自立型再生可
能エネルギー
設備等導入支
援事業 

府内の事業所において、自家消費を目
的に再生可能エネルギー設備及び効
率的利用設備（蓄電池、ＥＭＳ）を新設・
増設する事業 

対象：中小事業者（資本金１億円以下）、医療法

人、社会福祉法人、学校法人等 

○補助率 
（蓄電池＋EMS） 
１／２以内 
（蓄電池 or EMS） 
１／３以内 

○上限：400万円 

H31.4.22～ 

32.1.31 ○ 

生
産
性
向
上 

スマート社会
実装化促進事
業 

府内の事業所において、スマート社会
の実現を目指すため、新たなサービス
や技術の開発等のイノベーションの構
築を行う事業 
対象：中小企業者、有限責任事業団体、ＮＰＯ

法人等 

○補助率１／２以内 
○上限：500万円 

H31.4.22～ 

31.6.17  

診
断
事
業 

省エネ・節電・
ＥＭＳ診断事
業 

府内の事業者を対象に、工場、店舗、
オフィス等に専門家を無料で派遣し、エ
ネルギー使用状況の診断を実施 

○事業所に応じた
最適な省エネ方法
等を提案 

H31.5～ ○ 

※事業毎に補助要件が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。 

 

問い合わせ先 

○（一社）京都知恵産業創造の森 

ＴＥＬ：（０７５）３５３－２３０３ ホームページ：https://chiemori.jp/ 
○京都府府民環境部エネルギー政策課 

ＴＥＬ：（０７５）４１４－４２９８ 

※ 今 回 送 付 
 チラシ 



                                                           

                                                     

平平成成33１１年年度度京京－－ＶＶＥＥＲＲ創創出出促促進進事事業業  

補補助助金金のの募募集集ににつついいてて  
 

 
       中小企業等の皆さまが温室効果ガスの排出量削減を目的に行う 

省エネ設備整備の取組を支援します！! 
 
 

    １ 補助対象事業者 －府内に事業所を有する以下の中小企業等－                 
  

 京都府内において、既に事業活動を営んでいる既築の事業所（工場、事業場、店舗等）を有する以下の中小企 

業者等※１です。  

  （1）中小企業者※２   （中小企業等経営強化法（平成 11 年法律第 18 号）第 2 条第 1 項に規定するもの） 

  （2）有限責任事業組合（有限責任事業組合契約に関する法律（平成 17 年法律第 40 号）第 2 条に規定するもの） 

  （3）医療法人（常時使用する従業員の数が３００人以下のもの） 

  （4）社会福祉法人（常時使用する従業員の数が１００人以下のもの） 

  （5）当法人理事長が適当と認める事業者（常時使用する従業員の数が１００人以下の学校法人等）     
   

    ※１ 京都府又は京都市の地球温暖化対策条例に基づく「特定事業者」は、対象外です。 

   ※２ 中小企業者のうち、発行済株式の総数又は出資金額の２分の１以上が同一の大企業の所有に属している企業、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以上を占めている企業等（いわゆる「みなし大企業」）は、 

      対象となりません。 

 

 

     ２ 補助対象事業 －府内の一の事業所において省エネ施設等に改修する事業及びこれに付随する事業― 
 

   省エネ法によるトップランナー基準を満足するか、又はこれと同等以上の省エネ効率を有する次の設備機器等 

 

整備例  ①照明設備の省エネ化（インバータ型蛍光灯設備、ＬＥＤ蛍光灯設備等） 

     ②空調設備の省エネ化（冷暖房機器等） 

     ③ボイラー等の省エネ化（工業用ボイラー、給湯機器等）  などの高効率な省エネ改修 

 

 

    ３  補助対象となる事業期間 
 

    平成３１年４月１日(月)以降に着手し、平成３２年２月７日(金)までに完了する事業 

    ただし、交付決定（採択）前に事業が完了している場合は、補助対象となりません。 

 

      

    ４  補助要件（次の要件を全て満たすこと） 
   

（１）一の事業所において、省エネ施設等を整備する事業であること。 

（２）整備する省エネ施設（照明機器を除く）等ごとの補助対象経費100万円あたりの温室効果ガス排出量 

の削減効果が、３ｔ－CO２／年以上であること。 

（３）整備する省エネ施設が照明機器の場合、補助対象経費100万円あたりの温室効果ガス排出量の削減効果 

が４ｔ－CO２／年以上であること。 

 （４）京都版CO２排出量取引制度に参加し、京都独自クレジット（京―ＶＥＲ）の創出が可能であること。 

     また、その活用の促進のための取組を計画していること。 

 （５）補助対象となる省エネ施設等に対し、京都府、国など他の公的補助金を受けていない、若しくは受ける 

     見込みがないこと。 

                                       （裏面につづく） 

                               



 

 

 

 

   ５ 補助率及び補助金額  
 

補 助 率 補助対象経費※の３分の１以内 

補助金額 ５０万円以上 ８００万円以下 

（補助対象経費が１５０万未満の場合は、補助対象となりません。） 

そ の 他 １企業が複数の事業所で事業を実施する場合は、補助対象となりません。（１企業で１申請１事業所）  

   

    ※補助対象経費は、事業を行うために直接必要な経費（設計費、工事費、機械器具費、測量・試験費）です。         

                   

 

   ６ 申請受付期間・申請手続き 
 

   平成３１年４月２２日(月)から平成３１年６月１７日(月)までの間に、補助金交付申請書を、当法人まで持参 

または郵送により提出してください。＜郵送の場合は当日必着＞ 

   補助金交付申請書の様式は、当法人のホームページからダウンロードできます。 

 

なお、補助要件の一つである「温室効果ガス排出量の削減効果」及び特定事業者非該当検討シートについて

は、交付申請書の提出前に、京都府（エネルギー政策課）の確認を受ける必要があります。  

                              確認期限：平成３１年６月５日(水) 

   ※京都府の事前確認は、１週間程度かかる場合があります。早めの調整をお願いいたします。 

   ７ 審査及び結果の通知 
      

   申請内容を審査の上、採択事業を決定（交付決定）し、結果を通知します。（７月中旬頃を予定） 

   なお、交付決定前に事業着手をする必要がある場合は、事前着手届を提出することにより事業に着手できます。 

  （ただし、事前着手届の提出は、補助金の採択を確約するものではありません。） 

 

 

お  ８ 募集要領等（詳細） 
 

   本事業に係る募集要領等は、当法人のホームページをご覧ください。 

   また、同ホームページからは、補助金交付申請書等の様式もダウンロードできます。 

 

   http://www.kyoto-eco.jp/ 

 

 

お  ９ お問い合わせ・提出先 
   

   一般社団法人京都知恵産業創造の森 
    

    京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町７８番地 京都経済センター３階 

       TEL 075-353-2303     FAX 075-353-2304 

  受付時間：午前９時～正午、午後１～５時 （土・日・祝祭日を除く） 

 

 

 ただし、温室効果ガス排出量の削減効果及び特定事業者非該当検討シートについては、 

 京都府府民環境部エネルギー政策課  TEL 075-414-4298 



京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例に基づく 

自立型再生可能エネルギー導入等計画の認定及び導入支援制度を実施しています 

  

京都府では、「京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例」（以下、「条例」という。）に基づき、中小事業

者等による府内での自立型再生可能エネルギーの導入促進を目指し、設備導入に関する計画認定制度を実施するとともに、

計画認定を受けた設備導入に対する支援制度（税制優遇（事業税の減免）や補助制度）を行っています。本制度を活用し、

事業所における自立型再生可能エネルギーの導入を検討ください。 

 

計画認定 

計画認定申請期間   平成２７年１０月１日（木）から（随時受付） 

 計 画 認 定 期 間   平成２７年１０月１日（木）以降の計画認定日から平成３３年３月３１日（水）まで 

            （上記期間内で、申請者が任意に認定期間を設定します。） 

  ※平成３３年３月３１日までに自立型再生可能エネルギー設備を導入・設備設置完了することが必須となります。 

平成３３年３月３１日以降に設備設置完了となる場合はいかなる場合においても認定対象外となります。 

 

計画認定及び支援制度（税・補助金） 

 対象事業①（条例第19条第1項第1号） 対象事業②（条例第19条第1項第2号） 

対象者 
中小事業者（資本金の額１億円以下）、社会福祉法

人、学校法人、医療法人、個人事業者 等 

特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法

人 

対象事業 

再生可能エネルギー設備と効率的利用設備（蓄電

池・EMS）を新設・増設し、自己消費を目的とし

て発電を行う事業 

※自己消費を目的とするため、FITによる全量売

電は認められません。 

地域住民と協働し、再生可能エネルギー設備を新

設・増設し、得られたエネルギーを当該地域で利

用する事業 

対象設備 
再生可能エネルギー設備（太陽光発電等）及び効

率的利用設備（蓄電池・EMS等） 

再生可能エネルギー設備（太陽光発電設備は対象

外） 

支援制度 計画認定に基づく設備導入に際して、以下のいずれかの優遇を受けることができます※１ 

 

税減免 
計画認定に基づく設備導入に関する法人事業税・個人事業税の減免 

設備取得価額の１／３（上限1,000万円） 

補助金※２ 

計画認定に基づく設備導入に関する補助金の交付 

・効率的利用設備２種の場合、設備取得価額の１／２（上限400万円） 

・効率的利用設備１種の場合、設備取得価額の１／３（上限400万円） 

 ※１ １事業者につき、認定は１回限りとします。また、当該支援制度は、京都府以外（国や市町村等）の補助制度等と併用することが可能です。ただ

し、詳細は、各補助制度等の諸条件を確認ください。 

※２ 補助金については、平成31年度事業が対象（詳細については、下記までお問い合せください）。なお、平成32年度以降の補助金については、現

時点では未定。 

 

【お問い合せ先】 京都府府民環境部エネルギー政策課 

電話：０７５－４１４－４２９８   E-mail：energy@pref.kyoto.lg.jp 



計画認定・優遇制度（税・補助金）フロー 

 

自立型再生可能エネルギー導入等計画の策定・申請 

自立型再生可能エネルギー導入等計画の認定 

計画に基づく設備導入・設置完了 

事業税減免申請 設置完了報告書 

事業税の減免 補助金 

補助金交付申請 

交付決定 

京 都 府 

事業税減免額の確定 補助金額の確定 

検査 

事業税の減免 補助金の交付 



【申込方法】

2019年度

事業主体 ： 一般社団法人 京都知恵産業創造の森
協力機関 ： NPO法人 京都シニアベンチャークラブ連合会

京都府内に事業所をもつ中小企業（法人および個人）、各種法人、団体など。

申込書は、下記Webサイトからもダウンロードできます。

エネルギーコストを
最適化しましょう

診断料

無料

お送りいただいた情報は厳重に管理し、本診断事業以外には使用いたしません。

①添付の「2019年度 省エネ・節電・EMS診断申込書」に必要事項をすべて記入してください。

②直近月の「電気料金計算内訳書」のコピー、および使用している他のエネルギー（ガス・重油など）
の直近月の請求書のコピー等の添付を忘れないでください。

③申込先は一般社団法人 京都知恵産業創造の森です。

　郵送、FAX、メールいずれかの方法でご提出ください。

④受付終了後、診断日程などの連絡を行います。

https://chiemori.jp

省エネ、節電、EMSで省エネ、節電、EMSで

【診断の対象】

協力機関：NPO法人 京都シニアベンチャークラブ連合会
住所 〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134 （公財）京都高度技術研究所 ３F

TEL 075-315-6639　FAX 075-315-6634　［Eメール］ syoene19@ksvu.or.jp　［URL］ http://ksvu.or.jp

企業や行政機関で経験を積んだOBの知識・技術・ノウハウを社会貢献に役立てることを目的として、平成２年に
設立されました。中小企業等に対する経営改善のアドバイス、専門技術の提供、および人材育成、青少年の教育
支援などの活動を続けています。同会のメンバーでつくる省エネ研究会は、エネルギーの「見える化」を基にし
た省エネ提案活動を続けており、多くの中小企業の省エネ・コスト削減に貢献しています。

知恵の交流と融合により新たな価値の創造を図るとともに、産業施策を戦略的に推進し、京都経済の発展と活性
化に資することを目的とする団体です。省エネ機器への更新、エネルギーマネジメントシステム、自立型再生可
能エネルギー設備導入に係る補助金も取り扱っております。お気軽にご相談ください。

本診断を受け、かつ、省エネルギー設備を導入する場合、京都府・京都市中小企業融資制度に
おける資金融資利率の優遇を受けられる場合があります。詳細は次のWebサイトをご確認ください。

ALL KYOTO この事業は京都府・京都市と連携してオール京都体制で実施しています

診断事業診断事業
省エネ・節電・EMS省エネ・節電・EMS

TEL 075-353-2303　FAX 075-353-2304
［Eメール］ smart@chiemori.jp　　［URL］ https://chiemori.jp

住所 〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地  京都経済センタービル3階

申込先・事業主体

一般社団法人 京都知恵産業創造の森

この印刷物は古紙配合率70パーセントの紙に、風力発電による自然エネルギーを使用して印刷しています。

http://www.pref.kyoto.jp/kinyu/documents/soto.pdf



申　込

　地球温暖化の進行、電気・ガスの自由化…などエネルギーを巡り様々な対
応が求められる中、いま事業活動に大切なことはエネルギーの消費を最小限
に抑え経費を削減するとともに、地球温暖化の進行防止に貢献することでは
ないでしょうか。この「省エネ・節電・ＥＭＳ診断」では２つの診断方法で皆
様の事業所に適した省エネの方法をご提案します。

詳細診断1 簡易診断2

申込書と申込書記載の添付資料をお送りください。訪問日の調整をさせていただきます。

診断員が事業所を訪問し、３時間ほどのお
時間をいただいて計測とインタビューを行
います。多くの電力を消費する機器に消費
電力計を設置し、１週間程度継続的にデ
ータを計測します。

初期診断

診断員が事業所を訪問し、
診断結果と効果的な運用方法や
設備改修方法について説明します。

提　　案

初期診断と計測したデータを分析して報告
書としてまとめ、効果的な運用方法や設備改
修方法について検討します。

詳細診断

簡易診断の結果報告と
助言を行います。
（基本的に当日中）

提　　案

診断員が事業所を訪問し、２～３時間ほど
のお時間をいただいて簡単な計測とイン
タビューを行います。

簡易診断

毎月の電気代が
高額で困っている、
なんとか経費削減したいが
どうしたらいいのか
分からない。

設備が老朽化して
更新する必要があるので、
この際省エネ設備を
導入したい。

エネルギー
マネジメントシステムを
導入したが、
省エネの取組も方策が
尽きて困っている。

太陽光発電による
再生可能エネルギーの
導入に取り組んでみたいが
効果があるのだろうか?

【 省エネ成功事例 】【 省エネ成功事例 】

事例

2

事例

4

26kWh
年間基本料金削減額　19万3千円!!

低圧電力契約料金の
見直し

これまでの水冷空調機の老朽化にともない、空冷
ヒートポンプ式高効率空調機に更新したが電力
会社の契約電力量の見直し申請を忘れていた。

低圧契約電力量の見直しを申請するだけで、

事例

3

見直し申請後の
低圧動力契約電力　  

42kWh
これまでの
低圧動力契約電力　  

!!

【省エネ・節電・ＥＭＳ診断とは】

【診断の流れ】

事例

1
蛍光灯照明のLED化
110Wの蛍光灯を140本使用されている店舗の
照明を直管型LEDランプに交換！

年間消費電力　70%削減削減!!
年間電気料金　101万円削減削減!!
LED交換投資回収　1.4年!!

年間消費電力　73,134kWh削減削減!!
年間電気料金　149万円 削減削減!!
コンプレッサー交換投資回収　1.7年!!

コンプレッサーの
インバーター化

12時間連続運転の定速型コンプレッサーをイン
バータ型に交換！　ピーク電力が下がり電力基
本料金も下がり、

夏場のピーク電力対策
スーパーマーケットで夏場の猛暑日だけピーク
電力が発生していることが調査の結果判明し、そ
の時間帯のみバックヤードの照明や空調温度の
コントロールを実施した結果、契約電気料金を
変更できたことにより、

年間電気料金　63万６千円削減削減!!

その他の事例は  https://chiemori.jp/ の「 事例集」をご覧下さい。


