
1 地中熱利用単独で申請できる導入支援の補助金 【地中熱に利用できる補助金・融資制度等が確認できなかった自治体】（26府県）

2 新エネ・省エネ設備に関する補助金 青森県・秋田県・茨城県・栃木県・群馬県・千葉県・富山県・福井県・山梨県

3 再生可能エネルギーを利用する事業を支援する補助金 静岡県・愛知県・三重県・京都府・大阪府・兵庫県・鳥取県・岡山県・広島県

4 リフォーム事業に関する補助金 愛媛県・高知県・大分県・長崎県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

5 再生可能エネルギーを利用する事業を支援する融資制度 【平成30年度から新たに地中熱に関する補助金を導入した自治体】（1県）

6 再生可能エネルギー・新エネ・省エネ設備に関する税額控除 和歌山県

7 農業関係の補助金 【平成30年度から地中熱に関する補助金を廃止した自治体】（７県）

茨城県・栃木県・群馬県・千葉県・鳥取県・愛媛県・大分県

補助金名 内容

地域の特性を活かしたエネルギーの地産地消促進事業費補助金

再生可能エネルギー熱事業者支援事業 補助率1/3　上限１申請あたり1億円　2/3の場合は上限3億円

分散型エネルギーシステム構築支援事業
①事業化に向けた計画策定に対する支援 【補助率3/4以内】
②エネルギーシステムの構築に関する支援 【補助率2/３,１/２,１/3以内】

省エネルギー投資促進に向けた支援補助金のうち　住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業

ZEHの導入支援（環境省・国交省連携事業）
『ZEH+実証事業』(定額115万)
『戸建分譲ZEH実証事業』(10戸以上まとめた分譲建売ZEH)
【環境省ZEH】『先進的再エネ熱等導入支援事業』(地中熱対象・90万/戸)による上乗せ可

ZEBの実証支援（環境省・国交省連携事業） 補助率　1/3～2/3

地中熱などの再生可能エネルギー熱利用のコスト低減に向けた技術開発事業 委託または補助2/3

財政投融資～環境・エネルギー対策貸付（日本政策金融公庫）
中小企業向け貸付限度　7.2億円以内　貸付期間10年超11年以内
個人事業主向け貸付限度　72百万以内　貸付期間5年以内

再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業 補助率　1/3～2/3

廃熱・湧水等の未利用資源の効率的活用による低炭素社会システム整備推進事業 補助率　1/2～2/3

ZEH化等による住宅における低炭素化事業（経産省・国交省連携事業）
『ZEH支援事業』(定額70万)
『先進的再エネ熱等導入支援事業』(地中熱対象・90万/戸上乗せ)
（【経産省ZEH】『ZEH+実証事業』・『戸建分譲ZEH実証事業』も上乗せ対象）

業務用施設等におけるZEB化、省CO2促進事業（経産省・国交省連携事業） 補助率　1/3～2/3

賃貸住宅における省CO2促進モデル事業 補助率　1/2（上限60万円／戸）　1/3（上限30万円／戸）

公共施設等先進的CO2排出削減対策モデル事業 補助率　2/3

地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業 補助率　1/5～2/3

環境に配慮した再生可能エネルギー導入のための情報整備事業 委託

新たな地下水利用に対応する地下水・地盤環境保全対策 請負の発注

平成３０年度地域型住宅グリーン化事業（経産省・環境省連携事業）
（地域の中小工務店等が連携して取り組む木造住宅等の整備を支援）

補助対象となる木造住宅・建築物の種類と上限額
①長寿命型（長期優良住宅：木造、新築） :110 万円/戸
②高度省エネ型（認定低炭素住宅及び性能向上計画認定住宅：木造、新築） :110 万円/戸
③高度省エネ型（ゼロ・エネルギー住宅：木造、新築および改修） :140 万円/戸
④優良建築物型（認定低炭素建築物等一定の良質な建築物：木造、新築） :１万円/㎡

サステナブル建築物等先導事業(対象：LCCM住宅） 上限：125万円／戸

エコスクール事業（農水省・国交省・環境省連携事業） 補助率　1/3～1/2

No. 都道府県 自治体名 補助金名 内容

平成30年度　新エネルギー導入支援事業（設備導入支援） 補助率：補助対象費の1/2以内（限度額5,000万円）

平成30年度　戦略的省エネ促進事業費補助金
対象事業：省エネ技術等導入可能性に関する調査事業（節電含む）
対象事業例の中に「ヒートポンプを活用した農業用ハウスの省エネ化可能性調査」の項目がある。
補助率：補助対象費の1/2以内（上限300万円）

札幌市
札幌市エネルギーecoプロジェクト
①市民向け補助
②中小企業者等向け補助

①20万円
②補助率1/10、上限150万円

旭川市 旭川市地域エネルギー設備等導入促進事業補助金 補助率1/3、上限75万円

浜中町 浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業費補助金交付 補助率1/10、上限10万円

青森県 該当無し（H30/4/23、青森県エネルギー総合対策局エネルギー開発振興課に確認）

五所川原市 新エネルギー設備導入促進事業 設備導入費用の1/10または20万円のいずれか低い額

岩手県企業局クリーンエネルギー導入支援事業 補助率3/4、上限500万円

岩手県再生可能エネルギー発電施設等立地促進資金貸付金

融資期間 利率
10年超～15年以内 2.1%
3年超～10年以内 1.9％
3年以内1.7%

一関市 平成30年度 一関市住宅用新エネルギー設備導入促進費補助金
設置に要した経費の1/10以内の額
上限額：ヒートポンプシステム30万円　その他10万円

秋田県 該当無し（H30/4/23、秋田県生活環境部温暖化対策課に確認）

横手市 地中熱利用設備設置事業補助金 補助率1/2、上限50万円

再生可能エネルギー等設備導入支援事業補助金 補助率1/2、上限2,000万円

省エネルギー・コスト削減実践支援事業 上限500万円

宮城県新エネルギー等環境関連設備開発支援事業費補助金 補助率10/10、250万円以内

クリーンエネルギーみやぎ創造チャレンジ事業補助金 限度額　500万円/年度

仙台市民間防災拠点施設再生可能エネルギー等導入補助金 補助率1/2，上限1,000万円

仙台市創エネルギー導入促進助成制度 新規投資に係る固定資産税・都市計画税相当額の100％（増設の場合は90％）

山形県
再生可能エネルギー設備導入事業費補助金
（地中熱利用空調・融雪装置　ＣＯＰ3.0以上又は同等の水準）

補助率1/3、上限：融雪=30万円，空調=50万円

山形市
平成30年度山形市太陽光発電・地中熱利用空調設備導入事業費補助金
（住宅または事業所に地中熱利用空調設備を新規に設置する方に補助金を交付）
対象 ①エネルギー消費効率（ＣＯＰ）が3.0以上のものであること　②未使用品であること

補助率1/10、上限20万円

尾花沢市再生可能エネルギー設備導入事業（地中熱利用空調　ＣＯＰ3.0以上） 補助率1/10、上限10万円

尾花沢市居住空間無雪化支援事業
　①融雪式住宅（屋根融雪設備：熱利用），②高床式住宅（基礎部1.5m超等），
　③耐雪式住宅（2.5m以上積雪耐荷重），④住宅敷地内消融雪設備

○一般世帯　：　対象事業費の30％以内（上限60万円）
○要援護者・子育て世帯等　：　対象事業費の40％以内（上限80万円）

最上町 最上町最上町エネルギー利用効率化推進補助金（地中熱利用設備（住宅用）） 補助率1/5、上限20万円

舟形町
舟形町再生可能エネルギー設備等導入設置費補助金
（大地熱利用設備（単なる散水は除く））

補助率1/5、上限100万円

高畠町 高畠町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金 補助率1/10、上限10万円

鶴岡市 鶴岡市再生可能エネルギー設備普及促進事業費補助金（地中熱利用装置） 補助率1/10、上限10万円

遊佐町 遊佐町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金（地中熱利用空調　ＣＯＰ3.0以上） 補助率1/10、上限10万円

福島県産総研連携再生可能エネルギー等研究開発補助事業補助金 補助率2/3、上限1,000万円

福島県海外連携型再生可能エネルギー関連研究開発補助金 定額、250万円以内

郡山市 エネルギー3R推進事業補助金（地中熱利用システム　COP3.0以上） 補助率1/4、上限30万円

喜多方市 住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助金（地中熱利用システム　COP3.0以上） 上限10万円

須賀川市 須賀川市住宅用再生可能エネルギー等システム設置補助事業 2万円/kW、上限5kW：10万円

8 茨城県 茨城県 該当無し（H30年4/26　茨城県民生活環境部環境対策課管理・調整に確認）

9 栃木県 栃木県 該当無し（H30年4/26　栃木県 地球温暖化対策課 計画推進担当に確認）

群馬県 該当無し（H30年4/26　環境森林部環境エネルギー課　に確認）

沼田市 平成30年度沼田市住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金 (地中熱利用システム) 設置費用の10分の1以内 上限10万円

桐生市
新エネルギー・省エネルギー設備補助金（太陽光、エコキュート、蓄電池、HEMSなど）
（平成30年度環境都市推進補助金）

10万円

埼玉県事業用再生可能エネルギー導入加速化事業補助金（地中熱利用設備）
（H30年　5/2　環境部 エネルギー環境課 に確認、5月中に内容開示とのこと。去年と補助内容は変更無し）

補助率：国庫補助有1/3、国庫補助無2/3　　上限：1,000万円
※国庫補助：平成29年度「地域の特性を活かしたエネルギーの地産地消促進事業費補助金のうち
　再生可能エネルギー熱事業者支援事業」（経済産業省）

【平成30年度】住宅用省エネ設備導入支援事業補助制度（地中熱利用システム） 20万円

【大規模事業所向け】平成30年度埼玉県事業者向けCO2排出削減設備導入補助金 補助率1/3　上限2000万円

【中小規模事業所向け】平成30年度埼玉県事業者向けCO2排出削減設備導入補助金 補助率1/3　上限500万円

さいたま市 平成30年度さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金 30万円

川口市 平成30年度地球温暖化対策活動支援金　※地中熱利用 20万円

平成30年度「所沢市スマートエネルギー補助金」【事業者用】 補助率1/5　上限200万円

平成30年度「所沢市スマートエネルギー補助金」【家庭用】 補助率1/10　上限25万円

狭山市 平成30年度住宅用省エネルギーシステム設置費補助制度（地中熱利用システム） 10万円

深谷市 平成30年度住宅用省エネ設備設置費補助金 （地中熱利用システム） 1基につき6万円、2種類以上の設備の申請も可能

草加市 平成30年度草加市地球温暖化防止活動補助金 2万円

事業所用エネルギーシステム導入事業補助金 補助率1/6　上限100万円

住宅用エネルギーシステム設置補助金 補助率2/10　上限5万円

戸田市 2018年度（平成30年度）環境配慮型システム等設置費補助金制度（地中熱利用設備）
【個人】20万円
【事業者】設置費用の10％　限度額50万円

桶川市 桶川市住宅用新・省エネルギー機器設置費補助制度 10万円

環境省

国土交通省

平成30年度 全国の地方自治体における地中熱に活用できる補助金・融資制度について
〔注：本情報は各都道府県のホームページから検索した情報であり、既に申請が締め切られている補助金・融資制度もあります。また、リフォーム関係の補助金については、地中熱については適用できない
　　　場合もありますので、本情報を活用される際には、担当部署と直接連絡をとったうえで、活用の可否をご確認下さい。また、各自治体の関係者の皆様におかれましては、貴自治体の補助金・融資制度
　　　情報が記載されていない場合、お手数をおかけいたしますが、地中熱利用促進協会事務局までご一報いただければ幸いです。〕　　地中熱利用促進協会　制度施策分科会会長　桂木聖彦

国の補助金
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No. 都道府県 自治体名 補助金名 内容

千葉県 該当なし（H29/5/2環境生活部循環型社会推進課温暖化対策推進班に確認、平成30年度より廃止）

千葉市 平成30年度千葉市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金（地中熱ヒートポンプシステム） 補助率1/10、上限10万円、先着1件

成田市 住宅用省エネルギー設備設置費補助金（地中熱利用システム） 上限10万円

栄町 平成29年度栄町住宅用省エネルギー設備等設置費補助金（地中熱利用システム） 上限10万円

多古町 住宅用省エネルギー設備設置補助金（地中熱利用システム） 上限20万円

東京都
地産地消型再生可能エネルギー導入拡大事業
（再生可能エネルギー熱利用設備：地中熱利用)
※30年度の公募は5月中を目処に予定。(H30/5/2環境局地球環境エネルギー部次世代エネルギー推進課に確認。）

【中小企業等】：補助対象経費の3分の1以内 （国等の補助金と併給する場合は、合計3分の2以内）、
　上限5,000万円
【その他】：補助対象経費の6分の1以内 （国等の補助金と併給する場合は、合計2分の1以内）、
　上限2,500万円

文京区 中小企業エコ・サポート事業 補助金率2/3　限度額50万円

神奈川県 神奈川県中小企業制度融資フロンティア資金（環境・エネルギー対策：省エネ設備等の導入に関する融資）
融資限度額8,000万円、利率2.1％以内
融資期間　設備資金10年以内、運転資金7年以内

川崎市 市内事業者エコ化支援事業（地中熱利用設備） 補助率1/4、上限200万円

相模原市
中小規模事業者省エネルギー設備等導入支援補助
再生可能エネルギー利用設備（発生したエネルギーを自家消費することを目的として導入する場合に限る。）

補助率1/3、上限75万円

地域再生可能エネルギー面的活用促進事業補助金（実地調査 事業化計画を対象） 補助率1/2、上限50万円

家庭用地中熱設備導入支援事業 補助率1/3、上限50万円

新エネルギー産業参入・育成促進事業補助金（研究開発、実証試験、調査を対象） 補助率1/2、上限50万円

魚沼市 再生可能エネルギー普及促進事業 補助率1/3、上限15万円

南魚沼市 克雪住宅・宅地等消雪設備の補助制度 補助率1/3、上限50万円（宅地等消雪設備促進事業の場合）

十日町市 再生可能エネルギー活用促進補助事業 補助率1/3、上限80万円

柏崎市 低炭素型創エネ・省エネ機器導入補助事業

長岡市 克雪すまいづくり支援事業（融雪式住宅） 屋根融雪装置（構造）に対応：上限44万

富山県 該当なし（4/13　生活環境文化部 環境政策課、土木部 建築住宅課に確認）

富山市 富山市省エネ設備等導入補助事業 定額10万円

17 石川県 石川県
エコ住宅設備促進補助金
（「いしかわ住まいの省エネパスポート制度」にて5つ星の評価を受けた住宅に対してのみ適用）

一律10万円

18 福井県 福井県 該当なし（4/13 安全環境部 環境政策課に確認）

19 山梨県 山梨県 該当なし（4/13　エネルギー政策課、農政部農業技術課 に確認）

長野県 平成30年度地域主導型自然エネルギー創出支援事業 補助率1/3以内、上限500万円

松本市 住宅用温暖化対策設備設置補助金（省エネリフォームの補助金）制度 工事費の20％、上限20万円

静岡県 該当なし（4/13　経済産業部産業革新局エネルギー政策課、くらし・環境部環境局環境政策課 に確認）

平成30年度中小企業者温暖化対策事業費補助金

abcのいずれか少ないほうの金額
a 経費の1/4
b 温室効果ガス 100円/kg
c 500万円

平成30年度市民温暖化対策事業費補助金
（ゼロエネルギー住宅の導入、省エネルギー住宅への改修、ゼロエネルギー・省エネルギー設備の導入）

ゼロエネルギー・省エネルギー設備の導入：10万円

愛知県 該当なし（4/16　環境部 地球温暖化対策室、環境部資源循環推進課に確認）

豊橋市 平成30年度家庭用エネルギー設備導入補助金
掘削型：補助率1/10、上限30万円
熱伝導型：補助率1/10、上限10万円

三重県 該当なし（4/17　雇用経済部 ものづくり・イノベーション活用課 　エネルギー政策班に確認）

四日市市 平成３０年度四日市市スマートシティ構築促進補助金 一件当り　300,000円

岐阜県
次世代エネルギー産業創出コンソーシアムワーキンググループ活動支援補助金
（次世代エネルギー産業創出コンソーシアムワーキンググループの会員を対象）

調査・研究開発・事業化に対して
補助対象経費の1/2以内、上限200万円または400万円

岐阜市 岐阜市地中熱ヒートポンプシステム普及促進補助金 補助率1/3　上限50万円

大垣市 スマートライフ設備設置補助金制度

25 滋賀県 滋賀県 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

26 京都府 京都府 該当なし（H30/5/2環境部エネルギー政策課に確認）

大阪府 該当なし（H29/5/2環境農林水産部エネルギー政策課に確認）

堺市
平成30年度スマートファクトリー・スマートオフィス導入支援事業
（未利用エネルギーを活用するシステム：地中熱など）

事業所全体のエネルギー使用量　又は温室効果ガス排出量　又は最大需要電力を
①5％以上　又は5t-CO2/年以上　又は5%以上削減する事業；
　補助上限額200万円（補助率1／3以内）
②2.5％以上　又は2.5t-CO2/年以上　又は2.5%以上削減する事業；
　補助上限額100万円（補助率1／3以内）
③1％以上　又は1t-CO2/年以上　又は1％以上削減する事業；
　補助上限額50万円(補助率1/3以内)
※国等の補助制度と併用する場合は、補助対象経費から国等の補助額を差し引いた額の1／3以内。

茨木市
省エネ・省CO2設備導入事業補助制度
（省エネルギー改修：地中熱利用などの省エネルギー設備）

補助率1/3、上限300万円

再生可能エネルギー活用調査支援事業（再生可能エネルギー：知事が認めるもの） 補助率1/2、上限200万円（対象経費から国等の補助金を除いた額）

新エネルギー等対策資金
(再生可能エネルギーを活用する施設等）

融資限度額2億8000万円
金融機関所定金利
融資期間15年以内（据置1年）

29 和歌山県 和歌山県 和歌山県中小企業省エネ対策促進事業費補助金
補助金の額は補助対象経費の３分の１以内（千円未満の端数は切り捨てる。）とし、
補助金の補助限度額は１件当たり 100 万円を限度とする。

30 兵庫県 兵庫県 該当なし（H30/5/2農政環境部環境管理局温暖化対策課に確認）

鳥取県 該当なし（H30/4/23、鳥取県商工労働部産業振興課産業支援担当に確認）

鳥取市 鳥取市自然エネルギー等導入促進事業費補助金（その他住宅用自然エネルギー設備） 補助率1/10、上限5万円　

島根県 再生可能エネルギー熱利用普及モデル事業補助金（国の補助を受けた事業に限る） 補助率1/2（対象経費から国の補助金を控除した額）

美郷町 美郷町新エネルギー設備導入促進事業補助金 補助率1/3、上限20万円

岡山県 該当なし（H30/4/20、岡山県環境文化部新エネルギー・温暖化対策室に確認）

西粟倉村 低炭素なむらづくり推進施設設置補助金（温度差エネルギー利用） ８万円/kW、上限３２万円

34 広島県 広島県 該当なし（H30/4/20、広島県環境県民局環境政策課低炭素社会推進グループに確認）

山口県産省・創・蓄エネ関連設備導入支援補助金 0.8千円/㎡　上限10万円（延床面積75㎡以上）

住宅用太陽光発電システム等整備資金融資制度
② 再生可能エネルギー熱利用設備　（地中熱利用システム）

500万円　※他の公的補助又は融資を受ける場合は、当該金額を控除した額。（10万円未満切捨て）
年1.0%（固定金利）
10年以内（原則、２年以内据置可能）
元利均等月賦償還

光市 光市省エネ生活普及促進事業（エコライフ補助金） 補助率1/2、上限10万円

36 徳島県 徳島県 自然エネルギー立県とくしま推進資金
融資限度額1億円
融資利率1.7％以内

37 香川県 香川県
中小企業等エネルギー使用合理化設備等導入支援事業
平成30年4月12日（木曜日）から平成30年4月25日（水曜日）まで

A類型　1/2以内　200万定額
　香川県内に本社を置く企業が開発又は生産した省エネ設備等を導入する事業
　予算枠：3,000万円
B類型　1/3以内　100万円定額
　香川県内に本社を置く企業等が施工する省エネ設備等を導入する事業
　予算枠：1,000万円

38 愛媛県 愛媛県
該当なし(H30/4/23　産業政策課に確認)　ただし、導入可能性調査に関しては補助金あり
　「愛媛県再生可能エネルギー及び水素エネルギー導入可能性調査事業」

導入可能性調査補助金については5/8の段階でHP上では確認できず。

39 高知県 高知県 該当なし(H30/4/23　新エネルギー推進課に確認)

福岡県 福岡県エネルギー対策特別融資制度
融資利率：年 1.10％
融資期間が 10 年超～ 15 年以内の場合は 年 1.30％
保証料率：0.25％から1.62％

福岡県 福岡県エネルギー利用モデル構築促進事業

可能性調査に関する補助金
事業費：１/１以内（定額）
協働事業費 ：１/１以内（定額）
補助対象者：福岡県内に所在する市町村及び一部事務組合
※ 平成３０年度予算額：１２百万円
平成３０年４月２日（月）から平成３０年４月２７日（金）１７：００まで

北九州市
北九州市次世代エネルギー設備導入促進事業
平成30年4月16日から平成30年6月15日（16時30分必着）まで

補助率３分の１以内（５０万円から３００万円）
消費エネルギーの見える化を図る機器類の導入かつ省エネ設備を設置する事業が対象
中小企業向け　ただし、中小企業基本法に定める小規模企業者は、補助額の下限なし

大木町 平成30年度地球温暖化防止対策支援補助金 2/10以内（上限10万円）

41 佐賀県 佐賀県 経営環境変化対応資金

○貸付限度額　　設備　5,000万円（運転と合わせて）、運転　2,000万円
○貸付期間 （据置期間）
　設備　10年（据置期間2年）　※不動産取得を主な内容とするものは15年（据置期間2年）
　運転　7年（据置期間1年）
○貸付利率　年1.3%
○保証料率　通常 年1.35%以内、設備 年0%

42 大分県 大分県 該当なし(H30/4/24　新産業振興室に確認)

43 長崎県 長崎県 該当なし(H30/4/23　環境政策課/新産業創造課に確認)

44 熊本県 熊本県 該当なし(H30/4/23　エネルギー政策課に確認)

45 宮崎県 宮崎県
該当なし(H30/4/23　環境森林課に確認)
導入可能性調査について「再生可能省エネルギー等地域づくり促進事業」で
地中熱が対象となる可能性があるとのこと（HP確認できず）

46 鹿児島県 鹿児島県 該当なし(H30/4/23　エネルギー政策課に確認)

47 沖縄県 沖縄県 該当なし(H30/4/23　環境政策課に確認)

12 千葉県

富山県

13 東京都

14 神奈川県

15 新潟県

40 福岡県

28 奈良県

31 鳥取県

32 島根県

33 岡山県

35 山口県
山口県

奈良県

富士市

27 大阪府
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新潟県

22 愛知県

三重県

24 岐阜県

20 長野県

21 静岡県
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