リースに関する補助金制度（2017年9月末現在）
【東日本大震災復興支援関連】
事業名【実施主体】

対象者

①被災中小企業復興支援リース
補助事業（2011 年度補正予
算：100.5 億円）

東日本大震災により被災し、
設備の滅失等により債務を抱
えている中小企業及び組合

【日本商工会議所】
※2018 年 3 月 31 日までに契約
を締結し、同年 5 月 31 日まで
に物件設置が完了すること。

対象設備等

補助率

東日本大震災により被災した物件 リース料総額の 10％（上限
と同一分類に属する物件（岩手県、 3,000 万円）
宮城県、福島県に設置すること。
ただし、原子力発電所事故に係る
警戒区域等に事業所があって移転
を余儀なくされた場合は設置場所
の制限はない。
）

【省エネ関連】
事業名【実施主体】

対象設備等

補助率

中小企業、個人事業主等

低炭素機器（太陽光パネル、発光
ダイオード照明装置（LED）
、高効
率ボイラ、高効率ヒートポンプ給
湯、高効率冷凍冷蔵庫、ハイブリ
ッド建機等）

リース料総額の 2％から 5％（た
だし東北 3 県及び熊本県に係る
リース契約は 10％）

②省エネルギー投資促進に向け
た支援補助金（2017 年度予
算：672.6 億円）

a)省エネルギー設備への入替
支援
事業者等

工場・事業場における省エネ効果
の高い設備（例：高効率照明、高
効率空調）

1/2 又は 1/3 の補助

※予算金額は、a)～d）の事業の
総額

b)ネット・ゼロ・エネルギー・ ZEH の普及目標を掲げたハウスメ
ハウス（ZEH）の導入支援
ーカー等が設計・建築・改築する
事業者等
ZEH

定額補助

c)ネット・ゼロ・エネルギー・ ZEB の構成要素となる高性能建
ビル（ZEB）の実証支援
材・設備機器等
事業者等

2/3 の補助

d)住宅の断熱改修による省エ
ネ化（省エネリフォーム）
の支援
事業者等

既存住宅の省エネ化に資する高性
能建材

1/3 の補助

③燃料電池の利用拡大に向けた エネファーム又は業務・産業
エネファーム等導入支援事業 用燃料電池を設置する者等
（2017 年度予算：93.6 億円）

エネファーム又は業務・産業用燃
料電池

エネファームは定額（機器購入
費＋設置工事費の基準価格と目
標価格との差額の約 1/3 補助）
業務・産業用燃料電池は 1/3 以
内の補助

地産地消型のエネルギーシステム
の構築、再生可能エネルギー熱利
用設備

3/4～1/3 の補助

冷凍冷蔵倉庫用の省エネ型自然冷
媒機器

1/2 以下の補助

①エコリース促進事業（2017 年
度予算：19 億円）

対象者

【一般社団法人 ESCO・エネルギ
ーマネジメント推進協議会】

【一般社団法人環境共創イニシ
アチブ】

【一般社団法人燃料電池普及促
進協会】
④地域の特性を活かしたエネル 事業者等
ギーの地産地消促進事業費補
助金（2017 年度予算：63 億円）
【一般社団法人環境共創イニシ
アチブ】
⑤脱フロン社会構築に向けた業
務用冷凍空調機器省エネ化推
進事業（2017 年度予算：63 億
円）

事業者

【一般財団法人日本冷媒・環境
保全機構】
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事業名【実施主体】

対象者

対象設備等

補助率

⑥物流分野における CO2 削減対
策促進事業
（2017 年度予算：37 億円）

a)高品質低炭素型低温輸送シ
ステムの構築促進事業
（予算額：4 億円）

鉄道輸送用鮮度保持コンテナ、海
上輸送用鮮度保持コンテナ

一般的な鉄道輸送用保冷コンテ
ナ又は海上輸送用コンテナとの
差額の 2/3 の補助（上限 500 万
円）

オープン型宅配ボックス、システ
ム整備等

1/2 の補助（オープン型宅配ボ
ックスの上限 100 万円）

コンテナ貨車、船舶の低炭素化に
向けた設備・機器等

1/4 の補助（鉄道における低炭
素機器）又は 1/2（船舶におけ
る低炭素機器）

輸送機材、荷役機器（フォークリ
フト等）
、情報機器等

1/3 の補助

共同輸配送促進事業：共同輸配送
のための車両・輸送機材・荷役機
器・情報機器等

1/2 の補助

※予算金額は、a)～d）の事業の
総額
【一般財団法人環境優良車普及
機構】

荷主企業、貨物運送事業者、
海運事業者等
b)宅配システムの低 CO2 化事
業
（予算額：5 億円）
オープン型宅配ボックスの
設置者等
c)効率的な低炭素型輸送ネッ
トワーク構築モデル事業
1) 低炭素型輸送機器等の
整備促進事業
（予算額：5 億円）
貨物鉄道事業者、船舶
運航事業者等
2) 鉄道貨物輸送へのモー
ダルシフトモデル構築
事業
（予算額：0.5 億円）
荷主企業、貨物運送事
業者等
3)モーダルシフトの促進等
による低炭素型物流シス
テム構築事業
（予算額：7.5 億円）
荷主企業、貨物運送事
業者等

鉄道・海上輸送への転換促進事
業：モーダルシフトの実現に必要
な設備

4)船舶・港湾の連携による
低炭素化促進事業
（予算額：1.5 億円）

係船の効率化設備・装置（高性能
係船装置等）
、電力供給設備、高効
率な荷役機械・設備

1/2 の補助

港湾において使用する設備等であ
って、低炭素化推進・先進的技術
を用いた災害時においても機能を
発揮する設備等

1/3 の補助

港湾運送事業者等
5)災害等非常時にも効果的
な港湾地域低炭素化推進
事業
（予算額：7.5 億円）
港湾運送関連事業者等
6)物流拠点の低炭素化促進
事業
（予算額：4 億円）

太陽光発電設備（蓄電池を含む）
、 1/2 又は 1/3 の補助（上限 5,000
高天井 LED 照明器具、断熱パネル、 万円）
変圧器、運搬機器

営業用倉庫事業者等
d)産業車両の高性能電動化促
進事業
（予算額：2 億円）

電動フォークリフト（急速充電機
能搭載又はリチウムイオン電池等
を活用したエネルギー回生機構搭
載）

補助対象設備の導入者
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本事業で導入する設備と一般的
なエンジン車との差額の 1/3 の
補助（上限 100 万円）

【消費税（軽減税率）関連】
事業名【実施主体】

対象者

中小企業・小規模事業者等消費
税軽減税率対策補助事業（2015
年度予備費：996 億円）

【A 型：複数税率対応レジ導入
等支援】
(i) 消費税軽減税率制度（複
数税率）への対応が必要
な中小事業者等
(ii) 複数税率対応レジ及び
システムを保有してい
ない中小事業者等

【独立行政法人中小企業基盤整
備機構→事務委託先:軽減税
率対策補助金事務局(株式会
社電通）
】

※消費税の軽減税率制度の導入 【B 型：受発注システムの改修
が、2019 年 10 月 1 日から実
等支援】
施されることにより。補助金 (i) 消費税軽減税率制度（複
の申請受付期間が 2018 年１
数税率）への対応が必要
月 31 日まで延長されている。
な中小事業者等
(ii) EDI/EOS 等の電子的な受
発注システム等を介し
て取引を行っている中
小事業者等

対象設備

補助率

①複数税率対応レジ（POS 機能の 物件価額の原則 2/3
＊3 万円未満の場合は 3/4、タブ
ないレジの導入費用）
レット、PC、スマートフォン
②複数税率非対応レジ（改修費用）
の汎用端末は 1/2。
③モバイル POS レジシステム（導
＊補助上限：1 台当たり 20 万円
入費用）
（商品マスタの設定及び機器
④POS レジシステム（改修又は入
設置に要する経費：１台当た
替費用）
り 20 万円を上限に加算）
。1
事業者当たり 200 万円。
電子的な受発注システム（改修又
は入替の費用）

物件価額の原則 2/3
＊補助上限：小売事業者等の発
注システムの場合 1,000 万
円、卸売事業者等の受注シス
テムの場合 150 万円、発注・
受注両方のシステムを改修し
た場合 1,000 万円。

対象設備

補助率

【自動車・建設機械関連】
事業名【実施主体】
①クリーンエネルギー自動車導
入事業費補助金（2017 年度予
算：123 億円）

対象者
購入者

燃料電池自動車、電気自動車、プ
ラグインハイブリッド自動車、ク
リーンディーゼル自動車

定額補助

民間企業等

①水素ステーション
②水素ステーションを活用した普
及活動費用及び燃料電池自動車
の需要を喚起するための費用

①パッケージ式及び移動式水素
ステーション：補助対象の 2/3
以内の補助、その他タイプは
1/2 以内の補助

【一般社団法人次世代自動車振
興センター】
②燃料電池自動車の普及促進に
向けた水素ステーション整備
事業費補助金（2017 年度予
算：45 億円）
【一般社団法人次世代自動車振
興センター】

②2/3 以内の補助
＊補助上限有

③省エネルギー性能の優れた建 民間企業等
設機械の導入に対する補助事
業（2017 年度予算：14.1 億円）
【一般財団法人製造科学技術セ
ンター】

国土交通省策定の燃費基準値を超
える燃費性能を有する建設機械、
かつ、排ガス四次規制適合車（油
圧ショベル、ブルドーザ、ホイー
ルローダの 3 機種）
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車両価格が目標水準を達成した
場合 9/10 の補助、その他の場合
6/10 の補助
＊補助上限有

【農業・林業・水産業関連】
事業名【実施主体】
①地域林業・木材産業機械設備
リース導入支援事業（2017 年
度予算：1.41 億円）

対象者

対象設備

補助率

林業者等

高性能林業機械、木材加工設備、
小型林業機械

リース物件の 1/10 以内

農業者等

農業機械等

定額補助
（物件購入相当額の 1/2
以内等）

a)新品種・新技術活用型

＊a)新品種・新技術活用型、b)産
地活性型は、産地活性化総合対
策事業の推進事業と一体的に取
り組む場合に支援、c)地域作物
支援型はリース単独事業

【全国木材協同組合連合会】
②産地活性化総合対策事業のう
ち農畜産業機械等リース支援
事業（2017 年度予算：23.55
億円）
※予算金額は産地活性化総合対
策事業の総額。

b)産地活性化型
c)地域作物支援型

【国】
③茶支援関連対策（2017 年度予
算：15.11 億円）

農業者等

省エネ等コスト低減に資する生
産・加工機械、防霜ファン等

1/2 以内の補助

畜産クラスター協議会の構成
員で、同協議会が作成し、都
道府県知事から認定を受けた
「畜産クラスター計画」に位
置づけられた中心的な経営体
（畜産を営む者等）

畜産・酪農用の機械装置

物件価額の 1/2 以内

楽酪応援会議の構成者であ
り、同会議が作成した楽酪応
援計画に位置付けられた酪農
経営体

搾乳ロボット、ミルキングパーラ
ー、搾乳ユニット搬送レール、自
動給餌機、ほ乳ロボット、餌寄せ
ロボット、発情発見装置、分娩監
視装置

1/2 以内の補助（1 経営体当たり
上限 3,000 万円）

地域農業再生協議会が作成す
る産地の収益力を強化する計
画（産地パワーアップ計画）
に位置付けられている農業
者、農業団体

農業機械等（物件価額 50 万円以
上）

物件価額の 1/2 以内

a)浜の担い手漁船リース緊急
事業
浜の活力再生広域プランに
より認定された漁業者

漁船（新船又は中古船、中古船の
改修等）

物件価額の 1/2 以内(1 隻当たり
の上限 2.5 億円）

※予算の金額は茶支援関連対策
の総額。
【国】
④畜産・酪農収益力強化整備等
特別対策事業（2015 年度補正
予算：610 億円、2016 年度補
正予算：685 億円）
【公益社団法人中央畜産会】
⑤酪農経営体生産性向上緊急対
策事業（2017 年度予算：60 億
円）
【公益社団法人中央畜産会】
⑥産地パワーアップ事業（2015
年度補正予算：505 億円、2016
年度補正予算：570 億円）
【公益財団法人日本特産農産物
協会、都道府県】
⑦水産業競争力強化漁船導入緊
急支援事業（2016 年度補正予
算：143 億円）
【特定非営利法人水産業・漁村
活性化推進機構】

b)漁船漁業構造改革緊急事業
漁船漁業構造改革広域プラ
ンにより認定された漁業者

＊1 制度の詳細は実施団体のホームページ等で確認すること。
＊2 予算額に到達した際には、補助金申請の受付が終了している場合がある。

以上
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