
 

〔自立〕 
 

 

 

令和３年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来水素活用推進事業 

「再エネ等由来水素を活用した自立･分散型エネルギーシステム構築事業」 

 

 

 

応募申請書様式記入例 

 

 

 

 

（３次公募） 

令和３年 11 月 

 
  



 

目次 

１．各様式の記載方法 .................................................................................................. 1 

１－１．【様式１】応募申請書 ....................................................................................... 1 

１－２．【様式２】実施計画書 ....................................................................................... 2 

１－３．【様式３】経費内訳 .......................................................................................... 6 

１―４．【事業概要書】 ............................................................................................... 7 

２.見積書依頼の注意点 ................................................................................................. 9 

３.応募書類提出について .............................................................................................. 10 

３－１．応募申請時提出書類チェックリスト ...................................................................... 10 

３－２．提出方法 ................................................................................................... 11 

３－３．問い合わせ先............................................................................................... 11 

 

  



 

― 補助事業のポイント ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災拠点 

地域の実情に応じた地域防災計画（災害に係わる事務などに関し、各地方公共団体等が総合的かつ計画的な対策を

定めた計画）等によって有事の拠点として位置付けられている、またはその見込みとなっている施設であること 

エネルギーマネジメントシステム（EMS） 
情報通信技術を用いて導入設備のエネルギー（電気、熱）の使用状況を管理し、設備の最適な運用等を図るシステム 

再エネ由来 

太陽光や風力、地熱などの自然界に存在するエネルギーから発電される電力を活用し稼働する設備であること 

ＣＯ２排出削減 

従来のエネルギーから水素エネルギーに転換することで、排出される二酸化炭素（CO2）量の削減が充分図られること 

また、 

採択後、 

・交付決定日以降に発注・契約ができること 

・遅くとも令和４年２月２８日までに補助対象経費の支払いを完了（補助事業完了）させ、令和４年３月１０日までに完

了実績報告書を提出できること。ただし、単年度での実施が困難な場合は、２か年以内として複数年が認められる場合がありま

す。 

 

補助金交付後、 

・以降３年にわたり各年度の事業報告ができること 

・補助事業の実施により取得した財産は、法定耐用年数が過ぎるまで維持管理につとめ使用すること 

・可能な限り事業の実施内容については国内外を問わず公表できる状態にできること 

・環境省、会計検査院の調査の要請があった場合には協力できること 

 

以上も要件になりますのでご確認ください。 



 



 

〈補助事業対象経費について〉 

 

・ 補助対象経費の計上は、原則、交付決定日以降に開始（発注）したもので、事業期間中に終了（支払）したものが対象となります。 

 （下の図は、補助対象の可否判断例になります。ご参考いただき、ご不明な点がある場合には財団へお問い合わせください。） 

 

 

「見積」は、見積書を徴取する行為、また見積合わせ等業者選定をする行為をいいます。 

「検収」は、納品物が発注した内容に適合しているか検査をする行為をいいます。 
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× 見積 発注 納品 検収 請求 支払

× 見積 発注 納品 検収



 

〈２か年に渡る場合の契約形態と実施スケジュールに関する注意点〉イメージ 
 

・契約形態  各年度契約 または 複数年度一括契約 

・スケジュール例［１年目：実施設計、２年目：工事］ 

・スケジュール例［１年目：機器の調達、２年目：工事］ 

例）月日は仮です。前後する場合があります。 

 

 
 

※複数年契約の場合は不要 

AAAAAこの期間は事業ができません。 

  

応募申請 ▲公募

交付申請 ▲採択 ▲新年度交付規程制定（4月下旬）

完了実績報告 ▲交付申請 ▲交付申請（5月上旬）

▲交付決定 ▲交付決定（5月下旬）

▲完了実績報告 ▲完了実績報告

（3月10日締め） （3月10日締め）

実施設計工事 ▲契約 ▲契約※（事業開始）

▲詳細設計 機器製作（7月下旬～）

据付・点検（1月～2月）

▲現場確認

▲検収・支払（2月下旬） ▲検収・支払（2月下旬）

▲事業完了 ▲事業完了

（製作・現場施工）

供用開始

12 1 2 34 5 6 7 8 9 3

1年目 2年目

9 10 11 12 1 24 5 6 7 810 11
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１．各様式の記載方法                               

１－１．【様式１】応募申請書 

 

  

：
：
：
：

：
：
：
：

注 1

2

3

　補助事業を２者以上の事業者が共同で申請する場合は、代表事業者が申請するこ
ととし、併せて共同事業者の申請書も添付すること。

「５　その他参考資料」として、申請者が地方公共団体以外の者である場合は、申
請者の組織概要、経理状況説明書（直近の２決算期に関する貸借対照表及び損益計
算書（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、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及び損益計算
書））及び定款（申請者が個人企業の場合は、印鑑証明書の原本及び住民票の写し
（いずれも発行後３ヶ月以内のもの））を添付すること（申請者が、法律に基づき
設立の認可等を行う行政機関から、その認可等を受け、又は当該行政機関の合議制
の機関における設立の認可等が適当である旨の文書を受領している者である場合
は、設立の認可等を受け、又は設立の認可等が適当であるとされた法人の事業計画
及び収支予算の案並びに定款の案を添付すること。ただし、これらの案が作成され
ていない場合には、添付を要しない。）。
　また、地方公共団体が申請する場合は、申請年度の予算書を添付すること。

【別紙１】又は【別紙２】において求めている設備等のシステム図・配置図・仕様
書、補助事業に関する見積書・各種計算書、法律に基づく登録に係る通知の写し等
を添付すること。

Ｔ Ｅ Ｌ
Ｅ － mail

Ｅ － mail

（事業実施 担当者）

氏 名
Ｔ Ｅ Ｌ

所 属 ・ 役 職

所 属 ・ 役 職
氏 名

再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業「自立」
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　実施計画書【様式２】と記載の根拠資料
２　経費内訳【様式３】と記載の根拠資料
３　応募者の業務概要及び定款又は寄附行為
４　応募者の経理状況説明書（直近２決算期の貸借対照表及び損益計算書）
５　その他参考資料

（事業実施 責任者）

（脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来水素活用推進事業）
令和３年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

      理事長　小　林　三　樹　　殿

【様式１】
番　　　　　号

　　　年　　月　　日

      公益財団法人北海道環境財団

住 所
法 人 名
代 表 名

②様式２実施計画書の事業実施の
担当者欄の入力内容が反映されま
す。改めての記載は不要です。 

①文書管理番号がない場合は削除してください。 

②応募する日付を記入する。 

共同で申請する場合は、共同事業者用の申請書の提出も必要になります。 

③「事業実施責任者」は、事業を実
施するうえで実質的な責任者として
の立場にある方を記入してくださ
い。 
「事業実施担当者」は、財団との連
絡窓口として、事業内容をよく理解
している方を記入してください。 
事業実施責任者との重複も可です。 
記載内容は、様式２実施計画書の
「事業実施の担当者」欄に反映され
ます。 
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１－２．【様式２】実施計画書 

 

 

 

   

氏名 電話・FAX番号

【概要】

＊　燃料電池、蓄電池等で構成される水素エネルギーシステムに関わるエネルギーマネジメントシステム
　　について、機能や役割などを具体的に記載すること。（詳細資料を添付する。）
＊　蓄電池、燃料電池から供給される電気・熱について、供給先、需要量・供給量と調整機能などを記載
　　すること。（概要を示し、詳細資料を添付する。）
　【蓄電池、燃料電池について、供給先に対する電力容量の妥当性及び需要量・供給量と調整機能などを
　　別紙に記載すること。熱供給については、供給する建物・設備等の熱負荷を示し、熱供給量の妥当性
　　などを別紙に記載すること。（算定根拠等詳細を添付する。）】

事業実施場所名称 

事業実施責任者

事業の主たる
実施場所

＜事業の目的・概要＞

＊ 実際に補助事業を行う場所（図面を添付する）

事業実施場所所在地 

＊　事業の概要及び導入する設備の内容・種類・規模等の概要を記入する。
＊　導入する設備等に関する説明や技術的な特徴を記載し、事業を実施する地域の
　　エネルギー起源CO2の削減にどのように資するかについて記載する
　（例：ボイラ燃料としての重油使用量の削減、商用電力の削減）。
　（仕様、規模、数量、新規・更新の別、価格等を記載した仕様書、システム全体図等を添付すること）

E-mailアドレス

氏名 所属部署名・役職名

郵便番号

共同事業者

【目的】　☆以下、黄色のセルに記入してください。記入欄が不足する場合は、行高さを拡大してください。

郵便番号

役職名
団体等の名称

【様式２】
再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業実施計画書

「自立」
事業名

事業実施の担当者

事業実施の団体名

事業実施の責任者

備　考

電話番号 FAX番号

事業実施の担当者（事業の窓口となる方）

氏名 所属部署名・役職名 備　考

E-mailアドレス

住　所

電話番号 FAX番号 E-mailアドレス

住　所

～はじめに～ 
・黄色のセルに記入してください。記入欄が不足する場合はセルの行

高さを拡大してください。 
・各項目の記載内容は審査資料になりますので、正確、丁寧にすべて

の項目に記載してください。 
・記入内容の根拠資料を添付してください。添付資料は、実施計画書

の注記や応募申請時提出書類チェックリストで確認してください。 

⑤公募要領に記載されている「補助対象となる事業」の要件（公募要領 p.2）を確
認できる書類、事業実施場所を示す資料、広域地図、システム概要説明、設備仕
様、機器仕様、図面、様式中に注記にて添付が求められている根拠資料など、各資
料等の提出をお願いします。 

④「事業実施の担当者」欄の黄色のセル以外は、様式１
の記入内容が自動的に反映されます。 
反映されている内容を再度ご確認ください。 
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ｔＣＯ２

ｔＣＯ２

（省エネ法非定期報告事業者） 使用量 単位 CO2換算係数 CO2排出量

ｔＣＯ２

ｔＣＯ２

ｔＣＯ２

合計 0 ｔＣＯ２

【資金回収・利益の見通し】

円

円

円

0 円

年

・資金回収年数

＊　当該申請事業の公益的性格について具体的に記入する。
＊　災害等、非常時における地域防災拠点等の位置付け、あるいは位置付けられる予定について記載する。
＊　再生可能エネルギー普及・拡大の妨げとなっている自然的・社会的な課題に対して、地域の実
　　情に応じた公益性の高い成果が期待でき、再生可能エネルギー導入の促進、ＣＯ２排出削減に
　　資する事業であることを具体的に記載する。

＊　地域の実情に応じた、水素による再生可能エネルギーの貯蔵・利用モデルを確立し、再生可能
　　エネルギーの導入拡大、CO2排出削減を目指す事業としてのモデル性、実証的性格（導入効果に関する
　　データ取得方法など）を記入する。

＜低炭素化に資する環境対策への取組＞

＊　エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づき、エネルギー使用量及びエネルギーの使用に伴い
　　発生する二酸化炭素排出量を主務大臣に報告している事業者については、直近２か年度の当該デー
　　タを、その他の事業者については、直近２か年度の１年度当たりのエネルギー使用量を記入する。

　本事業による年間ランニングコスト減少額

　資金回収年数は

＊　これまでの、そして将来における低炭素化に向けての取組を記入する。

＜事業の性格＞

（省エネ法定期報告事業者）

　補助対象経費に係る自己負担額

【事業のモデル性・実証的性格】

【事業の低炭素化に効果的な規制等対策強化の検討との関連性】

令和元年度報告ＣＯ２排出量

【事業の公益性】

・ランニングコスト減少額の算出過程

＊　資金回収年数を、次の計算式により算出する。
　　資金回収年数 ＝ 補助対象経費に係わる自己負担額※ ÷ ランニングコストの減少額※
　　なお、この試算に用いた「ランニングコストの減少額」の見積書を添付すること。

　※１　補助対象経費に係わる自己負担額 ＝ 様式３の所要経費欄(4)の額 － 様式３の所要経費欄(8)の額
　※２　ランニングコストの減少額は、再生可能エネルギー電力を水素エネルギーシステムで蓄積し、蓄
　　　　積したエネルギーを蓄電池及び燃料電池の電気・熱出力として活用することにより削減される電
　　　　力料金から算出する。
　※３　ランニングコストには、維持管理費等を含める。

　補助対象経費の支出予定額（様式３の(4)）

　補助金所要額（様式３の(8)）

令和２年度報告ＣＯ２排出量

*２か年の場合は２か年全体の値

*２か年の場合は２か年全体の値

⑥ランニングコストの減少額は、水素エネルギー設備導入前と導入後
を比較し、再生可能エネルギーの有効消費量（自家消費量）拡大によ
る商用電力コストの年間削減量から算出してください。 
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ｔＣＯ２／年

・・・ ％

ｔＣＯ２／年 年

ｔＣＯ２／年 年

ｔＣＯ２／年 年

ｔＣＯ２／年 年

ｔＣＯ２／年 年

0 ｔＣＯ２／年

　　ＣＯ２排出削減率＝ＣＯ２排出削減量÷水素エネルギーシステム導入前のＣＯ２排出量［％］

＊　水素エネルギーシステムから電気・熱の供給を受ける施設の当該箇所の想定される年間エネルギー
　　削減量から、年間のＣＯ２排出削減率を算出する。算定根拠となる関連資料を添付すること。

備考

 別添のとおり

（１）事業による直接効果

【ＣＯ２排出削減率】

【ＣＯ２削減効果】

【導入技術の今後の活用・展開の見通し】

＊　「別添のとおり」と記入し、原則として、「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック＜補助事業
　　申請者用＞（平成29年２月環境省地球環境局）」（以下「ガイドブック」という。）において使用
　　するエクセルファイル（「補助事業申請者向けハード対策事業計算ファイル」）により、事業の直
　　接効果を算定した上で、同ファイルを添付する。
　　なお、エクセルファイル（「補助事業申請者向けハード対策事業計算ファイル」）において記載す
　　る各々の設定根拠・引用元に係る具体的資料を添付すること。

ＣＯ２削減効果 法定耐用年数

合計

＊　補助事業により導入する技術について、今後、どのように活用・展開されることが期待されるか具体的
　　に記入する。

＊　【ＣＯ２削減効果の算定根拠】により算出したＣＯ２削減量を記入する。

・・・

【ＣＯ２削減効果の算定根拠】

　＜ＣＯ２排出削減率の算定方法＞

＜事業の効果＞

【ＣＯ２削減コスト・算定根拠】（費用対効果）

□削減効果の対策別内訳・法定耐用年数

導入設備名

＊　【ＣＯ２削減効果】（１）事業による直接効果に記入したＣＯ２削減量１トンを削減するために
　　必要なコストは、
　　ＣＯ２削減コスト[円／tCO2]＝補助対象経費[円] ÷（年間のＣＯ２削減量[tCO2/年]×法定耐用年数[年] ）

　　を記入する。また、それらの算定根拠を記入する。

　※１　補助対象経費は様式３の補助対象経費とする。法定耐用年数は、国税庁が発表している耐用
　　　　年数表を参考にする。
　※２　法定耐用年数が異なる複数の補助対象設備を整備する場合、計算式を次の式に変えて算出する。
　　　（例：設備Ａと設備Ｂをまとめて導入する場合）
　  ＣＯ２削減コスト[円／tCO2]＝補助対象経費[円]÷（設備Ａの年間ＣＯ２削減量[tCO2／年]×法定耐用年数[年]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋設備Ｂの年間ＣＯ２削減量[tCO2／年]×法定耐用年数[年]）

⑧前提計算書、根拠資料などもご提出ください。 

⑦ハード対策事業計算ファイル（Excel 形式）で算出した数値を
記入してください。 



5 

 

円

ｔＣＯ２

円／ｔＣＯ２

【エネルギー利用】＊当該システムが及ぼす室、施設において。（算定根拠等資料を添付する。）

　　・蓄エネルギー利用率（年間） ％

　　・完全自立運転可能時間 時間

　　・再エネ電力の昼夜間、季節間でのピークシフトの状況

　　　＊端的に記入する。

注２　記入欄が少ない場合は、本様式を引き伸ばして使用する。

注１　本計画書に、設備のシステム図・配置図・仕様書、記入内容の根拠資料等を添付する。

＊　導入する設備の保守計画、維持管理体制、管理責任者を記入する。

【設備の保守計画】

＜事業実施スケジュール＞

【許認可、権利関係等事業実施の前提となる事項及び実施上問題となる事項】

＊　事業の実施スケジュールを記入する。事業内容と照らし合わせ、何をどこまで実施するのかが
　　明らかに分かるように記入する。
＊　実施スケジュール（別紙添付でも可）

0

＊　事業遂行上必要となる許認可、権利関係等関係者間の調整事項について記入する。（系統連携の調整など）

＜資金計画＞

＊　他の国の補助金等（固定価格買取制度を含む。）への応募状況等を記入する。

   ①　補助事業者自身　 ②　その他　

＊　いずれかに○を付ける。

＜事業実施に関連する事項＞

【他の補助金との関係】

＊　補助事業に要する経費を支払うための資金の調達計画及び調達方法を記入する。

＜補助対象経費の調達先＞

     総ＣＯ２削減量

＜事業の実施体制＞

【事業の実施体制】

＊　事業の実施体制、補助事業者内の施工監理や進捗管理、経理等の体制を記入する。（別紙添付でも可）

     ＣＯ２排出量１トンを削減するために必要なコスト

     補助対象経費の支出予定額 0

⑫補助事業を進めていく体制に関して、所属や氏名等も具体的に記載してください。 
見積合わせなどが既に行われていて発注先が決まっている場合は、発注先事業者名についても記入して
ください。 

⑬「自己資金」または「〇〇銀行〇〇支店から調達」などを明記くださ
い。 

⑭「交付申請日」や「支払い」「完了実績報告書提出」など補助事業に関する項目
も記入してください。 

⑩系統電力停止時に自立運転した状態でシステムが稼働可能な時間を記入してください。 
エネルギー供給が平常運転時と変更になる場合は、下の記入欄に追記・説明をしてください。 

⑨当該システムが及ぶ室、施設において必要なエネルギー消費量のうち、システムに蓄積さ
れた電気や熱をどれくらい利用しているかについて、年間の割合をご記入ください。 

⑪再エネ電力を昼夜間、季節間でピークシフトさせて利用できるシステムであるかどうか、自立運転で電
力供給時間はどれくらいあるのか、なども記載してください。 
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１－３．【様式３】経費内訳 

 

（記載例）

工事費

　本工事費

　　材料費

　　・

　　・

　　付帯工事費

　　・

　　・

　　機械器具費

名称 仕様 数量 単価 金額 購入予定時期

注1　本内訳に、見積書又は計算書等を添付する。

※　(5)基準額は、応募申請時には記載の必要はありません。

購入予定の主な財産の内訳（一品、一組又は一式の価格が５０万円以上のもの）

【様式３】 （令和３年度）
再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業に要する経費内訳

「自立」

所要経費

(1)総事業費

(5)基準額※

(2)寄付金その他
  の収入

(3)差引額
(1)-(2)

(4)補助対象経費
   支出予定額

円

- 円 円 円

(6)選定額
(4)と(5)を比較し
て少ない方の額

補助対象経費支出予定額内訳

経費区分・費目 金額 積算内訳

(7)補助基本額
(3)と(6)を比較し
て少ない方の額

(8)補助金所要額
(7)×2/3
上限1.4億円

円

【12-2-●見積書】参照

・材料名　（数量）×（単価）＝金額

合計 円

見積書等の総額をご記入くだ
さい。 

寄付金その他の収入がなけ
れば「0」とご記入ください。 

公募要領「別表第１」にあげる
補助対象経費の費目ごとに区
分し、詳細をご記入ください。 

経費区分・費目・細分に従って、各細
分にまとめてご記入ください。 

参照する資料の番号
をご記入ください。 

金額の算出根拠がわかる見積書等と対
比できるように詳細にご記入ください。 
（別途積算内訳を添付し、そちらに記載
することでも構いません。） 

※黄色セルのみに数値入力・記入してください。 
（無色セルは自動計算されますが、数値は必ず確認してください。） 
 
応募事業が採択された場合、採択通知に記載された基準額（採択額）が 
補助金交付申請額の上限になります。 
基準額を超える交付申請はできません。ご留意ください。 

事業形態によって「補助率」がかわります。 
また「複数年度事業」の場合、年度ごと及びその合算したものが必要になります。 
シートはそれぞれ該当するものを確認のうえ作成してください。 
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１―４．【事業概要書】 

 

 

 

 

 

 

 

事業概要書のひな型は財団ホームページよりダウンロードし、記載されている記入例に沿って制作してください。 
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２.見積書依頼の注意点                              

  

見積番号 xxxxxxxxxx
令和２年 〇月 〇日

 株式会社〇〇　御中            

貴御照会の件下記の通り御見積もり申し上げます。

〇〇工業株式会社      

円（税抜） 住　所  東京都〇〇区○○

消費税は別途申し受けます 電　話　xx-xxxx-xxxx

納期      令和２年１２月３１日

引渡場所　〇〇〇〇○

支払条件　請求後翌月末日まで
見積書有効期限　　３ヶ月　
         （単位：円）

区分 費目 細分 品名 規格 数量 単位 単価 金額

工事費

本工事費

（直接工事費）

材料費 コージェネ本体 AB35CD-EF 1 台 7,500,000 7,500,000

防振架台 1 台 100,000 100,000

システムコントローラー 1 台 80,000 80,000

コージェネ循環ポンプ 2 台 150,000 300,000

熱交換器 貯湯昇温用 1 台 250,000 250,000

密閉式膨張タンク 1 台 100,000 100,000

ケーブル・電線 CVT 60sq 100 m 1,891 189,100 建設物価 20**年*月号 p.527

〃 CV 2sq-3C 20 m 116 2,320 建設物価 20**年*月号 p.527

〃 CV 5.5sq-4C 20 m 306 6,120 建設物価 20**年*月号 p.527

〃 CVV 1.25sq-2C 100 m 59 5,940 建設物価 20**年*月号 p.527

〃 CVV 1.25sq-4C 60 m 106 6,360 建設物価 20**年*月号 p.524

〃 CVV 2sq-4C 60 m 144 8,640 建設物価 20**年*月号 p.525

〃 CVVS 1.25sq-2C 100 m 125 12,500 建設物価 20**年*月号 p.526

〃 IV 8sq 100 m 94 9,430 建設物価 20**年*月号 p.528

ケーブル・電線　雑材料 1 式 7,200 7,200 材料費 × 0.03

・・・

労務費 コージェネ機器搬入据付費 設備機械工 20 人工 21,000 420,000

配管据付費 配管工 5 人工 20,400 102,000

制御盤組立・据付費 電工 12 人工 22,600 271,200

電工費 電工 40 人工 22,600 904,000

・・・

（間接工事費）

共通仮設費 共通仮設費 1 式 150,000 150,000

現場管理費 現場管理費 1 式 500,000 500,000

一般管理費 一般管理費 1 式 350,000 350,000

試運転調整 1 式 150,000 150,000

1 日・台 44,000 44,000

（撤去工事費）

既存ボイラー撤去費用

人工 設備機械工 10 人工 21,000 210,000

ボイラ解体処分費 1 式 450,000 450,000

地下タンク洗浄作業費 1 式 170,000 170,000

地下タンク埋設砂費 10 m3 2,000 20,000

輸送用大型トラック 1 式 50,000 50,000

共通仮設費 1 式 20,000 20,000

現場管理費 1 式 100,000 100,000

一般管理費 1 式 80,000 80,000

見　積　書

ラフテレーンクレーン賃借料

公共工事設計労務単価表

定価　150,000円

〇○におけるコジェネレーションシステム導入工事費用として
（水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業）

12,568,810

備考

定価　9,000,000円

定価　　120,000円

定価　　100,000円

見積書（〇〇工業）

定価　300,000円

公共工事設計労務単価表

公共工事設計労務単価表

公共工事設計労務単価表

＜補助対象外＞

＜補助対象外＞

＜補助対象外＞

＜補助対象外＞

総計 12,568,810 円（税抜）

＜補助対象外＞

＜補助対象外＞

＜補助対象外＞

＜補助対象外＞

〇
〇
工

業
株
式

会
社

山
田

代表事業者宛かご確認ください。 
押印されていること
をご確認ください。 

納期は令和４年２月２８日以前

であるかご確認ください。 

応募時に有効期限内であることを

ご確認ください。 

材料費や労務費は一式ではなく、台数、個、人工等の単価に
数量を掛けたものとなっているかをご確認ください（雑材料など
は除く）。 

定価資料などを添付し
てください。 

公募要領別表第１の区分･費目･細分ごとに項目が分か

れているかご確認ください。なお、見積書書式等の関係

でこれらを備考欄等に記載することも構いません。 

見積合わせが未だ行われていな
い場合は、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
る資料を添付してください。 

根拠資料の写しを添付
し、参照箇所を赤色下線
等で示してください。 

見積合わせが未だ行われていない
場合、労務費は「公共工事設計労務
単価表」を参考とし、事業実施可能
な単価で計上してください。 

間接工事費は積み上
げるか、算出のうえ一
式での計上で構いませ
んが、国土交通省監修
の公共建築工事共通
費積算基準（土木、建
築、機械、電気通信）な
ど、算出の根拠資料を
添付してください。 

補助対象外分の工事に係る
間接工事費は別に算出して
ください。（補助対象の間接
工事費とは一緒にしないよう
ご注意ください。） 

既存設備の撤去費は補助対象外となります。撤去費が見積に含まれていない
場合、補助事業者が負担していることを確認することがあります。 

補助対象外経費は、その
ことを備考欄に記載してく
ださい。 

補助対象外の経費も含んだこの費用を【様式３】経費内訳（１）総事業
費に記入してください。 

〇 

〇 
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３.応募書類提出について                                 

３－１．応募申請時提出書類チェックリスト 

必要資料が添付されていることを下表「応募申請時提出書類チェックリスト」（財団ホームページよりダウンロー

ドください）により確認した上で、応募書類と併せて提出してください。 

 

  

令和３年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来水素活用推進事業）

事業名：再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業

申請者：

書類

番号

確

認

欄

01 応募申請書　※代表事業者が記載すること

02 暴力団排除に関する誓約事項

03 実施計画書　※各欄は必ず記載し、漏れのないように

04 経費内訳

05 事業概要書

06 導入機器が補助要件を満たすことを示す書類

07 広域地図

08 位置図

09 配置図

10 導入設備システム図（補助対象は赤線で図示すること。）

11 導入設備仕様書（機器の型番、能力、消費電力等をまとめたもの。図面とひも付けすること。）

12 燃料電池・蓄電池等で構成される水素エネルギーシステムに係るエネルギーマネジメントシステムの機能、役割に関する資料

13 蓄電池・燃料電池について電力容量の妥当性、電気・熱供給に係る需給調整の妥当性及び運用方法に係る資料

14 エネルギーマネジメントシステム構築実績説明書

15 低炭素化への取組み資料（実施計画書該当部分に記載しきれない場合は別添にする。）

16 直近２か年度の二酸化炭素排出量（前年度）

直近２か年度の二酸化炭素排出量（前々年度）

17 事業の公益性

18 ランニングコスト計算書

19 ハード対策事業計算ファイル

20 ハード対策事業計算ファイル算出根拠資料

21 CO2削減効果の算定根拠

22 実施体制

23 工程表　※実施計画書該当部分に記載しきれない場合は別添にする

24 積算書　※ある場合

見積書

25 見積内訳書

26 その他（利益排除）

27 その他（関連会社発注時等の利益相反に係る取締役会等の決議書等）

同一代表者の関連会社等へ発注する場合など、利益相反に対応するための取締役会等の決議書

28 組織概要（企業パンフレット等。共同事業者も提出すること。）

29 定款・寄附行為（共同事業者も提出すること）

30 特定収入割合計算書

31 登記事項証明（３か月以内に発行された履歴事項証明書の原本を提出すること。共同事業者も提出のこと。）

32 経理状況説明書

33 申請年度の予算書（抄本）の写し

34 その他必要書類（法律に基づく登録に係る通知の写し等）　該当の場合のみ。

35 その他必要書類（リース契約書（案））

36 その他必要書類（リース計算書（補助金あり、なしの比較があること））

37 その他必要書類（法定耐用年数まで当該建物で使用することを証す書類。契約書の特記事項でも可）

38 応募申請書　提出書類チックリスト

〈ファイル名〉

ファイル名は、上表を参考に次のように付けてください。適宜枝番を使用してください。

例）  03【様式２】実施計画書

　　　　04【様式3】経費内訳

【資料９】

【資料10】

【資料３】

【資料４】

【資料５】

【資料６】

【資料７】

【資料８】

【添付３－２】

【添付３－３】

▼申請者情報

【資料１】

【資料２】

【添付２－１５】

【添付２－１６】

▼【様式３】経費内訳に関する添付資料

【添付３－１－１】

【添付３－１－２】

【添付２－１１ー２】

【添付２－１２】

【添付２－１３】

【添付２－１４ー１】

【添付２－１４－２】

【添付２－１４－３】

【添付２－６】

【添付２－７】

【添付２－８】

【添付２－９】

【添付２－１０】

【添付２－１１ー１】

▼【様式２】実施計画書に関する添付資料

【添付２－１】

【添付２－２】

【添付２－３】

【添付２－４】

【添付２－５】

応募申請書　提出書類チェックリスト

書類名

【様式１】

【別紙１】

【様式２】

【様式３】
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３－２．提出方法 

(1) 応募書類は、前頁の表を確認のうえ申請してください。 

応募は、電子メールと電子媒体の郵送の二つ方法による申請となります。 

まずは、前頁の表の01、03、04、05のデータを下記メールアドレスへ送ってください。 

つぎに、02と06以降の該当データを保存したCD-RまたはDVD-Rを、電子メール送信後一週間以内に財団へ

到着するように郵送により提出してください（簡易書留、特定記録など配達の記録がわかるもの）。 

 

(2) 提出期限 

  ３次公募：令和３年１１月２６日（金）18 時 必着 

 

(3) 送付先 

▶電子メール 

suiso_oubo@heco-hojo.jp 

▶郵送 

公益財団法人北海道環境財団 補助事業部宛 

〒060-0004 札幌市中央区北４条西４丁目１番地 伊藤・加藤ビル４階 

（封書のおもてに「令和３年度自立分散水素応募書類在中」と朱書きで明記してください。） 

※受付期間以降に財団に到着した書類のうち、遅延が財団の事情に起因しない場合は、いかなる理由があっても

応募を受け付けません。十分な余裕をもって応募してください。 

 

※電子媒体が破損、汚損しないように保護し、左記のように記入のうえ 

郵送してください。 

 

 

 

３－３．問い合わせ先 

 公募全般についての問い合わせは、電子メールを利用し、メール件名に応募事業者名及び応募事業名を記入して

ください。また、メール末尾にご担当の連絡先（所属、氏名、電話番号、メールアドレス）も記入してください。 

 

◇問い合わせ先 

   suiso_ask@heco-hojo.jp 

公益財団法人北海道環境財団 補助事業部 

 

メール件名記入例 

   【株式会社〇〇】自立分散水素について問い合わせ 

  

※電話での問い合わせには対応致しかねます。また、審査また採択結果に対するご照会等には対応致しかねます。 

 

 

 

 

 

令和３年度 

自立分散水素 

 

応募申請者名 

 


