令和２年度滋賀県分散型エネルギーシステム導入加速化事業補助金交付要綱
（趣旨）
第１条 県は、低炭素社会づくりの推進、地域経済の活性化および災害時における代替エネルギー
の確保等の防災対策を推進する観点から、事業所等における再生可能エネルギー等の導入を促進
するため、中小企業者等による再生可能エネルギー等の設備の導入に要する経費について、予算
の範囲内で令和２年度滋賀県分散型エネルギーシステム導入加速化事業補助金（以下「補助金」
という。
）を交付するものとし、その交付については、滋賀県補助金等交付規則（昭和 48 年滋賀
県規則第９号。以下「規則」という。
）の規定によるほか、この要綱に定めるところによる。
（補助対象者）
第２条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 中小企業者等であって、滋賀県内に事業所等を有する事業者
(2) 県税に滞納がない事業者
(3) 事業者またはその役員等（事業者が法人の場合にあっては役員および支配人ならびに営業所
等の代表者、個人にあっては営業所等の代表者をいう。
）が、次のいずれにも該当しない者で
あること
ア

暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下

「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。
）
イ

暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

ウ

自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をも

って、暴力団または暴力団員を利用している者
エ

暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もし

くは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
オ

暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

カ

アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するな

どしている者
キ
２

イからカまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している者

前項第１号における「中小企業者等」とは、中小企業等経営強化法（平成 11 年法律第 18 号）

第２条第２項に規定する中小企業者等その他法人格を有する事業者であって、次の各号のいずれ
にも該当しない者をいう。
(1) 発行済株式の総数または出資価額の総額の１／２以上を同一の大企業が所有している事業
者
(2) 発行済株式の総数または出資価額の総額の２／３以上を大企業が所有している事業者
(3) 大企業の役員または職員を兼務する者が役員総数の１／２以上を占めている事業者
(4) 資本金または出資金の額が 10 億円を超える事業者
(5) 常時使用する従業員の数が２千人を超える事業者

３

前項各号における「大企業」とは、中小企業等経営強化法第２条第１項に規定する中小企業者

以外の事業者であって、次の各号のいずれにも該当しない者をいう。
(1) 中小企業投資育成株式会社法（昭和 38 年法律第 101 号）に規定する中小企業投資育成株式
会社
(2) 廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法（平成７年法律第 47 号）に
規定する指定支援機関と基本約定書を締結した事業者
(3) 投資事業有限責任組合契約に関する法律（平成 10 年法律第 90 号）に規定する投資事業有限
責任組合
（補助対象事業等）
第３条

補助対象事業は、事業所等において再生可能エネルギー等の設備（以下「補助対象設備」

という。）を導入する事業とし、補助対象設備および補助要件は、別表第１に定めるとおりとす
る。ただし、第５条第３項に規定する補助金交付申請書の提出時において、当該事業に着手して
いるときは、補助の対象としない。
２

補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表第２に掲げる経費

のうち、必要かつ適当と認める経費とする。
３

前項の補助対象経費の総額が 60 万円を下回る事業については、補助の対象としない。

（補助金の額）
第４条

補助金の額は、補助対象経費に１／３を乗じて得た額以内（千円未満切り捨て）とする。

ただし、耐震性を有し、かつ、災害時において地域の避難所となり得る福祉施設や医療施設等（以
下「福祉施設等」という。）については、補助対象経費に１／２を乗じて得た額以内（千円未満
切り捨て）とする。
２

補助限度額は、別表第１に定めるとおりとする。

（補助金の交付申請等）
第５条 補助金の交付を希望する者は、別に定める期日までに、採択申請書（様式第１号）を知事
に提出しなければならない。
２

知事は、前項の採択申請書の提出があったときは、その内容を審査し、採択または不採択の結

果を申請者に対して通知するものとする。
３

前項の通知を受けて補助金の交付を申請しようとする者（以下「交付申請者」という。）は、

別に定める期日までに、補助金交付申請書（様式第２号）を知事に提出しなければならない。
（補助金の交付決定等）
第６条 知事は、前条第３項の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審
査し、適正と認めるものについて、提出があった日から 30 日以内に補助金交付決定通知書（様
式第３号）により、交付申請者に対して通知するものとする。

２

知事は、前項の交付の決定にあたって、別記のとおり条件を付すものとするほか、補助金の交

付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、別に条件を付すことができる。
３

知事は、補助金の交付をしない旨の決定をしたときは、その理由を付して、補助金不交付決定

通知書（様式第４号）により、交付申請者に対して通知するものとする。
（事業の実施）
第７条 前条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、
当該交付決定の通知日以後に補助事業（補助金の交付決定を受けた事業をいう。以下同じ。
）を
開始するとともに、令和３年３月 31 日までに完了しなければならない。
（事業計画変更等に係る承認）
第８条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ事業計画変更承認
申請書（様式第５号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる
変更のいずれにも該当しない軽微な変更については、この限りでない。
(1) 補助対象経費の総額の 20％以上の変更
(2) 事業の実施場所の変更
(3) 補助対象設備の主要構造または主要機能の大幅な変更
(4) その他計画内容の大幅な変更
２

補助事業者は、補助事業を中止し、または廃止しようとするときは、あらかじめ事業中止（廃

止）承認申請書（様式第６号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
３

知事は、前２項の規定による事業計画変更承認申請書または事業中止（廃止）承認申請書の提

出があったときは、その内容を審査し、適正と認めるものについて、提出があった日から 30 日
以内に、補助事業者に対して通知するものとする。
４

知事は、第１項の変更の承認にあたって、必要に応じて別記のとおり条件を付すものとするほ

か、補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、別に条件を付すこと
ができる。ただし、補助金額の増額は行わないものとする。
（状況報告）
第９条 補助事業者は、知事が必要と認めたときは、別に定める期日までに、事業遂行状況報告書
（様式第７号）を知事に提出しなければならない。
（実績報告）
第 10 条

補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の中止または廃止の承認を受けたと

きを含む。
）は、その日から起算して 30 日を経過した日または令和３年３月 31 日のいずれか早
い日までに、事業実績報告書（様式第８号）を知事に提出しなければならない。

（補助金の額の確定）
第 11 条

知事は、前条の規定により報告を受けた場合において、当該報告書等の書類の審査およ

び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定（事業計画変更の承
認を含む。
）の内容に適合すると認めたときは、報告のあった日から 30 日以内に、交付すべき補
助金の額を確定し、額の確定通知書（様式第９号）により、補助事業者に対して通知するものと
する。
（補助金の請求）
第 12 条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書（様式第 10 号）
を知事に提出しなければならない。
２

補助金は、精算払いとする。

（交付決定の取消し等）
第 13 条

知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第６条第１項の規定によ

る交付決定（第８条第３項の規定による変更の承認を含む。
）の全部または一部を取り消し、補
助金交付決定取消通知書（様式第 11 号）により、補助事業者に対して通知するものとする。
(1) この要綱および規則に違反したことにより知事の指示を受け、この指示に従わないとき
(2) 補助事業の内容がこの要綱の規定を満たさない事実が明らかになったとき
(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為があったとき
(4) 前３号に掲げる場合のほか、交付決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部または
一部を継続する必要がなくなったとき
２

知事は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金を交付せず、または

既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
３

補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、遅滞なく返還しなければ

ならない。
（補助金の経理等）
第 14 条

補助事業者は、補助金の収入および支出を記載した帳簿を整備し、経理の状況を明確に

しておかなければならない。
２

補助事業者は、前項の帳簿および証拠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年間保存しなければならない。
（検査等）
第 15 条

知事は、補助事業者に対し、補助事業に関する必要な指示をして報告を求め、または検

査をすることができる。

（事業効果の把握）
第 16 条

補助事業者は、補助事業完了後において、この要綱により補助金の交付を受けて導入し

た再生可能エネルギー等の設備による発電量等を把握し、別に定めるところにより、当該設備の
利用状況について、知事に報告するものとする。
（財産の管理）
第 17 条 補助事業者は、補助事業により取得し、または効用が増加した財産（以下「取得財産等」
という。）について、取得財産等管理台帳（様式第 12 号）を設け、保管状況を明らかにしておか
なければならない。
（財産の処分の制限）
第 18 条 取得財産等のうち、その取得価格または増加価格が 50 万円以上のもの（以下「処分制限
財産」という。）について、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）に定める耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、
交換し、貸し付け、担保に供し、または廃棄してはならない。ただし、あらかじめ財産処分承認
申請書（様式第 13 号）を知事に提出し、その承認を受けた場合は、この限りでない。
２

知事は、前項ただし書の規定による財産処分承認申請書の提出があったときは、その内容を審

査し、適正と認めるものについて、提出があった日から 30 日以内に、補助事業者に対して通知
するものとする。
３

知事は、第１項ただし書の規定により承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る処分制

限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県に納付させることがで
きる。
（補助事業の公表等）
第 19 条

補助事業者は、この要綱により補助金の交付を受けた事業の内容、所在地、事業者名等

について、県が公表することに同意するものとする。
２

補助事業者は、県が実施する再生可能エネルギー等に関する調査および広報活動に協力するも

のとする。
（雑則）
第 20 条 規則およびこの要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定めるものとする。
付

則

この要綱は、令和２年５月 15 日から施行し、令和２年度の補助事業に適用する。

別記（第６条、第８条関係）
補助金の交付条件
（全般的遵守事項）
１

補助事業者は、令和２年度滋賀県分散型エネルギーシステム導入加速化事業補助金交付要綱

（以下「要綱」という。）および滋賀県補助金等交付規則（昭和 48 年滋賀県規則第９号。以下「規
則」という。
）その他関係法令に従わなければならない。
２

補助事業者は、補助事業を当年度内に完了するものとする。当年度内に当該事業が完了しない

ときは、補助金を交付しない。また、交付決定前に事業に着手しているときは、補助金を交付し
ない。
３

補助事業者は、補助事業の内容に次に掲げる変更を加えようとするときは、あらかじめ知事の

承認を受けなければならない。
(1) 補助対象経費の総額の 20％以上の変更
(2) 事業の実施場所の変更
(3) 補助対象設備の主要構造または主要機能の大幅な変更
(4) その他計画内容の大幅な変更
４

補助事業者は、補助事業を中止し、または廃止しようとするときは、あらかじめ知事の承認を

受けなければならない。
（財産の管理および処分の制限）
５

補助事業者は、補助事業により取得し、または効用が増加した財産（以下「取得財産等」とい

う。
）について、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金
の交付目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
６

補助事業者は、取得財産等のうち、その取得価格または増加価格が 50 万円以上のもの（以下

「処分制限財産」という。）について、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）に定める耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用
し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、または廃棄してはならない。ただし、あらかじめ
知事の承認を受けた場合は、この限りでない。なお、知事の承認を受けて処分制限財産の処分を
行ったこと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県に納付させることがある。
（交付決定の取消し）
７

補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、知事は交付の決定（変更の承認を含む。）

の全部または一部を取り消すものとし、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の全部
または一部の返還を命じるものとする。
(1) この要綱および規則に違反したことにより知事の指示を受け、この指示に従わないとき
(2) 補助事業の内容がこの要綱の規定を満たさない事実が明らかになったとき
(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為があったとき
(4) 前３号に掲げる場合のほか、交付決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部または
一部を継続する必要がなくなったとき

別表第１（第３条第１項および第４条関係）
補助対象設備
太陽光発電
および蓄電池
発
電
設
備

風力発電
小水力発電

補助要件
(1) 蓄電池を同時設置すること ※１
(2) 発電出力５kW以上であること
(3) 蓄電池は総蓄電容量３kWh以上であること
(1) 発電出力１kW以上であること

補助限度額
中小企業者等

福祉施設等

発電出力１kWあ たり 発電出力１kWあ たり
７万円を乗じて 得た 10万円を乗じて 得た
額（上限100万円） 額（上限150万円）
100万円

150万円

200万円

300万円

200万円

300万円

200万円

300万円

200万円

300万円

200万円

300万円

100万円

150万円

100万円

150万円

200万円

300万円

200万円

300万円

(1) 発電出力１kW以上1,000kW以下であること
(1) バイオマス依存率60％以上であること

バイオマス
発電

(2) バイオマスの調達見通しが長期間あること
(3) 副燃料として石油起源の燃料を常時使用す るこ とを 前提
とするものでないこと
(1) 集熱器総面積５㎡以上であること

太陽熱利用

(2) JIS A 4112で規定する太陽集熱器の性能と 同等 以上 の性
能を有する設備であること
(1) バイオマス依存率60％以上であること
(2) バイオマスの調達見通しが長期間あること

バイオマス
熱利用
熱
利
用
設
備

(4) 紙・パルプの製造工程で発生する黒液を回 収し 熱利 用に
利用するものでないこと

地中熱利用

下水熱利用

その他熱利用
燃製設
料造備

ー

革
新
高
的
度
な
利
エ
用
ネ
技
ル
術
ギ

(3) 副燃料として石油起源の燃料を常時使用す るこ とを 前提
とするものでないこと

バイオマス
燃料製造

(1) 暖気・冷気、温水・冷水、不凍液の流量を 調節 する 機能
を有する設備であること
(2) ヒートポンプを設置する場合は、冷却能力 また は加 熱能
力が５kW以上であること
(1) 下水道施設から熱交換機を用いて下水熱を 利用 する 設備
であること
(2) ヒートポンプを設置する場合は、冷却能力 また は加 熱能
力が５kW以上であること
※２

(1) バイオマスの調達見通しが長期間あること
(2) 薪、木炭の製造設備ではないこと

ガスコージェネ
(1) 発電出力５kW以上であること
レーション
燃料電池

蓄電池

次世代自動車
＋Ｖ２Ｈ

(1) 発電設備（太陽光発電を除く。）と同時設 置ま たは 既設
蓄 電 容 量 １ kWh あ た 蓄 電 容 量 １ kWh あ た
発電設備に接続する場合に限ること ※１
り５万円を乗じ て得 り７万円を乗じ て得
(2) 総蓄 電容 量は ３kWh以上 かつ 発電 設備 の発 電出 力の 同等 た額（上限50万円） た額（上限75万円）
以下であること
(1) 次世代自動車は電気自動車、プラグインハ イブ リッ ド自
動車または燃料電池自動車であること
(2) Ｖ２Ｈは次世代自動車からの電力を分電盤 を通 じて 施設
用電力として利用できるシステムであること

150万円

上記以外の要件
(1) 補助金の交付を受けた発電設備で発電した電力は自家消費すること。ただし、余剰電力 の売 電は 差し 支え ない 。な お、 １事
業所あたり、年間3,600kWh以上の電力を自家消費することとする。
(2) バイオマス燃料製造設備において製造された燃料を他社に供給（販売）する計画の場合 は、 その 供給 先（ 複数 の供 給先 で過
半を占める場合は、複数の供給先）との共同申請であること。ただし、製造された燃料の過 半を 自家 消費 する 場合 は、 単独 申請
で可とする。
(3) 補助対象設備の発注（契約）先の事業者および施工を行う事業者は、県内に本社または 支店 等の 事業 所を 有す る事 業者 であ
ること。ただし、県内に発注または施工できる事業者がない場合は、この限りでない。
(4) 以下の事業については、補助対象外とする。
過去に滋賀県民間事業者省エネ設備整備事業補助金、滋賀県民間事業者省エネ設備整備モ デル 事業 補助 金、 滋賀 県事 業用 再生
可能エネルギー等導入促進事業補助金、滋賀県事業用再生可能エネルギー・高度利用技術導 入加 速化 事業 補助 金、 滋賀 県民 間事
業者分散型エネルギーシステム導入加速化事業補助金、滋賀県あんしんエネルギー施設支援 事業 補助 金お よび 滋賀 県分 散型 エネ
ルギーシステム導入加速化事業補助金の交付を受けて導入した設備の更新
(5) 当年度内に補助金の交付を受けることができる設備は、１事業所あたり補助対象設備のいずれか１つとする。
※１ 発電設備で発電した電力の全部または一部を蓄電池（車載用を含む。）に充電すると とも に、 充電 した 電力 をそ の施 設で
消費することが可能であることが必要です。
※２ その他熱利用については、個別の事業計画による判断とします。

別表第２（第３条第２項関係）
区

分

本工事費

内

容

備 考

補助対象事業の実施に必要な ・建屋は補助対象外とする。
（ただし、小水力発
工事に要する経費

電の場合を除く。
）
・既存構築物および設備の撤去費は補助対象外
とする。

付帯工事費

設備費

本工事に付随する必要最小限 ・土地造成、整地および地盤改良工事に準じる
度の範囲内の工事に要する経

基礎工事は補助対象外とする。
（ただし、機械

費

基礎に係る必要不可欠な工事は対象）

補助対象事業の実施に必要な ・土地の取得および賃借料（リース代）は補助
機械装置等の購入、製造、据付

対象外とする。

に要する経費
※消費税および地方消費税は対象外とする。
※国または国の関連団体から補助金の交付を受けるまたは受けようとするときは、補助対象経費
から当該補助金の交付（予定）額を除いた額に第４条に定める補助割合を乗じて得た額以内（千
円未満切り捨て）で、補助金額を算出する。

