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）

公募要領
平成 28 年４月
一般社団法人温室効果ガス審査協会

一般社団法人温室効果ガス審査協会（以下「協会」という。）では、環境省から平成 28 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）の交付決定を受け、事業場・工場におけるエネルギー起源 CO2 排出
抑制のための先進的で効率的な低炭素機器等の導入を行う事業（以下「補助事業」という。
）
に対する補助金を交付する事業を実施することとしています。
本補助金の概要、補助事業、応募方法及びその他の留意していただきたい点は、この公募
要領に記載するとおりですので、応募される方は、本公募要領を熟読いただくようお願いい
たします。
なお、補助事業として選定された場合には、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）交付規程（以下「交付
規程」という。
）に従って手続き等を行っていただくことになります。
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補助金の応募をされる皆様へ
本補助金については、国庫補助金を財源としておりますので、社会的にその適正な執行が
強く求められており、当然ながら、協会としましても、補助金に係る不正行為に対しては厳
正に対処します。
従って、本補助金に対し応募の申請をされる方、申請後、選定され、補助金の交付決定を
受けられる方におかれましては、以下の点につきまして、充分ご認識された上で、応募の申
請を行っていただきますようお願いします。
１ 応募の申請者（以下「応募者」という。
）が協会に提出する書類には、如何なる理由があ
ってもその内容に虚偽の記述を行わないでください。応募書類に虚偽の内容を記載した場
合、事実と異なる内容を記載した場合は、事業の不採択、交付決定の取消、補助金の返還
等の措置をとることがあります。なお、支払い済の補助金のうち取り消し対象となった額
に加算金（年 10.95％の利率）を加えた額を返還していただくことになります。
２

協会から補助金の交付決定を通知する前において発注等を行った経費については、交付
規程に定める場合を除き補助金の交付対象とはなりません。

３

補助事業の適正かつ円滑な実施のため、その実施中又は完了後に必要に応じて現地調査
等を実施します。

４

なお、補助金に係る不正行為に対しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する
法律（昭和 30 年法律第 179 号）の第 29 条から第 32 条において、刑事罰等を科す旨規定さ
れています。
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１．補助金の目的
○ 本補助金は、先進的で高効率な低炭素機器の導入に取り組む事業者が、当該機器の導入等
を加味した適切な CO2 排出削減目標を掲げ、その目標達成を約し、低炭素機器の導入と併せ
て事業所における運用改善も行いつつ、本事業の参加者全体で排出枠を調整し、補助事業全
体で確実な排出削減を担保し、業務・産業両部門における CO2 排出量を効率的に大幅削減す
る事業（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事業）の一環として、先進
的で高効率な低炭素設備機器として環境大臣が指定するもの（環境省指定先進的高効率機器）
の導入を支援することを目的としています。
○

本補助金の執行は、関係法令及び交付要綱等の規定により適正に行っていただく必要があ

ります。
具体的には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）
（以下「適正化法」という。
）
、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭
和 30 年政令第 255 号）
（以下「施行令」という。）及びその他の法令の定め並びに二酸化炭素
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（環地温発第１４０４０１７号）（以下「要綱」という。）及び先進対策
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（環地温発第１４０４
０１８号）
（以下「実施要領」という。）の規定によるほか、交付規程の定めるところに従い
実施していただきます。
万が一、これらの規定が守られず、協会の指示に従わない場合には、交付規程に基づき交
付決定の取消の措置をとることもあります。
（詳細は「補助事業における留意事項等について」
をご確認ください。
）
・ 応募にあたっては、要綱、実施要領、交付規程はもちろんのこと、「ASSET（Advanced
technology promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets）第 5 期実
施ルール」及び「ASSET モニタリング報告ガイドライン Ver5.0」
（以下「制度文書」と
いう。
）を必ず熟読してください。
・ 事業開始は、交付規程に定める場合を除き交付決定日以降となります。
２．補助金の内容
応募者は、別紙１「環境省指定先進的高効率機器一覧に掲載された機器を含むエネルギー起源
CO2 削減に資する機器（以下「環境省指定先進的高効率機器等」という。）の導入や、事業場・工
場全体における運用改善の取組を加味した適切な CO2 排出削減目標を申告し、実施要領第３（６）
②に定める方法（リバースオークション方式）による選定を経て、補助金の交付の手続きを行う
こととします。
３．応募者の要件
本補助事業の応募者の要件は以下のアからオの法人・団体であり、かつ①から③の要件をすべ
て満たすものとします。
ア 民間企業
イ 独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人
ウ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
エ 法律により直接設立された法人
オ その他環境大臣の承認を経て協会が認める者
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① 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用の経理的基礎を有すること。
② 補助事業に係る経理その他の事務について適切な管理体制及び処理能力を有すること。
③ 別紙２に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できるものであること。
※

応募者は、補助事業を行う事業場・工場等及び環境省指定先進的高効率機器等の所有者で
ある必要があります。事業場・工場の所有者と、補助対象設備の所有者が異なる場合は、
両者が応募者になる必要があります。その場合、補助対象設備の所有者が代表事業者、事
業場・工場の所有者は共同実施者となります。

※

実施要領第４（１）で定める通り、代表事業者・共同事業者は目標保有者として排出枠の
償却義務を負います。

※ ESCO 事業、リース等を活用した参加に際しては、原則として環境省指定先進的高効率機器
等の所有者を代表事業者、環境省指定先進的高効率機器等を導入する事業場・工場の所有
者を共同事業者として共同申請することが可能です。共同申請における参加形態に関する
疑義は、個別にお問い合わせください。
※ リースを活用する場合、応募書類にリース契約書（案）及びリース料から補助金相当分が
減額されていることを証明できる書類（リース料算出内訳）の提出が必要です。また、原
則として、設備の法定耐用年数期間は、リース契約を継続頂く必要があります。
４．参加単位
参加単位は、事業場又は工場となります。事業場・工場とは同一敷地内に存在する建物及び
それらに付属の工作物となります。また、同一法人の複数の事業場・工場において実施し、１
申請として応募することも可能です（グループ参加）
。この場合、環境省指定先進的高効率機器
等の導入のない事業場・工場が含まれていてもかまいませんが、参加する事業場・工場のエネ
ルギー管理・CO2 排出量管理が同一の方法で実施されていることが条件となります。
※ テナントや、工場内で事業を行う者（以下「テナント等」という。
）が代表事業者となる場
合には、当該建物や工場の所有者が共同事業者として参加する必要があります。温室効果
ガス排出量の算定対象範囲はテナント等の利用範囲内ではなく、当該建物や工場の敷地境
界全体になりますのでご注意ください。算定対象範囲の詳細や例外については、制度文書
をご参照ください。
※ 同一法人が複数のビルにテナントとして入居している場合は、各ビルのオーナーを複数の
共同事業者とすることでグループ申請が可能です。この場合、算定対象範囲は、各ビルの
敷地境界全体になりますのでご注意ください。
５．補助事業の要件
国内の事業場・工場において、環境省指定先進的高効率機器等の導入を行う事業のうち、以下
①から④の要件をすべて満たす事業
① 事業場・工場における基準年度排出量（実施要領第３（２）②参照）が 50t-CO2 以上で
あること
② 補助事業実施後の事業場・工場の二酸化炭素排出量が、基準年度比で削減される事業内
容であること
③ 別紙 1「環境省指定先進的高効率機器一覧」に掲載された機器を少なくとも１つ以上導
入すること
④ 平成２７年度に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
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二酸化炭素排出量大幅削減設備補助事業）により機器等を導入した事業場・工場でない
こと。
※ 基準年度排出量については、制度文書に定める算定方法により、別途定める様式（算定報告
書）を用いて算定します。なお、基準年度排出量の算定が不可能である場合は、申請が出来
ません。
※ 事業場・工場の定義及び単位の考え方については、
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」
（省エネ法）の取扱いに準じます。
※ ②に関して、補助事業は既存の機器をより高効率な機器に更新する事業ですので、以下の点
に留意してください。
・新規導入（もともとエネルギー消費のないところに新たにエネルギー消費を発生させる新
規の機器の導入）は対象外となります。ただし、導入する機器の能力・出力が、
既存機器の能力・出力を超えても差し支えありません。
・同種の機器への更新が原則ですが、既存機器とは異なる種類の機器・システムに取り替え
る事業であっても、既存機器の稼働やエネルギー供給の全部又は一部を代替する場合は、
更新事業とみなして差し支えありません。
※ ④に関して、平成２５年度、平成２６年度に本補助金を利用して機器等を導入した事業場・
工場での補助事業実施を検討する場合には、必ず事前にご相談ください。
６．補助対象経費
環境省指定先進的高効率機器等の導入に要する以下の経費（以下「補助対象経費」という。
が対象であり、補助事業で使用されたことを証明できるものに限ります。補助対象経費の詳細
は、別表第 1 をご参照下さい。
① 本工事費（材料費・労務費・直接経費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費）
② 付帯工事費（機械器具費・測量及試験費）
③ 機械器具費
④ 測量及試験費
⑤ 設備費
⑥ 事務費
なお、国からの他の補助金等（適正化法第２条第１項に規定する「補助金等」及び同条第４項
に規定する「間接補助金等」）の対象経費は含めることができません。また、本補助金と、エネ
ルギー環境負荷低減促進税制（グリーン投資減税）の併用もできません。
＜補助対象外経費＞
以下の費用は補助対象外となります。
・ CO2 排出削減に寄与しない機器・設備や、周辺機器 （法定必需品など）
・ 既存設備の更新によって機能を新設時の状態に戻すような「単なる機能回復」に係る費
用
・ 少量排出源になるような機器（非常用発電機等）
・
・
・
・
・
・

既存設備の撤去・移設費（当該撤去・移設に係る諸経費も含む）
数年で定期的に更新する消耗品
予備品
官公庁等への申請、届出等に係る費用
本補助金への応募・申請手続に係る経費
建物や配管等の防熱・断熱強化工事（断熱パネル、断熱ガラス、断熱塗料、保温材の設
置※等）
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※ 更新する環境省指定先進的高効率機器等本体や附帯する機器・配管の防熱・断熱強化
工事に関しては対象となります。
７．補助金の交付額
補助対象経費の１／３以内（１実施事業者※あたりの補助金の上限は２億円）
※ 本補助金を利用して導入した環境省指定先進的高効率機器等を実際に使用して CO2 排出削減
に取組む者
８．補助事業の実施期間
交付決定日から平成２９年２月２８日までとします。
９．補助事業の選定及び交付決定
（１） 補助事業の選定基準
応募者より提出された書類等をもとに、
「３．応募者の要件」及び「５．補助事業の要件」を
すべて満たすものの中から、実施要領第３（６）②に定める方法（リバースオークション方式）
により、予算の範囲内で補助事業を選定します。
リバースオークション方式は、下記の式により算出される値の小さいもの（＝1t-CO2 削減量
当たりの補助金額が少ない事業）から順に、予算額に達するまで選定する方式です。なお、補
助額の上限を 2 億円に設定しておりますが、可能な限り多数の事業者に参画してもらうため、
高額の提案が集中した場合は、環境省と協議のうえ高額な提案の採択件数を制限する場合があ
ります。
補助金交付申請額
補助の費用効率性＝
補助事業実施により実現できる CO2 排出削減量（※）
※ 補助事業実施により実現できる CO2 排出削減量＝
（環境省指定先進的高効率機器等導入による CO2 排出削減目標量／年
＋環境省指定先進的高効率機器等導入以外の排出削減取組による CO2 排出削減目標
量／年）×導入される設備の法定耐用年数
※ 「環境省指定先進的高効率機器等導入以外の排出削減取組による CO2 排出削減目標
量」とは、施設の運用改善努力による削減量等を指します。すなわち、運用改善に
よる CO2 排出削減目標量も補助の費用効率性に反映されますので、積極的な独自提
案をしてください。
※ 法定耐用年数の異なる環境省指定先進的高効率機器等がある場合については、次の
いずれかにより法定耐用年数を決します。
ア 複数設備機器の耐用年数の単純平均
イ それぞれの設備機器の排出削減目標量に対する寄与度を踏まえた加重平均に
よる耐用年数
※ 排出削減目標量については、応募書類に記載した値を、応募書類提出後に変更する
ことはできません。基準年度排出量については、検証を受検した結果、変動するこ
とがあり得ますが、この場合でもこれらの数値を変更することはできません。
※ 環境省と協議の上、費用効率性のボーダーラインを設ける場合があります。
※ 今年度に辞退した実施事業者については、補助事業を円滑に進める観点から、翌年
度に実施される本補助金に採択されないことがあります。なお、辞退理由が他の補
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助金採択による場合、若しくは天災による場合はこの限りではありません。
なお、別紙１「環境省指定先進的高効率機器一覧」に掲げる機器の導入比率（以下「環境省
指定先進的高効率機器導入比率」という。）が 20%未満の場合、環境省指定先進的高効率機器導
入比率が 20%以上の他の事業との費用効率性の比較において劣後させることがあります。
環境省指定先進的高効率機器導入比率（％）
別紙１「環境省指定先進的高効率機器一覧」に掲げる機器の材料費合計
＝

×100
環境省指定先進的高効率機器等の材料費合計

※本工事費のうち、材料費だけで比率を出します。
（２）補助金の交付決定
選定された事業者は、補助金の交付申請書を提出していただきます（申請手続等は交付規程
を参照願います。
）
。交付申請書については、原則として採択から 3 週間以内で提出していただ
きます。その際、補助金対象となるのは、事業実施期間までに支払いが完了するものとします。
協会は、提出された交付申請書の内容について審査を行い、補助金の交付が適当と認められ
たものについて交付の決定を行います。
補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。
）は、交付の決定を受けた後に
事業開始することになります。補助事業者が他の事業者等と契約を締結するにあたっては、契
約・発注日は協会の交付決定日以降（交付決定日を含む。）でなければなりません。

10．完了実績報告及び書類審査等
補助事業が完了（補助対象設備の支払いが完了したことを指す）したときは、交付規程に従
い、事業終了後３０日以内又は平成２９年３月１０日のいずれか早い日までに完了実績報告書
を協会宛に提出していただきます。
協会は補助事業者から完了実績報告書が提出されたときは、書類審査及び必要に応じて現地
検査等を行い、事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の
額を確定し、補助事業者に確定通知をします。
11．補助金の支払い
補助事業者は、協会から確定通知を受けた後、精算払請求書を提出いただきます。その後協
会から補助金を支払います。
12．応募の方法
（１）提出書類
応募に当たり提出が必要となる書類は、次のとおりです。提出書類のうち、ア及びエ（別添
1～4）については、必ず次の電子ファイルをダウンロードして作成するようお願いします。
なお、審査過程において、必要に応じて電話又は電子メールにてヒアリングを実施させてい
ただく場合があります。その場合、追加書類の提出をお願いすることもあり得ますので、御了
承下さい。
ア 応募申請書【様式１】(Word(.doc)形式)
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イ

代表事業者の業務概要がわかる資料及び定款又は寄附行為

ウ 代表事業者ならびに共同事業者の直近２期分の財務諸表（貸借対照表、損益計算書）※１
（応募の申請時に、法人の設立から１会計年度を経過していない場合には、申請年度の事
業計画及び収支予算を、法人の設立から１会計年度を経過し、かつ、２会計年度を経過し
ていない場合には、直近の１決算期に関する貸借対照表、損益計算書を提出すること。）
エ

下表に定める別添資料

区

事業場

分

工場

単独参加

ｸﾞﾙｰﾌﾟ参加

単独参加

ｸﾞﾙｰﾌﾟ参加

整備計画書

○

○

○

○

別紙１

事業実施場所の一覧

―

○

―

○

別紙２

他の補助事業の利用状況等について

○

○

○

○

別紙３

法定耐用年数の根拠について

○

○

○

○

別紙４

補助対象として導入される先進技術に

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

算定報告書

○

○

○

○

その他

導入する設備・技術に関する説明資料（様式任意）

○

○

○

○

添付資

敷地境界が確認できる公的な資料※２

○

○

○

○

料

敷地境界内の建物等の現在の所有者が確認でき

○

○

○

○

別添 1

よる設備について
別添 2
別添 3
別添 4

経費内訳(平成 28 年度)
平成 29 年度の年間 CO2 削減目標量の内訳（任意
様式の添付可）

る公的な資料※３
対象設備に関するリース契約書等（案）
、

リースの場合のみ

リース料計算書（任意様式）

※１ 事業実施主体は、補助事業を確実に遂行できる経理的基礎を有することが必要です。この
ため、
経理状況説明書として、
直近２カ年の貸借対照表及び損益計算書をご提出いただき、
経理的基礎に係る審査を行います。連続して債務超過または赤字決算である場合、経営改
善計画を作成し、添付してください。
※２ 事業場の場合は建築基準法届出や消防法届出、工場の場合は工場立地法届出や消防法届出
の写し等。
※３ 不動産登記事項証明書の写し等。
（２）公募期間
平成２８年４月２６日（火）～平成２８年５月２５日（水）１５時必着
※ 期限を過ぎて到着した提出物のうち、遅延が協会の事情に起因しないものについては、受
理しません。
（３）提出部数
正本 1 部（様式１、別添１～別添４及び添付資料）
・副本 1 部（別添１～別添４のみ）を提出
して下さい。
（ファイリングは不要ですが、2 つ穴の紐閉じとして下さい。
）
また、様式１（PDF ファイル）及び別添１～別添４（Excel ファイル）の提出書類のデータを
1 枚の CD-R に、その他添付資料（リース関連の資料は除きます。）
（PDF ファイル等）をもう
1 枚の CD-R に保存し、2 枚の CD-R を提出して下さい。各 CD-R には事業者名・事業場または
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工場名を必ず記載して下さい。
なお、提出いただきました応募書類は、返却しませんので、写しを控えておいてください。
（４）提出方法及び提出先
（１）で示した書類（紙）と電子媒体を、郵送により下記提出先へ提出してください（書留
郵便等の配達記録が残る方法に限ります（上記公募期間内に必着のこと））
。持ち込みは不可で
す。
提出書類は、封書に入れ、宛名面に、応募事業者名及び「平成 28 年度 ASSET 事業応募書類 」
を朱書きで明記してください。
提出先：一般社団法人温室効果ガス審査協会
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町３－２９－１
住友不動産一ツ橋ビル ７階
（５）公募説明会
申請を検討する事業者の方向けに、下記のとおり、公募説明会（４箇所６回）を開催します。
なお、紙資源節約のため、当日、資料の配布はしません。各自必要な資料をお持ちいただくよ
う、お願いいたします。
○東京会場
・日時
・場所

平成２８年５月９日（月）14:00～16:30
TKP ガーデンシティ竹橋 ホール１０Ａ（定員 210 名）
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋 1-2-2 住友商事竹橋ビル 10F

○福岡会場
・日時
・場所

平成２８年５月１０日（火）14:00～16:30
TKP 博多駅前シティセンター ホールＡ（定員 120 名）
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-2-1 日本生命博多駅前ビル 8F

○東京会場
・日時
・場所

平成２８年５月１1 日（水）14:00～16:30
TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター ８Ｆ大ホール（定員 240 名）
〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町８番地 ＴＫＰ市ヶ谷ビル

○仙台会場
・日時
平成２８年５月１１日（水）14:00～16:30
・場所

TKP ガーデンシティ PREMIUM 仙台東口 ホール１０Ｂ（定員 80 名）
〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡 3-4-1 アゼリアヒルズ

○大阪会場
・日時
平成２８年５月１２日（木）14:00～16:30
・場所
TKP ガーデンシティ大阪梅田 バンケット１１Ａ（定員 190 名）
〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 5-4-21 ＴＫＰゲートタワービル
○東京会場
・日時
平成２８年５月１３日（金）14:00～16:30
・場所
TKP ガーデンシティ竹橋 ホール１０Ｅ（定員 130 名）
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋 1-2-2 住友商事竹橋ビル 10F
（６）問い合わせ先
公募全般に対する問い合わせは、平成２８年４月２６日（火） から平成２８年５月１９（木）
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までの期間、受付します。詳細は、次のとおりです。
問い合わせは、電子メールを利用し、メール件名を「【問い合せ】平成 28 年度 ASSET 事業（○
○○株式会社）
」とし、括弧内に団体等の名称を記入してください。
＜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
E-mail：asset@gaj.or.jp
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別表第１
１
工事費

区分

２

費目

本工事費

３

細分

４

内

容

（直接工事費）
材料費

事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、
これに要する運搬費、保管料を含むものとする。この
材料単価は、建設物価（建設物価調査会編）、積算資
料（経済調査会編）等を参考のうえ、事業の実施の時
期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して事業実
施可能な単価とし、根拠となる資料を添付すること。

労務費

本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件
費をいう。この労務単価は、毎年度農林水産、国土交
通の２省が協議して決定した「公共工事設計労務単価
表」を準用し、事業の実施の時期、地域の実態及び他
事業との関連を考慮して事業実施可能な単価とし、根
拠となる資料を添付すること。

直接経費

事業を行うために直接必要とする経費であり、次の
費用をいう。
①特許権使用料（契約に基づき使用する特許の使用料
及び派出する技術者等に要する費用）
、
②水道、光熱、電力料（事業を行うために必要な電力
電灯使用料及び用水使用料）
、
③機械経費（事業を行うために必要な機械の使用に要
する経費（材料費、労務費を除く。
）
）

（間接工事費）
共通仮設費

次の費用をいう。
①事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、移
動に要する費用、
②準備、後片付け整地等に要する費用、
③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する
費用、
④技術管理に要する費用、
⑤交通の管理、安全施設に要する費用

現場管理費

請負業者が事業を行うために直接必要な現場経費
であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信
交通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参考
に決定する。

一般管理費

請負業者が事業を行うために直接必要な法定福利
費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をいい、類
似の事業を参考に決定する。

付帯工事費
本工事費に付随する直接必要な工事に要する必要
最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じ
て算定すること。
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機械器具費
事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その
他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、
修繕及び製作に要する経費をいう。
測量及試験費
事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、
実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。ま
た、間接補助事業者が直接、調査、測量、基本設計、
実施設計、工事監理及び試験を行う場合においてこれ
に要する材料費、労務費、労務者保険料等の費用をい
い、請負又は委託により調査、測量、基本設計、実施
設計、工事監理及び試験を施工する場合においては請
負費又は委託料の費用をいう。
設備費

設備費
事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入
並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する費用を
いう。

事務費

事務費
事業を行うために直接必要な事務に要する共済費、
賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借
料、消耗品費及び備品購入費をいい、内容については
別表第２に定めるものとする。
事務費は、工事費及び設備費の金額に対して、次の
表の区分毎に定められた率を乗じて得られた額の範
囲内とする。

号

区

率

１

５，０００万円以下の金額に対して

６．５％

２

５，０００万円を超え１億円以下の金額に対して

５．５％

３

１億円を超える金額に対して

４．５％
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分

別表第２
１区分
事務費

２費目
事務費

３細目
共済費

４細

分

５

社会保険料

内

容

この費目から支弁される事務手続きのために必
要な労務者に対する共済組合負担金と事業主負担
保険料をいい、使途目的、人数、単価及び金額がわ
かる資料を添付すること。

賃金

この費目から支弁される事務手続きのために必
要な労務者に対する給与をいい、雇用目的、内容、
人数、単価、日数及び金額がわかる資料を添付する
こと。

旅費

この費目から支弁される事務手続きのために必
要な交通移動に係る経費をいい、目的、人数、単価、
回数及び金額がわかる資料を添付すること。

需用費

印刷製本費

この費目から支弁される事務手続きのために必
要な設計用紙等印刷、写真焼付及び図面焼増等に係
る経費をいう。

役務費

通信運搬費

この費目から支弁される事務手続きのために必
要な郵便料等通信費をいう。

委託料

この費目から支弁される事務手続きのために必
要な業務の一部を外注する場合に発生する特殊な
技能又は資格を必要とする業務に要する経費をい
う。

使用料及
賃借料

この費目から支弁される事務手続きのために必
要な会議に係る会場使用料（借料）をいい、目的、
回数及び金額がわかる資料を添付すること。

消耗品費

この費目から支弁される事務手続きのために必

備品購入

要な事務用品類、参考図書、現場用作業衣等雑具類

費

の購入のために必要な経費をいい、使途目的、品目、
単価、数量及び金額がわかる資料を添付すること。
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○補助事業における留意事項等について
１．基本的な事項について
本補助金の交付については、補助金の範囲内で交付するものとし、適正化法、適正化法施行
令、交付要綱及び実施要領の規定によるほか、交付規程の定めるところによることとします。
万が一、これら規定が守られない場合には、事業の中止、補助金返還などの措置がとられるこ
とがありますので、制度について十分ご理解いただいた後、応募してください。
２．補助金の交付について
（１）交付申請
公募により選定された事業者には、補助金の交付申請書を提出していただきます（申請手続
等は交付規程を参照願います。
）
。その際、補助金の対象となる費用は、原則平成２９年 2 月末
日までに行われる事業で、かつ当該期間までに支払いが完了するもの（補助事業者に対して、
補助事業に要した経費の請求がなされた場合を含む。この場合は、完了実績報告書に請求書を
添付することで可とし、補助事業者は補助金を受領した日から２週間以内に当該支払いに対す
る領収書を協会に提出することとする。
）となります。
（２）交付決定
協会は、提出された交付申請書の内容について以下の事項等に留意しつつ審査を行い、補助
金の交付が適当と認められたものについて交付の決定を行います。
・

申請に係る補助事業の計画が整っており、準備が確実に行われていること。

・

補助対象経費には、国からの他の補助金（負担金、利子補給金並びに適正化法第２条第４
項第１号に掲げる給付金及び同項第２号に規定する資金を含む。
）の対象経費を含まないこ

と。
・ 補助対象経費以外の経費を含まないこと。
（３）事業の開始
補助事業者は、協会から交付決定を受けた後に、事業開始することとなります。
補助事業者が他の事業者等と委託等の契約を締結するにあたり注意していただきたい主な点
（原則）は、次のとおりです。
・ 契約・発注日は、協会の交付決定日以降（交付決定日を含む。）であること。
（４）その他
上記の他、必要な事項は交付規程に定めますので、これを参照してください。
３．補助金の経理等について
（１）補助金の経理等について
補助事業の経費に関する帳簿と全ての証拠書類（見積書、発注書、契約書、納品書、検収書、
請求書、領収書等支払を証する書類等、経費に係る書類） は、他の経理と明確に区分して管理
し、常にその書類を明らかにしておく必要があります。
これらの書類は、補助事業の完了の日の属する年度の終了後５年間、いつでも閲覧に供せる
よう保存しておく必要があります。
（２）完了実績報告及び書類審査等
当該年度の補助事業が完了した場合は、その完了後３０日以内又は平成２９年３月１０日の
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いずれか早い日までに補助金の完了実績報告書を協会宛て提出していただきます。
協会は、補助事業者から完了実績報告書が提出されたときは、書類審査及び必要に応じて現地
調査等を行い、事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の
額を決定し、補助事業者に交付額の確定通知をします。
（３）補助金の支払い
補助事業者は、協会から交付額の確定通知を受けた後、速やかに実施責任者印を押印した精
算払請求書を提出していただきます。その後、協会から補助金を支払います。
（４）その他
上記の他、必要な事項は交付規程に定めますので、これを参照してください。
４. 補助事業における自社調達を行う場合の利益等排除の考え方
補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達等に係る経費がある
場合、補助対象経費の実績額の中に補助事業者自身の利益が含まれることは、補助金交付の
目的上ふさわしくないと考えられます。このため、補助事業者自身から調達等を行う場合は、
原価（当該調達品の製造原価など※）をもって補助対象経費に計上します。
※ 補助事業者の業種等により製造原価を算出することが困難である場合は、他の合理的な説
明をもって原価として認める場合があります。また、その根拠となる資料を提出していただ
きます。
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別紙１

環境省指定先進的高効率機器一覧

1.

対象機器
基準
ガスエンジン 室外機がガスエンジン圧縮機を用いるヒートポンプ方式のもののうち、JIS
ヒートポンプ B 8627:2006 に準じて効率が測定されている機器には期間成績係数(APF)お
よび COP について、JIS B 8627:2015 に準じて効率が測定されている機器
には期間成績係数(APFp)および COPp について下記いずれかの基準を満た
すもの。なお、発電機能付きの製品等については APF・COP 等を測定でき
ないため、その母型機の APF・COP 等によって判断するものとする。
【JIS B 8627:2015 で効率が測定された機器】
相当馬力数＜16HP：1.53
16 HP≦相当馬力数＜20HP:1.70
20HP≦相当馬力数:1.85
（APFp・高位発熱量基準 寒冷地仕様以外）
1.44
（APFp・高位発熱量基準 寒冷地仕様）
相当馬力数＜10HP：1.16
10HP≦相当馬力数:1.33
（COPp・高位発熱量基準 寒冷地仕様以外）
1.36
（COPp・高位発熱量基準 寒冷地仕様）

【JIS B 8627:2006 で効率が測定された機器】
2.24
（APF・高位発熱量基準）
または
1.36
（COP・高位発熱量基準）
2.

店舗・オフィ
ス用エアコン

冷凍機を組み込んだ空気調和機で、室外機（電動圧縮機を用いるヒートポン
プ方式のもの）と、室内機（室内の温度を個別に設定できる機能を有するも
のに限る）を同時に設置する場合のもののうち、個別制御ができない店舗・
オフィス用途のもの。JIS B 8616 2015 に掲げる計算式に基づいて算出され
る通年エネルギー消費効率（APF）が以下の基準を満たすもの。なお、冷房
能力が 16kW 以下の機器については、低 GWP 冷媒（R32 以下のもの）を利
用したものに限る。
冷房能力≦4.0kW：6.8
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4.0kW＜冷房能力≦5.0kW：6.6

5.0kW＜冷房能力≦6.3kW：6.3

6.3kW＜冷房能力≦11.2kW：6.5
11.2kW＜冷房能力≦16.0kW：5.9
16.0kW＜冷房能力：5.3

（APF）
3.

設備用エアコ

電動圧縮機を用いるヒートポンプ方式の空気調和機で、1 台の室外機に対し

ン

1 台または複数台の室内機を接続することが可能なもののうち、主に工場向
けのもの。通常、室内機は床置き型である。JIS B8616：2015 に掲げる計
算式に基づいて算出される通年エネルギー消費効率（APF）について下記の
基準を満たすもの。
冷房能力≦14.0kW：4.2
14.0kW＜冷房能力≦28.0kW：4.5
28.0kW＜冷房能力≦56.0kW：4.0
56.0kW＜冷房能力：3.3
（APF）

4.

ビル用マルチ
エアコン

冷凍機を組み込んだ空気調和機で、室外機（電動圧縮機を用いるヒートポン
プ方式のもの）と、複数の室内機（室内の温度を個別に設定できる機能を有
するものに限る）を同時に設置する場合のもののうち、個別の制御が可能な
ビル用途のもの。JIS B 8616:2015 に掲げる計算式に基づいて通年エネルギ
ー消費効率（APF）について下記いずれかの基準を満たすもの。
冷房能力≦14.0kW：5.5
14.0kW＜冷房能力≦16.0kW：5.3
16.0kW＜冷房能力≦22.4kW：5.8
22.4kW＜冷房能力≦28.0kW：5.6
28.0kW＜冷房能力≦33.5kW：6.0
33.5kW＜冷房能力≦40.0kW：5.7
40.0kW＜冷房能力≦69.0kW：5.8
69.0kW＜冷房能力≦80.0kW：5.7
80.0kW＜冷房能力≦101.0kW：5.8
101.0kW＜冷房能力：5.0
（APF）

5.

吸収式冷温水
機、吸収式冷
凍機

臭化リチウム液、その他の吸収液を循環過程において 2 回以上再生するもの
のうち、冷凍能力または加熱能力を加熱源熱消費量（消費電力は含まない）
で除して算出される成績係数（COP）が以下の基準を満たすもの。
冷房能力＜70RT：1.12
70RT≦冷房能力＜150RT：1.30
150RT≦冷房能力：1.35
（高位発熱量基準）

6.

温水ボイラ

燃料の燃焼や電気を熱源として、水を加熱して業務用の給湯や暖房用途の温
水を発生させ、その温水を他に供給するもののうち、JIS B8222 陸用ボイラ
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ー熱勘定方式におけるボイラ効率の算定方式の入出熱法または熱損失法に
準じて算出されたボイラ効率が以下の基準を満たすもの。
出力＜1000kW：105%
1000kW≦出力：88%
（低位発熱量基準）
7.

蒸気ボイラ

ガス・石油等の燃料の燃焼や電気を熱源として、水を加熱して水蒸
気を発生させ、その蒸気を他に供給するもののうち、JIS B 8222 陸
用ボイラー熱勘定方式におけるボイラ効率の算定方式の入出熱法
または熱損失法に準じて算出されたボイラ効率が以下の基準を満
たすもの。
蒸発量≦1500kg/h：96%
1500kg/h＜蒸発量≦7200kg/h：98%

7200kg/h＜蒸発量：94%
（低位発熱量基準）
8.

潜熱回収型給
湯器

排気中の潜熱を回収して再加熱するための機能を有する給湯器のうち、JIS
S 2109 にて規定されている熱効率（給水温度を 40℃昇温させる時の給湯出
力とガス熱量（高位発熱量基準）の比）から算出された熱効率が 0.95 以上
であるもの

9.

空気冷媒方式
冷凍機

空気の断熱膨張における温度低下により、-50～-100℃の空気を得る冷凍機
のうち、定格能力を定格消費エネルギーで除して算出した数値(COP)が 0.4
以上であるもの。なお、COP は庫内温度：-60℃、庫服量：1000 トン程度
の条件下において算出したものとし、付属する機器動力も加味した定格消費
エネルギーを用いることとする。

10. 冷凍冷蔵倉庫
用自然冷媒冷
凍機

主に冷凍冷蔵倉庫用途として－40～－5℃程度の冷媒を庫内に循環させる冷
凍機のうち、定格能力を定格消費エネルギーで除して算出した数値が以下の
基準を満たすもの。
-20℃＜保管温度帯≦10℃
冷凍能力≦200kW：3.76
200kW＜冷凍能力：3.37
-40℃＜保管温度帯≦-20℃
冷凍能力≦50kW：1.80
50kW＜冷凍能力：2.10

11. 空冷ヒートポ
ンプチラー

空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニットのうち、
JISB8613:1994 または JRA4066:2014 に準じて算定された成績係数（COP）
が以下の基準を満たすもの。
冷却能力≦60.0kW：2.87
60.0kW＜冷却能力≦90.0kW：3.07
90.0kW＜冷却能力≦120.0kW：3.50
120.0kW＜冷却能力≦220.0kW：3.30
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220.0kW＜冷却能力：4.00

（標準仕様 冷水出入口温度差 5℃）
3.41
（標準仕様 冷水出入口温度差 7℃）
2.89
（寒冷地仕様）
3.79
（寒冷地仕様・散水式）
2.33
（ブライン仕様 ブライン入口 3℃、出口 0℃）
冷却能力≦90.0kW：2.45
90.0kW＜冷却能力：2.30

（ブライン仕様 ブライン入口 0℃、出口-5℃）
冷却能力≦60.0kW：1.73
60.0kW＜冷却能力：2.63
（ブライン仕様 ブライン入口-2℃、出口-5℃）
冷却能力≦60.0kW：1.87
60.0kW＜冷却能力：2.14
（ブライン仕様 ブライン入口-2℃、出口-7℃）
冷却能力≦90.0kW：2.90
90.0kW＜冷却能力：2.75
（ブライン仕様・散水式 ブライン入口 0℃、出口-5℃）
冷却能力≦60.0kW：2.60
60.0kW＜冷却能力≦120.0kW：3.30
120.0kW＜冷却能力：3.00
（冷房専用 冷水出入口温度差 5℃）
3.41
（冷房専用 冷水出入口温度差 7℃）
4.60
（冷房専用 散水式 冷水出入口温度差 5℃）
4.80
（冷房専用 散水式 冷水出入口温度差 7℃）
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冷却能力≦60.0kW：2.63
60.0kW＜冷却能力：2.41
（冷房専用・ブライン仕様 ブライン入口-2℃、出口-5℃）
4.72
（散水式冷水出入口温度差 5℃）
4.80
（散水式冷水出入口温度差 7℃）
（いずれも COP）
12. 水冷ヒートポ
ンプチラー

水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニットのうち、
JISB8613:1994 または JRA4066:2014 に準じて算定された成績係数（COP）
が以下の基準を満たすもの。
冷却能力≦80.0kW：3.82
80.0kW＜冷却能力：5.02
（冷水出入口温度差 5℃）
2.74
（ブライン仕様 ブライン入口 3℃、出口 0℃）
冷却能力≦60.0kW：2.24
60.0kW＜冷却能力：2.55
（ブライン仕様 ブライン入口-3℃、出口-7℃）
（いずれも COP）

13. ターボ冷凍機

電動圧縮機を用いるヒートポンプ方式の熱源機のうち JISB8621:2011 に掲
げる計算式に基づいて算出される成績係数（COP）もしくは期間成績係数
（IPLV）について下記いずれかの基準を満たすもの。ただし、オゾン破壊係
数が 0 の冷媒を使用しているものに限る。
冷凍能力≦220USRT：5.40
220USRT＜冷凍能力≦500USRT：5.96
500USRT＜冷凍能力≦1000USRT：6.12
1000USRT＜冷凍能力：6.03
（COP）
冷凍能力≦220USRT：7.24
220USRT＜冷凍能力≦500USRT：8.05
500USRT＜冷凍能力≦1000USRT：8.50
1000USRT＜冷凍能力：8.09
（IPLV）

14. ヒートポンプ

電動圧縮機を用いるヒートポンプ方式の給湯機で、自然冷媒を利用したもの

20
as28a1

給湯機

のうち、JRA4060:2014 に基づいて算出される年間標準貯湯加熱エネルギー
消費効率が下記いずれかの基準を満たすもの。
標準仕様
加熱能力≦20kW：4.1
20kW＜加熱能力：3.9
寒冷地仕様
加熱能力≦20kW：3.5
20kW＜加熱能力：3.3
（年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率）

15. 高温水ヒート
ポンプ

下水熱や工場排水、排ガス等の未利用熱を熱源として活用するヒートポンプ
であり、水等の二次媒体を加熱する熱源機のうち、定格加熱能力を定格消費
エネルギーで除して算出した数値が以下の基準を満たすもの。なお、熱源や
供給方式、温水出口温度、熱源媒体入口温度、熱源媒体出口温度、温水出入
口温度差等によって定められた区分ごとに基準を設定する。
区分

条件等（温度条件について、X~Y は X 以上 Y 以下を、X～は X 以上を、～Y は Y 以
下をそれぞれ意味する）
熱源

供給

温水出口温度

熱源媒体入口

熱源媒体出口

温水出入口温

方式

（℃）

温度（℃）

温度（℃）

度差（℃）

1

空気

循環式

65～70

16

12

5

2

空気

循環式

65～70

25

21

5

3

空気

循環式

65～70

25

21

10

4

空気

一過式

JRA4060:2014 に準じて算出

5

水

循環式

65

20

15～17

5

6

水

循環式

65

30

25～30

5

7

水

循環式

65

38～40

35

5

8

水

循環式

65

17～30

7～20

10

9

水

循環式

65

40

30

10

10

水

循環式

75

20

15～17

5

11

水

循環式

75

30

25～27

5

12

水

循環式

75

40

35

5

13

水

循環式

75

30

20

10

14

水

循環式

75

35～40

30

10

15

水

循環式

90

30

25

5

16

水

循環式

90

40

35

5

17

水

循環式

90

40

30

10

18

水

循環式

90

17

7

10

19

水

一過式

JRA4060:2014 に準じて算出

20

水空気

循環式

65

～20

～15

5

21

水空気

循環式

75

17

7

10

22

水空気

循環式

65

25

21

5

23

水空気

一過式

水熱源運転で JRA4060:2014 に準じて算出

24

水空気

一過式

空気熱源運転で JRA4060:2014 に準じて算出
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区分

基準（COP）

1

3.09

2

2.9

3

3.4

4

3.8

5

3.11

6

2.8

7

3.0

8

3.2

9

4.7

10

2.1

11

2.2

12

4.0

13

3.0

14

3.8

15

2.5

16

3.2

17

3.0

18

2.75

19

4.3

20

2.9

21

2.05

22

2.9

23

3.9

24

4.1

16. 熱風ヒートポ
ンプ

高温の熱風を発生させる装置であり、自然冷媒を用いたヒートポンプ方式の
もののうち、定格加熱能力を定格消費エネルギーで除して算出した数値が
3.44 以上であるもの。なお、算出に当たっては、空気入口温度 20℃、熱風
供給温度 100℃、熱源水入口温度 30℃、熱源水出口温度 25℃を前提条件と
する。

17. 蒸気発生ヒー
トポンプ

蒸気を発生させる装置であり、ヒートポンプ方式のもののうち、定格加熱能
力を定格消費エネルギーで除して算出した数値が以下の基準を満たすもの。
なお、算出に当たっては、蒸気圧力、熱源水入口温度、熱源水出口温度を使
用条件に応じて以下のとおり設定することを前提条件とする。
蒸気圧力 0.1MpaG、熱源水入口温度 65℃、熱源水出口温度 60℃：3.53
蒸気圧力 0.1MpaG、熱源水入口温度 80℃、熱源水出口温度 70℃：3.50
蒸気圧力 0.6MpaG、熱源水入口温度 70℃、熱源水出口温度 65℃：2.45
（COP）

18. 蒸気再圧縮装
置

産業プロセス等で利用された排熱を回収し、循環式の供給方式を用いるヒー
トポンプのうち、システム消費電力（kW）を吐出蒸気量（kg/h）で割って
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算出する消費電力量（kWh/kg）が以下の基準を満たすもの。なお、算出に
当たっては、吐出圧力、吐出蒸気量、給水温度を使用条件に応じて以下のと
おり設定することを前提条件とする。
吐出圧力：0.1MpaG 以上 0.2MpaG 以下、吐出蒸気量：1.0t/h 以上 2.0t/h 以
下、給水温度：80℃：0.067
吐出圧力：0.4MpaG 以上、吐出蒸気量：1.0t/h 以上 1.5t/h 以下、給水温度：
80℃：0.085
吐出圧力：0.1MpaG 以上 0.3MpaG 以下、吐出蒸気量：3.0t/h 以上、給水温
度：80℃：0.064
（kWh/kg）
19. 誘導モータ

固定子巻線に交流電流を流して回転磁界をつくり、電磁誘導によって回転子
巻線に誘導電流を流し、それと磁界との作用により回転トルクを発生させる
モータのうち JISC4034-2-1 に準拠して算定された効率値が以下の基準を満
たすもの。なお、算出にあたっては極数：4 極、周波数：60Hz における数
値とする。
容量≦2.2kW：89.9
2.2kW＜容量≦10.0kW：91.8
10.0kW＜容量≦22.0kW：93.4

22.0kW＜容量≦37.0kW：94.7
37.0kW＜容量：95.8
（％）
20. 永久磁石同期
モータ

回転子に永久磁石（PM）を使用した同期モータのうち、JISC4034-2-1 に準
拠して算定された効率値が以下の基準を満たすもの。
容量≦3.0kW：90.4
3.0kW＜容量≦6.5kW：92.8
6.5kW＜容量≦45.0kW：94.6
45.0kW＜容量：96.5
(%)

21. 変圧器

電磁誘導を利用して交流電圧を昇降させる装置のうち、無負荷損と負荷損に
負荷率の自乗を足して算出される数値（全損失 W）が以下の基準を満たす
（基準以下）ものとする。
【油入変圧器、単相】
（50Hz）
容量≦10kVA：58
10kVA＜容量≦20kVA：96
20kVA＜容量≦30kVA：129
30kVA＜容量≦50kVA：190
50kVA＜容量≦75kVA：210
75kVA＜容量≦100kVA：266
100kVA＜容量≦150kVA：367
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150kVA＜容量≦200kVA：465
200kVA＜容量≦300kVA：615
300kVA＜容量≦500kVA：848
（W）
(60Hz)
容量≦10kVA：55
10kVA＜容量≦20kVA：93

20kVA＜容量≦30kVA：125
30kVA＜容量≦50kVA：182
50kVA＜容量≦75kVA：202

75kVA＜容量≦100kVA：262
100kVA＜容量≦150kVA：340
150kVA＜容量≦200kVA：445
200kVA＜容量≦300kVA：596
300kVA＜容量≦500kVA：835
（W）
【油入変圧器、三相】
（50Hz）
容量≦20kVA：129
20kVA＜容量≦30kVA：168
30kVA＜容量≦50kVA：244
50kVA＜容量≦75kVA：275

75kVA＜容量≦100kVA：332
100kVA＜容量≦150kVA：440

150kVA＜容量≦200kVA：550
200kVA＜容量≦300kVA：734
300kVA＜容量≦500kVA：1,063
500kVA＜容量≦750kVA：1,930
750kVA＜容量≦1000kVA：2,358

1000kVA＜容量≦1500kVA：3,258
1500kVA＜容量≦2000kVA：4,265
（W）
(60Hz)
容量≦20kVA：126
20kVA＜容量≦30kVA：165
30kVA＜容量≦50kVA：236
50kVA＜容量≦75kVA：257
75kVA＜容量≦100kVA：310
100kVA＜容量≦150kVA：420
150kVA＜容量≦200kVA：523
200kVA＜容量≦300kVA：685
300kVA＜容量≦500kVA：1,001
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500kVA＜容量≦750kVA：1,850

750kVA＜容量≦1000kVA：2,300

1000kVA＜容量≦1500kVA：3,208
1500kVA＜容量≦2000kVA：4,118

（W）
【モールド変圧器、単相】
（50Hz）
容量≦10kVA：75
10kVA＜容量≦20kVA：118

20kVA＜容量≦30kVA：162
30kVA＜容量≦50kVA：231
50kVA＜容量≦75kVA：197

75kVA＜容量≦100kVA：228

100kVA＜容量≦150kVA：316
150kVA＜容量≦200kVA：396
200kVA＜容量≦300kVA：519
300kVA＜容量≦500kVA：787
（W）
(60Hz)
容量≦10kVA：72
10kVA＜容量≦20kVA：113
20kVA＜容量≦30kVA：148
30kVA＜容量≦50kVA：218
50kVA＜容量≦75kVA：186

75kVA＜容量≦100kVA：229
100kVA＜容量≦150kVA：291
150kVA＜容量≦200kVA：372
200kVA＜容量≦300kVA：521
300kVA＜容量≦500kVA：796
（W）
【モールド変圧器、三相】
（50Hz）
容量≦20kVA：162
20kVA＜容量≦30kVA：197
30kVA＜容量≦50kVA：296
50kVA＜容量≦75kVA：251
75kVA＜容量≦100kVA：343
100kVA＜容量≦150kVA：448
150kVA＜容量≦200kVA：474
200kVA＜容量≦300kVA：630
300kVA＜容量≦500kVA：904
500kVA＜容量≦750kVA：1,873
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750kVA＜容量≦1000kVA：2,305

1000kVA＜容量≦1500kVA：4,220
1500kVA＜容量≦2000kVA：5,275
（W）
(60Hz)
容量≦20kVA：161
20kVA＜容量≦30kVA：193
30kVA＜容量≦50kVA：291
50kVA＜容量≦75kVA：247

75kVA＜容量≦100kVA：313

100kVA＜容量≦150kVA：432
150kVA＜容量≦200kVA：484
200kVA＜容量≦300kVA：640
300kVA＜容量≦500kVA：892

500kVA＜容量≦750kVA：1,888
750kVA＜容量≦1000kVA：2,323
1000kVA＜容量≦1500kVA：4,158
1500kVA＜容量≦2000kVA：5,057
（W）
22. コージェネレ
ーション

ガス・石油等を燃料として、エンジン、タービン、燃料電池等の方式により
発電し、その際に生じる廃熱も同時に回収する熱電併給システムのう JIS B

8121 コージェネレーションシステムに準じて算出された総合効率（発電端）

又は発電効率について下記いずれかの基準を満たすもの。
（総合効率・低位発熱量基準）
82%
（発電効率・低位発熱量基準）
41%
23. LED ベ ー ス
ライト照明器

発行ダイオード（LED）を光源に使用した 直管蛍光ランプ相当サイズのベ
ースライト照明器具で、電気用品安全法の下での PSE マークが付与されて

具（ストレー
ト）

いるもののうち、定格光束を定格消費電力で除して算出した数値が
180.0[lm/W]以上のもの。

24. LED ベ ー ス
ライト照明器
具（32 形/45
形蛍光灯スク

発行ダイオード（LED）を光源に使用した 32 形または 45 形蛍光灯相当の
スクエアタイプのベースライト照明器具で、電気用品安全法の下での PSE
マークが付与されているものうち、定格光束を定格消費電力で除して算出し
た数値が以下の基準を満たすもの。

エアタイプ）
45 形：147.2（lm/W）

32 形：146.7（lm/W）
25. 電 子 計 算 機 電子計算機であり、サーバ型のもののうち、省エネ法における区分毎に、消
（サーバ 型） 費電力を複合理論性能で除して算出した数値が以下の基準を満たす（基準以
下）もの。
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A 区分：1,418

B 区分：2,346

C 区分：1.3
D 区分：1.3

E 区分：3.93
F 区分：－

G 区分：－
H 区分：－

I 区分：0.15
J 区分：0.246
K 区分：0.65
L 区分：0.39

26. 業務用冷凍冷
蔵庫

レストランの厨房やスーパーマーケットのバックヤード等に使用される業
務用の冷凍冷蔵庫のうち、JISB8630(日本工業規格)に準じて算出されたエネ
ルギー消費効率 kWh/年（機器が１年間に消費する電力量）が以下の基準を
満たすもの。 ただし、縦型は奥行 800 ㎜の製品を、横型は奥行 600 ㎜の

製品をベースに設定しているため、その他の奥行の製品を水準値と比較する
場合は、以下の通り補正した容積帯における水準値を参照すること とする。
縦型： 環境省指定先進的高効率機器 における参照容積帯＝800[㎜]／奥行
[mm]×容積[L]
横型： 環境省指定先進的高効率機器における参照容積帯＝600[㎜]／奥行
[mm]×容積[L]
【縦型冷蔵庫】
容量≦700L：440
700L＜容量≦1,200L：520
1,200L＜容量：730
【横型冷蔵庫】
容量≦250L：370
250L＜容量≦350L：440
350L＜容量≦450L：490
450L＜容量：540
【縦型冷凍冷蔵庫】
（冷凍室 1 室）
容量≦1,200L：1,460
1,200L＜容量：1,680
（冷凍室 2 室）
容量≦900L：1,580
900L＜容量≦1,200L：1,780
1,200L＜容量：1,970
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【横型冷凍冷蔵庫】
容量≦250L：1,340
250L＜容量≦350L：1,530
350L＜容量：1,900
【縦型冷凍庫】
容量≦700L：1,320
700L＜容量≦900L：1,850

900L＜容量≦1,200L：2,120
1,200L＜容量≦1,500L：2,630
1,500L＜容量：3,410

【横型冷凍庫】
容量≦250L：1,060
250L＜容量≦350L：1,250

350L＜容量：1,500
27. 工業炉用バー
ナ

セラミック、電子部品、金属、ガラス、ガス、粉体などを所定の温度で加熱、
焼結、溶解、熱処理するため設備（工業炉）における燃焼装置のうち、炉の
種類ごとに設定した排ガス回収率の水準を満たす炉に設置されたもの。
溶解炉:85.0%
熱処理炉:80.6%
加熱炉:80.0%
ガス焼却炉:90.0%

（備考）
※ 各機器において電源周波数50Hz 及び60Hz により効率が異なる場合で、本表中に特段の
指定が無い場合は、いずれかが基準となる水準を満たしていれば対象機器となる。
※ 冷温同時取出しを行うヒートポンプ等については、(冷却能力＋加熱能力)／消費電力で求
められる効率が、該当する機器区分の基準値を満たしている場合には対象となる。
※ この一覧表に記載された有効数字によって環境省指定先進的高効率機器水準を満たすも
のか判断することとする（例：出力1000kWを下回る温水ボイラの水準値は105％である
が、JIS B 8222 陸用ボイラ―熱勘定方式におけるボイラ効率の算定方式の入出熱法に準
じて算出されたボイラ効率が104.5%である機器は、四捨五入すると105%となるため、基
準を満たす）。
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別紙２
暴力団排除に関する誓約事項

当社（法人である場合は当法人）は、下記のいずれにも該当しません。また、当該契約満了
までの将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっ
ても、異議は一切申し立てません。
以上のことについて、申請書の提出をもって誓約します。
記
（１）法人の役員等（役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。
）の代
表者）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77
号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号
に規定する暴力団員をいう。以下同じ。
）である。
（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え
る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直
接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
（４）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
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様式１
平成

年

月

日

一般社団法人温室効果ガス審査協会
代表理事 殿
住
所
法 人 名
代 表 名

印

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）に係る応募申請書

標記について、以下の必要書類を添えて申請します。

１．団体等の概要が分かる説明資料及び定款又は寄付行為
２．直近２期分の財務諸表
３．別添１ 整備計画書
４．別添１別紙１ 事業実施場所の一覧（グループ）
５．別添１別紙２ 他の補助事業の利用状況等について
６．別添１別紙３ 法定耐用年数の根拠について
７．別添１別紙４ 補助対象として導入される先進技術による設備について
８．別添２ 経費内訳（平成 28 年度）
９．別添３ 平成 29 年度の年間 CO2 削減目標量の内訳
10．別添４ 算定報告書
11．導入する設備・技術に関する説明資料（様式任意）
12．敷地境界、敷地境界内の建物等の現在の所有者が確認できる公的な資料の写し（直近
のもの）
13. 対象設備に関するリース契約書等（案）、リース料計算書（任意様式）（リースの場合
のみ）
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