
　　補助金名称：エネルギー使用合理化等事業者支援補助金　　補助金名称：エネルギー使用合理化等事業者支援補助金　　補助金名称：エネルギー使用合理化等事業者支援補助金　　補助金名称：エネルギー使用合理化等事業者支援補助金

　　　　執行団体：一般社団法人環境共創イニシアチブ（略称：SII）

＜予算＞＜予算＞＜予算＞＜予算＞

合計予算

（億円）

新規事業分予算

（億円）

継続事業分

予算

（億円）

事務費

（億円）

国庫債務

負担行為分

（年度またぎ

事業分）

平成23年度（1次公募） －

平成23年度（緊急節電枠） －

平成23年度（2次公募） 50 － －

平成24年度（1次公募） 160 130 －

平成24年度（2次公募） 70 － －

平成24年度（3次公募） 30 － －

平成24年度（4次公募） 40 － －

　　 平成25年度（1次公募） 310 110 195 5 －

平成25年度（補正予算） 150 135 － 15 －

平成26年度（1次公募） 410 190 180？ 20？ 20

平成26年度

（年度またぎ事業2次公募）

19 － － － 19

平成26年度（補正予算）

地域工場　B類型

125 125 － ？ －

平成27年度（1次公募） 410 210 170？ ？ 20

平成27年度

（年度またぎ事業2次公募）

42

18（平成27年度分）

24（平成28年度分）

－ ？ 42

平成27年度（補正予算） 850? ？ ？ ？ ？

平成28年度（1次公募） 1,260（概算要求） ？ ？ ？ ？

＜採択結果＞＜採択結果＞＜採択結果＞＜採択結果＞

応募数

（新規事業分）

採択数

（新規事業分）

採択率

（新規事業

分）

採択金額

（補助金額）

（億円）

採択金額率

（採択金額

÷公募金

額）

採択

省エネ量

（kL/年）

採択費用対効果

（採択省エネ量

×法定耐用年数

÷採択補助対象金額）

（kL／億円）

採択1件当たり

の

省エネ量

（kL/年）

平成23年度（1次公募） 221

平成23年度（緊急節電事業） 27

平成23年度（2次公募） 86 72 83.7% 10 20.0% 11,761 5,881？ 163

平成24年度（1次公募） 675 540 80.0% 92 57.5% 125,098 6,799？ 232

平成24年度（2次公募） 427 291 68.1% 26 37.1% 22,000 4,231？ 76

平成24年度（3次公募） 95 76 80.0% 6 20.0% 4,000 3,333？ 53

平成24年度（4次公募） 不明 86 不明 不明 不明 不明 不明 不明

平成25年度（1次公募） 2,516 1,394 55.4% 不明 不明 不明 3,450? 不明

平成25年度（補正予算） 不明（1,300?） 997 不明（76.7%?） 不明 不明 不明 1,700? 不明

平成26年度（1次公募） 不明（2,300?） 1,472 不明（64.0%?） 不明 不明 不明 2,550？ 不明

平成26年度

（年度またぎ事業2次公募）

不明 2 不明 不明 不明 不明 不明 不明

平成26年度（補正予算）

地域工場　B類型

1,822 449 24.6% 109.6 87.7% 28,587 2,099 63.7

平成27年度（1次公募） 3,307 1,335 40.4% 213.7 101.8% 411,584 2,966 308

平成27年度

（年度またぎ事業2次公募）

不明 0 0.0% 0 0.0% - - -

平成27年度（補正予算）

平成28年度（1次公募）

＜公募期間＞＜公募期間＞＜公募期間＞＜公募期間＞

開始日 締切日

公募期間

の日数

交付決定日

締切日から

交付決定

までの日数

事業完了日

平成23年度（1次公募） 平成23年5月30日（月）

平成23年6月24日（金）

（平成23年6月23日（木）の消印、

配送業者受付印等有効）

26 平成23年8月8日（月） 46 平成24年1月31日

平成23年度（緊急節電枠） 平成23年5月30日（月）

平成23年6月15日（水）

（消印、配送業者受付印等有効）

17 平成23年6月30日（木） 16 平成23年9月30日

平成23年度（2次公募） 平成23年8月8日（月） 平成23年8月29日（月）必着 22 平成23年10月26日（水） 59 平成24年1月31日

平成24年度（1次公募） 平成24年4月20日（金）

平成24年5月21日（月）

（消印、配送業者受付印等有効）

32 平成24年7月25日（水） 66 平成25年1月31日

平成24年度（2次公募） 平成24年7月25日（水） 平成24年8月24日（金） 17：00必着 31 平成24年10月30日（火） 68 平成25年1月31日

平成24年度（3次公募） 平成24年9月7日（金） 平成24年9月28日（金） 17：00必着 22 平成24年11月28日（水） 62 平成25年1月31日

平成24年度（4次公募） 平成25年1月10日（木） 平成25年1月24日（木） 17：00必着 15 平成25年2月8日（金） 16 平成25年3月8日

平成25年度（1次公募） 平成25年5月22日（水） 平成25年6月21日（金） 17：00必着 31 平成25年8月16日（金） 57 平成26年1月31日

平成25年度（補正予算） 平成26年2月25日（火） 平成26年3月28日（金）17：00必着 32 平成26年5月23日（金） 57 平成27年1月30日

平成26年度（1次公募） 平成26年6月9日（月） 平成26年7月1日（火）17：00必着 23 平成26年9月2日（火） 64 平成27年1月30日

平成26年度

（年度またぎ事業2次公募）

平成26年9月10日（水） 平成26年11月10日（月）17:00必着 62 平成27年1月23日（金） 75 平成28年1月30日

平成26年度（補正予算）

地域工場　B類型

平成27年3月16日（月） 平成27年4月15日（水）17:00必着 31 平成27年6月12日（金） 59 平成28年1月29日

平成27年度（1次公募） 平成27年6月19日(金） 平成27年7月15日（水）17:00必着 27 平成27年9月2日 50 平成28年1月29日

平成27年度

（年度またぎ事業2次公募）

平成27年9月14日（月） 平成27年10月19日（月）※17:00必着 36 １２月上旬（予定） 48？ 平成29年1月31日

平成27年度（補正予算） 平成28年3月？

平成28年度（1次公募） 平成28年5月？

326,77687.9% 38.0% 28,655？

150 100250

(400?）

298

不明

8

1,318282 57

低炭素化支援株式会社


