2019 年度（平成３１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）
公募開始のお知らせ
2019 年 4 月 25 日

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）につい
て、補助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しますのでご案内致します。
１．公募期間
2019 年 4 月 25 日（木）～2019 年 6 月 4 日（火）12 時まで

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。
各資料は、ASSET ウェブサイトの【実施ルール・様式】＞【目標保有者用】＞【平成 31 年度公
募(第 8 期)】 (http://www.asset.go.jp/rule)からダウンロード下さい。

■公募説明会資料
公募説明会資料(PDF)
■A_公募要領
A1

公募要領(PDF)

A2

【様式 1】応募申請書(Word)

A3

【記入例】様式１応募申請書（PDF）

A4

【様式】2019 公募要領別添 1～3（Excel）

A5

【記入例】2019 公募要領別添 1～3（PDF）

A6

【様式】2019 公募要領別添 2 添付補足資料（Excel）

A7

【記入例】2019 公募要領別添 2 添付補足資料（PDF）

A8

【様式】2019 事業計画表（Excel）

A9

【記入例】2019 事業計画表（PDF）

■B_ルール・ガイドライン
B1

ASSET 実施ルール 単年度事業用（Ver.8.0）
（PDF）

B2

ASSET 実施ルール 複数年度事業用（Ver.8.0）
（PDF）

B3

モニタリング報告ガイドライン（Ver.8.0）
（PDF）

■C_算定報告書
C1

【様式】2019 公募要領別添 4-1（単独参加者用）（Excel）

C2

【記入例：工場】2019 公募要領別添 4-1（単独参加者用）
（Excel）

C3

【記入例：事業場】2019 公募要領別添 4-１（単独参加者用）（Excel）
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C4

【様式】2019 公募要領別添 4-2（グループ参加者用）
（Excel）

C5

【記入例】2019 公募要領別添 4-2（グループ参加者用）
（Excel）

C6

【様式】その他の方法にかかる報告様式（Word）

C7

【記入例】その他の方法にかかる報告様式（PDF）

■D_平均気温データ
D1

各都道府県の 2016～2018 年平均気温（PDF）

■E_交付規程
E1

【交付規程】2019 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）

E2

【交付規程様式】2019 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）全体頁

E3

【様式第 1 別紙 1】整備計画書（Excel）

E4

【様式第 1 別紙 2】経費内訳（Excel）

E5

【様式第 11 別紙 1】実施報告書（Excel）

E6

【様式第 11 別紙 2】経費所要額精算調書（Excel）

E7

【様式】様式第 1＆第 11 別添 2 添付補足資料（Excel）

■F_交付要綱・実施要領
F1

【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（190401 施行
版）
（PDF）

F2

【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（190401 施行版）
（PDF）

■Q_公募質問票
Q1

【様式】 公募質問票（Excel）

３．公募説明会
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日程で開催いたします。
本件は、ASSET ウェブサイトの新着情報「2019-04-16：平成 31 年度 ASSET 事業 公募の予告を掲載し
ました。」で既にお知らせしております。公募説明会の参加を希望される方は、以下からお申込み下
さい。定員になり次第、受付を終了します。
説明会お申し込みは、こちらから（←クリック）
なお、公募説明会に参加される際には、説明会資料、規定類（A 公募要領～F 交付要綱・実施要領）
は会場での配布はございません。可能な範囲でノート PC、タブレット等にダウンロードしてご持参
いただき、ペーパーレス化にご協力下さい。
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開催日

開催地

開催時間

5 月 10 日
（金）

東京 A

受付開始 ： 13:30～
説 明 会 ： 14:00～16:30

5 月 13 日
（月）

福岡

受付開始 ： 13:30～
説 明 会 ： 14:00～16:30

5 月 14 日
（火）

大阪

受付開始 ： 13:30～
説 明 会 ： 14:00～16:30

5 月 15 日
（水）

広島

受付開始 ： 13:30～
説 明 会 ： 14:00～16:30

5 月 16 日
（木）

名古屋

受付開始 ： 13:30～
説 明 会 ： 14:00～16:30

5 月 17 日
(金)

東京 B

受付開始 ： 13:30～
説 明 会 ： 14:00～16:30

会 場
TKP 新橋カンファレンスセンター新
館(12 階)
ホール 12E 【定員 230 名】
https://www.kashikaigishitsu.net/
facilitys/cc-shimbashiuchisaiwaicho/access/
TKP 博多駅前シティセンター (8 階)
ホールＡ 【定員 80 名】
https://www.kashikaigishitsu.net/
facilitys/cc-hakataekimae/access/
TKP ガーデンシティ大阪梅田(14 階)
バンケット 14A 【定員 150 名】
https://www.kashikaigishitsu.net/
facilitys/gc-osaka-umeda/access/
TKP ガーデンシティ PREMIUM 広島駅
前(7 階)
カンファレンス 7A 【定員 50 名】
https://www.kashikaigishitsu.net/
facilitys/gcp-hiroshimaekimae/access/
TKP ガーデンシティ PREMIUM 名古屋
新幹線口(3 階)
バンケットホール 3A【定員 100 名】
https://www.kashikaigishitsu.net/
facilitys/gc-nagoyashinkansenguchi/access/
TKP 新橋カンファレンスセンター新
館(12 階)
ホール 12E 【定員 230 名】
https://www.kashikaigishitsu.net/
facilitys/cc-shimbashiuchisaiwaicho/access/

４．公募に関するお問い合わせ
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。
公平性を期すため、問い合わせ期間を設けております。
問合せ期間

2019 年 4 月 16 日（火）～2019 年 5 月 28 日（火）17 時まで
お問い合わせがある場合は、以下のアドレスから質問フォームをダウ

公募質問票

ンロードし、内容を記入のうえ、下記のメールアドレス宛にお送りく
ださい。https://www.asset.go.jp/files/2019/qa_form_2019.xls
asset@gaj.or.jp

メール送付先

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
メール件名

ASSET 質問（貴社名）
以上
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