＜ お知らせ ＞
平成２９年度二酸化炭素排出抑制等対策事業費補助金
（ヒートポンプ等を活用した低炭素型農業推進事業）
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
平成 29 年７月６日
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 29 年度二酸化
炭素排出抑制対策事業費等補助金（ヒートポンプ等を活用した低炭素型農業推進事業）の交付決定を
受け、６月６日（火）から（１）ヒートポンプ等を活用した低炭素型農業推進事業の公募を実施してお
ります。これに加えて調整中でした（２）省エネルギー型農業機械導入促進事業の準備が整いましたの
で、公募を実施いたします。
1．事業の概要
本補助金は、農業法人等が低炭素型の農業を推進するため省 CO２化に取組む計画（以下「低炭素化
推進計画」という。
）を策定し、当該計画に基づいて農業者に対してヒートポンプ設備等の導入を進め
る事業に対し、当該設備を導入するために要する費用の一部を補助します。
本事業は、
（１）ヒートポンプ等を活用した低炭素型農業推進事業
（ⅰ）低炭素化設備導入事業
（ⅱ）再生可能エネルギー利用技術導入促進モデル事業
（２）省エネルギー型農業機械導入促進事業
の３事業を対象としています。
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、協会ホームページ（URL：
http://gaj.or.jp）の HPN 事業・
【公募について】からダウンロードください。
省エネルギー型農業機械導入促進事業用に B 公募要領（２）省エネルギー型農業機械導入促進事業及び
K 公募説明会資料の K8、K9 を追加しました。
■ A 公募要領（１）ヒートポンプ等を活用した低炭素型農業推進事業
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A1

公募要領（PDF ファイル）

A2

様式 1 応募申請書（Word ファイル）

A3

様式 1 別紙 1-1、1-2 実施計画書（Excel ファイル）

A4

様式 1 別紙 2-1、2-2 経費内訳（Excel ファイル）

A5

別紙 1 暴力団排除に関する誓約書（Word ファイル）
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■ B 公募要領（２）省エネルギー型農業機械導入促進事業
B1 ※

公募要領（PDF ファイル）

B2 ※

様式 1 応募申請書（Word ファイル）

B3 ※

様式 1 別紙 1-3 実施計画書（Excel ファイル）

B4 ※

様式 1 別紙 2-3 経費内訳（Excel ファイル）

B5 ※

別紙 1 暴力団排除に関する誓約書（Word ファイル）

B6 ※

削減効果算出シート（Excel ファイル）

＊ 対象農業機械一覧は一般社団法人日本農業機械化協会のホームページで確認ください。
URL: http://www.nitinoki.or.jp/
■ C 交付規程
C1

交付規程（PDF ファイル）

C2

交付規程様式第 1~14（Word ファイル）

C3

交付規程様式第 1 別紙 1-1~1-3（Excel ファイル）

C4

交付規程様式第 1 別紙 2-1~2-3（Excel ファイル）

C5

交付規程様式第 11 別紙 1-1~1-3（Excel ファイル）

C6

交付規程様式第 11 別紙 2-1~2-3（Excel ファイル）

■Ｄ 交付要綱・実施要領
D1

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（ヒートポンプ等を活用した低炭素
型農業推進事業）交付要綱（170317 施行版）
（PDF ファイル）

D2

ヒートポンプ等を活用した低炭素型農業推進事業実施要領（170317 施行
版）
（PDF）

■ Q 公募質問票
Q1

【様式】 公募質問票（Excel ファイル）

■ K 公募説明会資料
K1

公募説明会資料 (PDF ファイル)

K2

【記入例】 様式 1 (PDF ファイル)

K3

【記入例】 公募要領様式 1 別紙 1-1 (PDF ファイル)

K4

【記入例】 公募要領様式 1 別紙 2-1 (PDF ファイル)

K5

【記入例】 ハード対策事業計算ファイル G.省エネ設備 (PDF ファイル)

K6

【記入例】 暴力団排除に関する誓約書 (PDF ファイル)

K7

【記入例】 低炭素化推進計画 (PDF ファイル)

K8 ※

【記入例】 公募要領様式 1 別紙 2-3 (PDF ファイル)

K9 ※

【記入例】 削減効果算出シート (PDF ファイル)

※ 新たに追加した資料類（ただし、K８，９は現在整中、整いしだい掲載いたします。
）
3．公募期間
（１）ヒートポンプ等を活用した低炭素型農業推進事業
平成 29 年６月６日（火）から８月３日（木）12 時必着
（２）省エネルギー型農業機械導入促進事業
平成 29 年７月６日（木）から８月３日（水）12 時必着
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４．公募に関するお問い合わせ
公平を期すため、電子メールにて下記の期間にのみお問い合わせください。
（１）ヒートポンプ等を活用した低炭素型農業推進事業
1

平成 29 年 6 月 6 日（火）～7 月 27 日（木）12 時まで

問合せ期間

（２）省エネルギー型農業機械導入促進事業
平成 29 年 7 月 6 日（木）～7 月 27 日（金）12 時まで
HPN 公募質問票（Excel ファイル）※

2

公募質問票

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、以下のメール送付先に添付送信。

3

メール送付先

hpn@gaj.or.jp

4

メール件名

HPN 質問（御社名）を記載ください。

※HPN 公募質問票は、協会ホームページ（URL：http://gaj.or.jp）の HPN 事業・
【公募について】
からダウンロードください。
5．公募説明会
公募説明会は、既に開催したので、
（２）省エネルギー型農業機械導入促進事業についての説明会
は開催いたしません。
以上
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