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1-1 本事業のスケジュール

■本事業のスケジュール

本事業は以下のスケジュールで実施します。
※今後のスケジュールは、予算措置等によって変更される可能性があります。

スケジュールの変更があり次第、本手引きは更新されます。

期間 対象 内容

2022年11月22日 15:00～ 事業者 公募開始

～2022年12月12日 17:00 事業者 交付申請締め切り

2023年1月～ 事業者/需要家 料金の値引き実施

2023年2月～ 事業者 補助金概算払申請請間

～2023年3月31日 事業者 補助金概算払申請期間

本「申請の手引き」（以下、「手引き」という。）は、電気・ガス価格激変緩和対策事業（以下、「本事
業」という。）の運用のため、「令和４年度 電気・ガス価格激変緩和対策事業費補助金」（以下、「本補
助金」という。）の申請に係る手順を記載しています。

本補助金の交付手続きは、 「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179
号）」（以下、「補助金適化法」という。）、その他の法令等に定めるところによるほか、「令和４年度 電
気・ガス価格激変緩和対策事業費補助金 交付規程」（以下、「交付規程」という。）に基づき実施します。

本事業の運用についての不明点がある場合は、電気・ガス価格激変緩和対策 事務局（以下、「事務局」と
いう。）までご相談ください。
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２．交付申請手続きについて
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P.7~

P.10~

P.23~

P.14~

P.15~

2-1 交付申請の流れ

■交付申請および採択までのフロー

6

２．交付申請手続きについて

交付規程・公募要領等を特設WEBサイトよりご確認ください

マイページのアカウントを発行してください。

事業者情報等の必要事項を入力します。

申請書類・自由書式の作成、添付書類の準備

必要書類のマイページへのアップロード

アップロードを終え「申請する」ボタンを押す

事務局審査

交付決定

■申請の流れ ■手引対応ページ

交付申請に係る注意点について、本手引のP.38に記載しております。申請における不明な点等があ

る場合は、こちらの内容をご一読ください。記載のない例外事例や解決しない不明点がある場合は、

電気・ガス価格激変緩和対策事業ホームページ（https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/）

を御覧いただき、「よくある質問」をご確認の他、「チャットでのご質問」をご利用ください。

https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/


2-2 アカウントの登録

本事業の交付申請手続きについては、申請者用のマイページをご利用いただきます。マイページの利
用にあたっては、アカウントの登録が必要となります。特設サイトからアカウント登録用のページへ遷
移し、アカウントの登録作業を行ってください。

■アカウントの登録について

＜特設WEBサイトトップ画面＞

7

・必要事項を入力します。

①「ID」を入力
※ご自身で設定

半角英数字4文字以上20文字以下

②メールアドレスを入力

③パスワードを入力
※ご自身で設定

半角の大小英字、数字、記号1文字以上
含めた8字以上で入力してください。

「パスワード」「パスワード（確認用）」
は同じものを入力

④「送信」を押下

1

2

3

4

こちらをクリックし
申請システム画面へ

＜アカウントの登録画面＞

こちらをクリックし
アカウント登録画面へ

マイページのアカウント発行は、必ず申請者自身が行ってください。

ID、メールアドレス、パスワードのログインに必要な情報はメモし、第三者に操作されないよ
う適切な管理をお願いします。

２．交付申請手続きについて



2-3 メールアドレスの認証

アカウント登録には、入力されたメールアドレスが正しいものであるか、認証の手順を行う必要があ
ります。登録したメールアドレス宛に以下の内容のメールが届きます。内容に従ってメールアドレスの
認証手続きを実行してください。

■アカウントの登録（メールアドレス認証）について

＜認証確認メール画面＞

8

メール内の
「メールアドレスを承認」
をクリックする

＜アカウントの登録画面＞

・入力したメールアドレス宛に上記のメールが届きます。

・到着後、「メールアドレスを承認」ボタンを押し、メールアドレス認証を行ってください。

・なお、メールはシステムからの自動送信です。返信はできませんのでご注意ください。

・アカウントに関するメールが「迷惑メール」フォルダに振り分けられる場合があります。
あらかじめ「@denkigas-gekihenkanwa.go.jp」のドメインからのメールを受信できるよう
設定してください。

※「メールアドレスを承認」ボタンをクリックできない場合は
メール下部に記載されているURLをコピーしてブラウザに貼付してください。

・メールが届かない場合は、アカウント登録画
面から遷移した左図の画面から再送信を行
います。「承認メールの再送信」をクリッ
クしてください。

２．交付申請手続きについて



2-4 マイページログイン

メールアドレスの認証が済むと、マイページへのログインが可能となります。再度特設WEBサイト
からログイン画面へアクセスいただき、先程ご自身にて設定いただいたIDおよびパスワードを入力して
マイページへログインいただきます。

■マイページへのログインについて
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＜ログイン画面＞

＜特設WEBサイトトップ画面＞

・ログインできると、事業者情報の入力ページ
へと遷移します。

２．交付申請手続きについて



2-5 事業者情報の入力①

アカウントの登録後、初めてのログインの場合は、事業者情報の入力ページへと遷移します。表示さ
れた内容に従って項目を入力してください。こちらの入力項目は、本事業における交付申請に必要な情
報となりますので、お間違えの無いよう入力をお願いいたします。

■事業者情報の入力について

10

＜事業者情報入力画面＞

①「法人番号」を入力し、「法人番号入力」ボタンを押下

「事業者名」「郵便番号」「本社所在地」が自動入力されます

※法人番号がわからない場合は、

「こちら」からリンク先にて調べることができます。

②「事業者名」をカタカナで入力

③「代表者役職」を入力

④「代表者名」を入力

⑤「代表者名」をカタカナで入力

⑥「設立年月日」を入力

・西暦で入力してください

・1699年以前の設立の場合は1700/01/01で入力してください

・履歴事項全部証明書に記載されている

設立年月日を入力してください

・合併特例を利用する際には、合併年月日を入力してください

・NPO法人や公益法人等特例（寄附金等を主な収入源とする

NPO法人の場合）で申請する場合には、認証年月日を

入力してください

⑦「事業者概要ページのURL」を入力（任意）

・URLがない場合は、事業内容の概要を入力してください

1

2

3

4

5

6

7

※こちらのフォームは記入途
中で中断しますと、環境に
よりリセットがかかります
ので、すべてご記入いただ
いたうえで忘れずに「保
存」ボタンを押してくださ
い。

２．交付申請手続きについて



2-6 事業者情報の入力②

引き続き項目内容の登録をお願いいたします。申請区分については、電気／ガスを選択いただきます。
行っている事業内容により選択してください。また、電気／ガスの両事業を実施している事業者様は、
アカウントの登録を分けて、2回の交付申請が必要となりますのでご注意ください。

■事業者情報の入力について

11

＜事業者情報入力画面＞

※こちらのフォームは記入途中で中断しま
すと、環境によりリセットがかかります
ので、すべてご記入いただいたうえで忘
れずに「保存」ボタンを押してください。

・事業者情報を入力します。（左図は「電気」を
選択した場合）

※補助金を申請するサービス（電気またはガス）の事業者

情報を入力してください
両方申請する場合は両方の事業者情報を入力してくださ
い

①「申請区分」をプルダウンから選択

②「登録小売電気/ガス事業者番号」を入力
※登録小売電気/ガス事業者番号を5桁で入力してくだ

さい

④「登録小売電気/ガス事業者 登録年月日」を
入力

⑤「登録小売電気/ガス事業の開始年月日（予定
含む）」を入力

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

・担当者情報を入力します。
①「担当者部署名」を入力（任意）

②「担当者役職名」を入力（任意）

③「担当者名」を入力

④「担当者名」をカタカナで入力

⑤「担当者電話番号」を入力

⑥「担当者メールアドレス」を確認（入力済
み）
※アカウント登録時のメールアドレスです

・必要情報を誤りなく入力し、「保存」ボタンを
押してください

【事業者情報】

【担当者情報】

全ての必須情報を誤り無く入力し、
「保存」をクリックすると、
事業者情報登録が完了します。

まだ申請は完了していません。

２．交付申請手続きについて



＜都市ガスの小売事業者＞＜小売電気事業者及び高圧一括受電事業者＞

2-7 申請書類のダウンロード

アカウントの登録が完了し、事業者情報の入力が完了しましたら、交付申請用の書類をダウンロード
します。特設WEBサイトのリンクからダウンロードページへ遷移し、小売電気事業者／都市ガスの小
売事業者の該当するどちらかの申請書類をダウンロードしてください。

■申請書類のダウンロード方法について

12

＜特設WEBサイト画面＞

２．交付申請手続きについて



2-8 申請書類の種類

申請書類は小売電気事業者及び高圧一括受電事業者、都市ガスの小売事業者用に分かれています。下
記一覧の書類について、【指定】の書式については必ずダウンロードした指定書式を使用してください。
【定形】及び【自由】書式については、事業者様毎にご準備いただく書類となります。各指定書式にお
ける入力例などは、別途後のページにてご説明しております。

■申請書類の種類について

13

＜都市ガスの小売事業者＞

＜小売電気事業者及び高圧一括受電事業者＞

２．交付申請手続きについて

＜システム改修等の補助金について、コンソーシアムによる申請を行う場合＞

●必須提出、 △任意提出

管理番号 書式 提出形式

─ 01 交付申請時のチェックリスト 指定 PDF ● 全社

02-1 （様式第1） 電気・ガス価格激変緩和対策事業費補助金に係る交付申請書 指定 PDF ● 全社

02-2a （別紙1-1a） 値引き原資補助金計画書（電気）販売実績 指定 EXCEL △
小売電気事業者の場合、必須
（高圧一括受電事業者を除く）

02-2b （別紙1-1b） 値引き原資補助金計画書（電気）販売計画 指定 EXCEL △

小売電気事業者の場合、必須
（高圧一括受電事業者を除く）
※2022年1月以降の販売量実績がひと月でもなく、別
紙1-1aにすべての販売量実績が記入できない場合、
本別紙に2023年の販売量計画を記入して下さい

02-4a （別紙1-3a） 値引き原資補助金計画書（高圧一括受電事業者）販売実績 指定 EXCEL △ 高圧一括受電事業者の場合、必須

02-4b （別紙1-3b） 値引き原資補助金計画書（高圧一括受電事業者）販売計画 指定 EXCEL △

高圧一括受電事業者の場合、必須
※2022年1月以降の販売量実績がひと月でもなく、別
紙1-3aにすべての販売量実績が記入できない場合、
本別紙に2023年の販売量計画を記入して下さい

02-5 （別紙1-4） 誓約事項等 同意書 指定 PDF ● 全社

02-6 （別紙1-5） 実施体制図 指定 PDF ● 全社

02-7 （別紙1-6） 料金計算における値引き前の単価が確認可能なもの 指定 PDF ● 全社

02-8 （別紙1-7） 需要家に対しての値引きの事実を明示できるもの 指定 PDF ● 全社

02-9 （別紙1-8） システム改修等計画書 指定 PDF △
システム改修等に要する補助対象経費の補助金を申
請する場合

02-10 （別紙1-9） 役員名簿 指定 PDF ● 全社

03 （様式第11） 事前着手のための届出書 指定 PDF △
システム改修等に要する補助対象経費の補助金を申
請する場合、かつ交付決定前にシステム開発の事前
着手を希望する場合

04 （添付資料1） 商業登記簿謄本 定形 PDF ● 全社

05 （添付資料2） 法人税の納税証明書 定形 PDF ● 全社

06 （添付資料3） 決算報告書（1期分） 自由 PDF ● 全社

07 （添付資料4） 会社概要 自由 PDF ● 全社

08 （添付資料5） 小売電気事業者・小売ガス事業者等の概要がわかる資料 自由 PDF ● 全社

09 （添付資料6） 口座情報がわかる資料 自由 PDF ● 全社

添
付
書
類

提出

交
付
申
請
様
式

提出書類名

管理番号 書式 提出形式

─ 01 交付申請時のチェックリスト 指定 PDF ● 全社

02-1 （様式第1） 電気・ガス価格激変緩和対策事業費補助金に係る交付申請書 指定 PDF ● 全社

02-3a （別紙1-2a） 値引き原資補助金計画書（都市ガス） 販売実績 指定 EXCEL △ 2022年1月以降の販売量実績がある場合、必須

02-3b （別紙1-2b） 値引き原資補助金計画書（都市ガス） 販売計画 指定 EXCEL △

2022年1月以降の販売量実績がない場合、必須
※2022年1月以降の販売量実績がひと月でもなく、別
紙1-2aにすべての販売量実績が記入できない場合、
本別紙に2023年の販売量計画を記入して下さい

02-5 （別紙1-4） 誓約事項等 同意書 指定 PDF ● 全社

02-6 （別紙1-5） 実施体制図 指定 PDF ● 全社

02-7 （別紙1-6） 料金計算における値引き前の単価が確認可能なもの 指定 PDF ● 全社

02-8 （別紙1-7） 需要家に対しての値引きの事実を明示できるもの 指定 PDF ● 全社

02-9 （別紙1-8） システム改修等計画書 指定 PDF △
システム改修等に要する補助対象経費の補助金を申
請する場合

02-10 （別紙1-9） 役員名簿 指定 PDF ● 全社

03 （様式第11） 事前着手のための届出書 指定 PDF △
システム改修等に要する補助対象経費の補助金を申
請する場合、かつ交付決定前にシステム開発の事前
着手を希望する場合

04 （添付資料1） 商業登記簿謄本 定形 PDF ● 全社

05 （添付資料2） 法人税の納税証明書 定形 PDF ● 全社

06 （添付資料3） 決算報告書（1期分） 自由 PDF ● 全社

07 （添付資料4） 会社概要 自由 PDF ● 全社

08 （添付資料5） 小売電気事業者・小売ガス事業者等の概要がわかる資料 自由 PDF ● 全社

09 （添付資料6） 口座情報がわかる資料 自由 PDF ● 全社

添
付
書
類

提出

交
付
申
請
様
式

提出書類名

管理番号 書式 提出形式

10-1 （別紙2） システム改修等に関わるコンソーシアム構成員名簿 指定 PDF ● 全社

10-2 （別紙1-4） 誓約事項等 同意書 指定 PDF ● 全構成員

申
請

様
式

提出書類名 提出



2-9 申請書類のアップロード

事業者情報の入力が完了している状態でマイページへログインを行うと、マイページTOP画面へ移動
ができます。この時点での交付申請ステータスは「未申請」となっています。申請内容の「申請する」
ボタンをクリックして交付申請提出書類画面へ移動します。交付申請画面にてアップロードファイルを
個別に選択肢てアップロードを実行し、「確認画面へ」をクリックして申請を進めます。

■申請書類のアップロードについて
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＜マイページTOP画面＞

・ マークをクリックし、添付の提出書類を
アップロードしてください。

・トップページをクリックし、申請TOPページへ移動します。

・マイページTOPの「申請する」ボタンを押し、
提出書類ページに移動します。

・「ファイルを追加」をクリックすると
ファイルを増やすことができます。

・ファイルのアップロードが完了したら、
「確認画面へ」をクリックします。

・システム改修等経費補助申請を行う事業者は
この項目を「あり」としてください。

システム改修等に要する経費補助 必須

２．交付申請手続きについて



2-10 交付申請内容の確認

入力済みの事業者情報とアップロードした申請書類の確認画面となります。各情報に誤りがないか再
度確認してください。内容に修正がある場合、「戻る」をクリックして再度入力をお願いします。問題
なければ、最下部の「申請する」をクリックして申請が完了となります。完了した申請内容については、
編集ができません。必ず最終確認を行ってから「申請する」ボタンを押してください。

■申請内容の確認画面について

・誤りがなければ、「申請する」ボタンをクリックして
申請します。

・事業者情報と合わせて、内容
確認画面となります。
入力内容に誤りがないか確認
してください。

※内容に修正がある場合は
「戻る」を押下してください

２．交付申請手続きについて



＜マイページTOP画面＞

2-11 申請完了の確認

無事に申請が完了すると申請完了画面が表示されます。トップページへ移動すると、交付申請ステー
タスが「審査中」となります。また、申請が完了しますと事務局より申請受付のメールが登録された
メールアドレスへ送付されますので、内容の確認をお願いいたします。

■申請完了と交付申請ステータスについて

＜申請完了画面＞

件名：【電気・ガス価格激変緩和対策事業 事務局】交付申請の受付完了のお知らせ

＜申請受付完了メール＞

２．交付申請手続きについて



３．マイページ利用について
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3-1 マイページについて

本事業への交付申請手続きに利用したwebサイトのことを言います。本事業では、マイページを通じ
て各種手続きを行います。なお、本事業の運用に必要な様式類についても、今後マイページからダウン
ロードすることができるようになります。

■マイページについて

• 事業者は、アカウントを認証するためのＩＤ、パスワード、メールアドレスを適正に管理しなけれ
ばなりません。事務局ではアカウントが第三者により使用された場合も事業者によるマイページの
利用とみなします。

• 事業者は、マイページに登録する担当者が変更になった場合は、速やかに担当者の情報を修正し、
パスワードを変更しなければなりません。事務局はマイページに登録された担当者に連絡をするこ
とで事業者に連絡したものとみなし、これにより生ずるあらゆる損失等については責任を負いませ
ん。

＜マイページTOP画面＞

＜マイページ利用にあたっての注意事項＞

18

３．マイページ利用について



3-2 パスワードを忘れた場合

設定したパスワードを忘れてしまった場合は、以下の方法でパスワードの再設定ができます。
※なお、確認にあたっては「ログインID」「登録したメールアドレス」の情報が必要です

■マイページログインのパスワードを忘れた場合の手順

＜ログイン画面＞

19

①ログインページの
「パスワードを忘れた方はこちら」をクリック

1

②「登録したメールアドレス」を入力し、
「送信」ボタンを押下

2

・登録したメールアドレスに送付された
メールを確認

・「パスワードのリセット」をクリックします。

③新しく設定するパスワードを入力
※ご自身で設定

半角の大小英字、数字、記号1文字以上含めた
8字以上で入力してください
「パスワード」「パスワード（確認用）」は
同じものを入力

３

・「送信」をクリックします。

３．マイページ利用について



3-3 ログインIDを忘れた場合

設定したログインIDを忘れてしまった場合は、以下の方法で確認ができます。
※なお、確認にあたっては「登録したメールアドレス」の情報が必要です

■マイページログインIDを忘れた場合の手順

20

①
ログインページの「IDを忘れた方はこちら」をク
リック

1

②
「登録したメールアドレス」を入力し、「送信」
ボタンを押下

2

③
登録したメールアドレスに送付された
「ログインIDを忘れた方へメールを送信していま
す」メールを確認

メール本文にログインIDが記載されています。

3

＜ログイン画面＞

３．マイページ利用について



3-4 メールアドレスの変更を行う場合

メールアドレスを変更したい場合は、以下の方法でメールアドレスの再設定ができます。

■登録メールアドレスの変更を行う場合の手順

21

＜メールアドレスの変更画面＞

左のページ一覧より「メールア
ドレス変更」をクリックし

変更ページへ移動します。

1
①新しく登録したいメールアド
レスを入力

2

③
新しく登録したメールアドレスに送
付された
「メールアドレスの変更」メールを
確認

3

「メールアドレスを承認」を
クリックします。

②①と同じメールアドレスを再
入力

「送信」をクリック

＜メールアドレスの変更メール画面＞

３．マイページ利用について



４．申請書類の入力について

22



事業者名

担当者名

低圧

高圧

1．値引き原資補助金計画書（電気）販売計画

契約区分
補助金額単価
（円/kWh）

販売年月 2023年1月計画 2023年2月計画 2023年3月計画 2023年4月計画 2023年5月計画 2023年6月計画 2023年7月計画 2023年8月計画 2023年9月計画

販売量計画（kWh） 199,999,999 199,999,999 199,999,999 199,999,999 199,999,999 199,999,999 199,999,999 199,999,999 199,999,999

補助対象額
1,399,999,993 1,399,999,993 1,399,999,993 1,399,999,993 1,399,999,993 1,399,999,993 1,399,999,993 1,399,999,993 1,399,999,993

販売量計画（kWh） 199,999,999 199,999,999 199,999,999 199,999,999 199,999,999 199,999,999 199,999,999 199,999,999 199,999,999

補助対象額
699,999,997 699,999,997 699,999,997 699,999,997 699,999,997 699,999,997 699,999,997 699,999,997 699,999,997

この資料は必要事項を入力し、エクセル形式のまま提出すること。PDF等での提出は不要です。 別紙1-1b

値引き原資補助金計画書（電気）販売計画　：　2022年1月以降に販売量実績がない月がある事業者用

5,727,272,700 円補助金交付申請額（円/税抜き）
株式会社XXXX

XX

低圧

高圧

7.0

3.5

599,999,997

599,999,997
補助申請額は公募時の支援対象期間（2023年1月～2023年3月）の販売量計画合計に対して
補助金単価をかけた金額を1.1で割った金額（税抜き金額）になります。

2023年1月～2023年3月の販売量計画合計（kWh）

2023年1月～2023年3月の販売量計画合計（kWh）

※太枠内の項目内容をご記入ください
※特別高圧区分は本補助金対象外となります

2023年の販売量計画を記入して下さい。　※1～3月は必須、4～9月は既に計画済であれば記入して下さい。
2022年1月以降の販売量実績がすべての月である場合は、「別紙1-1a 値引き原資補助金計画書（電気）販売実績」に2022年の販売量実績を記入
して下さい。

事業者名

担当者名

低圧

高圧

1．値引き原資補助金計画書（電気）販売実績

契約区分
補助金額単価
（円/kWh）

販売年月
2022年1月実績
（2月検針分）

2022年2月実績
（3月検針分）

2022年3月実績
（4月検針分）

2022年4月実績
（5月検針分）

2022年5月実績
（6月検針分）

2022年6月実績
（7月検針分）

2022年7月実績
（8月検針分）

2022年8月実績
（9月検針分）

2022年9月実績
（10月検針分）

販売量実績（kWh） 199,999,999 199,999,999 199,999,999 199,999,999 199,999,999 199,999,999 199,999,999 199,999,999 199,999,999

補助対象額
1,399,999,993 1,399,999,993 1,399,999,993 1,399,999,993 1,399,999,993 1,399,999,993 1,399,999,993 1,399,999,993 1,399,999,993

販売量実績（kWh） 199,999,999 199,999,999 199,999,999 199,999,999 199,999,999 199,999,999 199,999,999 199,999,999 199,999,999

補助対象額
699,999,997 699,999,997 699,999,997 699,999,997 699,999,997 699,999,997 699,999,997 699,999,997 699,999,997

※n月使用、n月末検針の場合は、2022年n月実績（n+1月検針分）の販売量実績に含めてください。

低圧

高圧

7.0

3.5

599,999,997

599,999,997
補助申請額は公募時の対象期間前年（2022年1月～2022年3月）の販売量実績の合計に対して
補助金単価をかけた金額を1.1で割った金額（税抜き金額）になります。

2022年1月～2022年3月の販売量実績合計（kWh）

2022年1月～2022年3月の販売量実績合計（kWh）

※太枠内の項目内容をご記入ください
※特別高圧区分は本補助金対象外となります

2022年の販売量実績を記入して下さい。
※2022年1月以降の販売量実績がひと月でもなく、本紙にすべての月の販売量実績が記入できない場合、「別紙1-1b 値引き原資補助金計画書（電
気）販売計画」に2023年の販売量計画を記入して下さい。

この資料は必要事項を入力し、エクセル形式のまま提出すること。PDF等での提出は不要です。 別紙1-1a

値引き原資補助金計画書（電気）販売実績 ： 2022年1月以降の販売量実績がある事業者用

5,727,272,700 円補助金交付申請額（円/税抜き）
株式会社XXXX

XX

4-1 値引き原資補助金計画書（電気）
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１

２

A

事業者情報に入力する事業者名、担当者を記入して下さい。

契約区分ごとに、2022年の電力販売量実績(2022年2月検針分以降)（kWh）を記入して下
さい。

「補助金交付申請額」の計算結果が表示されます。この結果を、「様式第1 電気・ガス
価格激変緩和対策事業補助金に係る交付申請書」の所定の場所に記入して下さい。

1

2

A

事業者情報に入力する事業者名、担当者を記入して下さい。

契約区分ごとに、2023年の電力販売量計画（kWh）を記入して下さい。

「補助金交付申請額」の計算結果が表示されます。この結果を、「様式第1 電気・ガス
価格激変緩和対策事業補助金に係る交付申請書」の所定の場所に記入して下さい。

別紙1-1a 値引き原資補助金計画書（電気）販売実績 記入例

別紙1-1b 値引き原資補助金計画書（電気）販売計画 記入例

EXCEL提出

EXCEL提出

４．申請書類の入力について

1 A

2

1 A

2

2022年1月以降の販売量実績がある事業者用

2022年1月以降に販売量実績がない月がある事業者用（ひと月でも無ければこちら）



別紙1-2b

事業者名

担当者名

1．値引き原資補助金計画書（都市ガス）販売計画

事業形態 補助金額単価（円） 販売年月 2023年1月計画 2023年2月計画 2023年3月計画 2023年4月計画 2023年5月計画 2023年6月計画 2023年7月計画 2023年8月計画 2023年9月計画

販売量計画（㎥） 29,999,999 29,999,999 29,999,999 29,999,999 29,999,999 29,999,999 29,999,999 29,999,999 29,999,999

補助対象額 899,999,970 899,999,970 899,999,970 899,999,970 899,999,970 899,999,970 899,999,970 899,999,970 899,999,970

販売量計画（t） 2,999 2,999 2,999 2,999 2,999 2,999 2,999 2,999 2,999

補助対象額 109,361,534 109,361,534 109,361,534 109,361,534 109,361,534 109,361,534 109,361,534 109,361,534 109,361,534

2023年の販売量計画を記入して下さい。 ※1～3月は必須、4～9月は既に計画済であれば記入して下さい。
2022年1月以降の販売量実績がすべての月である場合は、「別紙1-2a 値引き原資補助金計画書（都市ガス）販売実績」に2022年の販売量実績を
記入して下さい。

この資料は必要事項を入力し、エクセル形式のまま提出すること。PDF等での提出は不要です。

値引き原資補助金計画書（都市ガス）販売計画　：　2022年1月以降に販売量実績がない月がある事業者用

都市ガス
(年間契約量1,000万㎥未満)

ローリーによるLNG供給
(年間契約量8,226t未満)

30

36,466

補助金交付申請額（円/税抜き）

2023年1月～2023年3月の販売量計画合計（㎥）

補助金交付申請額については、支援対象期間（2023年1月～2023年3月）の販売量計画合計に対して、
補助金額単価をかけた金額を1.1で割った金額（税抜き金額）になります。

株式会社XXXX

2023年1月～2023年3月の販売量計画合計（t） 8,997

XX

89,999,997※太枠内の項目内容をご記入ください
*1,000万㎥以上の需要家、またローリーによるLNG供給が8,226t以上の需要家に対する販売契約については、
補助金の対象外です。

2,752,804,102 円

別紙1-2a

事業者名

担当者名

1．値引き原資補助金計画書（都市ガス）販売実績

販売量実績（㎥） 29,999,999 29,999,999 29,999,999 29,999,999 29,999,999 29,999,999 29,999,999 29,999,999 29,999,999

補助対象額 899,999,970 899,999,970 899,999,970 899,999,970 899,999,970 899,999,970 899,999,970 899,999,970 899,999,970

販売量実績（t） 2,999 2,999 2,999 2,999 2,999 2,999 2,999 2,999 2,999

補助対象額 109,361,534 109,361,534 109,361,534 109,361,534 109,361,534 109,361,534 109,361,534 109,361,534 109,361,534

※n月使用、n月末検針の場合は、2022年n月実績（n+1月検針分）の販売量実績に含めてください。

2022年4月実績
(5月検針分)

2022年3月実績
(4月検針分)

2022年1月～2022年3月の販売量実績合計（t） 8,997

XX

89,999,997※太枠内の項目内容をご記入ください
*1,000万㎥以上の需要家、またローリーによるLNG供給が8,226t以上の需要家に対する販売契約については、
補助金の対象外です。

2,752,804,102 円

2022年2月実績
(3月検針分)

2022年9月実績
(10月検針分)

2022年8月実績
(9月検針分)

2022年7月実績
(8月検針分)

2022年6月実績
(7月検針分)

この資料は必要事項を入力し、エクセル形式のまま提出すること。PDF等での提出は不要です。

値引き原資補助金計画書（都市ガス）販売実績　：　2022年1月以降の販売量実績がある事業者用

都市ガス
(年間契約量1,000万㎥未満)

ローリーによるLNG供給
(年間契約量8,226t未満)

30

36,466

補助金交付申請額（円/税抜き）

2022年1月～2022年3月の販売量実績合計（㎥）

補助金交付申請額については、支援対象期間前年（2022年1月～2022年3月）の販売量実績合計に対して、
補助金額単価をかけた金額を1.1で割った金額（税抜き金額）になります。

株式会社XXXX

事業形態 補助金額単価（円） 販売年月

2022年の販売量実績を記入して下さい。
※2022年1月以降の販売量実績がひと月でもなく、本紙にすべての月の販売量実績が記入できない場合、「別紙1-2b 値引き原資補助金計画書（都
市ガス）販売計画」に2023年の販売量計画を記入して下さい。

2022年1月実績
(2月検針分)

2022年5月実績
(6月検針分)

4-2 値引き原資補助金計画書（都市ガス）
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１

２

A

事業者情報に入力する事業者名、担当者を記入して下さい。

事業形態ごとに、2022年の都市ガス販売量実績(2022年2月検針分以降) （㎥またはt）を
記入して下さい。

「補助金交付申請額」の計算結果が表示されます。この結果を、「様式第1 電気・ガス
価格激変緩和対策事業補助金に係る交付申請書」の所定の場所に記入して下さい。

1

2

A

事業者情報に入力する事業者名、担当者を記入して下さい。

事業形態ごとに、2023年の都市ガス販売量計画（㎥またはt）を記入して下さい。

「補助金交付申請額」の計算結果が表示されます。この結果を、「様式第1 電気・ガス
価格激変緩和対策事業補助金に係る交付申請書」の所定の場所に記入して下さい。

別紙1-2a 値引き原資補助金計画書（都市ガス）販売実績 記入例

別紙1-2b 値引き原資補助金計画書（都市ガス）販売計画 記入例

EXCEL提出

EXCEL提出

４．申請書類の入力について

1 A

2

1 A

2

2022年1月以降の販売量実績がある事業者用

2022年1月以降に販売量実績がない月がある事業者用（ひと月でも無ければこちら）



事業者名

担当者名

※太枠内の項目内容をご記入ください 

1．値引き原資補助金計画書（高圧一括受電事業者）販売計画

契約区分
補助金額単価
（円/kWh）

販売年月 2023年1月計画 2023年2月計画 2023年3月計画 2023年4月計画 2023年5月計画 2023年6月計画 2023年7月計画 2023年8月計画 2023年9月計画

販売量計画（kWh） 19,999,999 19,999,999 19,999,999 19,999,999 19,999,999 19,999,999 19,999,999 19,999,999 19,999,999

補助対象額
69,999,997 69,999,997 69,999,997 69,999,997 69,999,997 69,999,997 69,999,997 69,999,997 69,999,997

株式会社XXXX

XX

3.5

別紙1-3b

値引き原資補助金計画書（高圧一括受電事業者）販売計画　：　2022年1月以降に販売量実績がない月がある事業者用

190,909,083 円

59,999,997

補助金交付申請額（円/税抜き）

この資料は必要事項を入力し、エクセル形式のまま提出すること。PDF等での提出は不要です。

補助申請額は公募時の支援対象期間（2023年1月～2023年3月）の販売計画量合計に対して
補助金単価をかけた金額を1.1で割った金額（税抜き金額）になります。

2023年1月～2023年3月の販売量計画合計（kWh）

低圧

2023年の販売量計画を記入して下さい。　※1～3月は必須、4～9月は既に計画済であれば記入して下さい。
2022年1月以降の販売量実績がすべての月である場合は、「別紙1-3a 値引き原資補助金計画書（高圧一括受電事業者）販売実績」に2022年の販売
量実績を記入して下さい。

事業者名

担当者名

※太枠内の項目内容をご記入ください 

1．値引き原資補助金計画書（高圧一括受電事業者）販売実績

契約区分
補助金額単価
（円/kWh）

販売年月
2022年1月実績
（2月検針分)

2022年2月実績
（3月検針分）

2022年3月実績
（4月検針分）

2022年4月実績
（5月検針分）

2022年5月実績
（6月検針分）

2022年6月実績
（7月検針分）

2022年7月実績
（8月検針分）

2022年8月実績
（9月検針分）

2022年9月実績
（10月検針分）

販売量実績（kWh） 19,999,999 19,999,999 19,999,999 19,999,999 19,999,999 19,999,999 19,999,999 19,999,999 19,999,999

補助対象額
69,999,997 69,999,997 69,999,997 69,999,997 69,999,997 69,999,997 69,999,997 69,999,997 69,999,997

※n月使用、n月末検針の場合は、2022年n月実績（n+1月検針分）の販売量実績に含めてください。

株式会社XXXX

XX

3.5

別紙1-3a

値引き原資補助金計画書（高圧一括受電事業者）販売実績　：　2022年1月以降の販売量実績がある事業者用

190,909,083 円

59,999,997

補助金交付申請額（円/税抜き）

この資料は必要事項を入力し、エクセル形式のまま提出すること。PDF等での提出は不要です。

補助申請額は公募時の支援対象期間前年（2022年1月～2022年3月）の販売量合計に対して
補助金単価をかけた金額を1.1で割った金額（税抜き金額）になります。

2022年1月～2022年3月の販売量実績合計（kWh）

低圧

2022年の販売量実績を記入して下さい。
※2022年1月以降の販売量実績がひと月でもなく、本紙にすべての月の販売量実績が記入できない場合、「別紙1-3b 値引き原資補助金計画書（高
圧一括受電事業者）販売計画」に2023年の販売量計画を記入して下さい。

4-3 値引き原資補助金計画書(高圧一括受電事業者)
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１

２

A

事業者情報に入力する事業者名、担当者を記入して下さい。

契約区分ごとに、2022年の電力販売量実績(2022年2月検針分以降)（kWh）を記入して下
さい。

「補助金交付申請額」の計算結果が表示されます。この結果を、「様式第1 電気・ガス
価格激変緩和対策事業補助金に係る交付申請書」の所定の場所に記入して下さい。

１

２

A

別紙1-3a 値引き原資補助金計画書（高圧一括受電事業者）販売実績 記入例 EXCEL提出

４．申請書類の入力について

2022年1月以降の販売量実績がある事業者用

2022年1月以降に販売量実績がない月がある事業者用（ひと月でも無ければこちら）

別紙1-3b 値引き原資補助金計画書（高圧一括受電事業者）販売計画 記入例

１

２

A

EXCEL提出

１

２

A

事業者情報に入力する事業者名、担当者を記入して下さい。

契約区分ごとに、2023年の電力販売量計画（kWh）を記入して下さい。

「補助金交付申請額」の計算結果が表示されます。この結果を、「様式第1 電気・ガス
価格激変緩和対策事業補助金に係る交付申請書」の所定の場所に記入して下さい。



4-4 システム改修等計画書

26

別紙1ｰ8 システム改修等計画書 記入例

1 改修予定のシステム名を記入して下さい。

システムの所有者を記入して下さい。

システム改修が完了する時期（予定）を記入して下さい。

改修内容を具体的に記入して下さい。

システム改修を外部委託する場合は対応ベンダーを記入して下さい。相見積もりを取
る場合は複数社記入して下さい。

対象ベンダーを選定した理由を記入して下さい。

システム改修に要する経費の見込み費用を税抜きで記入して下さい。
記入した金額 を「様式第1 電気・ガス価格激変緩和対策事業補助金に係る交付申
請書」の所定の場所に記入して下さい。

2

3

5

6

4

B
7

システム改修に要する補助対象経費の補助金を申請する場合は本計画書をご提出下さい。

1
2
3
4

B

5

6

7

PDF提出

４．申請書類の入力について



4-5 様式第1 電気・ガス価格激変緩和対策事業補助金に係る交付申請書
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様式第1 電気・ガス価格激変緩和対策事業補助金に係る交付申請書 記入例

1

A

B

「別紙1ｰ1 値引き原資補助金計画書（電気）」 もしくは「別
紙1ｰ2 値引き原資補助金計画書（ガス）」の「補助金交付申請
額」を転記して下さい。

「別紙1ｰ8 システム改修計画書」に記入した、「見込み費用」
を転記して下さい。
※ 上限（3百万円）を超える場合は、3,000,000円と記入して

下さい。

「１．値引き原資（税抜き）」と 「２．システム改
修に要する経費（税抜き）」を合算した金額を記入して下さ
い。

A B

１

A

B

PDF提出

４．申請書類の入力について



4-6 実施体制図
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別紙1-5 実施体制図 記入例

１ 事業者情報に入力する事業者名、担当者を記入して下さい。

事業者情報に入力する本補助事業の関わるスタッフの想定人数を各担当者ごとに
記入して下さい。

料金の値引き表示に関わる会社、および、システム改修費の申請をする場合は、
システム改修に関する会社を記入して下さい。
高圧一括受電事業者は、供給元の小売事業者も記入して下さい。

２

３

事業者名

担当者名

※本補助事業の実施に関する、具体的な実施体制を記載すること

全般担当者

値引き実績報告確認担当者

システム担当者

XX株式会社

XX

本補助事業
に関わる

スタッフ人数
（想定）

XX 名予定

XX 名予定

XX 名予定

実施体制図

※以下の赤枠・赤字は記入例。削除して新たに記載して下さい。
※料金の値引きに関わる会社（料金徴収事業者等）や、システム改修費の申請をする場合は、外部ベンダー
等を記入して下さい。
※高圧一括受電事業者は、供給元の小売事業者も記入して下さい。

事業者備考欄

料金徴収体制

システム開発体制

支払い
「料金値引き・

値引き表示」

当社（小売電気事業者）

関東地域：関東〇〇電力

中部地域：中部〇〇電力

需要家

関東地域：約3万世帯

中部地域：約1.5万世帯

事務局

外部ベンダー

実績値の報告

概算払い申請
補助金支払い

システム

開発委託

システム納入

１

２

３

PDF提出

４．申請書類の入力について



4-7 料金計算における値引き前の単価が確認可能なもの(電気)
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別紙1-6 料金計算における値引き前の単価が確認可能なもの 参考

証憑説明欄

別紙1-6 料金計算における値引き前の単価が確認可能なもの【証憑台紙】

【証憑名称】
電気供給約款
ホームページの単価が記載されいてるページのスクリーンショット

【説明】
約款には値下げ前の料金を記載、ホームページ上で国による軽減措
置による値引きがされていることを記載

１ 料金計算における値引きの単価が確認可能かつ公募時に値引き前の単価が確認可能な
証憑を台紙に貼付して下さい。
＜証憑例＞
• 約款内値引き単価、値引き前単価記載箇所等

本補助金により、値引きが実施された事実がわかる箇所にしるし等を記載して下さい。

証憑説明欄に、貼付した証憑の名称および説明を詳細に記入して下さい。

３

２

電気供給約款

３

※政府の支援で、使用量×○円が値引きされ
ています

１

2

※概算払い時に値引き後の単価を確認させていただきます

燃料調整単価（１kWhあたり）

Ｎ月 Ｎ＋１月

低圧 〇〇 〇〇

高圧 〇〇 〇〇

特別高圧 〇〇 〇〇

関東

ご提供エリア 区分

HP等 燃料調整費単価公開画面

2
１

PDF提出

４．申請書類の入力について



4-8 料金計算における値引き前の単価が確認可能なもの(都市ガス)

30

別紙1-6 料金計算における値引き前の単価が確認可能なもの 参考

証憑説明欄

別紙1-6 料金計算における値引きの単価が確認可能なもの【証憑台紙】

【証憑名称】
都市ガス供給約款
ホームページの単価が記載されているページのスクリーンショット

【説明】
約款には値下げ前の料金を記載、ホームページ上で国による軽減措
置による値引きがされていることを記載

１ 料金計算における値引きの単価が確認可能かつ公募時に値引き前の単価が確認可能な証
憑を台紙に貼付して下さい。
＜証憑例＞
• 約款内値引き単価、値引き前単価記載箇所等

本補助金により、値引きが実施された事実がわかる箇所にしるし等を記載して下さい。

証憑説明欄に、貼付した証憑の名称および説明を詳細に記入して下さい。

３

２

都市ガス供給約款 HP等 原料調整費単価公開画面

2

３

※政府の支援で、使用量×○円が値引きされ
ています

１
１

2

※概算払い時に値引き後の単価を確認させていただきます

提供エリア
原料調整単価

N月 N＋１月

関東 〇〇 〇〇

中部 〇〇 〇〇

PDF提出

４．申請書類の入力について



4-9 需要家に対しての値引きの事実を明示できるもの(電気)

31

別紙1-7 需要家に対しての値引きの事実を明示できるもの 参考

証憑説明欄

別紙1-7 需要家に対しての値引きの事実を明示できるもの【証憑台紙】

【証憑名称】
電気ご使用量のお知らせ（検針票）

【説明】
検針票の余白欄に注記（※）として、国による軽減措置による値引
きがされていることを記載

ご使用期間

ご使用日数

今回検針日

次回検針日

営業所 地区作業区 番号 種別

××× ××× ××× ×××

ご使用量

最初の××kwhまで 当月 前月

××～××まで

××～

燃料費調整額＊

        ※ 燃料費調整単価には、国による電気料金軽減措置（▲〇円/kWh）を含んでいます。

×××円××銭

再エネ賦課金 ×××円××銭

口座振替割引 ー××円××銭

指示数
差引ご使用量

電力量料金

×,×××円××銭

×,×××円××銭 ××××××× ×××× ×××× ×××kwh

×××円××銭

ご請求予定額（税込） ×,×××円 ×××kwh

内訳

　基本料金 ×,×××円××銭
計器番号

（ご契約種別）従量電灯××× （ご契約容量）　×××アンペア

お客様番号 供給地点特定番号

計算区
××××××××××××××××××××××

×××

×××日
日本　太郎　様

×月×日～×月×日

×月×日～×月×日 （引込柱）×××××××

電気ご使用量のお知らせ いつもご利用いただきありがとうございます。

××××年×月×日

×月×日～×月×日

１ 需要家に対して値引き等が確認できる証憑を台紙に貼付して下さい。
＜証憑例＞
• 電気・都市ガス使用量のお知らせ（検針票）
• 電気・都市ガスの請求書

本補助金により、値引きが実施された事実がわかる箇所にしるし等を記入して下さい。

証憑説明欄に、貼付した証憑の名称および説明を詳細に記入して下さい。

３

１

政府の支援で、使用量×○円が値引きされています
2

２

３

※②の実際の記載は申請時点での証憑には反映していなくても問題ございません。

PDF提出

４．申請書類の入力について



4-10 需要家に対しての値引きの事実を明示できるもの(都市ガス)
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別紙1-7 需要家に対しての値引きの事実を明示できるもの 参考

証憑説明欄

別紙1-7 需要家に対しての値引きの事実を明示できるもの【証憑台紙】

【証憑名称】
都市ガスご使用量のお知らせ（検針票）

【説明】
検針票の余白欄に注記（※）として、国による軽減措置による値引
きがされていることを記載

１ 需要家に対して値引き等が確認できる証憑を台紙に貼付して下さい。
＜証憑例＞
• 都市ガス使用量のお知らせ（検針票）
• 都市ガスの請求書

本補助金により、値引きが実施された事実がわかる箇所にしるし等を記入して下さい。

証憑説明欄に、貼付した証憑の名称および説明を詳細に記入して下さい。

３

２

３

１

政府の支援で、
使用量×○円
が値引きされ

ています
2

２

※②の実際の記載は申請時点での証憑には反映していなくても問題ございません。

PDF提出

４．申請書類の入力について



4-11 誓約事項等 同意書

33

別紙1-4 誓約事項等同意書

１

3

２

１ 入力した日付を記載して下さい。

事業者名・代表者名を記載して下さい。

書面の内容を必ず確認し、同意チェック欄にチェックマークをつけて下さい。

２

３

PDF提出

４．申請書類の入力について



別紙1-9

事業者名

担当者名

和暦 年 月 日

（注）
　氏名（漢字）、（カナ）は、全角で姓と名の間を空けて記入して下さい。
　生年月日は、半角で大正はT、昭和はS、平成はH、年月日は半角数字で記入して下さい。
　性別は、半角で男性はM、女性はFと記入して下さい。
　外国籍の方については、氏名（漢字）にアルファベット、氏名（カナ）にカナ読みを記入して下さい。
　記入欄が足りない場合は、適宜記入欄を追加して記入して下さい。

役員名簿

氏名（漢字） 氏名（カナ）
生年月日

性別 会社名 役職名

4-12 役員名簿

34

別紙1-9 役員名簿

１

２

１ 事業者名・担当者名を記載して下さい。

役員の情報を入力して下さい。２

PDF提出

４．申請書類の入力について



4-13 事前着手のための届出書

35

様式11 事前着手のための届出書

１

２

3

１ 入力した日付を記載して下さい。

事業者名・代表者名を記載して下さい。

事前着手を行わなればならない理由を記載して下さい。

２

３

システム改修に要する補助対象経費の補助金を申請する場合で、交付決定より以前に事
前着手を行う事業者様は本届出書をご提出下さい。

PDF提出

４．申請書類の入力について



別紙2

事業者名

# 法人番号 構成員となる事業者名 構成員となる事業者名（カナ） 郵便番号 本社所在地 代表者役職 代表者名 代表者名（カナ） 設立年月日 担当者名 担当者名（カナ） 担当者電話番号 担当者メールアドレス *

1 XXXXXXXXXXXXX デンキ株式会社 デンキカブシキカイシャ XXX-XXXX 東京都XXXXXX 代表取締役社長 システム花子 システムハナコ YYYY/MM/DD システム太郎 システムタロウ 090-XXXX-XXXX XXXXXXXXXX＠XXXXXXXXXXXXXXX *

2 XXXXXXXXXXXXX ガス株式会社 ガスカブシキカイシャ XXX-XXXX 千葉県XXXXXX 代表取締役社長 カイシュウ花子 カイシュウハナコ YYYY/MM/DD カイシュウ太郎 カイシュウタロウ 080-XXXX-XXXX XXXXXXXXXX＠XXXXXXXXXXXXXXX *

3 *

4 *

5 *

6 *

7 *

8 *

9 *

10 *

11

12

13 *

14 *

15 *

16 *

17 *

18 *

19 *

20 *

* * * * * * * * * *

システム改修等に関わるコンソーシアム構成員名簿

株式会社小売エナジー

4-14 システム改修に関わるコンソーシアム構成員名簿

36

別紙2 システム改修に関わるコンソーシアム構成員名簿

１

２

１ 事業者名を記載して下さい。

コンソーシアムを構成する事業者の情報をご記入ください。２

システム改修に要する補助対象経費の補助金を申請する場合で、コンソーシアムとして
申請する代表会社の場合は下記名簿をご提出下さい。
コンソーシアムを構成して申請が必要となる場合の詳細は、本手引のP.42に記載してお
ります。

PDF提出

４．申請書類の入力について



令和4年度　電気・ガス価格激変緩和対策事業費補助金　提出書類チェックリスト（電気）

●必須提出、△任意提出

提出
チェック

管理番号 書式 提出形式

─ 01 交付申請時のチェックリスト 指定 PDF ● 全社

02-1 （様式第1） 電気・ガス価格激変緩和対策事業費補助金に係る交付申請書 指定 PDF ● 全社

02-2a （別紙1-1a） 値引き原資補助金計画書（電気）販売実績 指定 EXCEL △
小売電気事業者の場合、必須
（高圧一括受電事業者を除く）

02-2b （別紙1-1b） 値引き原資補助金計画書（電気）販売計画 指定 EXCEL △

小売電気事業者の場合、必須
（高圧一括受電事業者を除く）
※2022年1月以降の販売量実績がひと月でもなく、別
紙1-1aにすべての販売量実績が記入できない場合、
本別紙に2023年の販売量計画を記入して下さい

02-4a （別紙1-3a） 値引き原資補助金計画書（高圧一括受電事業者）販売実績 指定 EXCEL △ 高圧一括受電事業者の場合、必須

02-4b （別紙1-3b） 値引き原資補助金計画書（高圧一括受電事業者）販売計画 指定 EXCEL △

高圧一括受電事業者の場合、必須
※2022年1月以降の販売量実績がひと月でもなく、別
紙1-3aにすべての販売量実績が記入できない場合、
本別紙に2023年の販売量計画を記入して下さい

02-5 （別紙1-4） 誓約事項等 同意書 指定 PDF ● 全社

02-6 （別紙1-5） 実施体制図 指定 PDF ● 全社

02-7 （別紙1-6） 料金計算における値引き前の単価が確認可能なもの 指定 PDF ● 全社

02-8 （別紙1-7） 需要家に対しての値引きの事実を明示できるもの 指定 PDF ● 全社

02-9 （別紙1-8） システム改修等計画書 指定 PDF △
システム改修等に要する補助対象経費の補助金を申
請する場合

02-10 （別紙1-9） 役員名簿 指定 PDF ● 全社

03 （様式第11） 事前着手のための届出書 指定 PDF △
システム改修等に要する補助対象経費の補助金を申
請する場合、かつ交付決定前にシステム開発の事前
着手を希望する場合

04 （添付資料1） 商業登記簿謄本 定形 PDF ● 全社

05 （添付資料2） 法人税の納税証明書 定形 PDF ● 全社

06 （添付資料3） 決算報告書（1期分） 自由 PDF ● 全社

07 （添付資料4） 会社概要 自由 PDF ● 全社

08 （添付資料5） 小売電気事業者・小売ガス事業者等の概要がわかる資料 自由 PDF ● 全社

09 （添付資料6） 口座情報がわかる資料 自由 PDF ● 全社

※システム改修等の補助金について、コンソーシアムにより申請を行う際は以下の書類をご提出ください。

提出
チェック

管理番号 書式 提出形式

10-1 （別紙2） システム改修等に関わるコンソーシアム構成員名簿 指定 PDF ● 全社

10-2 （別紙1-4） 誓約事項等 同意書 指定 PDF ● 全構成員

提出書類名 提出

申
請

様
式

添
付
書
類

事業者名

提出

交
付
申
請
様
式

担当者名

提出書類名

令和4年度　電気・ガス価格激変緩和対策事業費補助金　提出書類チェックリスト（都市ガス）

●必須提出、△任意提出

提出
チェック

管理番号 書式 提出形式

─ 01 交付申請時のチェックリスト 指定 PDF ● 全社

02-1 （様式第1） 電気・ガス価格激変緩和対策事業費補助金に係る交付申請書 指定 PDF ● 全社

02-3a （別紙1-2a） 値引き原資補助金計画書（都市ガス） 販売実績 指定 EXCEL △ 2022年1月以降の販売量実績がある場合、必須

02-3b （別紙1-2b） 値引き原資補助金計画書（都市ガス） 販売計画 指定 EXCEL △

2022年1月以降の販売量実績がない場合、必須
※2022年1月以降の販売量実績がひと月でもなく、別
紙1-2aにすべての販売量実績が記入できない場合、
本別紙に2023年の販売量計画を記入して下さい

02-5 （別紙1-4） 誓約事項等 同意書 指定 PDF ● 全社

02-6 （別紙1-5） 実施体制図 指定 PDF ● 全社

02-7 （別紙1-6） 料金計算における値引き前の単価が確認可能なもの 指定 PDF ● 全社

02-8 （別紙1-7） 需要家に対しての値引きの事実を明示できるもの 指定 PDF ● 全社

02-9 （別紙1-8） システム改修等計画書 指定 PDF △
システム改修等に要する補助対象経費の補助金を申
請する場合

02-10 （別紙1-9） 役員名簿 指定 PDF ● 全社

03 （様式第11） 事前着手のための届出書 指定 PDF △
システム改修等に要する補助対象経費の補助金を申
請する場合、かつ交付決定前にシステム開発の事前
着手を希望する場合

04 （添付資料1） 商業登記簿謄本 定形 PDF ● 全社

05 （添付資料2） 法人税の納税証明書 定形 PDF ● 全社

06 （添付資料3） 決算報告書（1期分） 自由 PDF ● 全社

07 （添付資料4） 会社概要 自由 PDF ● 全社

08 （添付資料5） 小売電気事業者・小売ガス事業者等の概要がわかる資料 自由 PDF ● 全社

09 （添付資料6） 口座情報がわかる資料 自由 PDF ● 全社

※システム改修等の補助金について、コンソーシアムにより申請を行う際は以下の書類をご提出ください。

提出
チェック

管理番号 書式 提出形式

10-1 （別紙2） システム改修等に関わるコンソーシアム構成員名簿 指定 PDF ● 全社

10-2 （別紙1-4） 誓約事項等 同意書 指定 PDF ● 全構成員

申
請

様
式

提出書類名 提出

添
付
書
類

事業者名

提出

交
付
申
請
様
式

担当者名

提出書類名

4-15 チェックリスト

37

交付申請時のチェックリスト

全ての書類が揃っているかを最終確認し、チェック欄のチェックを全て入力して提出し
て下さい。

PDF提出

４．申請書類の入力について



５．申請における注意点など

38



5-1 申請における注意点①

39

５．申請における注意点など

■法人税の納税証明書

最新の事業年度における納税証明書「その１」をご提出ください。また法人税、消費税及び地方消費税

を確認させていただきます。こちらはデータでのご提出となりますので写しの提出で問題ありません。

■商業登記簿謄本

直近3か月以内に取得した「履歴事項全部証明書」をご提出ください。

■決算報告書

提出可能な直近の決算期の決算期1期分をご提出ください。また、貸借対照表と損益計算書のみで問題

ありません。

■口座情報がわかる資料

普通口座、当座どちらでも問題ありません。金融機関名、口座名義、口座番号、支店番号が判別可能な

資料をご提出ください。

■押印について

全ての申請書類において申請事業者の押印は必要ありません。

■アカウントの登録について

一つのメールアドレスでは一つのアカウントの登録が可能です。同一のメールアドレスで複数のアカウ

ントの登録はできません。

■誤って申請してしまった場合

一度「申請する」ボタンをクリックすると、書類のアップロード等ができなくなります。すべての書類

のアップロードが完了していない場合など、誤って申請した場合は、事務局までご連絡ください。

■登録小売事業者番号が無い事業者の場合

高圧一括受電事業者等、登録小売事業者番号が無い場合については、当該入力欄に「00000」（ゼロを5

つ）を入力して申請を進めてください。また、登録年月日及び開始年月日については、設立年月日をご

入力いただくか、不明な場合は「2022年11月21日」を入力して進めてください。

■前年の販売量実績が無い月がある場合

事業を開始して間もない等、申請様式に入力するべき前年販売量実績が無い月がある場合は、別途ご用

意している「様式1 別紙1-1b、 1-2b 、1-3b 」をご使用いただき、販売計画量の数値を入力して補助金

額を算出してください。



5-2 申請における注意点②

40

５．申請における注意点など

■電気・都市ガスの両事業を取り扱っている事業者の場合

電気・都市ガスそれぞれの事業において別々に交付申請を行って頂く必要があります。マイページのア

カウントを２つ取得していただき、それぞれの情報をご入力、申請書類もすべて別でご準備いただき申

請をお願いいたします。申請書類が同様となる物（会社概要など）についても、それぞれの申請書類一

式に入れてご申請をお願いいたします。

■小売電気事業者で且つ高圧一括受電事業を取り扱っている事業者の場合

「電気」の事業カテゴリとして一つの交付申請を行っていただき、申請書類として高圧一括受電事業者

として必要なものも含めて申請をしてください。事業担当者や銀行口座などが別々となる場合について

は、個別に事務局へご相談ください。

■グループ会社が全体で事業を行っている場合

グループ会社のそれぞれが別々に小売事業者として登録を行っている場合においては、それぞれの会社

ごとに交付申請が必要となります。従って、アカウントの発行も含めて各社ごとのアカウントの登録が

必要となります。また、小売と取次がグループ会社となっている場合は、小売事業者が交付申請対象と

なり、取次事業者は対象となりません。

■代理・媒介・取次事業を行っている場合

代理および媒介のみを行う事業者については対象事業者とはなりません。取次事業者の場合も、原則は

取次契約先の小売事業者が申請主体となりますが、需要家に対する請求内容に係る明細表示のシステム

を保有及び管理を行っており、システム改修等の経費補助の対象となる場合にのみ、小売事業者とコン

ソーシアムとして申請を行っていただく必要があります。

■値引きの明示についての表示例について

毎月の検針票、請求書、WEB明細等へ「値引き単価」を明示してください。

検針票、請求書、WEB明細のいずれかの明示でかまいません。

【記載例】「政府の支援で、使用量× ●円が値引きされています」 ※ ●円は適用される値引き単価

■供給約款が複数のプランや事業者ごとに存在する場合

値引き前の料金計算単価として複数ある場合は、全てご提出を頂きます。事業者ごとに約款が異なるが、

料金の計算が同様の場合においては代表する1社分で問題ありません。
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５．申請における注意点など

■複数のシステムを利用している事業者の場合（システム改修等経費補助）

電気・都市ガスそれぞれの事業において別々のシステムを利用している場合については、それぞれ別の

申請として300万円を上限として補助します。一つの事業において複数社のシステムを利用している場

合は、一つの申請に限ります。

■自社システムを利用し、自社内にて改修を行う場合（システム改修等経費補助）

自社のシステムを自社内で改修を行う際の人件費は、補助申請の対象とはなりません。外部に発注した

際の改修に係る費用のみが補助対象となります。

■高圧一括受電やLNGローリーを取り扱う事業者の場合（システム改修等経費補助）

小売事業者且つ高圧一括受電事業を取り扱う、または都市ガスの小売事業者且つLNGローリー販売事業

を取り扱う事業者の場合は、一つの事業体として扱いますので300万円の補助上限となります。（300万

円✕2事業 とはなりません。）

■システム改修等の実施時期について

値引きの表示に係るシステム改修については、可能な限り2月検針分の請求までに実施していただくよ

うお願い致します。また、値引きに係るシステム改修であれば、可能な限り2月検針分から値引きを実

施できるよう改修を進めてください。上記実施時期に間に合わない場合につきましては、代替手段（手

作業等での対応等）での対応をご検討ください。

■取次店のシステムを利用している場合（システム改修等経費補助）

請求明細への表示等において、取次店のシステムを利用している場合は、取次店を含めたコンソーシア

ムとして申請を行っていただき、取次店をシステム改修等経費補助の対象とする必要があります。また、

取次店のシステムを取次店自社内にて改修を行う場合は、補助申請の対象とはなりません。
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５．申請における注意点など

料金の値引き及び表示に係るシステム（以下、当該システム）の改修等におけるコンソーシアム構成の例示
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例１．
小売事業者以外が所有している当該システムを、小売事業者が利用している場合

小売事業者以外が所有しているシステムの改修等を行う場合は、システム所有事業者を含めたコンソー

シアムを構成する必要があります。また、システムを所有する事業者が自社内で改修を行う際の人件費

は、補助申請の対象とはなりません。外部に発注した際の改修に係る費用のみが補助対象となります。

図１

例２．
小売事業者の取次事業者が所有している当該システムを、小売事業者が利用している場合

図２
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小売事業者以外が所有しているシステムの改修等を行う場合は、システム所有事業者を含めたコンソー

シアムを構成する必要があります。また、システムを所有する事業者が自社内で改修を行う際の人件費

は、補助申請の対象とはなりません。外部に発注した際の改修に係る費用のみが補助対象となります。
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５．申請における注意点など

例４．
小売事業者以外が所有している当該システムを、小売事業者以外が利用している場合

小売事業者以外が所有しているシステムの改修等を行う場合は、システム所有事業者を含めたコンソー

シアムを構成する必要があります。システム所有事業者と小売事業者との間に他の事業者が関わる場合

は、その事業者（図4 取次事業者）もコンソーシアム構成員として含んでください。また、システムを

所有する事業者が自社内で改修を行う際の人件費は、補助申請の対象とはなりません。外部に発注した

際の改修に係る費用のみが補助対象となります。

図４
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例３．
小売事業者以外が所有している当該システムが複数あり、それぞれのシステムを小売事業者が
利用している場合

図３
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小売事業者以外が所有しているシステムが複数存在し、それぞれのシステム改修等を行う場合は、シス

テム所有事業者を全て含めたコンソーシアムを構成する必要があります。また、システムを所有する事

業者が自社内で改修を行う際の人件費は、補助申請の対象とはなりません。外部に発注した際の改修に

係る費用のみが補助対象となります。上記システム所有会社が複数存在する場合においても、システム

改修等の補助金額上限は、電気・ガスの事業ごとに300万円となります。

料金の値引き及び表示に係るシステム（以下、当該システム）の改修等におけるコンソーシアム構成の例示
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電気・ガス価格激変緩和対策事務局

TEL：03-6372-7821（コールセンター 事業者向け窓口）
平日10:00～17:00（土日、祝日、年末年始を除く）

https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/


