
様式１ 

 

令和２年６月２５日 

 

 一般社団法人静岡県環境資源協会 

会長  荒木 信幸  殿 

 

 

                     申請者 住    所 東京都○○○○○ 

                    氏名又は名称 ○○○○株式会社 

                    代表者の職・氏名 代表取締役 環境太郎  印 

 

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

（大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業）応募申請書 

 

 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（大規模感染リスクを低減するための高機能換

気設備等の導入支援事業）に下記のとおり申請します。 

 なお、今後採択を受けて補助事業を実施する際には、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）、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）及び交付規程の定めるところに従います。 

 

記 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

       別紙１ 実施計画書のとおり 

 

２ 補助金応募申請額              600,000円 

  （うち消費税及び地方消費税相当額          0円） 

 

３ 補助事業に要する経費 

       別紙２ 経費内訳のとおり 

 

４ 補助事業の完了予定年月日 

      令和２年１１月１０日 

 

 

 

別紙２の(8)補助金

所要額をご記入く

ださい。 

消費税は対象になりませんの

で基本は0円になります。 

消費税法における納税義務者

とならない補助事業者等は対

象にすることができます。 



別紙１

資本金

従業員数

氏名 電話・FAX番号

＊ 実際に補助事業を行う場所
事業実施場所住所
事業実施場所名称

＜事業の目的・概要＞

【目的・概要】
＊　補助事業及び導入する設備等の目的・概要（内容・規模等）を記入する。

大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業　実施計画書

事業名 大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業

代表事業者
※採択結果等は代表申
請者に連絡をいたしま

す。

事業者名 ○○○○株式会社

区分 中小企業 300万円

業種

E-Mailアドレス

03-0000-0000 03-0000-0000 ○○＠○○.co.jp

事業実施の担当者（事業の窓口となる方）

役職 氏名 備　考

飲食サービス業 5名

代表者役職 氏名 所在地

代表取締役社長 環境　太郎 東京都○○○○

電話番号 FAX番号

主任 環境　次郎

電話番号 FAX番号 E-Mailアドレス

03-0000-0000 03-0000-0000 ○○＠○○.co.jp

代行申請者

共同事業者

事業者の名称
事業実施責任者

役職名 E-Mailアドレス

問合せ先
当協会からの問合せ先をご記入ください。
どちらかに☑を入れてください。

事業の実施場所 東京都○○○○

レストラン○○○○

当社の運営するレストラン○○に新型コロナウイルスの感染症の拡大リスクを低減し、来客者への不安解消
を図るとともに、業務用施設からのCO2排出量を削減する。
レストランに○○電気の高効率換気設備を導入し、同時にエアコンの導入を行うこととする。

代表事業者 代行申請者



＜換気の状況について＞ 導入する箇所が４室を超える場合は適宜追加をしてください。

室① 室②

室③ 室④

型番等 台数 型番等 台数

●●●● 1 ▲▲▲▲ 1

●●●● 1 ▲▲▲▲ 1

室用途 レストラン 室用途

使用状況 不特定多数 使用状況 選択してください

現況利用人数（人/室） 20 現況利用人数（人/室）

現状の換気方法 自然換気 現状の換気方法 選択してください

床面積（㎡） 75 床面積（㎡）

高さ（ｍ） 2.5 高さ（ｍ）

15導入後利用人数（人/室） 導入後利用人数（人/室）

現況１人あたり
換気量（㎥/h・人） 20

現況１人あたり
換気量（㎥/h・人）

導入後１人あたり
換気量（㎥/h・人） 33.33333333

導入後１人あたり
換気量（㎥/h・人）

現況換気量（㎥/h) 400 現況換気量（㎥/h)

導入後換気量（㎥/h） 500 導入後換気量（㎥/h）

床面積（㎡） 床面積（㎡）

高さ（ｍ） 高さ（ｍ）

室用途 室用途

使用状況 選択してください 使用状況 選択してください

現況換気量（㎥/h) 現況換気量（㎥/h)

導入後換気量（㎥/h） 導入後換気量（㎥/h）

現況利用人数（人/室） 現況利用人数（人/室）

現状の換気方法 選択してください 現状の換気方法 選択してください

導入後利用人数（人/室）導入後利用人数（人/室）

＜導入設備＞

本事業で導入する設備対象をご記入下さい。

導入前設備・台数 導入後設備・台数

換気設備

現況１人あたり
換気量（㎥/h・人）

現況１人あたり
換気量（㎥/h・人）

導入後１人あたり
換気量（㎥/h・人）

導入後１人あたり
換気量（㎥/h・人）

空調設備

照明設備



＜エネルギー使用量＞

【昨年度のエネルギー使用量をご記入下さい】

単位

kWh/年

Nm3/年

kg/年

＜事業の効果＞

【CO2削減効果】
事業実施によるCO2削減量 1.808 t-CO2/年

【資金回収年数】 ※別紙２の金額を記入してください。
①総事業費 円
②補助金所要額 円
③総事業費－補助金所要額 円

円/年
⑤　③に対する回収見込み年数（③／④年） 年

【費用対効果】
15 年

②補助金所要額に対する費用対効果 22123.894 円/t-CO2

＜資金計画＞

＊　高効率設備導入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。

※半角数字のみ入力、単位(円)は不要

LPG

1,350,000
600,000
750,000

80000
9.375

抵当権の設定 なし

自己資金(円) 750,000
借入金(円)
借入先金融機関名

④本事業による年間ランニングコスト減

①補助対象設備の耐用年数
｢減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵
省令第15号）に定める法定耐用年数

金額(円)
補助金申請額(円) 600,000

合計 1,350,000

エネルギー 年間使用量

電気使用量 86000

都市ガス

＊昨年度のエネルギー使用量を記入する。

省エネ計算シートから転記してくださ

い。独自計算の場合はその値を入

れて下さい。

省エネ計算シートにあるランニ

ングコスト計算書の値を転記し

てください。独自計算の場合は

その値を入れて下さい。

電気代請求書等から記載してくださ

い。



＜事業の実施体制＞

＜補助対象設備・工事等の発注先＞

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】
＊　他の国の補助金等への応募状況等を記入する。

＜事業実施スケジュール＞

注１　本計画書に、以下の資料等を添付する。
・改修前後の設備のシステム図・配置図・仕様書、記入内容の根拠資料等 
・工程表 
・その他SERAが公募要領にて定める資料

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。

他の国の補助金への応募はありません。

＊　事業の実施スケジュール（工程表）を記入する。
＊　実施スケジュールは別紙を添付してもよい。
＊　実施スケジュールは、申請、契約、施工開始、施工完了、検収、支払完了予定日等を記載すること。

＊　補助事業の実施体制について、発注先の選定方法を含め記入する（別紙添付でも可）

○○○○株式会社
代表取締役環境太郎
事業担当 環境次郎
工事管理 環境三郎
経理 環境丸子

空調
工事会社三者見積にて

工事会社を選定

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下
8月 9月 10月 11月

交
付
申
請

工
事
契
約

三
者
見
積

施
工
開
始

施
工
完
了

検
収

工
事
代
金

支
払
い



別紙２

(全体）

(1)総事業費 (2)寄付金その他 (3)差引額 (4)補助対象経費

　 の収入 (1)-(2) 　 支出予定額

所要経費

(5)基準額 (6)選定額 (7)補助基本額 (8)補助金所要額

(4)と(5)を比較し (3)と(6)を比較し

て少ない方の額 て少ない方の額

大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業に要する
経費内訳

900,000円

- 900,000円 900,000円 600,000円

1,350,000円 0円 1,350,000円



別紙２-１①

補助率２／３に関する経費

(1)総事業費 (2)寄付金その他 (3)差引額 (4)補助対象経費

　 の収入 (1)-(2) 　 支出予定額

所要経費

(5)基準額 (6)選定額 (7)補助基本額 (8)補助金所要額

(4)と(5)を比較し (3)と(6)を比較し (7)×2/3

て少ない方の額 て少ない方の額

経費区分・費目 金額 積算内訳

設備費

工事費

設備費

工事費

合計

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）

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。

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。

1,350,000円

900,000円

50,000 架台・・・・

350,000 ●●●●

500,000 空調機（室内機、室外機）

- 900,000円 900,000円 600,000円

大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業に要する
経費内訳

1,350,000円 0円 1,350,000円 900,000円

小計

空調・照明等

小計

補助対象経費支出予定額内訳

換気設備

200,000 高機能換気設備（●●●●）

50,000 パネル、●●

200,000 ●●●

450,000円



別紙２-１②

補助率１／２に関する経費

(1)総事業費 (2)寄付金その他 (3)差引額 (4)補助対象経費

　 の収入 (1)-(2) 　 支出予定額

所要経費

(5)基準額 (6)選定額 (7)補助基本額 (8)補助金所要額

(4)と(5)を比較し (3)と(6)を比較し (7)×1/2

て少ない方の額 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

合計

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）

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。

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。

円

円

大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業に要する
経費内訳

円 円

- 円 円 円

換気設備

小計

空調・照明等

小計 円


