
R2年度_交付規程 様式第１＆第１１ 別紙２添付補足資料　（経費内訳補足資料）　＜単年度事業＞　 GAJ番号

◆本シートの作業手順

　① ［設備名］欄に、別紙１P2「導入する設備一覧」に記載した補助対象設備名を全て記入する。

（注：1/2L2-Tech製品は設備名の後ろに(◎)を、1/3L2-Tech製品は設備名の後ろに(〇）付すこと）

　② ［機器判別］欄に、1/2L2-Tech製品である場合は、”2”を、1/3L2Tech製品である場合は”3”を記入する。（半角数字） ◆注意事項 ◆補助金計算式の内容

　③　［機器内容］欄に、各補助対象設備の主要構成機器を、［区分］欄の　「本体及び直属機器」と「付帯機器」に分類して記入する。 　注１：色の付いているカラムは保護されていますので入力や変更はできません。 ・機器判別=2（1/2L2-Tech製品）の場合　　　

　④ ［経費費目・細分］欄の1行目に、別紙2経費内訳に記載する費目・細分名を記入する。（材料費は左端に固定） 　注2：付帯機器がある場合、工事費（労務費等・・）も記載してください。（特に根拠が無ければ材料費の按分でも良い） 　　設備金額小計の［本体及び直属機器×1/2+付帯機器×1/3］

　⑤　［経費費目・細分］欄に、各補助対象設備の各費目・細分に該当する費用を入力する。 　注3：設備名が１０を超えてこのシートには書ききれない場合は協会に連絡ください。拡張様式を送付します。 ・機器判別≠2（1/2L2-Tech製品以外）の場合　

　⑥　［備考欄］自由記述。　各費用金額の根拠（見積書の参照番号、按分率等）があれば記入する。 　　設備金額合計×1/3

　⑦　【内示書の金額 or 交付決定通知の金額】欄に、　所定の金額を記入する。

　⑧　［GAJ番号］（ページ右上）にGAJ番号を記入する。

材料費 労務費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費 測量及び試験費

本体及び
直属機器

蒸気ボイラ　給水タンク、オペレーションパネ
ル、軟水装置、排気筒

15,000,000 1,200,000 600,000 750,000 810,000 800,000 19,160,000     

付帯機器 給水配管、電気配線、煙突 3,000,000 240,000 120,000 150,000 160,000 3,670,000       

本体及び
直属機器 チラー本体、リモコン

12,000,000 8,000,000 400,000 600,000 1,000,000 22,000,000     

付帯機器 -                  

本体及び
直属機器

なし -                  

付帯機器 LNG貯槽、気化器、配管 12,500,000 4,500,000 250,000 500,000 850,000 1,000,000 19,600,000     

本体及び
直属機器

バーナ 3,400,000 1,800,000 540,000 60,000 260,000 200,000 6,260,000       

付帯機器 なし -                  

本体及び
直属機器

-                  

付帯機器 -                  

本体及び
直属機器

-                  

付帯機器 -                  

本体及び
直属機器

-                  

付帯機器 -                  

本体及び
直属機器

-                  

付帯機器 -                  

本体及び
直属機器

-                  

付帯機器 -                  

本体及び
直属機器

-                  

付帯機器 -                  

45,900,000     15,740,000     1,910,000       2,060,000       3,080,000       2,000,000        -                  -                  -                  -                  70,690,000     70,690,000     30,423,333     

27,000,000     9,200,000       1,000,000       1,350,000       1,810,000       800,000           -                  -                  -                  -                  41,160,000     

18,900,000     6,540,000       910,000         710,000         1,270,000       1,200,000        -                  -                  -                  -                  29,530,000     

27,000,000     
 補助基準額

or
 補助基本額

70,690,000     
 補助内定額

or
 補助金の額

30,423,000     

30,400,000     
 別紙2 (8)
補助率1/2
対象経費

41,160,000     (8)/2＋(9)/3 30,423,333     

88.8  別紙2 (9)
その他の経費

29,530,000      別紙2 (10)
補助金所要額

30,423,000     

 内示書の金額（交付申請時）
or

 交付決定通知の金額（完了報告時）

  別紙２で用いる数値
　（使用箇所を赤字で記載）

設備金額小計 設備金額合計 補助金額（円）  備考　(資料番号等）

　　経費費目・細分　

6,260,000       2,086,667       

No. 設備名

 機器判別
2=1/2L2-Tech製品
3=1/3L2-Tech製品

空欄=その他

区分 機器内容

1 蒸気ﾎﾞｲﾗ(貫流ﾎﾞｲﾗ)（◎） 2 22,830,000     10,803,333     

2 空冷ヒートポンプチラー（◎） 2 22,000,000     11,000,000     

19,600,000     6,533,333       

-                  -                  

5 -                  -                  

-                  -                  

7 -                  -                  

-                  -                  

9 -                  -                  

内訳集計
（補助率1/2　ｖｓ　補助率1/3)

　補助率1/2対象経費
  ＝1/2L2-Tech製品の本体及び直属機器関連経費

 補助金計算額
（千円未満切捨

て）
※１

30,423,000     
　補助率1/3対象経費
　＝上記以外

工業炉用ﾊﾞｰﾅ

3 LNGｻﾃﾗｲﾄ設備（付帯）

手順⑧ 120XXXX

環境大臣指定設備・機器等導入比率計算

環境大臣指定設備・機器等該当製品の
本体及び直属機器＝（A)

全設備の本体及び直属機器＝（B)

環境大臣指定設備・機器等導入比率＝（A/B）　（％）
（少数第2位切捨て）

  別紙１ 環境大臣指定設備・機器等導入比率を
　求める式に用いる数値

合計（費目合計、総合計）　　　

10

8

6

4

別紙2（4）：補助対象経費支出予定額

別紙2 主な財産の金額

別紙1 環境大臣指定設備機器等導入比率計算分子

別紙2 主な財産の金額

別紙2 主な財産の金額

別添2 主な財産の金額

別紙2 主な財産の金額

別紙2 主な財産の金額

別紙2 主な財産の金額

別紙2 主な財産の金額

別紙2 主な財産の金額

別紙2 主な財産の金額

別紙2 積算内訳の各費目合計

別紙1 環境大臣指定設備機器等導入比率計算分母

手順 ④

手順 ⑤手順 ① 手順 ②

手順
手順

按分計算した金額を入力する場合には、

整数の金額として入力すること。

（表示のみ整数は不可）

［計算式で入力する場合、ROUND関数を使用のこと。］

その場合、合計値が一致していることを確認すること。

按分根拠等を備考欄

に記載できる。

GAJ番号を記載する。

手順⑦ 手順⑦

as2020e7_t


