
EV 等導入脱炭素推進モデル事業費補助金 

 

  

（2022 年８月 22 日作成） 

申請時の提出書類一覧 

書類名 
書類作成者 

備考 
申請者 業者 

広域振興局 

（センター） 

（ア）申請書 ◎   様式第１号 

（イ）事業計画書 ◎   様式第 1号別添１ 

（ウ）CO２削減量の算定根拠 ◎   様式第 1号別添２ 

（エ）会社概要 ◎   例・会社概要書 

・ホームページの会社概要 

・会社パンフレット  など 

（オ）補助対象設備設置位置及び

駐車場の平面図 

◎   屋外に設置される補助対象設備の設

置位置及び電気自動車の駐車場が図

示されたもの 

（カ）導入設備のメーカーや仕

様、能力等が分かる資料 

（写） ◎  例・商品カタログ 

・製品仕様書  など 

（キ）見積書及び見積明細書等の

写し 

（写） ◎  県内事業者から徴取 

見積書に明細が一緒に記載されてい

る場合は、見積書のみで可 

（ク）施設の平面図に設備の設置

箇所を示した図面 

◎   屋内に設置される補助対象設備の設

置位置が図示されたもの 

（ケ）工程表 ○ ○  着手から完了までの各工程を記載 

（コ）納税証明書の写し （写）  ★ 様式第 111 号イ「県税について未納

の額がないことの証明書」 

（サ）いわて地球環境にやさしい

事業所認定書等の写し 

(写)  ★ まだ認定を受けていないが、認定に

向けた手続き中の場合はそのことが

分かる書類で可 

（シ）通帳の写し ◎   通帳表紙と１ページ目の両方 

（ス）その他 △   必要に応じて指示します 

  記号の注釈 

  ◎ 申請者、業者がそれぞれ作成するもの 

 （写）業者や行政機関等が作成・発行した書類を、申請者が単にコピーするもの 

  ○ 通常は申請者が作成するが、業者に作成を依頼する場合があるもの 

  ★ 行政機関等が発行するもの 

  △ 必要に応じて作成するもの 

 

※本資料の内容はあくまで一例です。 

 実際の事業計画に応じて記載内容を整理し、必要な書類をご準備ください。 

交付申請提出書類の記載例・作成例 



 

 

様式第１号（別表関係） 

令和４年●月●日 

 

 岩手県知事      様 

 

所 在 地  岩手県●●市●●町1-2-3    

会社等名  株式会社●●物産       

代表者名  代表取締役 岩手 太郎    

 

 

EV等導入脱炭素推進モデル事業費補助金交付申請書 

 EV等導入脱炭素推進モデル事業費補助金の交付を受けたいので、岩手県補助金交付規則第４条の規定に

より、関係書類を添えて、次のとおり補助金の交付を申請します。 

 

１ 補助金交付申請額  金    4,098,000 円   

２ 申請の区分     □一般  □いわて地球環境にやさしい事業所 

３ 交付申請概要 

(１) 会社等の概要 本社所在地：岩手県●●市●●町 1-2-3 
資本金額：1,000 万円     従業員数：8 名 
業種（事業内容）：販売業など 

(２) 事業実施予定期間  令和４年●月●日  ～ 令和●年×月×日 

(３) 設置に要する経費     8,196,000 円（税抜） 

(４) 申請者連絡先 担当者所属職氏名： 管理課 岩手 次郎 
TEL:  019-●●●-1111  FAX: 019-●●●-1112 
E-mail: jiro@●●.co.jp 

(５) 補助金振込先 金融機関・支店名：★★銀行・▲▲支店 
振込口座種別・番号：普通・1234567 
（フリガナ）：カ）マルマルブツサン 

口座名義人：株式会社●●物産 代表取締役 岩手太郎 
 (６) 添付書類 ○事業計画書（様式第１号別添１） 

○会社概要（会社案内のパンフレット等） 
○補助対象設備設置位置及び駐車場の平面図 
○導入設備のメーカーや仕様、能力等が分かる資料（製品カタログ等） 
○見積書及び見積明細書の写し 
○施設の平面図に設備の設置箇所を示した図面 
○工程表 
○県税納税証明書（県税について未納の額が無いことの証明書）の写し 
○いわて地球環境にやさしい事業所認定書等の写し（「いわて地球環境にやさしい事業

所」の区分で交付申請する場合） 
○補助金振込口座の通帳の写し 
○その他必要な書類 

（Ａ４） 

（ア）申請書 記載例 

県に書類を提出する
日付を書くこと。 

設置に要する経費の 1/2 または 1/4 
（1,000 円未満を切り捨てること） 

（エ）会社概要の記載内容
と一致すること。 

事業開始日は、書
類提出期限の 20
日以上後の日付と
すること。 

（キ）見積書の金額と一致す
ること。ただし、補助対象外
経費が含まれる場合は、それ
を除いた金額とすること。 

（シ）通帳の内容
と一致すること。 

※申請書に記載した内容と、各種添付書類の内容が一致 
していることを必ず確認してください。 



様式第１号別添１ 

事業計画書 

 

１ 補助事業に係る対象設備等 

(１)設置場所等 所在地：岩手県●●市●●町 4-5-6 

事業所等名：株式会社●●物産××支店 

(２)設備概要 

  ◆太陽光発電設備 （ ☐既設 ・ ☐新規 ） 

  太陽電池 公称最大出力合計 10.0     [kW] 

型式（メーカー） AA-123BB（㈱XXX 製） 

  パワーコンディシ

ョナー 

定格出力合計 10.0     [kW] 

型式（メーカー） CC-456DD（㈱XXX 製） 

 ◆蓄電池設備   （ ☐既設 ・ ☐新規 ） 

 

蓄電池 

容量 16.0（8.0×２台）[kWh] 

型式（メーカー） EE-789FF（㈱XXX 製） 

台数 ２台 

◆充電等設備   （ ☐既設 ・ ☐新規 ） 

 

充電設備 

充電電圧 200V 

型式（メーカー） ABC123456（㈱YYY製） 

台数 １台 

◆電気自動車   （ ☐既設 ・ ☐新規 ） 

 

電気自動車 

型式（メーカー） ZAA-◆◆◆◆（㈱ZZZ 製） 

車名 ●●●● 

台数 １台 

(３)ＣＯ２排出削減量※ ●●●[ｔ-ＣＯ２](年間) 

※ ＣＯ２排出削減量の算定根拠（様式第１号別添２）を添付してください。 

 

２ 事業計画の内容 

（１）事業実施の背景 

 

 

 

（補助事業実施の背景を記入してください） 

 

（カ）製品カタロ
グ等の内容と一致
すること。 



（２）事業内容 

 

 

 

（補助事業の内容を詳細に記入してください） 

 

 

（３）事業実施の効果 

 ①地域貢献・地域活性化 

 

 

 

（補助事業を行うことで地域貢献・地域活性化にどのように繋がるかといった観点で記入して

ください） 

 

 

②先導性・モデル性 

 

 

 

（他の取組にはない先導性があるか，あるいは他の事業者の参考となるモデル性を有している

かといった観点で記入してください） 

 

 

③その他 

 

 

 

（太陽光発電設備で発電した電力をより多く供給するシステムをどのように構築するか，ま

た，その供給量はどれくらいかといった観点で記入してください） 

 

 

３ その他 

他の補助金の併用の有無     有    ・    無 

 補助金名 ○○市××事業費補助金 

補助金交付決定時期（予定含む） 令和４年●月●日（予定） 

補助金交付決定額（予定含む） 1,000,000 円 



様式第1号別添２

CO２削減量の算定根拠

現状 事業実施後見込み
ガソリン車 台数 3 台 ガソリン車 台数 2 台

年間走行距離 30000 km ① 年間走行距離 20000 km ①'

年間給油量 3000 L ② 年間給油量 2000 L ②'＝①'÷③'

平均燃費 10.0 km/L ③＝①÷② 平均燃費 10.0 km/L ③'原則として③と同値

ディーゼル車 台数 1 台 ディーゼル車 台数 1 台

年間走行距離 10000 km ④ 年間走行距離 10000 km ④’

年間給油量 700 L ⑤ 年間給油量 700 L ⑤’＝④’÷⑥’

平均燃費 14.3 km/L ⑥＝④÷⑤ 平均燃費 14.3 km/L ⑥’原則として⑥と同値

電気自動車 台数 0 台 電気自動車 台数 1 台

年間走行距離 0 km ⑦ 年間走行距離 10000 km ⑦'

交流電力量消費率 0 Wh/km ⑧計算値※１又はカタログ値 交流電力量消費率（WLTC） 150 Wh/km ⑧'カタログ値

年間充電量（買電） 0 kWh ⑨実績値又は計算値※２ 年間充電量（買電） 200 kWh ⑨'

年間充電量（自家） 0 kWh ⑩原則0を想定 年間充電量（自家） 1300 kWh ⑩'＝⑦'×⑧'÷1000－⑨'

事業所 年間使用電力量 12000 kWh ⑪ 事業所 年間使用電力量 12000 kWh ⑪'

太陽光発電出力 0 kW ⑫ 太陽光発電出力 10 kW ⑫'カタログ値

太陽光年間発電量 0 kWh ⑬ 太陽光年間発電量 13140 kWh ⑬'＝⑫'×24×365×0.15

年間買電量（事務所） 7000 kWh ⑭ 年間買電量（事務所） 160 kWh ⑭'＝⑪'－（⑬'－⑩'）

年間買電量（車+事務所） 7000 kWh ⑮＝⑨＋⑭ 年間買電量（車+事務所） 360 kWh ⑮'＝⑨'＋⑭'

ガソリン由来CO2計算 ガソリン由来CO2計算

燃料使用量 3 kL ⑯＝②÷1000 燃料使用量 2 kL ⑯'＝②'÷1000

単位発熱量 34.6 GJ/kL ⑰ 単位発熱量 34.6 GJ/kL ⑰'

排出係数 0.0183 tC/GJ ⑱ 排出係数 0.0183 tC/GJ ⑱'

CO2排出量 6.96498 t-CO2 ⑲＝⑯×⑰×⑱×44÷12 CO2排出量 4.64332 t-CO2 ⑲'＝⑯'×⑰'×⑱'×44÷12

軽油由来CO2計算 軽油由来CO2計算

燃料使用量 0.7 kL ⑳＝⑤÷1000 燃料使用量 0.7 kL ⑳'＝⑤'÷1000

単位発熱量 37.7 GJ/kL ㉑ 単位発熱量 37.7 GJ/kL ㉑'

排出係数 0.0187 tC/GJ ㉒ 排出係数 0.0187 tC/GJ ㉒'

CO2排出量 1.809474 t-CO2 ㉓＝⑳×㉑×㉒×44÷12 CO2排出量 1.809474 t-CO2 ㉓'＝⑳'×㉑'×㉒'×44÷12

買電由来CO2計算 買電由来CO2計算

年間買電量（車+事務所） 7000 kWh ⑮ 年間買電量（車+事務所） 360 kWh ⑮'

排出係数 0.000457 t-CO2/kWh ㉔電力会社ごとの係数を記載 排出係数 0.000457 t-CO2/kWh ㉔'電力会社ごとの係数を記載

CO2排出量 3.199 t-CO2 ㉕＝⑮×㉔ CO2排出量 0.16452 t-CO2 ㉕'＝⑮'×㉔'

合計 CO2排出量 11.97345 t-CO2 Ⅰ=⑲＋㉓＋㉕ 合計 CO2排出量 6.617314 t-CO2 Ⅱ=⑲'＋㉓'＋㉕'

CO2削減量 5.35614 t-CO2 Ⅲ＝Ⅰ－Ⅱ

※ ：申請者のエネルギー使用の実態から、この様式の算定方法により難い場合は、別途算定根拠を示すこと。

※１：⑨⑩の実績値が把握できる場合は、⑧＝（⑨+⑩）/（1000×⑦）により計算する。

※２：実績値が把握できない場合は、⑨＝⑦×⑧/1000により計算する。



 

株式会社●●物産 会社概要書 

 

 

【法人情報】 

 

法人名      株式会社●●物産 

代表取締役    岩手 太郎 

法人住所     岩手県●●市●●町 1-2-3 

営業所住所    岩手県●●市●●町 4-5-6 

電話番号     019-●●●-1111 

設立       1990 年１月１日 

資本金      1,000 万円 

従業員      ８名 

業種       販売業、その他 

 

 

【事業内容】 

 ・店舗にて県産食品の販売 

 ・地元食材を使った食品開発、 

 ・イベント等への出店、販売 

 ・漁協や農協と連携した新製品開発の提案等の事業 

 ・その他上記に関連した各種業務 

（エ）会社概要 記載例 

※次の情報が記載されているものを提出してください。 

  ・法人名および代表者名（営業者名） 

  ・法人住所（営業者住所） 

  ・営業所住所 

  ・資本金（出資金） 

  ・従業員の人数 

  ・業種 

これらが記載されていれば、会社案内パンフレットや、会

社ホームページの法人情報ページを印刷したものでも構いま

せん。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（オ）補助対象設備設置位置及び駐車場の平面図 記載例 

ガソリン車 

駐車場 

EV 駐車場 

ガソリン車 

駐車場 

※ 屋外に設置される補助対象設備の設置位置及び電気自動車の駐車場を図示してく

ださい。 

充電設備 

太陽光発電設備 

事務所棟 

 

 

来客用駐車場 



 

 

 

㈱XXX  太陽光モジュール仕様 
型式 AA-123BB AA-133BB AA-153BB 

公称最大出力 250W 300W 3500W 

モジュール変換効率 19.3％ 19.8％ 20.3％ 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

商品外観    

 

（カ）導入設備のメーカーや仕様、能力等が分かる資料（カタログ等）の例 

※ 太陽光発電モジュール、パワーコンディショナー、蓄電池、充電設備及び電気自

動車についてのカタログ等を添付してください。 

 

※ カタログ等は、次の情報が全て分かるものとしてください。 

太陽光発電モジュール：型式、公称最大出力 

パワーコンディショナー：型式、定格出力 

蓄電池：型式、容量 

充電設備：型式、充電電圧 

電気自動車：型式、車名、交流電力量消費率（WLTC） 

 

 



 

 

株式会社●●物産 御中 
●●市●●町 10-11-12        

●●建設株式会社          

代表取締役 ●● ●●       

 

件名： 太陽光発電設備、蓄電池、電気自動車充電 

 設備設置工事              

場所： 株式会社●●物産 ●●市●●町 4-5-6  

納期： 別途相談                

取引条件： 月末締め翌月 20 日までに銀行振込  

有効期限： 令和●●年●月●日         

 

御見積金額 ￥7,010,000 
            （上記金額に消費税は含まれません） 

 

 

金額の内訳 

 別添の内訳明細書のとおり 

 

 

 

 

 

（キ）見積書及び見積明細書等の写しの例 

印 

※必ず県内事業者から見積書をとり、コピーを添付してください。 



内訳明細書 

項 品名 数量 単位 単価 

（円） 

金額 

（円） 

1 太陽光発電設備     

 太陽光モジュール材料費     

 パネル 型番：AA-123BB 4 台 183,000 732,000 

 架台  型番：ZZ123456 4 台 50,000 200,000 

 パワーコンディショナー材料費     

 型番：CC-456DD 1 台 400,000 400,000 

      

 その他費用     

 足場架設料 1 式 100,000 100,000 

 労務費 1 式 100,000 100,000 

      

 小計    1,532,000 

      

2 蓄電池設備     

      

３ 充電設備     

      

      

      

 合計    7,010,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各設備の経費が別々に記載されるようにしてください。 

※補助対象外となる経費（用途が不明な経費、廃棄物処理料

金等）がある場合、（ア）申請書には、対象外経費を除いた

額を記入してください。 



 

 

 

 

 

 

 

（ク）施設の平面図に設備の設置箇所を示した図面 記載例 

※ 屋内に設置される補助対象設備の設置位置を図示してください。 

蓄電池設備 

事務室１ 

事務室２ 

会議室 



 

 

 

 ●月●日 ●月●日 ●月●日 ●月●日 ●月●日 ●月●日 ●月●日 ●月●日 ●月●日 

作業１          

作業２          

作業３          

作業４          

          

 

 

 

（ケ）工程表 記載例 

※ 着手予定日は、令和４年 10 月６日以降の日付としてくだ

さい。 

※ 完了予定日は、令和５年２月２８日以前の日付としてく

ださい。 

 



 

 

 

納 税 証 明 書 
 

令和●●年●●月●●日  

 

 

 ●●市●●町 1-2-3 

  

 株式会社●●物産 様 

 

記 

 

県税（地方法人特別税を含む）についての未納の額は、ありません。 

 

概要 

 

 ●広税 第 ●●●●●●● 号 

 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

 

 令和●●年●●月●●日 

 

                   ●●広域振興局長 ●● ●● 

 

 

備考 

この証明書に記載されている事項は、この証明書の発行時において県税の台帳等に記載された事実に基づくものです。 

 

 

 

（コ）納税証明書の写し 

 

印 

様式第 111 号イ 

※「様式第 111 号イ 県税について未納の額がないことの証明書」を提出 

してください。最寄りの県税部・県税センターで交付しています。 



 

 

 

 

 

（サ）いわて地球環境にやさしい事業所認定書等の写し 

※「いわて地球環境にやさしい事業所」区分で申請する場合には、認定書の

コピー、または認定に向けた手続きを進めている状況が分かる以下の書類

を提出してください。 

 

① 現在認定審査中の場合 

→「いわて地球環境にやさしい事業所」認定申請書のコピー 

② エコスタッフ養成セミナー受講後に認定申請予定の場合 

→セミナー受講申込書のコピー 

 



 

 

＜通帳の表紙＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜１ページ目＞ 

 

 

 

 

 

 

（シ）通帳の写しの例 

店番 口座番号 

002 1234567 
株式会社●●物産 

代表取締役 岩手 太郎 様 

普通預金 

★★銀行 

ご預金通帳 

★★銀行 ご預金通帳 

お名前 

カ）マルマルブツサン 様 

店番号 002 普通預金口座番号 1234567 税区分 総合 ○優 限度額 千円 

通帳発行日 ○○-○○-○○ 

★★銀行 

▲▲支店 

※次の情報がすべてわかるよう、通帳の表紙と、１ページ目 

 の両方のコピーを提出してください。 

  ・銀行名 

  ・支店名 

  ・口座名義人 

  ・口座名義人のカタカナ読み 

  ・預金の種別（普通預金、当座預金など） 

  ・口座番号 


