参考資料３

住宅・建築物の省エネ化に関する
平成３０年度概算要求内容

ＺＥＨ （ゼロ・エネルギー住宅）等の推進に向けた取組 （平成30年度概算要求）
関係省庁（経済産業省・国土交通省・環境省）が連携して、住宅の省エネ・省ＣＯ２化に取り組み、
２０２０年までにハウスメーカー等が新築する注文戸建住宅の半数以上をＺＥＨにし、２０３０年までに
建売戸建や集合住宅を含む新築住宅の平均でＺＥＨを実現することを目指す。

さらに省CO2化を進めた先導的な低炭素住宅
（ライフサイクルカーボンマイナス住宅（ＬＣＣＭ住宅））
国土交通省

ＺＥＨに対する支援
将来の更なる普及に向けて供給を促進すべきZEH
※ より高性能なＺＥＨ、建売住宅、集合住宅（中高層）

経済産業省

関連情報の
一元的提供

引き続き供給を促進すべきＺＥＨ
※ 注文住宅、集合住宅（低層）

省エネ性能表示
（BELS）を活用した
申請手続の共通化

環境省

中小工務店が連携して建築するＺＥＨ
※ ZEHの施工経験が乏しい事業者に対する優遇

国土交通省
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資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課
03-3501-9726

省エネルギー投資促進に向けた支援補助金
平成30年度概算要求額 733.5億円（672.6億円）
事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
工場・事業場、住宅、ビルにおける省エネ関連投資を促進することで、エ
ネルギー消費効率の改善を促し、徹底した省エネを推進します。
① 省エネルギー設備への入替支援
工場等における省エネ設備への入替促進のため、対象設備を限定し
ない「工場・事業場単位」（複数事業者が連携する設備入替も含
む）、申請手続きが簡易な「設備単位」での支援を行います。

② ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH：ゼッチ）の導入支援

ZEHの普及目標を掲げたZEHビルダーが建築等するものを対象に、
現行のZEHよりも優れた断熱性能等を備えた建材・設備による省エ
ネとともに、太陽光発電設備のより効率的な運用等によるエネルギー
の自家消費拡大を目指したZEH等の導入を支援します。

③ ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB：ゼブ）の実証支援

ZEBの実現・普及のためのガイドライン作成、ZEBを推進する設計事
務所や建築業者、オーナーの発掘・育成等を目的に、ZEBの構成要
素となる高断熱建材・設備機器等を用いた実証を支援します。

④ 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

事業者の省エネ取組を支援

①

工場・事業場単位での支援

設備更新

エネマネの活用等による
効率改善
※エネマネ事業者：エネルギーマネジメントシステムを導入し、エネルギーの見える化
サービスをはじめとした、エネルギー管理支援サービスを通じて工
場・事業場等の省エネルギー事業を支援する者。

複数事業者が連携した取組
省エネ

製造工程

補助

国

廃止

事業者A

＜高効率照明＞

下工程

統合・集約

製品

半製品の供給

上工程

②、③

＜高効率空調＞

ＡとＢ
全体で省エネ

上工程

増エネ 事業者Ｂ

下工程

製品

ZEH/ZEBとは

大幅な省エネを実現した上で、再生可能エネルギーにより、
年間で消費するエネルギー量をまかなうことを目指した住宅/建築物
エネルギーを極力
エネルギーを上手に使う
エネルギーを創る
必要としない

高断熱建材の価格低減・普及加速化のため、既存住宅の省エネ化
に資する高断熱建材を用いた住宅の断熱改修を支援します。
成果目標
平成42年省エネ目標（5,030万kl削減）達成に寄与します。
① 新規採択事業の平均省エネ率13%以上を目指します。
②～④ 平成32年までに新築戸建住宅の過半数のZEH実現と建築物に
おけるZEB実現及び、省エネリフォーム件数の倍増を目指します。
条件（対象者、対象行為、補助率等）

設備単位での支援

エネマネ事業者※の活用による
効率的・効果的な省エネ

＋

暖房

削減

冷房
換気

＋

照明
給湯

住宅の断熱改修による省エネ化の支援

④

下記改修により、住宅の省エネ化を実現

補助（①1/2,1/3 ②戸建：定額 集合：2/3
③2/3 ④1/3）

民間企業等

事業者等

ガラスの交換

外窓交換・内窓設置

天井・壁・床等の断熱

2

ネット･ゼロ･エネルギー･ハウス（ZEH）化等による
住宅における低炭素化促進事業（経済産業省、国土交通省連携事業）
背景・目的
2030年の削減目標達成のためには、家庭部門からCO2排出量
を約４割削減しなければならない。
個々の住宅の低炭素化の技術は確立し、大手住宅メーカー以外
の地場工務店や設計事務所等に拡大していく必要がある。
このため、従来、経済産業省において実施していたネット・ゼ
ロ・エネルギー・ハウス（ZEH）支援を連携事業として環境省
において実施する。加えて、より低炭素性能の優れた先進素材
（CLT、CNF等）や再エネ熱を活用した住宅の普及促進に向け
た支援を行う。
さらに、低炭素化が遅れている賃貸住宅及び分譲集合住宅の
ZEH化に向けた支援を実施する。

平成30年度要求額
6,200百万円 （新規）
（うち要望額1,500百万円）

事業概要
① 戸建住宅において、ZEHの交付要件を満たす住宅を新築・改修する者に定額
の補助を行う。
② ZEHの要件を満たす住宅に、低炭素化に資する素材（CLT、CNF※等）を一
定量以上使用し、又は先進的な再エネ熱利用技術を活用した戸建住宅を建築
する際に定額の補助を行う。
③ 分譲集合住宅及び賃貸集合住宅（一定規模以下）において、ZEH相当となる
ものを新築又は同基準を達成するように既築住宅を改修する場合に、追加的
に必要となる費用の一部に定額補助を行う。
※ CLT：直交集成板（Cross Laminated Timber）
CNF：セルロースナノファイバー(Cellulose Nanofiber）

期待される効果

事業スキーム
補助対象
：非営利法人 補助割合：定額
間接補助対象：住宅（賃貸、分譲集合、戸建）を建築・改修する者
補助率等
：①及び③定額（70万円/戸）
②定額（上限額：90万円/戸）
※蓄電池3万円/kWh（上限額：30万円）を別途補助
事業実施期間：①について：平成30年度～平成31年度
②及び③について：平成30年～34年度

家庭部門のCO2削減目標達成のため、戸建住宅のZEH化を進め、分譲集合住
宅・賃貸住宅のZEH化の端緒を開く。
省エネ性能表示や「環境性能」の検索条件の整備と普及啓発を一体的に行い、
低炭素型住宅を選好する機運を高め、低炭素住宅の市場展開を図る。
低炭素化に資する素材（CLT、CNF等）や先進的な再エネ熱利用技術を使用
したZEH戸建住宅を供給し、低炭素性能に優れた素材等の普及の端緒を開く。

イメージ

住宅供給事業者等

非営利法人

補助金

環境省

低炭素化のための
追加コストへの
補助

＜参考：低炭素素材＞

CLT（直交集成版）

住宅の環境性能
表示

CNF

（※出典：ナノセルロースフォーラム)

①ZEH（戸建）の支援
②ZEHに対する低炭素素材、再エネ熱の導入

③ZEH相当（集合・賃貸）の新築・改修

3

地域型住宅グリーン化事業

平成29年度予算額：114億円
平成30年度要求額：135億円

地域における木造住宅の生産体制を強化し、環境負荷の低減を図るため、資材供給、設計、施工などの連携体制による、省
エネルギー性能や耐久性等に優れた木造住宅・建築物の整備に対して支援する。

グループの構築
中小
工務店

太陽熱温水器
建材流通
事業者

関連事業者の
連携体制の構
築
製材
プレカット
事業者

事業者
原木
供給者

共通ルールの設定
•地域型住宅の規格・仕様
•資材の供給・加工・利用
•積算、施工方法
•維持管理方法
•その他、グループの取組

地域型住宅・建築物の整備

建築士
事務所

・補助対象（住宅）のイメージ
長寿命型
長期優良住宅

外皮の
高断熱化

耐震性

高度省エネ型
認定低炭素住宅、性能向上計画認定
住宅※、ゼロ・エネルギー住宅
※ 「建築物省エネ法」に基づいて省エネ性能
が通常より高いと認定された住宅

劣化対策
計画的な維持管理

高効率給湯機

地域材加算・・・・主要構造材（柱・梁・桁・土台）の過半に地域材を使用する場
合、補助を加算
三世代同居加算・・キッチン、浴室、トイレ又は玄関のうちいずれか２つ以上を住
宅内に複数箇所設置する場合、補助を加算

・補助対象（建築物）のイメージ
外皮の高断熱化
１次エネルギー消費量が
基準と比べ少ない
その他一定の措置（選択）
・ＢＥＭＳの導入
・節水対策
・ヒートアイランド対策 等

優良建築物型
認定低炭素建築物など一定
の良質な建築物
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ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ建築物等先導事業（省CO2先導型）

平成29年度予算額：環境・ｽﾄｯｸ活用推進事業 103.57億円の内数
平成30年度要求額：環境・ｽﾄｯｸ活用推進事業 126.58億円の内数

省エネ・省ＣＯ２技術による低炭素化、健康、災害時の継続性、少子化対策等に係る住宅・建築物のリーディングプロジェクトを広
く民間等から提案を募り、支援を行うことにより、総合的な観点からサステナブルな社会の形成を図る。

省エネ・省CO2技術

省CO2技術の効率的な利用により、省CO2性能を向上する

リーディングプロジェクトの実施

省エネ・省ＣＯ２の実現性に優れたリーディングプロジェクトのイメージ

外観

■一括受電設備・非常用
発電機能付きコージェネ

■個々の建築物で既に導入
されている技術である
BEMS（※１）やコージェネ
レーションを建物間で融通
し、CEMS（※２）や電力・熱
の融通を実現

※１ ビルエネルギー
マネジメントシステム
※２ コミュニティエネルギー
マネジメントシステム

健康

■BCP・LCPの拠点の整備

エネルギー
ディスプレイ

隣接する建築物

帰宅困難者
受け入れ
ゾーン

■地中熱等、複数の熱源
群の最適制御

地中熱

少子化

災害時の継続性

＜補助率＞ １／２
＜限度額＞新築の建築物及び共同住宅のプロジェクトについて、総事業費の5％又は10億円のうち少ない金額等を上限額とする。

事業の成果等を広く公表することで、取り組みの広がりや意識啓発に寄与
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既存建築物省エネ化推進事業

平成29年度予算額：環境・ｽﾄｯｸ活用推進事業 103.57億円の内数
平成30年度要求額：環境・ｽﾄｯｸ活用推進事業 126.58億円の内数

建築物ストックの省エネ改修等を促進するため、民間等が行う省エネ改修工事・バリアフリー改修工事に対し、改修後の
省エネ性能を表示をすることを要件に、国が事業の実施に要する費用の一部を支援する。
【事業の要件】
A 以下の要件を満たす、建築物の改修工事
①躯体（壁・天井等）の省エネ改修を伴うものであること
②改修前と比較して15%以上の省エネ効果が見込まれること
③改修後に一定の省エネ性能に関する基準を満たすこと
④省エネ性能を表示すること
B 300㎡以上の既存住宅・建築物における省エネ性能の診断・表示

＜支援対象のイメージ＞

○ 躯体の省エネ改修
・ 天井、外壁等（断熱）

・ 開口部（複層ガラス、二重サッシ等）

等

○ 高効率設備への改修
・ 空調、換気、給湯、照明

等

○ バリアフリー改修
・ 廊下等の拡幅、手すりの設置、段差の解消 等

○ 省エネ性能の表示
【補助対象費用】
1) 省エネ改修工事に要する費用
2) エネルギー計測等に要する費用
3) バリアフリー改修工事に要する費用（省エネ改修工事と併せて
バリアフリー改修工事を行う場合に限る ）
4)省エネ性能の表示に要する費用
【補助率・上限】

・補助率：1/3
定額（Bの事業で特に波及効果の高いもの）

＜省エネ改修例＞
高効率空調設備
断熱材
（例：グラスウール）

窓サッシ・
窓ガラス（例：複層ガラス）

・上限
＜建築物＞
5,000万円／件（設備部分は2,500万円）
※ バリアフリー改修を行う場合にあっては、バリアフリー改修を行う費用
として2,500万円を加算
（ただし、バリアフリー改修部分は省エネ改修の額以下とする。）

省エネ性能の表示

庇やルーバーの設置
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平成29年度予算額：41億円
平成30年度要求額：45億円

長期優良住宅化リフォーム推進事業

良質な住宅ストックの形成や、若者による既存住宅の取得環境の改善、子育てをしやすい環境の整備等を図るため、既存住宅
の長寿命化や省エネ化、三世代同居など複数世帯の同居の実現等に資するリフォームに対する支援を行う。

事業概要
【対象事業】
①若者による既存住宅取得時に行うリフォームに対する支援
インスペクションを実施し、維持保全計画・履歴を作成するとと
もに、工事後に耐震性と劣化対策とが確保されるもの（ ＝ 基本
要件） ＜若者による住宅取得をしやすくするものとして、段階的な
性能向上の取組を支援＞

②持ち家等で行うリフォームに対する支援（①以外）
上記①の基本要件に加え、少なくとも日常的に使用する居室等
の部分が、工事後に省エネルギー性、バリアフリー性等のいず
れかの基準を満たすもの ＜高齢化対応等として、主たる居室等
の省エネルギー化等の性能向上の取組を支援＞

○インスペクションの実施 ○維持保全計画・履歴の作成 ○三世代同居改修
○性能向上リフォーム
・耐震性 ・劣化対策 ・省エネルギー性 ・維持管理・更新の容易性
・バリアフリー性 ・可変性
省エネルギー性

耐震性

例）外壁の断熱

例）軸組等の補強

劣化対策

【補助率】 １／３

三世代同居改修

【限度額】 １００万円／戸
○ 長期優良住宅（増改築）認定を取得する場合 ２００万円／戸
さらに省エネ性能を向上させる場合
２５０万円／戸

例）床下防湿
・防蟻措置

○ 三世代同居改修工事を併せて行う場合は、上記の限度額の
ほか、５０万円／戸を上限として補助

※ 三世代同居改修工事については、工事完了後に、
キッチン・浴室・トイレ・玄関のうちいずれか２つ以上が複数か所あることが要件

例）キッチンの増設

効 果
○ 良質な既存住宅ストック
の形成

○ 三世代同居の推進
○ 既存住宅流通・
リフォーム市場の活性化

○ 若者の住宅取得への
支援
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賃貸住宅における省CO2促進モデル事業（国土交通省連携事業）
背景・目的

平成30年度要求額
3,500百万円 （3,500百万円）

事業概要

2030年の削減目標達成のためには、家庭部門からCO2排出量
を約４割削減しなければならない。
個々の住宅の低炭素化の技術は確立し、大手住宅メーカーによ
る販売住宅ではゼロエネルギーハウスの展開も進んでいる。
一方で、新規着工件数の約４割を占める賃貸住宅では、低炭素
価値が評価されておらず、賃料アップや入居者獲得につながら
ないため、省CO2型の住宅の供給、市場展開が遅れている。
そこで、市場への省CO2性能に優れた賃貸住宅の供給促進と、
市場において低炭素価値が評価されるための普及啓発を一体的
に行い、賃貸市場を低炭素化する必要がある。

事業スキーム
補助対象
：非営利法人 補助割合：定額
間接補助対象：賃貸住宅を建築・管理する者
補助率
：①1/2(上限額：60万円/戸)
②1/3(上限額：30万円/戸)
事業実施期間：平成28年度～平成30年度

イメージ

補助金

環境省

非営利法人

低炭素化のための
追加コストへの
補助

賃貸住宅について、一定の断熱性能を満たし、かつ住宅の省エネ基準よりも
①20％以上（再エネ自家消費算入可）若しくは②10％以上（再エネ自家消費
算入不可）CO2排出量が少ない賃貸住宅を新築、又は同基準を達成するよう
に既築住宅を改修する場合に、追加的に必要となる給湯、空調、照明設備等
の高効率化のために要する費用の一部を補助する。
本事業を活用して新築・改修された賃貸住宅については、住宅の環境性能の
表示や、インターネット等を活用した効果の普及やPRを行うこととする。
さらに、本事業と並行して、賃貸住宅の紹介・あっせんを行っている事業者
と連携し、賃貸住宅の検索時に、低炭素型であることをメルクマールとした
検索を可能とすることで、市場全体の低炭素化を官民連携で行う。

期待される効果
家庭部門のCO2削減目標達成のため、賃貸住宅市場において省エネ基準よりも
10％以上の省エネを達成
省エネ性能表示や「環境性能」の検索条件の整備と普及啓発を一体的に行い、
低炭素型賃貸住宅を選好する機運を高め、自発的な賃貸住宅市場展開を図る。
賃貸住宅市場の低炭素化の端緒を開き、家庭部門のCO2を大幅削減する。

賃貸住宅供給事業者等

検索条件として
低炭素型を選択可

低炭素型住宅の新築・改修
＜戸建 or 集合 賃貸住宅＞

住宅の環境
性能表示

賃
貸
・
分
譲
検
索
サ
イ
ト
等

賃貸市場における低炭素型
住宅の供給と普及啓発の一
体的実施により、

家庭部門からの
CO2大幅削減
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