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【事業概要】 

  県内の中小企業等が実施する省エネルギー効果の高い設備の更新を支援することで、

原油価格・物価高騰により影響を受けている中小企業等の経営コスト削減を図るととも

に、継続的な発展を支援します。 

 

 ◇補助対象者  県内の中小企業等（中小企業者、小規模事業者、組合等） 

 

◇補助上限額  中小企業者、組合等  ３００万円（補助下限額５０万円） 

        小規模事業者     １００万円（補助下限額１５万円） 

 

◇補 助 率  中小企業者、組合等  ２／３以内 

        小規模事業者     ３／４以内 

 

◇補助対象等  ①高効率照明（ＬＥＤ等） 

       ※ＬＥＤへの電球等交換、調光制御整備の新規導入等 

        ②空調設備 

③電気冷蔵庫、電気冷凍庫 

        ④機械設備等 

（既存設備の更新を原則とするが、付帯設備の導入により電気消費量 

又はエネルギー消費量の減少が確認できる場合はこの限りではない。） 

⑤フォークリフト等 

  ※作業場において作業することを目的とするものが対象 

 

◇補助要件等  ①中小企業等の生産活動における電気消費量又はエネルギー消費量を

減少させ、経営コストの削減に資する省エネ設備の更新等をおこな

うこと。 

        ②令和 3 年 11 月以降の連続する任意の３か月間の売上又は売上総利 

益（粗利）、もしくは営業利益が、平成３０年から令和３年のいず 

れか同３か月間と比較し減少していること。 

 

◇予 算 額  １２億円 

         うち、中小企業者、組合等 ９億円（３００者程度） 

         うち、小規模事業者    ３億円（３００者程度） 

 

【公募期間】   

 ◇要領公開    令和５年２月２０日（月）～ 

 ◇エントリー受付 令和５年３月１５日（水）～４月７日（金） 

     

【エントリー方法】 

 ◇エントリーは、電子申請システムのみで受け付けます。 

 ◇郵送又は補助金事務局への持参による申請は、受け付けませんのでご了承ください。 

 
【お問い合わせ先】 

 ◇コスト削減補助金事務局   福島県中小企業団体中央会 経営支援課 

      電話番号 ０２４―５２９―６３３３（コールセンター） 

受付時間 ９：３０～１７：３０（土日祝日を除く）     
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１．事業の目的                                  

 

  県内の中小企業等が実施する省エネルギー効果の高い設備の更新を支援すること 

で、原油価格・物価高騰により影響を受けている中小企業等の経営コスト削減を図 

るとともに、継続的な発展を支援します。 

 

２．補助対象者                                  

 

 補助対象者は、福島県内に本社又は工場等を有する以下の要件を満たすものに限ります。 

 

ア 中小企業者 

 ・資本金または従業員数（常勤）が次の数字以下となる会社または個人であること。 

  （中小企業支援法第 2 条第 1 項に規定するもの） 

業種 資本金 常勤従業員数 

製造業、建設業、運輸業その他の業種 ３億円 ３００人 

卸売業 1 億円 １００人 

小売業 5,000 万円 ５０人 

サービス業 5,000 万円 １００人 

※資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。 

   ※常勤従業員数は、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、試の使用期間中の者は含まれません。 

また、会社役員（従業員との兼務役員は除く）、個人事業主本人も含まれません。 

   ※複数の業種に該当する場合は、直近の決算書において「売上高」が大きい業種を主 

たる業種とする。 

   ※公務、分類不能の業種は除く。    

 

イ 組合等 

 ・中小企業団体の組織に関する法律第３条に定める中小企業団体（事業協同組合、 

信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合） 

・商店街振興組合法第 2 条に定める商店街振興組合、商店街振興組合連合会 

・生活衛生関係営業の運営の適正化法及び振興に関する法律第 3 条に定める生活 

衛生同業組合 

 

ウ 小規模事業者 

・商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第 2 条で定められる 

次の小規模事業者であること。 

  商業・サービス業（宿泊業・娯楽業以外） 常時使用する従業員数  ５人以下 

  サービス業のうち宿泊業・娯楽業     常時使用する従業員数 ２０人以下 

  製造業その他              常時使用する従業員数 ２０人以下 
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【補助対象にならない者】 

・医師、歯科医師、助産師、系統出荷による収入が収入金額の半分を超える個人農業者

（個人の林業・水産業者も同様）、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公

益財団法人、医療法人、宗教法人、NPO 法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉

法人、任意団体、有限責任事業組合（ＬＬＰ）等 

 ・次の（１）～（５）のいずれかに該当する事業者（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 

 

３．補助対象事業の要件                              

 

◇更新機器等と既存の機器等を比較して電気消費量又はエネルギー消費量の減少が確認で

きること（少しでも減少していれば対象となります）。 

  ※更新設備のカタログやホームページの写しを交付申請時に提出ください。 

それらがない場合は、メーカー等からの証明書等（補助金ホームページに参考様 

式掲載）を提出ください。 

 

◇令和３年１１月以降の連続する任意の３か月間の売上又は売上総利益（粗利）、もしく

は営業利益が、平成 30 年から令和 3 年のいずれかの同３か月間と比較し減少している

こと（※合計額を比較し、少しでも減少していれば対象となります）。 

 例）基準月            比較月 

令和４年１月売上 500,000 円  令和３年（２年）１月売上 600,000 円 

       ２月売上 400,000 円          ２月売上 800,000 円 

       ３月売上 700,000 円          ３月売上 750,000 円 

       合計  1,600,000 円          合計 2,150,000 円 

 

◇令和５年１２月３１日（日）までに、発注・納品・検収・既存設備の廃棄（処分）・支

払・実績報告等の全ての事業の手続きが完了する事業であること。 

 

◇補助事業の実施場所（工場や店舗等）を県内に有していること。 

※補助事業の実施場所が自社（自己）の所有地でない場合、交付申請までに、不動産登記

事項証明書により所有権が移転していることや賃貸借契約書等により使用権が明確であ

ることが必要です。 
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◇以下に該当しない事業であること。 

① 本要領にそぐわない事業 

② 更新した設備を事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるよう

な事業 

③ 公序良俗に反する事業 

④ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条により定める事業 

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に規定する暴力団又は暴力

団員と関係がある中小企業等による事業 

⑥ 政治団体、宗教上の組織または団体による事業 

⑦ 申請時に虚偽の内容を提出した事業者による事業 

⑧ その他申請要件を満たさない事業 

 

４．補助対象事業の補助率等                             

 

◇補助率・補助額 

対象者 補助率 補助額 

中小企業者、組合

等 

 ２／３以内 ３００万円 （下限額 ５０万円） 

小規模事業者  ３／４以内 １００万円 （下限額 １５万円） 

  

５．補助対象設備                                  

 

 次に掲げる設備・機械（直接的な事業活動に使用しない設備は対象になりません。）を

対象とする。ただし、更新等にあたり現在使用している設備、機械等と比較して電気消費

量又はエネルギー消費量の減少が確認できるものとする。 

 

 ア 高効率照明（ＬＥＤ等）  

※ＬＥＤへの電球等交換、調光制御整備の新規導入等 

 

 イ 空調設備（既存設備の更新に限る） 

 

 ウ 電気冷蔵庫、電気冷凍庫（既存設備の更新に限る） 

 

 エ 機械設備等 

（既存設備の更新を原則とするが、付帯設備の導入により電気消費量又は 

エネルギー消費量の減少が確認できる場合はこの限りではない。） 

 

オ フォークリフト等（既存設備の更新に限る） 

※作業場において作業することを目的とするものが対象 
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６．補助対象経費                                 

 

 補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分できるものであり、その経費

の必要性および金額の妥当性を証拠書類によって明確にできる、以下の経費です。 

  また、対象経費は、令和４年１２月２１日以降に発注を行い、令和５年１２月３１日

までに全ての手続きを完了したものに限ります。 

   

 ＜補助対象経費＞ 

（１）電気消費量又はエネルギー消費量の減少が確認できる省エネ設備の更新に必要 

な経費 

ア 高効率照明（ＬＥＤ等） 

   ※ＬＥＤへの電球等交換、調光制御整備の新規導入等 

イ 空調設備 

ウ 電気冷蔵庫、電気冷凍庫 

エ 機械設備等 

オ フォークリフト等 

（２）省エネ設備の更新等を行うために必要な外注費 

（３）省エネ設備の更新等に伴い発生する既存設備の撤去費用 

 

◇以下の経費は、補助対象になりません。 

  ・工場建屋、構築物、簡易建物（ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等）の取

得 費用、およびこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用 

  ・再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備

（太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど） 

・事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費 

・不動産の購入費、自動車等車輌の購入費、修理費、車検費用 

・補助金事務局に提出する書類の作成費用、エントリーや交付申請に係る費用 

・汎用性があり、省エネ設備としての要件に該当しないもの（事務用パソコン、プリ 

ンタ、デジタル複合機など） 

・中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が

明確でない中古品の購入費 

・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 

 

 ◇補助対象経費は、事業実施期間内に支払を行ったことを確認できるものに限ります。 

  支払は、銀行振込の実績で確認を行います。 

 

 ◇補助金申請額の算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して算定してく

ださい。 

  



7 

 

要
領
公
開

エントリー
採
択

交付

申請

交
付
決
定

発注

納品

支払

実績報告

補助金請求

交
付
額
確
定

補
助
金
支
払

７．事業のスキーム                                

 

【事業フロー】 

 ①   ②     ③  ④    ⑤  ⑥     ⑦      ⑧    ⑨ 

2/20  3/15～    4 月 随時   内容確認後順次  ～12/31    内容確認後順次 

 

①要領公開 補助金ホームページ（https://energycost-fukushima.jp）にて、補

助 

対象要件や Q&A（随時更新）等を公開 

②エントリー 補助金申請を希望する事業者が電子システムより必要事項を入力し、

エントリー（エントリー受付開始：3 月１５日（水）予定） 

③採択 エントリー件数が多く予算相当額を超える場合は、エントリー受付期

間後に抽選による採択 

④交付申請 採択事業者は、電子システムより必要事項の入力、必要書類を添付

し、       交付申請 

⑤交付決定 申請内容及び添付書類を確認、随時交付決定 

⑥発注・納

品・支払 

令和４年１２月２１日以降に発注した省エネ設備の更新等が対象 

⑦実績報告・

補助金請求 

令和５年１２月３１日までに発注・納品・支払・実績報告の全ての事

業手続きを完了 

実績報告とあわせて補助金額を請求 

⑧交付額確定 実績報告の内容、提出書類等を確認し、補助交付額を随時確定 

⑨補助金支払 補助交付額が確定次第、指定口座に振込 

 

  ※エントリー多数の場合は、抽選により採択の可否を決定します。 

   エントリー完了で補助金の交付が決定するわけではありません。 

※全ての手続きが、補助金電子システムにより行われます。 

  ※手続きに当たり、商工会又は商工会議所の支援を受けている場合は、システム上 

   に支援者の連絡先を入力することができます。 

その場合、補助金事務局から事業者に通知するメールを支援者にも同時に通知 

します。 

  ※交付申請時に設備更新内容、エネルギー減少、売上等の減少要件等を提出書類に 

   より確認します。要件不備により、補助対象外になる場合もあります。 

※交付決定後に事業内容等に変更が生じる場合は、事前に補助金事務局へ連絡いた 

   だき、変更承認申請手続きが必要になります。 

  

https://energycost-fukushima.jp/
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補助要件確認

売上減少・省エネ効果

見積書の

取得

補助金HPに

アクセス

補助金システム

よりエントリー

受付メール通知

によりエントリー

完了

８．エントリー手続き等の概要                              

 

（１）公募期間 

  要領公開       令和５年２月２０日（月）～ 

  エントリー受付開始  令和５年３月１５日（水）～ 

  エントリー締切    令和５年４月 ７日（金） 

 

電子システム構築に一定の時間を要するため、エントリー受付は令和５年３月１５

日（水）から開始する予定です。 

 

※十分な対策を行ってはおりますが、申請が集中した場合、システム申請が滞る可能性がご

ざいます。特に、申請受付開始直後はアクセスが集中することが予想されます。一定時間

内にアクセス数が集中すると、システム画面に「しばらくお待ちください。」と表示され

ます。順次、入力が可能となりますので、そのままお待ちいただき入力可能になりました

ら手続きを進めてください。 

 

（２）エントリー方法 

  エントリーは、電子システムのみで受け付けます。 

    ①         ②       ③       ④       ⑤ 

 

①要件確認 補助金ホームページから公募要領に記載されている補助要件等

を確認 

②見積書取得 更新する設備等の見積書（エントリーに必須）を取得 

③エントリー受付

開始前 

エントリー入力項目様式がダウンロードでき、事前に入力可能 

④エントリー受付

開始後 

エントリーに必要な事業者の基本情報、更新する設備等の内

容、その経費等を入力し、見積書を添付してエントリー 

 ※添付書類：見積書のみ 

⑤エントリー完了 完了後に入力されたメールアドレス宛に通知 

 

（３）エントリー結果の通知 

  エントリー受付期間後、申請者全員に対して、速やかに採択・不採択の結果を事務局

から通知します。 

通知は、申請時に登録いただいたメールアドレス宛てに送ります。 

通知メールに電子システムのＵＲＬが記載されており、採択通知受領後に交付申請手

続きを行えます。 
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９．補助事業者の義務（遵守すべき事項）                       

 

本事業の交付決定を受けた場合は、以下の条件等を守らなければなりません。 

（１）交付決定を受けた後、本事業の内容を変更しようとする場合または本事業を中止、

廃止もしくは他に承継させようとする場合には、事前に補助金事務局の承認を得なけ

ればなりません。 

（２）本事業を完了したときは、その日から起算して３０日を経過した日または事業完了

期限日（令和 5 年１２月３１日（日））のいずれか早い日までに実績報告書を提出し

なければなりません。 

（３）本事業の完了した日の属する会計年度（県の会計年度である４月～３月）の終了後

５年間、本事業に関係する調査に協力しなければなりません。 

（４）補助事業者は、補助事業により取得し、または効用の増加した設備等を善良な管理

者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って効率的な運営を図ら

なければなりません。 

   さらに、当該財産を処分する必要があるときは、事前に承認を得なければなりませ

ん。また、当該財産の処分により収入があったときは、その収入の全部または一部を

納付することとなります。 

（５）消費税および地方消費税額等仕入控除税額を減額して記載しなければなりません。 

（６）補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした書類（※）を整理し、

かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存し

てください。 

   ただし、機械等の購入に関する書類については、「補助金等により取得し、または

効用の増加した財産の処分制限を定める省令（昭和５３年 8 月 5 日通商産業省告示

第３６０号）」および「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年 3 月３

１日大蔵省令第１５号）」に基づき、その該当償却期間、整備保管してください。 

   ※カタログ、仕様書、見積書、注文書の写し、契約書または注文請書、納品書、請求書、

領収書等支払を証する書類および会計帳簿等 

（７）本事業の確認のため、補助金事務局が実地検査に入ることがあります。また、本事

業実施中および本事業終了後、会計検査院や補助金事務局等が実地検査に入ることが

あります。この検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、これに従わ

なければなりません。 

（８）補助金の支払いについては、原則として本事業終了後に補助事業実績報告書の提出

を受け、補助金額の確定後の精算払いとなります。 

（９）国又は自治体が助成する制度と重複して設備を更新等することはできません。事務

局において、補助事業者が同種または類似内容の事業によって助成金を受給する（予

定を含む）事実を確認した場合、内容を精査し、本補助金の返還を求めます。 
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１０．添付書類                                  

 

◇エントリー時 

 ・見積書のみ（補助金申請額の確認のため、PDF にて提出ください。） 

  ※税抜単価５０万円以上の設備等については２社以上の相見積が必要です。 

   既に発注している場合については、相見積は必要ありません。 

  ※エントリー受付終了後に不備が判明した場合、不採択となる場合がありますので 

   ご注意ください。 

 

◇交付申請時（採択事業者のみ） 

採択された事業者は、補助金電子システムにて交付申請手続きが必要となります。 

交付申請に際して、売上等の減少を確認するための書類や更新設備等の内容がわ 

  かる書類等の提出が必須となります。 

 

【参考】 


