＜ お知らせ ＞
令和２年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
（廃熱・未利用熱・営農地等の効率的活用による脱炭素化推進事業）
対象事業者の２次公募について
一般社団法人 温室効果ガス審査協会
令和 2 年 9 月 18 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、環境省から令和２年度二酸化
炭素排出抑制対策事業費等補助金（廃熱・未利用熱・営農地等の効率的活用による脱炭素化推進事業）
の交付決定を受け、対象事業者の公募を実施（公募期間：令和 2 年 5 月 19 日 ～ 6 月 24 日）しまし
たが、引き続き２次公募を実施いたします。
1．事業の概要
未利用な資源を効率的に活用した低炭素型の社会システムを整備するために、エネルギー起源
CO2 の排出を抑制する設備等を導入する事業に要する経費の一部を補助する事業に補助金を交付す
ることにより、低炭素型の社会システムを整備し、CO2 排出抑制に資することを目的とし、次のⅠ
～Ⅳの事業について２次公募を行います。
Ⅰ 地域の未利用資源等を活用した社会システムイノベーション推進事業（社会 SI 事業）
地域の未利用又は効果的に活用されていない熱や湧水等資源の効果的利用及び効率的な配給シ
ステム等、地域単位の低炭素化を大きく推進するモデル的な取組を対象とした、具体的な事業化
に必要な設備等の導入を行う事業に必要な経費の一部を支援。
Ⅱ 低炭素型の融雪設備導入支援事業（融雪事業）
地中熱、地下水熱（散水方式、地下水還元方式を除く）
、温泉熱や下水排熱等を熱源とする融雪
のために使用できる設備や、バイオマス（動植物に由来する有機物であってエネルギー源として
利用することができるもの（原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造さ
れる製品を除く。
）をいう。
）のみを熱源とするボイラー熱等により発生した熱を融雪の為に使用
できる設備を導入する事業に必要な経費の一部を支援。
Ⅲ 地域熱供給促進支援事業 （熱供給事業）
コスト効率的な地域熱供給の実現に必要な設備を導入する事業に必要な経費の一部を支援。
Ⅳ 営農型等再生可能エネルギー発電自家利用モデル構築事業（営農事業）
再生可能エネルギーの高いポテンシャルを有する農山漁村において、適切な生産活動の継続を
前提とし、再生可能エネルギー発電設備の導入を中心とした取組について、設備導入に係る費用
の一部を補助することにより、他地域への波及効果の高い事例を形成する事業に必要な経費の一
部を支援。
2．２次公募詳細
詳細については、以下の２次公募要領、交付規程等をご確認ください。各資料は、協会ホームペ
ージの未利用事業【公募について】のページ( URL:

https://www.gaj.or.jp/eie/mry/index.html）で閲覧・ダウンロードできます。
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番号
A

資料名・ファイル形式

公募要領（地域の未利用資源等を活用した社会システムイノベーション推進事業、低炭素型の融雪
設備導入支援事業、地域熱供給促進支援事業）

A1-1

２次公募要領 (PDF ファイル)

A2-1

様式１ 応募申請書 (社会 SI 事業) (Word ファイル)

A2-2

様式１ 応募申請書 (融雪事業) (Word ファイル)

A2-3

様式１ 応募申請書 (熱供給事業) (Word ファイル)

A3-1

様式１ 別紙 (社会 SI 事業) (Excel ファイル)

A3-2

様式１ 別紙 (融雪事業) (Excel ファイル)

A3-3

様式１ 別紙 (熱供給事業) (Excel ファイル)

B
B1-1

公募要領 （営農型等再生可能エネルギー発電自家利用モデル構築事業）
２次公募要領 (PDF ファイル)

B2

様式１ 応募申請書 (営農事業) (Word ファイル)

B3

様式１ 別紙 (営農事業) (Excel ファイル)

C

交付規程

C1

交付規程

(PDF ファイル)

C2-1

様式第１ 交付申請書（第５条関係） (Word ファイル)

C2-2

様式第２ 変更交付申請書（第６条関係） (Word ファイル)

C2-3

様式第３ 交付決定通知書（第７条関係）

C2-4

様式第４ 変更交付決定通知書（第７条関係）

C2-5

様式第５ 計画変更承認申請書（第８条関係） (Word ファイル)

C2-6

様式第６ 中止（廃止）承認申請書（第８条関係） (Word ファイル)

C2-7

様式第７ 遅延報告書（第８条関係） (Word ファイル)

C2-8

様式第８ 遂行状況報告書（第８条関係） (Word ファイル)

C2-9

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)

C2-10

様式第 1０ 取得財産等管理台帳（第８条関係） (Word ファイル)

C2-11

様式第 11 完了実績報告書（第１１条関係） (Word ファイル)

C2-12

様式第 1２ 年度終了実績報告書（第１１条関係） (Word ファイル)

C2-13

様式第 1３ 交付額確定通知書（第１２条関係） (Word ファイル)

C2-14

様式第 1４ 精算払請求書（第１３条関係） (Word ファイル)

C2-15

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

C2-16

様式第１６ 事業報告書（第１６条関係） (Word ファイル)

(Word ファイル)
(Word ファイル)

C10

様式第１別紙 実施計画書・経費内訳 (社会 SI) (Excel ファイル)

C11

様式第１１別紙 実施報告書・経費所要額精算調書 (社会 SI) (Excel ファイル)

C20

様式第１別紙 実施計画書・経費内訳 (融雪) (Excel ファイル)

C21

様式第１１別紙 実施報告書・経費所要額精算調書 (融雪) (Excel ファイル)

C30

様式第１別紙

C31

様式第１１別紙 実施報告書・経費所要額精算調書 (熱供給) (Excel ファイル)

実施計画書・経費内訳 (熱供給) (Excel ファイル)
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番号

資料名・ファイル形式
実施計画書・経費内訳 (営農) (Excel ファイル)

C40

様式第１別紙

C41

様式第１１別紙 実施報告書・経費所要額精算調書 (営農) (Excel ファイル)

D

交付要綱・実施要領

D1

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（廃熱・未利用熱・営農地等の効率的活用
による脱炭素化推進事業）交付要綱 （令和２年４月１日 施行版）
（PDF ファイル）

D2

廃熱・未利用熱・営農地等の効率的活用による脱炭素化推進事業実施要領 （令和
２年４月１日 施行版） (PDF ファイル)

E

公募説明資料

E1-1

２次公募説明資料 （廃熱・未利用熱・営農地等の有効活用による脱炭素化推進事
業） (PDF ファイル)

E11-1

２次公募説明資料（社会 SI）

(PDF ファイル)

E12

【記入例】 様式１ 応募申請書（社会 SI 事業）

E13

【記入例】 様式１ 別紙（社会 SI 事業）

E14

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

E15

【例】 見積書サンプル（社会 SI 事業） （PDF ファイル）

E21-1

２次公募説明資料（融雪事業）

(PDF ファイル)

(PDF ファイル)

(PDF ファイル)
(PDF ファイル)

E22

【記入例】 様式１ 応募申請書（融雪事業）

E23

【記入例】 様式１ 別紙（融雪事業）

E24

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

E25

【例】 見積書サンプル（融雪事業） （PDF ファイル）

E31-1

２次公募説明資料 （熱供給事業）

(PDF ファイル)

(PDF ファイル)
(PDF ファイル)

E32

【記入例】 様式１ 応募申請書 （熱供給事業）

E33

【記入例】 様式１ 別紙 （熱供給事業）

E34

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

E35

【例】 見積書サンプル（熱供給事業） （PDF ファイル）

E41-1

２次公募説明資料（営農事業）

(PDF ファイル)

(PDF ファイル)
(PDF ファイル)

E42

【記入例】 様式１ 応募申請書（営農事業 ）

E43

【記入例】 様式１ 別紙（営農事業）

E44

【記入例】 ハード対策事業計算ファイル B 再生可能エネルギー設備 （営農事
業） （PDF ファイル）

E45

【例】 見積書サンプル（営農事業） （PDF ファイル）

(PDF ファイル)
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3．２次公募期間
2020 年 9 月 18 日（金）から 2020 年 10 月 9 日（金）15 時必着
４．２次公募に関するお問い合わせ
２次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、下記の期間中にお問い合わせください。
2020 年 9 月 18 日(金)～2020 年 10 月 2 日(金)まで
２）公募質問票
公募質問票は、協会ホームページの未利用事業の【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： https://www.gaj.or.jp/eie/contact/contact.html
３）メール送付先
メールアドレス：

mry@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

「未利用事業 質問 ○○会社（御社名）
」を記入ください。

5．２次公募説明会
■ ２次公募説明会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から開催いたしません。
■ 説明会に替えて特設Ｗｅｂサイトを開設して応募者向けの詳細な説明資料を公開いたします。
■ 特設Ｗｅｂサイトご利用の詳細は、公募開始以降に協会のホームページ（URL:

https://www.gaj.or.jp/ ）に公開します。
以上
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