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長崎県省エネルギー等設備導入経営改善支援事業費補助金 

（サービス業等向け） 
について 

省エネルギー等設備導入緊急支援事業費補助金 

（製造業向け） 

～よくあるお問い合わせ～ 

令和４年９月２６日 更新  

【１．補助金の対象】 

Ｑ１－1 補助金の目的は何か。 

A１－１  原油価格や物価高騰などの影響を受けている県内中小企業者等が 

省エネルギー・高効率化設備を導入する事業について、費用の一部 

を補助することにより、経営の改善を支援すること等を目的として

います。 

 

Ｑ１－2 補助金の対象者は。 

A１－２  県内に主たる事業所を置いて事業を営む中小企業者等（中小企業

支援法第２条第１項各号※に規定）のうち、長崎県省エネルギー等設

備導入経営改善支援事業費補助金実施要綱及び省エネルギー等設備

導入緊急支援事業費補助金実施要綱（以下「実施要綱」という。）別

表１に掲げる業種を営む者です（創業後１年未満の者を除く。）。 

＜※１＞中小企業支援法第２条第１項第１号および第２号 

業種 

中小企業者 

（下記のいずれかを満たす会社または個人） 

資本金の額 

または出資の総額 

常時使用する 

従業員の数 

① ②～④以外 ３億円以下 ３００人以下 

② 卸売業 １億円以下 １００人以下 

③ サービス業 ５,０００万円以下 １００人以下 

④ 小売業 ５,０００万円以下 ５０人以下 

＜※２＞中小企業支援法第２条第１項第３号 

業種 
資本金の額 

または出資の総額 
従業員の数 

ゴム製品製造業 ３億円 ９００人 

ソフトウェア業等 ３億円 ３００人 

＜※３＞中小企業支援法第２条第１項第４号 

事業協同組合、協業組合、商店街振興組合等
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Ｑ１－３ 補助の要件は何か。 

A１－３  申請要領中「２ 補助対象者」をご参照ください。 

 

Ｑ１－４ 複数の事業所を営業しているが、事業所単位で申請してよいか。 

A１－４  １事業者ごとの申請になります。 

 

Ｑ１－５ 本社が県外であっても、補助金の対象となるのか。 

A１－５  県内に主たる事務所、事業所を置く中小企業者等が補助の対象と

なります。 

※主たる事務所とは、商業・法人登記簿、登記事項証明書、定款、規約な

どに記載している法人住所又は事業活動の拠点としての主たる事務所

をいう。 

 

Ｑ１－６ 既に事業着手しているが対象となるか。 

A１－６ 本補助金は、交付決定前の事業着手は認めておりません。事業着手 

済みの場合は補助対象とならないので、必ず交付決定を受けてから 

の着手をお願いします。 

 

Ｑ１－７ 補助金の対象となる設備は何か。 

A１－７  申請要領の「４ 対象経費及び対象設備」をご参照ください。 

 

Ｑ１－８ 居抜き物件を購入し、今後飲食店を開業予定である。設備が古い

ので更新したいが対象となるか。 

A１－８  要件を満たす省エネ等設備を導入する場合は対象となります。ただ

し、新規創業者（法人設立後１年未満等）については対象外です。 

 

Ｑ１－９ 補助金の対象となる業種が限定されるのはなぜか。 

A１－９  原油価格や物価高騰に関する支援については、県において様々な業

種の支援制度を設けており、本補助金については、製造業やサービス

業などを補助の対象としています。 
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Ｑ１－９(2) 同一事業者が複数の業種の事業を営んでいる場合、対象業種は

どのように判断するのか。（例：主たる事業は建設業で、そのほか

に、飲食店を営んでいる場合、飲食店の対象設備を更新する際は、

補助金の対象となるのか。） 

A１－９(2)  申請要領に記載している対象業種を事業として営むのであれば、

事業規模の大小にかかわらず対象となり得ます。ただし、更新す

る設備は、対象業種の事業活動で使用されることが必要です。（例

の場合、更新する対象設備を飲食店でのみ使用することを写真等

で証明していただく必要があります。） 

       なお、自ら製造した製品を店舗によりその場で個人又は家庭用

消費者へ販売するいわゆる製造小売業は、製造業向け、サービス

業向け、どちらの補助金も対象になりますが、いずれか一方の補

助金のみ申請が可能です（製造業向け補助金は、生産部門に設置

するユーティリティ設備、生産設備が対象となりますが、販売ス

ペースやイートインスペースに設置するユーティリティ設備は対

象になりませんのでご注意ください。） 

 

Ｑ１－10 具体的にどのような取組が補助金の対象になるのか。 

A１－10  省エネルギーや高効率化のために、古い業務用エアコンや換気設

備、冷蔵庫などを最新機種に更新したり、電力使用量を削減するた

め建物内の照明をシステム管理する機器に更新するためなどの設備

購入費・設計費・工事費が対象となります。 

 

Ｑ１－11 営業車両の燃費が悪いため更新したいが対象になるのか。 

A１－11  車両は対象外です。 

 

Ｑ１－11(2) 飲食店の照明をＬＥＤ照明に交換する導入する場合、補助対

象となるのか。ＬＥＤ電球に交換するだけでよいのか。 

A１－11(2)  調光機能を有した照明設備は「調光制御設備」として補助対象

となります。また、電球や蛍光管等の光源は消耗品であり、光源の

みの交換は補助対象となりません。照明の交換の場合、照明器具と

ランプを同時に交換する必要があります。 
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Ｑ１－11(3) 対象の調光制御設備と一緒にＬＥＤ電球を設置する場合、Ｌ

ＥＤ電球は「（c）指定設備導入事業対象設備一覧」に型番登録され

ていないが、省エネ性能を証明する資料は何を提出すればよいの

か。  

Ａ１－11(3) （交換前と比べて省エネとなることがわかる）製品カタログやメ

ーカー発行の仕様書など又は省エネ法に基づくトップランナー基準

を達成していることがわかる資料を提出してください。 

 

Ｑ１－12 本補助事業にかかる経費について、国や市町が実施している補助

金等と重複して申請してもよいか。 

A１－12  本補助事業にかかる経費について、他の補助金等と重複して申請 

することはできません。 

 

Ｑ１－13 消費税は補助対象となるのか。 

A１－13  消費税は補助対象としません。補助申請額は必ず「税抜き」で、申

請してください。 

 

Ｑ１－14 今回の工事に併せてコロナ対策のための間仕切りやパーティシ

ョンの設置を同時に施工したい。この工事費用は今回の対象となる

のか。 

A１－14  今回の補助金は、省エネルギーや高効率化のための設備購入費・工 

事費が対象となるため、間仕切りの設置等は対象外です。 

同時に工事することは構いませんが、補助の対象となる費用と対 

象とならない費用を明確に分ける必要があります。 

 

Ｑ１－15 実施要綱に記載のないユーティリティ設備（種別）も省エネ等で

あれば補助対象になるか。 

A１－15  実施要綱別表２の設備区分及び種別に記載がないユーティリテ

ィ設備は対象になりません。 

 

Ｑ１－16 県内２つの事業所の業務用冷蔵庫を補助対象の業務用冷蔵庫（1

台 70 万円）にそれぞれ 1 台ずつ更新することはできるか。 

A１－16 可能です。ただし、申請は 1 事業者 1 回限りです。 
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Ｑ１－17 複数台または複数の種類の補助対象設備を組み合わせることは

できるか 

A１－17 可能です。ただし、申請は 1 事業者 1 回限りです。 

 

Ｑ１－18 機器の更新だけではなく、新設、増設、修繕は対象になるか。 

A１－18 新設、増設は対象となります。修繕は対象外となります。 

 

Ｑ１－19 製造業、製造小売業以外に、製造業向けの補助金の対象になる業

種はあるか。 

A１－19 技術サービス業のうち、「機械設計業」「商品・非破壊検査業」

に分類される事業者についても、製造業向けの補助金の対象となり

ます。 

 

 

【２．申請手続き】 

Ｑ２－１ 申請はいつまで出来るのか。 

A２－１ １１月３０日（水）（当日消印有効）までに提出をお願いします。 

 

Ｑ２－２ 申請書の様式はどこで入手できるのか。 

A２－２ 県庁の公式ウェブサイトからダウンロードしてください。 

 

Ｑ２－３ どこへ申請すればいいのか。 

A２－３ 以下の宛先へ郵送してください。 

〒850-8799     

長崎中央郵便局私書箱第 104 号 

      長崎県省エネ等設備導入補助金申請受付センター  宛 

      ※差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください。 

※郵便料金は申請者でご負担をお願いします。 

 

Ｑ２－４ 持参による申請は可能なのか。 

A２－４ 持参による申請は受け付けておりません。 

 

Ｑ２－５ 普通郵便で郵送してよいか。 

A２－５ 必ず簡易書留やレターパックなど追跡ができる方法での郵送をお

願いします。 
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Ｑ２－６ 申請にはどのような書類が必要なのか。 

A２－６ 申請要領中「６ 申請方法」及び「７ 補助事業の流れ」中「申請

書の作成」をご参照ください。 

 

Ｑ２－７ 「経営革新計画」とは何か。 

A２－７ 中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者等が「新事業活動」に 

取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中

期的な経営計画書です。計画策定を通して現状の課題や目標が明確に

なるなどの効果が期待できるほか、県に承認されることで低利な融資

制度などの支援策が利用できます。 

 

Ｑ２－８ 「経営力向上計画」とは何か。 

A２－８ 中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者等が人材育成、コスト 

管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上

するために実施する計画です。国の認定を受けることで低利な融資制

度などの支援策が利用できます。 

 

Ｑ２－９ 「経営革新計画」等はどのように作成すればよいか。 

A２－９  まずは、認定経営革新等支援機関である一般社団法人長崎県中小企

業診断士協会や商工会議所、商工会へお早めにお問い合わせくださ

い。 

一般社団法人 長崎県中小企業診断士協会の公式ウェブサイト 

https://shindan-nagasaki.jp/ 

 

Ｑ２－10 「省エネ最適化診断」とは何か。 

A２－10  資源エネルギー庁の「中小企業等に対するエネルギー利用最適化 

推進事業費補助金による事業」において、一般財団法人省エネルギ

ーセンターが派遣する診断員が、エネルギーの無駄を総合的に判断

し、費用のかからない運用改善による省エネ提案や高効率省エネ設

備への更新提案等を行うものです。 

 

Ｑ２－11 「省エネ診断」とは何か。 

A２－11  資源エネルギー庁の「中小企業等に対するエネルギー利用最適化 

推進事業費補助金による事業（地域のエネルギー利用最適化取組支

援事業）」において、一般財団法人環境共創イニシアチブが派遣する
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診断員が、運用改善や設備更新等の省エネ取組を実施することを念

頭においた省エネ診断を実施し、費用のかからない運用改善による

省エネ提案や高効率省エネ設備への更新提案等を行うものです。 

 

Ｑ２－12 「省エネ診断」等を受けるにはどうすればいいか。 

A２－12  一般財団法人省エネルギーセンターまたは、一般財団法人環境共 

創イニシアチブへの申し込みが必要ですので、各法人のホームペー

ジをご確認ください。 

 

Ｑ２－13 免許証やパスポートの有効期限が切れているが使用できるか。 

A２－13  有効期限内の身分証明書で申請してください。用意できない場合

は、健康保険証の写し等、その他の証明書で申請してください。 

 

Ｑ２－14 採択の方法は。 

A２－14  要件を満たすものから順に採択し、予算額に達した場合は、受付 

を終了します。 

 

【３．補助金交付】 

Ｑ３－１ 申請から補助金交付決定までどのくらい時間がかかるのか。 

A３－１  申請に必要な書類を全て受理してから、（書類に不備がなければ）

1 ヵ月程度で交付決定する予定です。 

 

Ｑ３－２ 補助金が交付されない場合はあるのか。 

A３－２  審査により、補助対象経費でなかった場合など、補助金を交付しな 

い場合があります。 

 

Ｑ３－３ 補助金の交付決定を受けても、事前に補助金を交付されなければ、

施工業者に支払えない。事前に補助金をもらえないのか。 

A３－３  今回の補助金においては、事業完了後の支払となります。 
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【４．変更承認申請】 

Ｑ４－１ 交付決定を受けた設備が、部品不足により納期が未定となったた

め、導入設備を変更したいが可能か。 

A４－１  交付決定を受けた設備区分で、かつ、種別が同じ設備であれば、変

更承認申請（様式第７号）により承認を受ける必要があります。なお、

変更機種の発注は承認後に行ってください。 

交付決定を受けた設備区分の種別と異なる設備の場合は認められ

ません。 

 

Ｑ４－２ 交付決定を受けた対象設備の一部が、部品不足により納入できな

くなり、補助事業費が 75 万円（税抜）未満となった場合どうなる

か。 

A４－２  補助金の下限額は 50 万円であるため、補助対象経費が 75 万円に

満たない場合は、原則として、補助対象外となります。 

 

 

【５．その他】 

Ｑ５－１ 補助金は課税の対象になるのか。  

A５－１  課税対象となります。 

 

Ｑ５－２ 本補助金を使って購入したものについて、注意すべきことはある 

か。また、他者へ譲渡したりしてもよいのか。 

A５－２  本補助金により取得等したものについては、その趣旨に沿った適切 

な使用等をお願いします。よって、他者への譲渡など、目的外の使用 

は原則認められません。 

 


