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平成23年10月20日

事業が完了（リース物件の引渡し終了）する

予定日を記載

【設備利用者】

　別記様式第２号（第８－１関係）

事業実施年度

目標年度

事業完了予定日

平成２３年度農畜産業機械等リース支援事業実施計画書

（施設園芸省エネ設備導入型）

住　　　所
名　　　称
代表者氏名

【リース事業者】
住　　　所
名　　　称
代表者氏名

事業が完了（リース物件の引渡し終了）する

予定日を記載



440,000

備考

1,018,000

方向につ

年度）

．３ａ 440,000

1,458,000

削減量

第１　目的

（注）設備利用者の営農に関する現状（栽培作物・面積等）、現在抱えている課題、本事業により導入を希望する設備の活用を踏まえた今後の展開
いて記入すること。

第２　総括表

導入設備 事業量 事業費（円）
負担区分（円）

事業実施主体国庫補助金

ヒートポンプ ２台 1,850,000 832,000

内張多層化設備内張多層化設備 １０１０．３ａ 800,000800,000 360,000360,000

合計 2,650,000 1,192,000

（注）１　「事業費」の欄については、第６の（３）のリース物件取得予定価格（税抜き）を記載する。

第３　成果目標

（１）燃油使用量

燃油種類 指　　標 現　在 目標（平成２５

Ａ重油
燃油の年間使用量 12,000.0 Ｌ Ｌ Ｌ3,600.0 8,400.0

原油換算量 12,096.0 Ｌ Ｌ Ｌ3,628.8 8,467.2

小数点第２位を四捨五入し第１位で記入



年度） 増加量

電気使用量は、ヒートポンプと

載

ｃ／ａ×100

原油換算削減割合

（注）１　「燃油種類」の欄については、温室の加温に用いる燃油種類（Ａ重油、灯油）を記載する。

２　「現在」の欄については、基本的に過去３カ年の加温期間の平均値（ただし、新規参入等により現状値を算出できない場合は、
　　該当品目の地域内の類似経営の平均的な燃油使用量を基準として利用できるものとする。）とし、確認できる書類を添付すること。

３　「目標」の欄については、算出根拠となる資料を添付すること。

４　「原油換算量」欄については、「年間使用量」欄の数値に次の原油換算係数を乗じて算出するものとする。

Ａ重油：1.008Ｌ/Ｌ　　灯油：0.946Ｌ/Ｌ

（２）電気使用量 小数点第２位を四捨五入し第１位で記入
循環扇の使用量の合計とする

電気使用設備 指　　標 現　在 目標（平成２５

現在：循環扇 電気使用量 80.0 kwh Kwh Kwh6,180.0 6,100.0

目標：ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、循環扇 原油換算量 20.6 Ｌ Ｌ Ｌ1,594.4 1,573.8

（注）１　｢電気使用量｣については、電気を使用する設備（ヒートポンプ、循環扇、その他電気を多く使用する設備）の使用について記載する
   （石油燃料焚き加温機は除く）。
　　なお、上記の設備を現在加温時に用いている場合は、使用量を｢現在｣の欄に記載し、算出根拠となる資料を添付すること。

２　「目標」の欄については、算出根拠となる資料を添付すること。

３　「原油換算量」欄については、「電気使用量」欄の数値に0.258L/kwhの原油換算係数を乗じて算出するものとする。

（３）原油換算量による削減効果

種　　類
現在
 a

目標
(平成25年度) b

原油換算削減量

燃油使用量の換算量 12 Ｌ,096.0 Ｌ

Ｌ

3,628.8

1,594.4
ｃ＝ａ－ｂ １０ａあたり

電気使用量の換算量 Ｌ20.6

合　　計 12 Ｌ,116.6 5,223. Ｌ2 6,89 Ｌ3.4 Ｌ ％6,692.6 56.9

小数点第２位を四捨五入し第１位で記入

電気使用量は、ヒートポンプと

循環扇の使用量の合計とする

小数点第２位を四捨五入し第１位で記入



農業者の組織する団体

回収

扇

他設

第４　設備利用者の種別

認定農業者 認定農業者に準ずる者 認定就農者 農事組合法人
農事組合法人以外の

農業生産法人

○

（注）該当する事項に○を付すとともに、対象者であることを確認できる書類を添付すること。

第５　設置場所の状況

農業振興地域 生産緑地地区

○

（注）該当する事項に○を付すとともに、対象地であることを確認できる書類を添付すること。

第６　実施内容

（１）リース物件 ※ 助成を申請するリース物件に○を付けること

○ 先進的省エネルギー加温設備 ・ハイブリッド加温設備：ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ（ ○ ）木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利用加温設備（　　）

・木質バイオマス利用加温設備（　　）

○ 外張多重化設備 （ ） ○ 排熱 装置 （ ）

○ ウォーターカーテン設備 （ ） ○ 循環 （ ）

○ 内張多層化設備 （ ○ ） ○ その 備 （ ）

○ 多段式サーモ装置 （ ）

（２）リース助成要望額総額 円1,192,000

（３）リース契約の内容等の③の

額の合計額と一致すること



（３）リース契約の内容等

　リース物件名  対象設備 ヒートポンプ
小数点第２位を四捨五入し第１位で記入

 対象作物、面積 作物名： ○○○ 面積：10.3 ａ

 製品・型式、数量 ○○○○ ２台 （台、棟）

 製造会社名 ○○○○

　リース期間  開始日～終了日（※１） ～ （年）

 リース借受日から○年間（※２） 7 （年）

　リース物件取得予定価格（税抜き） [①] （円）1,850,000

　リース期間終了後の残価設定 [②] （円）185,000

　リース料助成要望額（注２） [③] （円）832,000

　リース諸費用（金利・保険料等） [④] （円）100,000

　設備利用者負担リース料（税込み） [①－②－③＋④] （円）933,000

　リース物件設置場所 　〒□□□－□□□□ ○○県　○○市　○○町　○○

リ 物件導入温室　リース物件導入 設置面積（ ）温室  設置面積（a） １０．３ａ

 鋼材の種類（鉄骨、パイプ） パイプ

 設置年月 平成○年△月

（注）１　※１及び※２については、いずれかを記入すること。

２　リース料助成要望額（[③]）は、Ａ、Ｂいずれか低い額とすること。

Ａ：（[①]－[②]）×１／２以内・・・・・・・・・・・・ （円）832,000

Ｂ：[①]×（ﾘｰｽ期間/法定耐用年数）×１／２以内・・・・ （円）925,000

３　別添として、複数の販売会社等の見積書の写し等を添付すること。

４　「鋼材の種類」には、主に用いられている鋼材の種類を記載すること。なお、鉄骨補強パイプハウスの場合はパイプと記載すること。

５　温室の内部及び外観を写した写真（３ヶ月以内に写したもの）を添付すること。

６　複数の物件をリースする場合には、物件毎にそれぞれ記載すること。

小数点第２位を四捨五入し第１位で記入



（３）リース契約の内容等

　リース物件名  対象設備 内張多層化設備

 対象作物、面積 作物名： ○○○ 面積：10.3 ａ

 製品・型式、数量 ○○○○ 10.3ａ （台、棟）

 製造会社名 ○○○○

　リース期間  開始日～終了日（※１） ～ （年）

 リース借受日から○年間（※２） （年）

　リース物件取得予定価格（税抜き） [①] （円）800,000

　リース期間終了後の残価設定 [②] （円）80,000

　リース料助成要望額（注２） [③] （円）360,000

　リース諸費用（金利・保険料等） [④] （円）50,000

　設備利用者負担リース料（税込み） [①－②－③＋④] （円）410,000

　リース物件設置場所 　〒□□□－□□□□ ○○県　○○市　○○町　○○

リ 物件導入温室　リース物件導入 設置面積（ ）温室  設置面積（a） １０．３ａ

 鋼材の種類（鉄骨、パイプ） パイプ

 設置年月 平成○年△月

（注）１　※１及び※２については、いずれかを記入すること。

２　リース料助成要望額（[③]）は、Ａ、Ｂいずれか低い額とすること。

Ａ：（[①]－[②]）×１／２以内・・・・・・・・・・・・ （円）360,000

Ｂ：[①]×（ﾘｰｽ期間/法定耐用年数）×１／２以内・・・・ （円）契約内容による

３　別添として、複数の販売会社等の見積書の写し等を添付すること。

４　「鋼材の種類」には、主に用いられている鋼材の種類を記載すること。なお、鉄骨補強パイプハウスの場合はパイプと記載すること。

５　温室の内部及び外観を写した写真（３ヶ月以内に写したもの）を添付すること。

６　複数の物件をリースする場合には、物件毎にそれぞれ記載すること。



設備の導入が完了する

3月
２４年

1月 2月

（４）導入予定設備の台数・能力等の必要性の根拠

　ヒートポンプについては、別添資料○○のとおり、規模及び能力が対象作物、栽培面積からみても適正であり、出力も
既存の重油加温機の約５０％の出力であるため過剰とはならない。
　内張多層化設備については、既存温室の内張を１層から２層に多層化するための設備であり、導入温室の規模（長さ、
間口）からみても適正であるため過剰とはならない。

（５）対象設備の内「その他設備」の説明

　　―

（注）１　「その他の設備」を導入予定の場合は、必ず記載すること。

２　設備の概要・能力等、どのような設備でどのように省エネ効果があるかをわかりやすく明確に記載すること。

３　設備販売メーカーによる実証試験データを必ず添付すること。
    おおむね加温期間（３ヶ月以上）による、同一時期の比較試験データ（省エネ効果、収量・品質等）。

４　販売実績（販売年、数等）、カタログ等を添付すること。

予定 を記載する と
第７　設備導入工程計画

（１）設備導入の完了予定日 平成２３年１０月１０日

（２）スケジュール表

物件名
２３年

7月 8月 9月 10月 11月 12月

ヒートポンプ

内張多層化設備

（注）複数の物件をリースする場合には、物件毎にそれぞれ記載すること。

設備の導入が完了する

予定日を記載すること



ｂ／ａ

費用対効果

0.22

削減率（％）

費用対効果欄は、

小数点第３位を四捨五入し

第２位で記入

ｃ／ａ×100

56.9

0

56.9

第８　設備導入に係る効果

（１）設備導入に係る費用対効果 小数点第２位を四捨五入し第１位で記入

設備導入経費 原油換算削減割合（％）

（万円／１０ａ） ａ ｂ

257.3 56.9

（注）１「設備導入経費」の欄については、第２の欄の事業費計額を１０ａあたりの金額で記載すること。

２「原油換算削減割合」の欄については、第３の（３）の欄の値を記載すること。

（２）設備導入に係る温室効果ガス（ＣＯ２）排出削減効果 小数点第２位を四捨五入し第１位で記入

排出源排出源
現在の排出 目標年量（ｔ） 度の排出量（ｔ） 削減量（ｔ）

ａ ｂ ａ－ｂ＝ｃ

原油換算分 31,733.4 13,679.6 18,053.8

その他使用量分 0 0 0

合計 31,733.4 13,679.6 18,053.8

（注）１「原油換算分」の排出量については、第３の（３）欄の「現在」及び｢目標｣の合計に排出係数2.619LCO2/Lを乗じて算出すること。

２「その他使用量分」の排出量については、その他に温室効果ガス排出を伴う場合は必ず記載すること。

　　なお、その場合は算出根拠となる資料を添付すること。

費用対効果欄は、

小数点第３位を四捨五入し

第２位で記入

小数点第２位を四捨五入し第１位で記入

小数点第２位を四捨五入し第１位で記入



第９　添付資料

（１）燃油使用量の「現在」欄を確認できる資料、「目標」欄の算出根拠とした資料

（２）電気使用量の｢現在｣欄及び「目標」欄の算出根拠とした資料（必要な場合）

（３）｢設備利用者の対象者｣であることを確認できる書類

（４）｢設置場所の状況｣を確認できる資料（対象地であることを確認できる資料）

（５）複数の販売会社等の見積書の写し等

（６）設備を導入する温室の内部及び外観を写した写真（３ヶ月以内に写したもの）

（７）「その他の設備」を導入予定の場合

　①設備販売メーカーによる実証試験による省エネ効果、収量・品質等のデータ
　　（おおむね加温期間３ヶ月以上の同一時期の比較試験データ）

　②設備販売メーカーの販売実績（販売年、数等）、カタログ等

（８）設備を導入する全温室の敷設場所概略図（別図１）

　縮尺５万～１０万分の１程度で、温室の概略の敷設場所が分かるような図

（ ） 備 細 （ ）（９）設備の詳細配置図（別図２）

　設備の設置予定場所を記入した全温室内部の概略図と、導入前の設置場所の写真

　※外張多重化設備と内張多層化設備については、設備導入前後が分かるような温室の断面図

（10）温室効果ガス排出源で「その他使用量分」がある場合の算出根拠とした資料

（11）施設園芸省エネルギー生産管理チェックシート

（12）その他、必要な資料


	別記様式第２号

