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 令和 4年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

（工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業） 

公募開始のお知らせ 

 

令和 4 年 4 月 13 日 

 

工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業（以下、SHIFT 事業という）について補助

事業者の公募を開始いたします。 

 

１． 公募期間 

（１）計画策定支援事業 

令和 4年 4月 13 日（水）～同年 6月 20 日（月）12 時必着 

※令和 4 年度の設備更新補助事業への応募を前提に本事業に応募する場合は、

5月 20 日(金)12 時必着で申請をお願いします。 

 

（２）設備更新補助事業 

令和 4年 4月 13 日（水）～同年 5月 20 日（金）12 時必着 

 

２． 公募詳細 

詳細については、環境省 SHIFT 事業ウェブサイト（https://shift.env.go.jp/）に公開され

る下記公募要領・応募様式等をご確認ください。 

 

A 公募要領 （計画策定支援事業） 

a1 公募要領 (PDF ファイル) 

a2 【記入例】様式第 1 交付申請書 (PDF ファイル) ＊様式はｈ2 参照 

a3 【記入例】様式第１別紙１・別紙 2 (PDF ファイル) ＊様式はｈ3 参照 

a4 【記入例】様式第 11 完了実績報告書 (PDF ファイル) ＊様式はｈ2 参照 

a5 【記入例】様式第 11 別紙１・別紙 2 (PDF ファイル) ＊様式は h4 参照 

a6 【様式/記入例】作業記録 (Excel ファイル) 

a7 【様式】消費税免税事業者に関する確認書 (Excel ファイル) 

a8 【記入例】消費税免税事業者に関する確認書 (PDF ファイル) 

a9  計画策定支援事業向けｊGrants 電子申請マニュアル（PDF ファイル） 

a10 【様式/記入例】支援計画書 (Excel ファイル) 

a11 【様式】算定報告書／診断報告書／実施計画書 (Excel ファイル) 

a12 【記入例：工場】算定報告書／診断報告書／実施計画書 (Excel ファイル) 

a13 【記入例：事業場】算定報告書／診断報告書／実施計画書 (Excel ファイル) 

a14 【様式】診断報告書 確認証 (Excel ファイル) 

a15 【様式】実施計画書 確認証 (Excel ファイル) 
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B 公募要領 （設備更新補助事業） 

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 【記入例】様式１応募申請書 （PDF ファイル) 

b4 様式 1 公募要領 別紙１～2 単年度用 (Excel ファイル) 

b4 様式１公募要領 別紙１～2 複数年度用 （Excel ファイル） 

b5 【記入例】公募要領 別紙１～2 (PDF ファイル)  

b6 様式 事業工程表 （Excel ファイル) 

b7 【記入例】事業工程表 （PDF ファイル） 

b8 設備更新補助事業向けｊGrants 電子申請マニュアル（PDF ファイル） 

b9 【様式】算定報告書／実施計画書（単独参加者用） (Excel ファイル) 

b10 【記入例：工場】算定報告書／実施計画書（単独参加者用） (Excel ファイル) 

b11 【記入例：事業場】算定報告書／実施計画書（単独参加者用） (Excel ファイル) 

b12 【様式】算定報告書／実施計画書（グループ参加者用） (Excel ファイル) 

b13 【記入例】算定報告書／実施計画書（グループ参加者用） (Excel ファイル) 

F ルール・ガイドライン （CO2 排出量の算定・検証、排出枠取引） 

f1 SHIFT 事業(設備更新補助事業) 第 2 期実施ルール Ver. 2.0 (PDF ファイル) 

f2 SHIFT 事業モニタリング報告ガイドライン (Ver.2.0) (PDF ファイル) 

G 算定報告書関連書類 （CO2 排出量の算定・検証、排出枠取引） 

g1 【様式】 その他の方法にかかる報告様式 (Word ファイル) 

g2 【記入例】その他の方法にかかる報告様式 (PDF ファイル) 

g3 各都道府県の 2017～2019 年平均気温 (PDF ファイル) 

H 交付規程 

h1 交付規程 (PDF ファイル) 

h2 様式 交付規程様式等（様式第１～第 16） (Word ファイル) 

h3 様式第１ 別紙（計画策定支援事業） (Excel ファイル) 

h4 様式第１１ 別紙（計画策定支援事業） (Excel ファイル) 

h5 様式第１ 別紙（設備更新補助事業） (Excel ファイル) 

h6 様式第１１ 別紙（設備更新補助事業） (Excel ファイル) 

I 交付要綱・実施要領 

i1 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（工場・事業場における先導的な脱炭素化取組

推進事業）交付要綱（PDF ファイル） 

i2 工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業実施要領 （PDF ファイル） 
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３． 公募説明会 

オンライン公募説明会の受付に関しては環境省 SHIFT 事業ウェブサイト

（https://shift.env.go.jp/）の公募情報のページの“公募の予告・公募説明会（オンラ

イン）参加受付はこちらから確認ください。”からアクセスのうえ応募下さい。 

 

４． 公募に関するお問い合わせ 

公募に関するお問合せがある場合は質問フォームをダウンロードし、下記の問合せ専用メー

ルアドレス宛にお送りください。 

また、公平性を期すため、問い合わせ期間は締切日一週間前までとします。 

（１）問合せ先：一般社団法人 温室効果ガス審査協会 事業運営センター 事業部 

（２）質問フォーム：環境省 SHIFT 事業ウェブサイトのお問い合わせページに掲載 

（３）問合せ専用メールアドレス：shift@gaj.or.jp 宛てにお送りください。 

（４）公募に関する問合せ期間：計画策定支援事業は 6 月 13 日(月)17 時まで 

設備更新補助事業は 5 月 13 日(金)17 時まで 

 

以上 


