
記入例
様式１－１

申請番号          

認定番号          

平成   年   月   日

北九州市長 様 

                                申請者   住所  ○○県○○市○○区○○丁目○番○号

社名 ○○○○株式会社

代表者名 代表取締役社長  ○○ ○○ ㊞

住所  ○○県○○市○○区○○丁目○番○号

社名 ○○○○フェリー株式会社

代表者名 代表取締役社長  ○○ ○○  ㊞

北九州市モーダルシフト推進補助制度 

平成２５年度事業計画申請書

１．事業名称

２．申請者（担当者情報）

申請者（担当者情報） 代表申請者に「○」

輸送依頼者 社 名  ○○○○株式会社

所在地 〒○○○-○○○○  ○○市○○区○○丁目○番○号

担当部署 ○○部△△課

担当者名 ×× ××  ㊞

連絡先 TEL ○○○-○○○-○○○○ FAX ○○○-○○○-○○○○
E-mail ○○○○○○

○

輸送事業者 社名   ○○○○フェリー株式会社

所在地 〒○○○-○○○○  ○○市○○区○○丁目○番○号

担当部署 ○○部△△課

担当者名 □□ □□  ㊞

連絡先 TEL ○○○-○○○-○○○○ FAX ○○○-○○○-○○○○
E-mail ○○○○○○

※ 申請者が 3社以上の場合は、適宜記入欄を追加してご記入ください。

３．事業の背景と目的

△△～□□間のフェリーを利用した◇◇部品輸送のモーダルシフト事業

※ 新規に北九州港を経由して海上輸送する貨物や、既存海上輸送の貨物量の増加の場合は、その理由も明記してください。

平成２５年４月から新たに○○～××間の◇◇部品の輸送を開始する。△△～□□間をフェリー輸送とすることにより、

CO2排出量の削減を図ることとなった。

後ほど確定するた

め、記入の必要なし
・必ず輸送依頼者、輸送事業者の連名で申

請。（3社以上でも可）

・それぞれに会社名＋代表者名を記入、代表

者印を押印。

※ 会社名、代表者名は、補助金請求時と同

一の方（役職名統一のこと）を記入してく

ださい。

（注意） 

申請者は、原則補助金振込み先口座に請求

権を持つ代表者名を記入してください。 

代表者以外の方が申請者となる場合は、代表

者の方からの委任状が必要となります。

「代表申請者」には、月間、年間の事業報告書の提

出や、補助金の請求、受取をしていただきます。

事業内容が簡潔に分かるような事業名称を記入



様式１－２

４．総括表

①事業名称及び類型
△△～□□間のフェリーを利用した××輸送のモーダルシフト事業

（①輸送モード変更 ②新規 ③増量）

②輸送品目 ◇◇部品

③事業期間 平成２５年４月～平成２７年３月（２年０ヶ月）

④補助金交付対象期間 平成２５年４月～平成２６年２月

⑤輸送経路
（転換前）

（仮想経路） ○○→（トラック）→××

（転換後）

○○→（トレーラー）→△△港→（フェリー）→□□港→（トレーラー）→××

⑥コンテナ等貨物個数 

個／月平均

（転換前） （転換後） （転換後 － 転換前）

※増量のみ記入

内

訳

１２フィート

２０フィート

４０フィート

フラットラック

ﾄﾚｰﾗｰ・ﾊﾞﾝ（１２ｍ） ３０

⑦コンテナ貨物量

ｔ／月平均

（転換前） （転換後）      

６００

（転換後 － 転換前）

※増量のみ記入

⑧CO2排出量

（ア）転換前（全ルートの

合計）

７２．７t-CO2／月平均

（イ）転換後（全ルートの

合計）

４６．９t-CO2／月平均

（ウ）削減量（ア－イ）

２５．８t-CO2／月平均

⑨施策効果（年間換算） ３０９．６t-CO2／年 ・・・・・・･ （ウ）×１２ヶ月
                  （実施期間CO2排出削減総量）

⑩補助申請額 ９９０，０００円

⑪補助金申請額内訳 ①単  価 ②補助対象個数 ③補助金額

総    計

内

訳

１２フィート １，０００円

２０フィート １，５００円

４０フィート ３，０００円

フラットラック ３，０００円

ﾄﾚｰﾗｰ・ﾊﾞﾝ（１２ｍ） ３，０００円 ３３０ ９９０，０００

⑫他の助成制度(国・他の
自治体等)への申請

有 （省庁・自治体名：                                    ）

無

該当する番号に○

輸送モード変更・・・今回の輸送事業実施前は別の輸送モードで輸送していた場合

新規・・・今回、初めて輸送が発生したもの（トラックで輸送した場合の仮想経路で比較）

増量・・・以前から今回申請の輸送モードで輸送しており、その貨物量がH24年度と比較し

て増加する見込みがあるもの。（増量分をトラックで輸送した場合の仮想経路で比較）

今回の申請事業についての事業期間

（事業終了が未定の場合は終了月の記入の必要なし）

平成２５年４月~平成２６年２月までの間で、輸送が予定

されている期間を記入

輸送モードの変更、新規

の場合は記入の必要なし

新規の場合は記入の必要

なし

（貨物量＋荷箱重量）

×上記台数

新規の場合は記入の必要

なし



様式１－３

５．CO2排出削減量の計算（実施ルートごとに記入。計算根拠も記入）
計算方法は「CO2排出量の計算方法」を参照してください。

実施ルートA 
①輸送品目 ◇◇部品

②事業期間 平成２５年４月～平成２７年３月（２年０ヶ月）

③補助金交付対象期間
※補助事業開始日（平成25年4月1日以降）～平成26年2月28日までの期間

平成２５年４月～平成２６年２月

④輸送経路詳細

転換前

△△市××区～○○IC～◇◇IC～□□市××区  ﾄﾗｯｸ輸送700㎞

転換後

△△市××区～○○IC～◇◇IC～××港～○○港～△△IC～××IC～□□市××区

・××区～××港：トレーラー輸送200㎞  ・××港～○○港：フェリー輸送450㎞

・○○港～××区：トレーラー輸送150㎞

⑤コンテナ等貨物個数 

個／月平均

（転換前） （転換後） （転換後 － 転換前）

※増量のみ記入

内訳

１２フィート

２０フィート

４０フィート

フラットラック

ﾄﾚｰﾗｰ・ﾊﾞﾝ（１２ｍ） ３０

⑥コンテナ貨物量

ｔ／月平均

（転換前） （転換後）

６００

（転換後 － 転換前）

※増量のみ記入

⑦実施体制（各社の役割体

制等）

陸上輸送事業者：○○○○株式会社

海上輸送事業者：○○○○フェリー株式会社 

計算

転換前のCO2排出量

転換後のCO2排出量

CO2排出削減量

※コンテナ貨物量は①輸送モード変更 ②新規は転換後の量で計算。③増量の場合は増量分で計算

※転換前の輸送経路は①輸送モードの変更の場合は実際の輸送経路で計算。②新規 ③増量の場合は

トラック輸送（仮想）で計算

173×600ｔ×700㎞＝72,660,000ｇ＝72.7ｔ／月

173×600ｔ×200㎞＝20,760,000ｇ＝20.8ｔ／月
39×600ｔ×450㎞＝10,530,000ｇ＝10.5ｔ／月
173×600ｔ×150㎞＝15,570,000ｇ＝15.6ｔ／月
                          小計46.9ｔ／月

72.7ｔ－46.9ｔ＝25.8ｔ／月



様式１－４

実施ルート（  ） ※実施ルートが複数ある場合に記入

①輸送品目

②事業期間 平成  年  月～平成 年  月（  年  ヶ月）

③補助金交付対象期間
※補助事業開始日（平成25年4月1日以降）～平成26年2月28日までの期間

④輸送経路詳細

転換前

転換後

⑤コンテナ等貨物個数 

個／月平均

（転換前） （転換後） （転換後 － 転換前）

※増量のみ記入

内訳

１２フィート

２０フィート

４０フィート

フラットラック

ﾄﾚｰﾗｰ・ﾊﾞﾝ（  ｍ）

⑥コンテナ貨物量

ｔ／月平均

（転換前） （転換後） （転換後 － 転換前）

※増量のみ記入

⑦実施体制（各社の役割体

制等）

計算

転換前のCO2排出量

転換後のCO2排出量

CO2排出削減量

※コンテナ貨物量は①輸送モード変更 ②新規は転換後の量で計算。③増量の場合は増量分で計算

※転換前の輸送経路は①輸送モードの変更の場合は実際の輸送経路で計算。②新規 ③増量の場合は

トラック輸送（仮想）で計算



様式１－５

実施ルートの合計

貨物量

CO2排出削減量

補助金申請額

施策効果

７，２００ｔ／年

２５．８t-CO2／月平均

９９０，０００円

３０９．６t-CO2／年
（年間CO2排出削減量）


