
ぶちエコやまぐち！

事業者向け各種支援メニューのご案内

山 口 県令和２年度版

山口県地球にやさしい環境づくり融資制度

県では、地球温暖化対策施設等を整備する事業者の方に金融機関と協調した低利融資 を行っています。

融資制度の内容

○地球温暖化対策施設等整備資金
〔対象施設〕 省エネ改修・燃料設備の転換、太陽光発電システム、風力発電システム、

次世代自動車、屋上緑化、壁面緑化、駐車場緑化、保水性鋪装、高反射塗装
〔限 度 額 〕 １０，０００万円／件

〔融資利率〕 年１．５％（固定）
〔償還期間〕 １，０００万円未満：５年以内 １，０００万円以上：７年以内 ５，０００万円以上：１０年以内
〔償還方法〕 元金均等月賦償還利子後払い
〔保 証 料 〕 取扱金融機関により規定

○公害防止施設整備資金
〔対象施設〕 ばい煙処理施設、粉じん処理施設、汚水等処理施設、騒音又は振動防止施設、悪臭防止施設 等
〔限 度 額 〕 ３，０００万円／件
〔融資利率〕 年１．８％(固定)
〔償還期間〕 １，０００万円未満：５年以内 １，０００万円以上：７年以内
〔償還方法〕 元金均等月賦償還利子後払い
〔保 証 料 〕 取扱金融機関により規定

○産業廃棄物処理施設整備資金
〔対象施設〕 資源化再生利用施設、処理施設、収集・運搬、保管施設、最終処理施設、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ低減施設 等
※限度額等は、公害防止施設整備資金に同じ

◆ 対象となる事業者の方
中小企業法に基づく中小企業者、中小企業者等協同組合法に基づいて設立された組合等

産業廃棄物収集運搬車

○×株式会社

・・・

事業所での省エネなどの取組を進めるため、
今年度、県や国・市町で行われている各種支援メニューをご紹介します

✔ 事業所に太陽光発電・蓄電池などの設備導入をご検討されている方

➡ 県の融資制度
国や市町の設備導入支援制度

✔ 省エネを進めたいけれど、どこから取り組んだらよいか悩んでいる方

➡ 省エネ支援制度
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Ｑ１ 事前審査申請より前に設置した設備は、融資の対象ですか？

Ａ１ 設置済み、既に着工又は購入済みの場合は、融資対象となりません。
県の融資を受ける場合は、あらかじめ「事前審査申請書」を提出していただき、県から融資の
交付を可とする「事前審査結果通知」を受ける必要があります。

よくある質問

Ｑ2 どこに相談したら良いですか？

Ａ２ 融資の相談、申請書等の入手は、県環境政策課又は健康福祉センターにお問い合わせください。
申請書等の様式は、環境政策課ホームページからダウンロードできます。
各健康福祉センターの連絡先や取扱金融機関についても掲載しています。
次のような流れで融資を受けることになります。

公害防止施設 産業廃棄物処理施設 地球温暖化対策施設等

㈱山口銀行、㈱西京銀行、
㈱広島銀行、㈱もみじ銀行、
㈱西日本シティ銀行、㈱伊予銀行、
商工組合中央金庫、
東山口信用金庫、萩山口信用金庫、
西中国信用金庫

㈱山口銀行、㈱西京銀行、
㈱もみじ銀行、商工組合中央金庫、
東山口信用金庫、萩山口信用金庫、
西中国信用金庫

㈱山口銀行、㈱西京銀行、
㈱広島銀行、㈱もみじ銀行、
㈱西日本シティ銀行、
商工組合中央金庫、
東山口信用金庫、萩山口信用金庫、
西中国信用金庫

【取扱金融機関】

【お問い合わせ先】

所管区域 取扱機関 電 話

下関市 山口県環境政策課 083-933-2690

岩国市、和木町 岩国

健康福祉センター
保健環境部
（環境保健所）

0827-29-1528

柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町 柳井 0820-22-3631

下松市、光市、周南市 周南 0834-33-6428

山口市、防府市 山口 083-934-2536

宇部市、美祢市、山陽小野田市 宇部 0836-39-9864

長門市 長門 0837-22-2811

萩市、阿武町 萩 0838-25-2663

◆公害防止施設、産業廃棄物処理施設

◆地球温暖化対策施設等

［窓口］山口県環境生活部 環境政策課地球温暖化対策班 ［電話］083-933-2690
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申請者 取扱金融機関 健康福祉センター 環境政策課

⑥申 請

⑪機器等設置

⑫完了報告

①事前協議

⑦審 査

⑩融 資

②審 査

⑤結果通知

③審 査

④結果通知

⑧審 査

⑨預 託

⑬完了確認



山口県地球温暖化防止活動推進センターにおいて、年２回程度、国や省エネの専門家による
省エネ促進セミナーを開催しています。開催案内は、センターHPに掲載しますので、ご確認ください。
この他に、経産省において、中小企業等に対する省エネ診断を無料で実施しています。
また、同じく経産省において、省エネやCO2削減に係る相談対応を行っていますので、各窓口に

お問合せください。

【省エネの取組に関する窓口】
○省エネ促進セミナーについて

山口県地球温暖化防止活動推進センター
◆電話 ： 083-933-0008（ダイヤルイン「7」）
◆Ｈ Ｐ ： https://www.yobou.or.jp/ycccahome

○省エネ診断について
一般財団法人省エネルギーセンター
◆電話 ： 03-5439-9710（代表）
◆Ｈ Ｐ ： https://www.eccj.or.jp/index.html

○省エネ取組相談について
省エネ相談地域プラットフォーム（一般社団法人エネルギーマネジメント協会）
◆電話 ： 093-873-1333
◆Ｈ Ｐ ： https://www.enea.jp

まずは、できることから進めたい方はこちら

県では、「ぶちエコやまぐち」を宣言する事業所を随時募集しています。
次のいずれか一つ以上の取組を行うことを宣言した事業所に、ぶちエコやまぐち宣言事業所の
ミニのぼりやバス半額券を提供しています！
詳しくは、県環境政策課環境企画班（電話 : ０８３-９３３-３０３０）にお問い合わせください。

☑ノーマイカー運動

･ふんわりアクセル
･加減速の少ない運転

☑ライトダウン

☑緑のカーテン
･ 緑のカーテンを設置して
冷房使用の削減

☑エコドライブ

･こまめに電気を切る
･省エネ製品への買替え
･環境美化活動
･買い物にはマイバック持参
･ごみを減らす
･詰め替え商品を買う

･不要な電気の消灯
（昼休み、夜間）

☑エコ活動
･通勤を徒歩・自転車やバスで！

◇サイクール・ライフアプリでGO！
アプリに登録して、皆でCO2を減らそう ⇒

◇ノーマイカー月間(6､10､12月)は

・冷暖房の適正な温度設定
・夏場、冬場を快適に過ごすため
の工夫（服装や食べ物・飲み物等）

☑クールビズ・ウォームビズ

プチからぶちへ 始めようエコ活動！

【取組内容】

省エネ支援制度

どんな省エネの取組があるか知りたい方への支援メニューはこちら



リーフレット・融資に関するお問い合わせ先 山口県環境生活部環境政策課

〒753-8501 山口県山口市滝町１番１号
TEL：083-933-2690 / FAX：083-933-3049 / E-mail：a15500@pref.yamaguchi.lg.jp
HP：https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15500/index/

◆県内市町の省・創・蓄エネ関連設備導入支援制度

市 町
対象設備

連絡先
太陽光 蓄電池 太陽熱 その他

防 府 市 ●
山口県地球温暖化対策施設等
整備資金に対する利子補給 生活安全課 TEL：0835-25-2328

岩 国 市
ペレットストーブ

（公共性のある建物に設置する場合）
農林振興課 TEL：0827-29-5115

○・・・補助 ●・・・融資 ※・・・リフォームのみを対象とする制度

◆国の省・創・蓄エネ関連設備導入支援制度 掲載事業以外にも実施されていますので、詳しくは国ホームページなどを御確認ください。

事業概要 ①工場・事業場単位での省エネルギー設備導入事業

既設設備・システムの入替えや製造プロセスの改善等の改修やエネルギーマネジメントシステムの導入により、

工場・事業場等における省エネ・電力ピーク対策を行う事業を支援

②設備単位での省エネルギー設備導入事業

既設設備を、補助対象設備ごとに定められた省エネルギー効果の高い設備への更新を行う事業を支援

補 助 率 ①設計費・設備費・工事費 １／４以内、１／３以内、１／２以内 補助限度額（上限額及び下限額は、今後決定）

②設備費 １／３以内 補助限度額（上限額及び下限額は、今後決定）

執行団体 一般社団法人環境共創イニシアチブ

経済産業省 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金（エネルギー使用合理化等事業者支援事業）

環境省 設備の高効率化改修支援事業

事業概要 ①設備のエネルギー効率の改善とCO2排出削減に寄与する部品・部材の交換・追加を支援

②熱利用の低炭素・脱炭素化に寄与する設備導入を支援

③温泉供給事業者等の温泉供給設備更新時の省エネ設備導入を支援

④PCB使用照明器具からLED照明器具への交換等を支援

補 助 率 ①2/3、1/2、1/3 ②1/3（中小企業は1/2）、定額 ③1/2、定額 ④1/10（調査事業）、1/3（LED交換）

執行団体 一般財団法人栃木県環境技術協会

国や県内市町における各種支援制度の一部をご紹介します。
※ いずれの事業も予定数に達し、受付を終了している場合がありますので、詳細は国の事業執行団体、
関係市町にお問い合わせください。

国や市町の設備導入支援制度
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