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札幌市から関連施策の紹介

・ZEBやZEH-Mをこれから建てる方へ
・ZEB・ZEH-M設計支援補助金

・電気自動車を導入したい方へ
・次世代自動車購入等補助金制度

事業者向け補助金

・太陽光発電を導入したい方へ
・自家消費型太陽光発電設備導入補助金



建築主のZEBの建設に必要な設計費の上乗せ相当分を札幌市が定額補助する事業を開始しました。

延べ床面積３００㎡以上の建築物を対象とし、上乗せ設計費を市内建築士事務所へ支払う事が条件。
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札幌市ZEB・ZEH-M設計支援補助金（２020年度より開始）
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ＺＥＢ設計支援補助金の活用事例

 2020年度のZEB・ZEH-M設計支援補助金は、ZEB ３件、ZEH-M １件の計4件の補助実績あり

〇（仮称）南１４西９事務所ビル 〇グランドブリッセンホテル定山渓 〇株式会社北王 社屋 〇クリーンリバーフィネス幌西レジデンス

ＺＥＢ ＺＥH-M

【ZEB設計】アクティ建築設計 【ZEH-M設計】企画設計事務所オルト【ZEB設計】日本都市設計株式会社

【建築主】株式会社クリーンリバー【建築主】北電興業株式会社

【建築物の概要】新築・事務所ビル
RC 5階建て 延床面積 2,655㎡

【BEI】0.48（52％削減）

【竣工】2021年９月

【建築主】株式会社ハマノホテルズ

【ZEB設計】ヒノデザインアソシエイツ

【建築主】株式会社北王

【建築物の概要】新築・ホテル
RC 7階建て 延床面積 9,544㎡

【建築物の概要】新築・事務所ビル
鉄骨造 2階建て 延床面積 662㎡

【建築物の概要】新築・集合住宅
RC 11階建て 延床面積 2,907㎡

【BEI】0.47（53％削減） 【BEI】0.50（50％削減） 【BEI】0.76（24％削減）

【竣工】2021年6月 【竣工】2021年5月 【竣工予定】2022年3月予定
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札幌市のZEB・ZEH-M設計支援補助金の活用事例-2021-①

 2021年度のZEB・ZEH-M設計支援補助金は、ZEB 6件、ZEH-M １件の計7件の補助実績あり

〇IKEUCHI GATE 〇竹中工務店北海道地区FMセンター 〇（仮称）札幌すすきの駅前複合開発
計画新築工事

〇日本動物特殊診断(株)事務所 新築工事

ＺＥＢ

【ZEB設計】北海道電力株式会社 【ZEB設計】株式会社有我工業所【ZEB設計】株式会社竹中工務店

【建築主】日本動物特殊診断株式会社【建築主】株式会社丸ヨ池内

【建築物の概要】新築・事務所他
SRC 8階建て 延べ面積 9,286㎡

【BEI】0.36（64％削減）

【竣工】2022年９月予定

【建築主】株式会社竹中工務店

【ZEB設計】北電総合設計株式会社

【建築主】東急不動産株式会社

【建築物の概要】新築・事務所
木造 2階建て 延べ面積 856㎡

【建築物の概要】新築・物販店舗他
SRC 18階建て 延べ面積 53,378㎡

【建築物の概要】新築・事務所
RC 2階建て 延べ面積 639㎡

【BEI】0.48（52％削減） 【BEI】0.49（51％削減） 【BEI】0.46（54％削減）

【竣工】2021年11月 【竣工】2023年10月 【竣工予定】2022年3月予定



札幌市のZEB・ZEH-M設計支援補助金の活用事例-2021-②

 2021年度のZEB・ZEH-M設計支援補助金は、ZEB 6件、ZEH-M １件の計7件の補助実績あり

〇（仮称）北33条西2丁目計画 〇Iビル 〇（仮称）北20東12計画 新築工事

ＺＥＢ ＺＥH-M

【ZEB設計】戸田建設株式会社 【ZEH-M設計】有限会社ジャム建築【ZEB設計】伊藤組土建株式会社

【建築主】株式会社中山組【建築主】株式会社オーテック

【建築物の概要】新築・事務所ビル
鉄骨造 3階建て 延べ面積 1,585㎡

【BEI】0.19（81％削減）

【竣工】2022年4月

【建築主】株式会社池田企画

【建築物の概要】新築・事務所
RC 5階建て 延べ面積 2,268㎡

【建築物の概要】新築・集合住宅
RC 5階建て 延べ面積 1,395㎡

【BEI】-0.09（109％削減） 【BEI】0.75（25％削減）

【竣工】2022年10月 【竣工予定】2023年1月予定



次世代自動車購入等補助金について

事業者の方向けへ

電気自動車の購入費の一部補助
上限額３０万円（蓄電池容量4千円/kWh）
（V2Hと同時申請の場合は上限額４５万円）

札幌市 EV補助 👆👆

燃料電池自動車の購入費の一部補助
上限額５０万円（国の補助等の要件により計算）

V2H充電設備の購入費の一部補助
上限額２５万円（本体購入価格の1/3）

2023年度の補助内容は４月以降にホームページ等でお知らせします！
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＊事業者向けには天然ガス、ハイブリットの
バス・トラックへも補助があります。



自家消費型太陽光発電設備導入補助金について

企業等の方向けへ

太陽光発電の導入費の一部補助
上限額245万円(49kW)（パネル容量50千円
/kW）

札幌市自家消費 太陽光 👆👆2023年度の補助内容は準備ができ次第、ホームページ等でお知らせします！

定置用蓄電池の導入費の一部補助
業務用・・・蓄電池容量63千円/kWh

（上限16.6kWh）
家庭用・・・蓄電池容量51千円/kWh

（上限16.6kWh）
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＊環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金活用事業

発電量の50％以上を自家消費する太陽光発電設備を設置。



札幌市から関連施策の紹介

・電気自動車を導入したい方へ
・次世代自動車購入等補助金制度（再掲）

市民向け補助金

・太陽光発電を導入したい方へ
・再エネ省エネ機器導入補助金制度

・暖房・給湯のエネルギー源を転換したい方へ
・省エネ機器エネルギー源転換補助金制度



再エネ省エネ機器導入補助金について

市民（店舗兼住宅含む）の方向けへ

太陽光発電の導入費の一部補助
上限額17.4万円（パネル容量25千円/kW）

札幌市再エネ機器 👆👆

エネファーム（家庭用燃料電池）の導入費の一部補助
定額 ８万円

木質ペレットストーブの導入費の一部補助
定額 ５万円

2023年度の補助内容は４月以降にホームページ等でお知らせします！

定置用蓄電池の導入費の一部補助
上限額8万8千円（蓄電池容量22千円/kWh）

地中熱ヒートポンプの導入費の一部補助
定額 ２０万円
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省エネ機器エネルギー源転換補助金について

市民の方向けへ

灯油のストーブや給湯ボイラーを撤去し電気やガスの対象機器に取
り換えを対象(前後の設備で30％のCO2削減効果)

札幌市エネルギー源転換 👆👆

ヒートポンプ温水暖房 対象費用の1/2
上限額 35万円

エコジョーズとコレモ 対象費用の1/2
上限額 45万円

2023年度の補助内容は準備ができ次第、ホームページ等でお知らせします！

寒冷地エアコン 対象費用の1/2
上限額 35万円

エコキュート 対象費用の1/2
上限額 40万円
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＊環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金活用事業



札幌市から関連施策の紹介

・省エネ性能の高い建築物を知りたい方へ
・建築物環境配慮制度（CASBEE札幌）

・他の事業者の環境への取組を知りたい方へ
・環境保全行動計画・自動車使用管理計画

その他



札幌市建築物環境配慮制度（CASBEE札幌）について

建築物省エネ法の改正に伴い、2021年4月より、届出対象となる延べ面積を300㎡以上へと拡大しました。

〇延べ面積2,000㎡以上

〇延べ面積300㎡以上
2,000㎡未満

〇CASBEE札幌評価ソフトによる評価

〇建築物省エネ法による計画書・届出書の提出
（もしくはCASBEE札幌評価ソフトによる評価）

Sランク
（大変優れている）

Aランク
（優れている）

B+ランク
（良い）

B-ランク
（やや劣る）

Cランク
（劣る）

合計

１ ２６ ３２ １６ １ ７６

2023年2月末時点CASBEE札幌による計画書の公表（2022年度）

建築物名称 （主たる）用途 建築主 設計者 建物全体のBEI・BEIm

中央区複合庁舎整備事業 事務所 さっぽろシビックパート
ナーズ株式会社

日本設計・大成建設設計
共同企業体

０．４５
（ZEB Ready）

2021年度はSランク４件中３件がZEB



札幌市建築物環境配慮制度（省エネ）のマッピングについて

延べ面積300㎡以上2,000㎡未満の住宅・建築物は、建物概要＆省エネ性能の公表とマッピングを行っています。

ZEH-M相当
（大変優れている）

誘導基準相当
（大変良い）

省エネ基準相当
（良い）

その他 合計

１ ６ ２３ １８８ ２１８

2023年2月末時点住宅

ZEB相当
（大変優れている）

誘導基準相当
（大変良い）

省エネ基準相当
（良い）

その他 合計

３ ３０ １０ 3 ４6

建築物

札幌市配慮制度省エネ

👆👆



環境保全行動計画・自動車使用管理計画について

札幌市環境保全行動計画

👆👆
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「札幌市生活環境の確保に関する条例」により、一定規模以上の事業者に、事業活動から生じる環境負荷低減の

ための計画を自ら策定・実施し、その状況を報告する制度。

 2022年度は環境保全行動計画は122件、自動車使用管理計画は92件の届出。

＊要件に該当しない事業者の方も自主的は取組として任意提出可能



環境保全行動計画・自動車使用管理計画について

8

札幌市のホームページには市内の事業者の取組内容が公表されています。

ホームページに公開している作成の手引きには、
事業者の優良取組事例なども掲載しています。



ご清聴ありがとうございました



アンケート回答へのお願い

https://forms.gle/31e5vt1aA4xoWfs7A
アンケートフォームのURL
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