
電気代高騰支援・省エネ施設整備支援　よくある質問集
R4.11.30時点

No. 大区分 小区分 質　問 回　答

1 電気代 新規開設
施設を継承している場合は、どのように申請すれば
よいでしょうか。
（建物は同じだが、R3はA法人、R4はB法人など）

令和４年度上半期（４～９月）の実績を18.6％で割り戻して２倍した
額を令和３年度の電気代とみなして申請してください。
なお、令和４年度途中で継承した場合は、月割計算を行いますので、
詳しくはコールセンターまでお問合せください。

2 電気代 新規開設
令和４年度新規開設の施設（R3電気代実績なし）の
場合は、どのように申請すればよいでしょうか。

No.1に準じた取扱いとします。

3 電気代 按分
自宅と事業所が同じ建物の場合、どのように申請す
ればよいでしょうか。

・同じ建物であっても、区分経理している場合は、その区分に従って
申請してください。
・電気代がどうしても分けられない場合は、自宅と事業所部分のそれ
ぞれの面積に応じて、按分計算してください。さらに、２４時間営業
でない場合は、時間按分を行ってください。
※例：延べ床１００㎡のうち５０㎡で営業している。
　　　建物全体は、自宅なので２４時間３６５日営業で
　　　５０㎡で営業しているのは月～金の８時間のみ。
　　　　　　　　　　↓↓↓
　Ｒ３年度電気代×50/100㎡×（8×5）/（24×7）※1週間の時間按分

4 電気代 按分
同じ建物に複数サービスがある場合（病院内保育所
など）、どのように申請すればよいでしょうか。

原則、No.3に準じ、区分経理していない場合は、対象外施設と対象施
設で、面積按分・時間按分を行って申請してください。
対象施設が複数ある場合は、申請を１つにまとめても構いません。
なお、「多機能型事業所」として１事業所扱いとなる場合は、必ず１
件の申請としてください。

5 電気代 按分

Ａ法人が同一敷地内に複数の施設（対象外施設も含
む）をもっていますが、請求書が法人宛で全施設一
括の場合は、どのように申請すればよいでしょうか
（提出書類など）。

対象外施設と対象施設とで面積按分・時間按分を行った上で、申請し
てください。
なお、対象施設に係る費用を１つにまとめた上で申請しても構いませ
ん。

5-2 電気代 按分
面積と時間の按分が必要な場合は必要な添付書類は
ありますか。
（11/18追加）

面積がわかる書類（図面等）と、按分計算の方法を記載したもの（様
式任意）を添付してください。

6 電気代 按分
No.5に関連して、電気使用料及びその支払いが確
認できる書類の宛名が法人名である場合、対象施設
の名称の記載がなくても問題ないでしょうか。

電気使用料及びその支払いが確認できる書類は、対象施設ごとの使用
料金が明記されている必要があります。申請者において手書き記載い
ただいても結構です。
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7 電気代 申請時期
申請から支払いまでの日数はどれくらいかかります
か。

コールセンターを設置して、集中的に申請受付を行います。日数につ
いては、申請数等により前後しますので、ご留意ください。

8 電気代 対象施設
事業所が所在する市町村が補助対象となっていない
場合、市町村の予算が措置されるまで申請は受け付
けられないのでしょうか。

一旦申請を受け付けますが、市町村の予算が措置されない場合、補助
金を交付することはできませんので、予めご了承ください。

9 電気代 対象施設
令和４年度途中に廃止（休止）した場合は、補助金
返還の対象でしょうか。

補助金返還（県からの補助金交付前であれば交付決定取消）の対象と
なります。
申請期間終了後であっても、必ず県にご報告ください。

10 電気代 対象施設

補助額の計算は、令和３年度１年間（令和３年４月
～令和４年３月）の電気代実績とありますが、令和
３年４月分の金額は、４月に使用した電力量に相当
する金額なのか、それとも４月に請求があった電気
料金なのか、どちらでしょうか。

４月に請求があった電気料金です。

11 電気代 対象施設 自治体が設置した病院は対象でしょうか。
補助対象外です。
具体的には、５医療機関（大分県立病院、中津市民病院、国東市民病
院、豊後大野市民病院、杵築市立山香病院）が対象外となります。

12 電気代 補助上限
補助上限額の算定に用いる病床数はいつ時点の病床
数でしょうか。

令和４年１１月２２日時点の許可病床数です。

13 省エネ 対象経費
リーフレットに列挙されている設備であれば、全て
対象でしょうか。

既存の設備より省エネ効果があることが、カタログ値等により確認で
きるものが対象です。

14 省エネ 対象経費
省エネ施設について、既存のLEDを新しくLEDに更
新する場合は補助対象となりますか。

カタログ値等で省エネ性能が上回ることが示される場合は、補助対象
とします。

15 省エネ 対象経費
補助対象となる場合、既存の空調設備を取り外す工
事費も補助対象経費となりますか。

新たな空調設備を導入する上で、既存の空調設備を取り外す必要が生
じる場合は、既存設備の取り外し工事費も補助対象経費となります。

16 省エネ 対象経費
空調設備の清掃を予定しています。省エネにつなが
るのですが、清掃に係る費用は補助の対象ですか。

照明（LEDへ交換）、空調設備、給湯設備、断熱強化、電力の見える化
の設備の導入に対して支援します。
左記は該当しないので対象外です。

17 省エネ 対象経費

既存のものからの入れ替えではなく、新たに省エネ
設備を導入したいのですが新たに導入する場合も補
助の対象になりますか。
また、新しい施設の場合は、新規導入しかないので
すが、対象になりますか。

「照明」「空調設備」「給湯設備」の「新規導入」は補助対象外で
す。
本事業は、既存の設備から省エネ効果の高い設備に入れ替えること等
により、将来にわたり電気代の削減を行うことを目的としています。
なお、「断熱強化」「電力の見える化」については、新規導入を補助
対象とします。
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17-2 省エネ 対象経費
エアコンの入れ替えにあたって、どのように省エネ
効果を示せばよろしいでしょうか。
（11/18追加）

カタログに記載の消費電力等により、入替え前後の省エネ効果をお示
しください。入替え前のカタログ等がない場合は、入替え前の製品の
「メーカー・年式」を明示してください。
※明示された資料がない場合は、見積書等の欄外に記載（手書き可）
してください。

なお、製品導入から年数があまり経過していない場合は、詳細を確認
することがあります。

18 省エネ 対象経費

断熱強化とはどのようなものを指すのでしょうか。
省エネにつながるものであれば何でもいいのでしょ
うか。
例えば、内窓設置、二重ガラス設置など具体例や対
象外のものなどはありますか。

省エネ効果が、カタログ等で客観的に認められる断熱強化の取組を対
象とします。

19 省エネ 対象経費
省エネ施設について、リースで導入する場合は補助
対象となりますか。

既存の設備より省エネ効果があることが、カタログ値等により確認で
きるものが対象であることを前提として、補助対象期間（令和４年９
月２６日～令和５年３月３１日）までのリース料を補助対象としま
す。

20 省エネ 対象経費

専ら職員が使う事務所スペースは補助対象になりま
すか。
（介護）サービスの利用者が使う施設のみが対象で
しょうか。

対象施設内にあり、その施設の職員が使うスペースであれば、事務所
等に設置される省エネ設備も補助対象となります。

21 省エネ 対象経費
電気の空調設備の代わりに、ガスの空調設備を導入
した場合は、補助対象となりますか。

ガス式の設備に変更することにより確実に使用料金が下がるとはいえ
ない（ガスの価格高騰具合に依存する）ことから、補助対象外です。

22 省エネ 対象経費
バッテリー電球（停電の際に点灯する照明）をLED
に交換しようと考えていますが対象となりますか。

①通常時においても照明として使用されるものであれば、補助対象で
す。
②停電時のみ点灯するものであれば、補助対象外です。

23 省エネ 対象経費
給湯設備をガス式から電気式に入れ替える場合は、
補助対象となりますか。

電気代高騰に係る支援であるため、補助対象外です。
電気式給湯設備から電気式給湯設備（電気代節減効果のあるもの）へ
の入替えを想定しています。
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24 省エネ 按分
同じ建物に複数サービスがある場合（病院内保育所
など）、どのように申請すればよいでしょうか。

対象サービス（事業）ごとに申請が可能です（病院内保育所の場合、
病院・保育所それぞれで１件）。
なお、「多機能型事業所」として１事業所扱いとなる場合は、１件の
申請としてください。

25 省エネ 按分
自宅と事業所が同じ建物の場合、どのように申請す
ればよいでしょうか。

事業所用途に使用する設備のみ対象とします。自宅と併用の場合は、
費用を面積に応じて按分してください。

26 省エネ 按分

対象施設と対象外施設が１つの建物に同居している
場合、
①専ら対象施設（部屋）に使用する省エネ設備の導
入（エアコンの入替等）は、対象となりますか。
②建物一体に使用する省エネ設備の導入（給湯設
備、電力の見える化等）は、対象となりますか。

①補助対象です。
②面積按分して、補助対象経費を算出ください。
例）面積割合が〈対象施設：対象外施設＝10：90〉の施設に、20万円
の設備を導入する場合
　20万円×0.1＝2万円　が補助対象経費（補助額は3/4の1万5千円）

27 省エネ 申請時期

令和５年３月中にエアコンを取り替える予定で、工
事も年度末までに完了する予定ですが、支払が令和
５年４月以降になる場合、今回の補助対象になりま
すか。

補助対象となります。工事の完了検査を令和５年３月３１日までに完
了させてください。

28 省エネ 申請時期

工事の終了は年度末の予定でしたが、令和５年４月
以降になった場合、補助された金額を返還する必要
がありますか。また、令和５年４月以降に金額の増
減が判明した場合、何か手続きは必要ですか。

工事完了の検査が年度内（R5.3.31）で終了する必要があります。
そして、交付要綱10条に定める期限(事業完了から30日後又は4/20の早
い方の日付)までに実績報告が提出できない場合は、補助金交付が行わ
れません。
また、金額の増減は、年度内に変更交付申請の手続きが必要です。

29 省エネ 申請時期
申請から支払いまでの日数はどれくらいかかります
か。

補助事業が完了してから県へ提出する「実績報告」の後に、県から申
請者に補助金が交付されます。令和５年４月以降の交付となることも
ありますので、ご留意ください。

30 省エネ 対象施設
令和４年度途中に廃止（休止）した場合は、補助金
返還の対象でしょうか。

補助金返還（県からの補助金交付前であれば交付決定取消）の対象と
なります。申請期間終了後であっても、必ず県にご報告ください。

31 省エネ 対象施設
エアコン設置済みの部屋に石油ストーブを新設し、
電気使用量を抑えようと考えているが、石油ストー
ブは対象でしょうか。

補助対象外です。
既存の設備から省エネ効果の高い設備に入れ替えること等により、将
来にわたり電気代の削減を行うことを目的としています。
No.17に準じた取扱いとします。
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32 全般 対象施設
設置者が市町村（指定管理含む）の事業所は補助対
象でしょうか。

補助対象外です。

33 全般 対象施設
認可保育所、認定こども園、地域型保育事業者は公
立施設も対象ですか。

補助対象外です。

34 全般 申請時期

大分県エコエネルギー導入支援事業費補助金は、募
集期間が令和４年１０月１２日から１２月２８日ま
ででしたが、予算額に達したため１１月１日をもっ
て募集を終了しています。この補助金についても予
算額に達した場合は募集を終了するのでしょうか。

原則、予算額が上限です。
状況に応じて、必要な対応を検討します。


