＜ お知らせ ＞
２０１９年度（平成３１年度）二酸化炭素排出抑制等対策事業費等補助金
（設備の高効率化改修支援事業）
対象事業者の公募について
一般社団法人 温室効果ガス審査協会
2019 年 4 月 23 日
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 2019 年度（31 年
度）二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（設備の高効率化改修支援事業）の交付決定を受け、対象
事業者の公募を実施いたします。また、本事業の公募を実施するにあたり説明会を開催いたします。
1．事業の概要
2030 年度において、温室効果ガスを 2013 年度比 26.0%減との中期目標に向けて、分野を問わず
CO2 排出量削減を着実に実行する必要があります。削減目標達成には、熱利用をはじめとする脱炭素
型社会の実現や民生部門における省エネ手法等を一般化し普及を図ることが必要です。そのために本
支援事業は、次の４つの事業を対象としています。
１）設備の高効率化改修による省 CO2 促進事業 （設備事業）
地方公共団体・民生部門で使用されている設備の部品・部材のうち、交換・追加により大幅
なエネルギー効率の改善と CO2 の削減に直結するものに対して、部品交換・追加等に必要な
経費の一部を支援。
２）熱利用設備の低炭素・脱炭素化による省 CO2 促進事業 （熱利用事業）
熱利用の低炭素・脱炭素化に寄与する設備導入に必要な経費及び CO2 削減効果分析に係る
経費の一部を支援。
３）温泉供給設備高効率化改修による省 CO2 促進事業 （温泉事業）
温泉供給事業者等において老朽化した配湯設備等の更新にあたり、よりエネルギー効率と
CO2 削減の実現が見込まれる高断熱配管等の導入に必要な経費の一部を支援。
４）PCB 使用照明器具の LED 化による CO2 削減推進事業 （PCB 事業）
使用中の PCB 使用照明器具を LED 器具に交換することにより生じる PCB 廃棄物の早期処
理が確実な場合に限り、照明器具の PCB 使用の有無に係る調査費、LED 照明器具の導入及び
設置に係る費用の一部を支援。
2．公募詳細
詳細については、以下の公募要領、交付規程をご確認ください。各資料は、協会ホームページの設備
高効率化事業【公募について】のページの以下の URL からダウンロードしてください。
URL： http://www.gaj.or.jp/eie/rule/
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記 号

A

資料名・ファイル形式
公募要領 （設備の高効率化改修による省ＣＯ２促進事業）

A1

公募要領 (PDF ファイル)

A2

様式１ 応募申請書 (Word ファイル)

A3

様式１ 別紙 (Excel ファイル)

B

公募要領 （熱利用設備の低炭素・脱炭素化による省ＣＯ２促進事業）

B1

公募要領 (PDF ファイル)

B2

様式１ 応募申請書 (Word ファイル)

B3

様式１ 別紙 (Excel ファイル)

C

公募要領 （温泉供給設備高効率化改修による省ＣＯ２促進事業）

C1

公募要領 (PDF ファイル)

C2

様式１ 応募申請書 (Word ファイル)

C3

様式１ 別紙 (Excel ファイル)

D

公募要領 （ＰＣＢ使用照明器具のＬＥＤ化によるＣＯ２削減推進事業）

D1

公募要領 (PDF ファイル)

D2

事業工程表 (Excel ファイル）

E

交付規程

E1

交付規程

(PDF ファイル)

E2-1

様式第 1 交付申請書（第５条関係） (Word ファイル)

E2-2

様式第 2 変更交付申請書（第６条関係） (Word ファイル)

E2-3

様式第 3 交付決定通知書（第７条関係） (Word ファイル)

E2-4

様式第 4 変更交付決定通知書（第７条関係） (Word ファイル)

E2-5

様式第 5 計画変更承認申請書（第８条関係） (Word ファイル)

E2-6

様式第 6 中止（廃止）承認申請書（第８条関係） (Word ファイル)

E2-7

様式第 7 遅延報告書（第８条関係） (Word ファイル)

E2-8

様式第 8 遂行状況報告書（第８条関係） (Word ファイル)

E2-9

様式第 9 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（第８条関係）
(Word ファイル)

E2-10

様式第 10 取得財産等管理台帳（第１０条関係） (Word ファイル)

E2-11

様式第 11 完了実績報告書（第１１条関係） (Word ファイル)

E2-12

様式第 12 年度終了実績報告書（第１１条関係） (Word ファイル)

E2-13

様式第 13 交付額確定通知書（第１２条関係） (Word ファイル)

E2-14

様式第 14 精算 精算払請求書（第１３条関係） (Word ファイル)

E2-15

様式第 15 年度翌年度補助事業開始承認申請書（第１５条関係） (Word ファイ
ル)

E2-16

様式第 16 事業報告書（第１６条関係） (Word ファイル)

E10

様式第 1 別紙

（設備事業）

(Excel ファイル)

E11

様式第 11 別紙

（設備事業）

(Excel ファイル)

E20

様式第 1 別紙

（熱利用事業）

(Excel ファイル)
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備 考

記 号

備 考

資料名・ファイル形式

E21

様式第 11 別紙

（熱利用事業）

E30

様式第 1 別紙

（温泉事業）

(Excel ファイル)

E31

様式第 11 別紙

（温泉事業）

(Excel ファイル)

E40

様式第 1 別紙

（ＰＣＢ事業） （Excel ファイル）

E41

様式第 11 別紙

（ＰＣＢ事業） （Excel ファイル）

F

交付要綱・実施要領
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（設備の高効率化改修支援事業）交付
要綱 （平成/30 年 3 月 19 日 施行版） （PDF ファイル）
設備の高効率化改修支援事業実施要領 （平成 30 年 3 月 19 日 施行版） (PDF
ファイル)

F1
F2

G

(Excel ファイル)

公募説明会資料

G1

公募説明会資料（設備の高効率化改修支援事業）

G11

公募説明会資料（設備事業）

(PDF ファイル)

(PDF ファイル)
(PDF ファイル)

G12

【記入例】 様式１ 応募申請書（設備事業）

G13

【記入例】 様式１ 別紙（設備事業）

G14

【記入例】 見積書サンプル（設備事業） （PDF ファイル）

G21

(PDF ファイル)

(PDF ファイル)

公募説明会資料（熱利用事業）

(PDF ファイル)

G22

【記入例】 様式１ 応募申請書（熱利用事業）

G23

【記入例】 様式１ 別紙（熱利用事業）

G24

【記入例】 ハード対策事業計算ファイル G 省エネ設備（熱利用事業）
（PDF ファイル）

G25

【記入例】 見積書サンプル（熱利用事業） （PDF ファイル）

G31

公募説明会資料（温泉事業）

(PDF ファイル)

(PDF ファイル)
(PDF ファイル)

G32

【記入例】 様式１ 応募申請書（温泉事業）

G33

【記入例】 様式１ 別紙（温泉事業）

G34

【記入例】 見積書サンプル（温泉事業） （PDF ファイル）

G41

公募説明会資料 （ＰＣＢ事業）

(PDF ファイル)

(PDF ファイル)

G42

【記入例】 様式第 1 交付申請書 （ＰＣＢ事業） (PDF ファイル)

G43

【記入例】 様式第１ 別紙 （ＰＣＢ事業）

G44

【記入例】 見積書サンプル （ＰＣＢ事業） （PDF ファイル）

G45

【記入例】 事業工程表（ＰＣＢ事業） （Excel ファイル）
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(PDF ファイル)

3．公募期間
１）設備の高効率化改修による省ＣＯ２促進事業 （設備事業）
2019 年 4 月 23 日（火）から 2019 年 5 月 29 日（水）15 時必着
２）熱利用設備の低炭素・脱炭素化による省 CO2 促進事業 （熱利用事業）
2019 年 4 月 23 日（火）から 2019 年 5 月 29 日（水）15 時必着
３）温泉供給設備高効率化改修による省 CO2 促進事業 （温泉事業）
2019 年 4 月 23 日（火）から 2019 年 5 月 29 日（水）15 時必着
４）ＰＣＢ使用照明器具のＬＥＤ化によるＣＯ２削減推進事業 （ＰＣＢ事業）
2019 年 4 月 23 日（火）から 2020 年 1 月 31 日（金）15 時必着
※ＰＣＢ事業は、交付申請のあったものから順に採択となります。ただし、上記期間が満了す
る前に予算額に達した場合は、その時点で受付を終了します。
４．公募に関するお問い合わせ
公募の内容に関して質問のある方は、公募質問票の Excel ファイルを協会のホームページからダウ
ンロードのうえ必要事項と質問内容を記入し、メールに添付して送信ください。
１）問い合わせ期間
公平を期すため、事業毎に以下の問い合わせ期間を設けているので、期間中にお問い合わせくだ
さい。
■ 設備事業、熱利用事業及び温泉事業
2019 年 4 月 23 日(火)～2019 年 5 月 22 日(水)まで
■ ＰＣＢ事業
2019 年 4 月 23 日(火)～2020 年 1 月 23 日(木)まで
２）公募質問票
公募質問票は、協会ホームページの設備高効率化事業の【お問い合わせ】ページの以下の URL
から Excel ファイルをダウンロードしてください。
URL： http://gaj.or.jp/eie/contact/contact.html
３）メール送付先
メールアドレス：

eie@gaj.or.jp に送付ください。なお、メール送信時にメールの件名欄に

「設備高効率化事業 質問 ○○会社（御社名）
」を記入ください。
※ＰＣＢ事業に限り、メールをご使用いただけない場合等は電話でのお問い合わせにも対応致し
ます。
電話でのお問い合わせ先：03-6261-4381
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5．公募説明会
既に 4 月 15 日（月）にお知らせしている通り、公募説明会を下記の要領で開催いたします。
＜＜ 公募説明会の日程・会場 ＞＞
開催日

開催地

開催時間

会 場
TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター

4 月 25 日(木)

東京

受 付：13:20～

バンケットホール 9A【受付定員 100 名】

説明会：13:45～16:30

https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/ccichigaya/access/
TKP ガーデンシティ東梅田

4 月 26 日(金)

大阪

受 付：13:20～
説明会：13:45～16:30

ジョイント（8A＋8B）【受付定員 90 名】
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gchigashi-umeda/access/
TKP 博多駅前シティセンター

5 月 8 日(水)

福岡

受 付：13:20～
説明会：13:45～16:30

ホール A【受付定員 60 名】
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cchakata-ekimae/access/
TKP ガーデンシティ PREMIUM 名古屋新幹線口

5 月 8 日(水)

名古屋

受 付：13:20～

バンケットルーム 4A【受付定員 50 名】

説明会：13:45～16:30

https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcnagoya-shinkansenguchi/access/
TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター

5 月 9 日(木)

東京

受 付：13:20～

バンケットホール 9A【受付定員 100 名】

説明会：13:45～16:30

https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/ccichigaya/access/

5．公募説明会の申込み方法
既に参加申込みの受け付けは、2019 年 4 月 15 日（月）より開始しています。参加を希望される方
は、2019 年度（平成 31 年度）設備の高効率化改修支援事業 公募説明会参加申込フォームを掲載して
いる以下の URL からお申込みください。なお、各会場定員になり次第、受付を締め切らせていただき
ます。
URL：http://www.gaj.or.jp/form/eie_2019/
留意事項
できるだけ多くの事業者様にご出席いただきたく、以下の内容についてご了承ください。
・会場毎に同じ御名前でのお申し込みは１回の受付とさせていただきます。
・申込み状況によっては、会場毎に参加人数を調整させていただく場合があります。
また、説明会では資料を配布いたしませんので、公募説明会資料、規程類は、本ホームページから
ノート PC、タブレット等にダウンロードして会場までご持参ください。
以上
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