
27設備の高効率化改修支援モデル事業  

 
＜お知らせ＞ 

平成27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モデル事業） 

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 ASSET 事業運営センターでは、環境省から平成 27

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モデル事業（設備

高効率化事業）。以下、「本事業」という。）の交付決定を受け、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．事業概要 

地方自治体や民生・業務部門の各種施設では、景気回復により、効率の低い設備も含め

て、設備の稼働率が上がり、それによるエネルギーコストの増大が経費を圧迫、効率の良

い設備への更新が遅れて、ますますエネルギーコストが増大するという悪循環に陥ってお

り、結果二酸化炭素排出量も増加しています。 
こうしたことから、環境省では、機器全体ではなく、二酸化炭素削減に寄与する部品や

部材のみの交換等により、低コストで二酸化炭素排出量とエネルギーコストの大幅な削減

を実現するモデルを確立するため、「設備の高効率化改修支援モデル事業」を行います。  
本事業は、地方自治体や民生・業務部門の各種施設等において、部品の劣化やメンテナ

ンス不足により効率の低いまま稼働している設備の高効率化改修（エネルギー効率の向上

に寄与する部品・部材の交換・追加）及び交換等を実施した設備を稼働させるのに必要な

調整）を支援するものです。 
 

２．公募詳細 

(1) 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。 
   →公募についてはこちら。 
(2) 公募説明会では、資料を配布いたしませんので、下記の A（A1~A3）、B１等の必

要な資料はご持参下さい。 
 
 
■A_公募要領 

A1 【公募要領】 公募要領 (PDF) 
A2 【様式 1】 応募申請書(Word) 
A3 【様式１別紙】別紙１～2、別添 （Excel） 
A4 公募質問票（Excel） 
A5 公募説明会申込票（Excel） 
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■B_交付規程 

B1 （交付規程】 交付規程 （PDF） 
B2 【様式第 1】  交付申請書 （Word） 
B3 【様式第 2】  変更交付申請書 （Word） 
B4 【様式第 3】  交付決定通知書 （PDF） 
B5 【様式第 4】  変更交付決定通知書 （PDF） 
B6 【様式第 5】  計画変更承認申請書 （Word） 
B7 【様式第 6】  中止（廃止）承認申請書 （Word） 
B8 【様式第 7】  遅延報告書 （Word） 
B9 【様式第 8】  遂行状況報告書 （Word） 

B10 【様式第 9】  仕入控除税額報告書 （Word） 
B11 【様式第 10】 取得財産等管理台帳 （Word） 
B12 【様式第 11】 完了実績報告書 （Word） 
B13 【様式第 12】 年度終了実績報告書 （Word） 
B14 【様式第 13】 交付額確定通知書 （PDF） 
B15 【様式第 14】 精算払請求書 （Word） 
B16 【様式第 15】 事業報告書 （Word） 
B17 【様式第 1 別紙】 様式第 1 別紙 1～2、別添 （Excel） 
B18 【様式第 11 別紙】 様式第 11 別紙 1～2、別添 （Excel） 

■C_交付要綱・実施要領 

C1 
【交付要綱】 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（設備の

高効率化改修支援モデル事業）交付要綱 （PDF） 

C2 
【実施要領】 設備の高効率化改修支援モデル事業実施要領 

（PDF） 
 

３．公募期間 

平成 27 年４月 30 日（木）～平成 27 年 6 月 12 日（金） 
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。 

1 問い合せ期間 平成 27 年 4 月 30 日（木）～6 月 8 日（月）15 時まで 

2 公募質問票 
設備高効率化公募質問票（Excel ファイル） 
公募の内容に関して質問のある方は、公募質問票に必要事

項と質問内容を記入し、メール送付先に添付送信。 
3 メール送付先 eie@gaj.or.jp 
4 メール件名 設備 質問（御社名） 
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５．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 
（火） 

東 

京 

受付開始： 9:00 
説明会開始： 

9:30～11:20 

TKP ガーデンシティ竹橋 
http://tkptakebashi.net/access/ 
カンファレンスルーム１０Ａ 
定員８１名 

5 月 13 日 
（水） 

札 

幌 

受付開始： 9:00 
説明会開始： 

9:30～11:20 

TKP 札幌カンファレンスセンター 
http://tkpsapporo-bc.net/access/ 
カンファレンスルーム７Ａ 
定員６９名 

福 

岡 

受付開始： 9:00 
説明会開始： 

9:30～11:20 

TKP カンファレンスシティ博多 
http://www.kashikaigishitsu.net/facility
s/cc-hakata/access/ 
ＴＫＰホール：定員１３２名 

5 月 14 日 
（木） 

大 

阪 

受付開始： 9:00 
説明会開始： 

9:30～11:20 

TKP ガーデンシティ東梅田 
http://tkp-higashiumeda.net/access/ 
バンケット６Ａ：定員１５９名 

名
古
屋 

受付開始： 9:00 
説明会開始： 

9:30～11:20 

TKP ガーデンシティ名古屋新幹線口 
http://tkpnagoya.net/access/ 
カンファレンスルーム５Ａ：定員８７名 

5 月 15 日 
（金） 

東 

京 

受付開始： 9:00 
説明会開始： 

9:30～11:20 

TKP ガーデンシティ竹橋 
http://tkptakebashi.net/access/ 
カンファレンスルーム１０Ａ 
定員８１名 

仙 

台 

受付開始： 9:00 
説明会開始： 

9:30～11:20 

TKP ガーデンシティ仙台勾当台 
http://www.kashikaigishitsu.net/facili
tys/gc-sendai-koutoudai/access/ 
カンファレンス２：定員５４名 

 
※説明会では資料を原則配布いたしませんので、公募要領等、必要な資料はご持参くださ

い。 
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６．説明会申し込み方法 

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。 

１ 説明会申込み受付期間 平成 27 年 5 月 7 日（木）15 時まで 
２ 申込用紙（申込票） 設備高効率公募説明会申込票（Excel ファイル） 
３ 申込人数 1 事業者 2 名まで 
４ 申込アドレス eie_setsumeikai@gaj.or.jp 
５ メール件名 （開催地）説明会（御社名） 
６ 当協会からの【受付完了】メールをもって、申込み完了となります。 

もし、届かない場合は下記にお問合せください。 

７ ＜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。 
・ ご入場の際は受付にお名刺をご提出願います。 
・ 参加を辞退される場合は、必ず下記問い合わせ先にご連絡ください。 

 
８ 説明会のご質問等 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：eie_setsumeikai@gaj.or.jp 
＊メール件名は「説明会問い合わせ（御社名）」とし

てください。 
 

以上 
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