
平成26年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（先進対策の効率的実施による

二酸化炭素排出量大幅削減設備補助事業）対象事業者の公募について ＜お知らせ＞ 

平成26年4月25日 

（平成26年5月22日更新） 

【更新情報】 

公募要領Ｑ＆Ａの内容を追加しました

一般社団法人温室効果ガス審査協会 ASSET 事業運営センターでは、環境省から平成 26
年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（先進対策の効率的実施による二酸化炭素排

出量大幅削減設備補助事業（ASSET 事業））の交付決定を受け、ASSET 事業者の公募を実

施致します。

 また、先進対策の効率的実施による二酸化炭素排出量大幅削減設備補助事業（以下、「本

事業」という。）の公募を実施するにあたり説明会を開催いたします。

１．事業概要

我が国の温室効果ガス排出量のうち、業務部門の排出量は増加率が 65.8％（基準年比）

と一貫して増加傾向にあり、また、産業部門の排出量は、全部門に占める温室効果ガス排出

量の割合が 34.6％（2012 年確定値）と最大となっています。我が国が低炭素社会を構築し、

中長期的に温室効果ガスの大幅削減を行うためには、業務・産業両部門における既存ストッ

クの更新等の対策による低炭素化が急務となっています。

 こうしたことから、環境省では、既存ストックの更新等に際して、事業者が導入すべき先

進的で高効率な低炭素機器を見定め、それを効果的・効率的に導入することを支援する本事

業を行います。

 本事業は、率先して先進的で高効率な低炭素機器の導入に取り組む先進的な事業者が、当

該機器の導入等を加味した適切な排出削減目標を設定し、低炭素機器の導入と併せて事業

所における運用改善の取組も行いつつ、本事業の参加者全体で排出枠の調整を行うことで、

事業全体として確実な排出削減を担保し、以って業務・産業両部門における二酸化炭素排出

量を効率的に大幅削減することを目的としているものです。ASSET 事業の概要については

添付「補助金の申請を検討されている方へ」をご参照ください。

「補助金の申請を検討されている方へ」

２．公募詳細

詳細については、下記公募要領・応募様式をご確認ください。
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■公募要領

・ 【資料１】公募要領 （PDF） 
・ 【資料１様式１】公募要領 様式１（WORD） 
・ 【資料 2】ASSET 第3 期実施ルール （PDF） 
・ 【資料 3】【様式】26 公募要領別添1～3 （EXCEL） 
・ 【資料 4】【記入例】26 公募要領別添1～3 （EXCEL） 
・ 【資料 5】【様式】26 公募要領別添4－1（単独参加者用）（EXCEL） 
・ 【資料 6】【記入例：工場】26 公募要領別添4－1（単独参加者用）（EXCEL） 
・ 【資料 7】【記入例：事業場】26 公募要領別添 4－1（単独参加者用）（EXCEL）
・  【資料 8】【様式】26 公募要領別添4－2（グループ参加者用）（EXCEL） 
・ 【資料 9】【記入例】26 公募要領別添4－2（グループ参加者用）（EXCEL） 
・ 【資料 10】【様式】その他の方法にかかる報告様式（WORD） 
・ 【資料 11】【記入例】その他の方法にかかる報告様式 （PDF） 
・ 【資料 12】モニタリング報告ガイドライン （PDF） 
・ 【資料 13】各都道府県の2011 年～2013 年平均気温 （PDF） 
・ 公募要領 Q&A （PDF） 

■交付規程

・ 【交付規程】26 先進対策の効率的実施による二酸化炭素排出量大幅削減設備補助事業

（PDF） 
・ 【交付規程様式】26 先進対策の効率的実施による二酸化炭素排出量大幅削減設備補助

事業（WORD） 
・ 【交付規程様式１別紙１】整備計画書 （EXCEL） 
・ 【交付規程様式１別紙 2】経費内訳 （EXCEL） 
・ 【交付規程様式 9 別紙１】実施報告書 （EXCEL） 
・ 【交付規程様式 9 別紙 2】経費所要額精算調書 （EXCEL） 

■交付要綱・実施要領

【交付要綱】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（先進対策の効率的実施による

二酸化炭素排出量大幅削減設備補助事業）交付要綱（140401 施行版） (PDF) 
【実施要領】先進対策の効率的実施による二酸化炭素排出量大幅削減設備補助事業実

施要領（140401 施行版） (PDF) 

３．公募期間

平成 26 年４月 25 日（金）～平成 26 年 5 月 26 日（月） 
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http://www.gaj.or.jp/inquiry/documents/kobo20140425/doc12_assetmonitoring_guidelines.pdf
http://www.gaj.or.jp/inquiry/documents/kobo20140425/doc13_kion.pdf
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http://www.gaj.or.jp/inquiry/documents/kobo20140425/kouhukitei_form9_betsi2_keihiseisan_rev01.xls
http://www.gaj.or.jp/inquiry/documents/kobo20140425/CO2haisyutsu_taisakuhozokin_kouhuyoukou.pdf
http://www.gaj.or.jp/inquiry/documents/kobo20140425/CO2haisyutsu_taisakuhozokin_kouhuyoukou.pdf
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４．公募に関するお問い合わせ （お問い合わせ期間は終了いたしました）

公募の内容に関して質問のある方は、ASSET2014 公募質問票に必要事項と質問内容

を記入しメール本文に添付し、件名を「公募に関する問い合わせ（事業者名）」とし、

窓口に電子メールをお送りください。

電子メール以外でのお問い合わせはできませんのでご注意ください。

ASSET2014 公募質問票（Excel ファイル） 
送付先メールアドレス：asset2014@gaj-asset.jp 
お問い合わせ受付期間

平成 26 年 4 月 25 日（金）～5 月 19 日（月）まで 

５．公募説明会　（公募説明会は終了いたしました）

本事業への申請をご検討される事業者様への説明会を下記の要領で開催いたします。

開催日 開催地 開催時間 会場

5 月 12 日（月） 

東京 受付開始時刻 13:00 
説明会開始時刻

13：30～16：30 

TKP ガーデンシティ竹橋 
http://tkptakebashi.net/access.shtml 
ホール 11G 
定員 138 名 

5 月 13 日（火） 

札幌 受付開始時刻 13:00 
説明会開始時刻

13：30～16：30 

TKP 札幌ビジネスセンター 
http://tkpsapporo.net/access.shtml 
カンファレンスルーム５B 
定員 96 名 

福岡 受付開始時刻 13:00 
説明会開始時刻

13：30～16：30 

TKP 博多駅前シティセンター 
http://tkphakata-bc.net/access.shtml
カンファレンス５

定員 60 名 

5 月 14 日（水） 

大阪 受付開始時刻 13:00 
説明会開始時刻

13：30～16：30 

TKP 大阪梅田ビジネスセンター 
http://tkpumeda.net/access.shtml 
カンファレンスルーム 13B 
定員 102 名 

名古屋 受付開始時刻 13:00 
説明会開始時刻

13：30～16：30 

TKP 名古屋駅前ビジネスセンター 
http://tkpnagoya.net/access.shtml 
会議室７B 
定員 87 名 

3 

http://www.gaj.or.jp/inquiry/documents/kobo20140425/koubo_shitsumonhyou_ASSET2014_rev01.xls
mailto:asset2014@gaj-asset.jp
http://tkptakebashi.net/access.shtml
http://tkpsapporo-bc.net/access.shtml
http://tkphakata-bc.net/access.shtml
http://tkphakata-bc.net/access.shtml
http://tkpumeda.net/access.shtml
http://tkpnagoya.net/access.shtml


5 月 15 日（木） 

東京 受付開始時刻 13:00 
説明会開始時刻

13：30～16：30 

TKP ガーデンシティ竹橋 
http://tkptakebashi.net/access.shtml 
ホール 11G 
定員 138 名 

※説明会では資料を原則配布致しませんので、公募要領等、必要な資料はご持参く

ださい。

６．説明会申し込み方法

説明会へのご参加を希望される方は、ASSET2014 公募説明会申込票をメール本文に

添付し、件名を「説明会参加（事業者名）」とし、申込窓口に電子メールにてお申し込

みください。

電子メール以外でのお申し込みは受付いたしませんのでご注意ください。

ASSET2014 公募説明会申込票（Excel ファイル） 

（1）申込受付期間 
平成 26 年 5 月 8 日（木）午前 10 時まで 

（2）申込先メールアドレス 
asset2014@gaj-asset.jp 

（3）説明会についての問い合わせ先 
一般社団法人 温室効果ガス審査協会

ASSET 事業運営センター 事業部 
メールアドレス：asset2014@gaj-asset.jp 
＊電子メールにて説明会についてのお問い合わせをする場合、

メール件名を「説明会問い合わせ（事業者名）」としてください。

（4）注意事項 
・ 各会場とも先着順とし、定員になり次第締め切らせていただきます。

・ 説明会に参加できる人数は、各会場 1 事業者につき 2 名までとさせていただきま

すが、申込者多数の場合、後着順から１名のみの参加とさせていただく場合がご

ざいます。あらかじめご了承ください。

・ ご入場の際は御名刺を頂戴いたします。

・ 参加を辞退される場合は、必ず上記問い合わせ先にご連絡ください。

以上
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