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原油価格の高騰や長引く円安等により、エネルギー価格高騰の影響が長期化する中、経営のさらなる悪化が懸念
される区内事業者を対象に、事業継続の支援及び区内消費の回復を図るため、設備更新の助成を実施します。

❷中小法人等の場合、活動実態および事業所が区内にあ
ること（本店登記地は問いません）。個人事業主等の
場合、売上のある事業所が区内にあること（事業主の
住所地は問いません）。

❸中小法人等の場合、法人住民税を滞納していないこ
と。個人事業主等の場合、住民税及び軽自動車税を滞
納していないこと。

❹引き続き板橋区内で事業を継続する意思があること。
❺国若しくは地方公共団体または公益財団法人東京都中
小企業振興公社、商工会議所その他これに類する団体
から、同一の内容で助成金等を受けていないこと。

❻被雇用者または社会保険（健康保険）の被扶養者でな
いこと。

❼その他、誓約事項に同意すること。

❶中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規
定する中小企業または個人事業主であること（社会福
祉法人・組合・一般社団法人等は、このほかにも要件あ
り）。

上限５０万円

対象事業者（すべての条件を満たしている必要があります）

助成金額

申請手順などは２・３面をご覧ください

区役所代表  ☎ 3964ー1111発行/板橋区  編集/産業経済部産業振興課　〒173-000４ 板橋区板橋2-6５-６ 情報処理センター５階 https://www.city.itabashi.tokyo.jp/

特集号

エネルギー価格
高騰対策

設備更新助成金

問合せ先

平日９時～１７時（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）
※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

板橋区エネルギー価格高騰対策設備更新助成金交付事業コールセンター

☎０１２０－７７４－７０７

申請受付期間

令和５年１月４日（水）～令和５年２月２８日（火）（消印有効）

板橋区
オリジナル
板橋区
オリジナル

※申請は１事業所につき１回のみです。申請後の変更はできません。

１事業所あたり

５分の４ ３分の２
すべての設備を
区内事業者から購入 左記以外中小法人等

上限２０万円１事業所あたり

個人事業主等

助成率

令和４年４月１日（金）～令和５年２月28日（火）
助成対象期間

※原則、現金で購入した設備が対象です。クレジットカードで購入
した設備は、令和５年1月3日以前に購入したものに限ります。
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エネルギー価格高騰対策設備更新助成金の申請手続きの流れエネルギー価格高騰対策設備更新助成金の申請手続きの流れエネルギー価格高騰対策設備更新助成金の申請手続きの流れエネルギー価格高騰対策設備更新助成金の申請手続きの流れ
区ホームページで助成金制度の詳細を
ご覧のうえ、申請書類を印刷してください

申請書類をご準備ください

※区ホームページをご覧になれない方、ダウンロードできない方は、コールセンターにご連絡ください。
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板橋区エネルギー価格高騰対策設備更新助成金申請書兼請求書（第１号様式）
誓約書（第２号様式）　※自署でお願いします。
法人都民税納税証明書の写し
板橋区住民税納税証明書の写し　※非課税の場合は非課税証明書

11【クレジットカードで購入した場合のみ（令和５年１月３日までに購入したものに限る）】

10 下記４点すべて

下記３点すべて

履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本）の写し

直近１年分の確定申告書類の控えの写し
※税務署の受領印または受信通知（メール詳細）があること
※確定申告書別表一の控え、所得税青色申告決算書または収支内訳書（白色申告書）

8 売上のある事業所が区内にあることを示す書類の写し
※青色、白色申告書の事業所欄に板橋区の住所が記載されている場合は不要
　記載がない場合は許認可証、開業届、事業所に係る契約書、業務委託契約書等

●更新設備の取扱説明書またはカタログの写し
　（設備名・型番がわかるもの）

●領収書またはレシートの写し
●更新設備設置後の写真（設備をどこに設置したかわかるもの）
●更新設備の写真（型番がわかるもの）

※令和５年１月４日以降は、現金で購入した設備のみが対象となります。

●クレジットカード(事業主本人名義のもの)の利用明細の写し(該当箇所以外黒塗り可)
●決済口座の通帳(事業主本人名義のもの)の該当部分の写し
●ポイントの円換算がわかる書類の写し　※ポイントは差し引きします。

※発行後３か月以内の最新のもの

6 法人の活動実態・事業所が区内にあることを示す書類の写し（例：許認可証、均等割額の計算に関する明細書等）

振込先口座確認書類の写し
（金融機関名、支店名または支店コード、預金種別、口座番号、口座名義が確認できる通帳のオモテ面、中面の両方。通帳が無い場合はキャッシュカード。）
※事業者（代表者）の口座と振込先口座が異なる場合は委任状を添付して下さい。

※領収書またはレシートに型番が記載されている場合は不要

※その他、必要に応じて別途書類の提出をお願いする場合があります。※申請書類は結果の如何によらず、返却しません。

STEP

1

STEP

2

指定された口座に助成金が振込まれます

提出された書類の内容を確認します
※書類に不備があった場合は、電話または郵送（申請書類を返送し、再度の提出をお願いする場合があります）
　にてご連絡いたします。

申請書類一式をご郵送ください

※本助成金の事務の一部を委託しているため、上記の事業者が提出先になります。
※封筒は角２封筒をご使用ください。郵送料・封筒代は自己負担となります。　※窓口での提出はできません。

送付先：〒１７６－００１２　東京都練馬区豊玉北３－２１－７　アリアス桜台ビル７階
パーソルワークスデザイン株式会社　板橋区エネルギー価格高騰対策設備更新助成金交付事業事務センター　行

STEP

3

STEP

4

STEP

5

※区ホームページからダウンロードする書式と、ご自身で準備する書類があ
ります。法人または個人によって準備する書類が異なります。

最初に助成金の交付対象かどうかのご確認をお願いします

①事業活動に資する設備であること
②既存設備の更新であること　※新規購入は対象外
③エネルギー価格高騰の影響緩和に対する設備であること
④助成対象期間内に契約、納品、施工、支払等の全ての手続が完了すること
⑤助成対象の使途、単価、仕様、数量等が申請書類により確認可能であること
⑥発注先が日本国内に所在する法人であること

更新設備は下記にすべてあてはまりますか。
１面の「対象事業者」の条件にすべてあてはまりますか。

すべてあてはまるひとつでもあてはまらない

設備更新助成金の対象設備更新助成金の対象外

助成金額の算出方法について
●一設備につき、助成金額の１円未満を切り捨てとします。また、助成金額の合計は、千円未満を切り捨てとします。
●助成申請金額の下限は、一設備につき、本体価格５万円(税抜)です。
●助成対象になるのは設備単体のみです。

設備Ａ３０万円
（30万円×2/3）

設備Ｂ４０万円
（４0万円×2/3）

200,000＋266,666＝466,666

合計額が466,666円で千円未満を切り捨てるため、

中小法人等は助成額４６万６千円、
個人事業主等は助成上限額２０万円となります。

設備Ａ３０万円
（30万円×4/5）

設備Ｂ４０万円
（４0万円×4/5）

240,000＋320,000＝560,000

合計額が560,000円のため

中小法人等は助成上限額５０万円、
個人事業主等は助成上限額２０万円となります。

設備Ａと設備Ｂの全部を
区内事業者から購入

設備Ａと設備Ｂの一部を
区内事業者から購入

設備Ａと設備Ｂの全部を
区外事業者から購入

※個人取引、中古品、消費税、印紙代、人件費、役務費、委託費、通信費、処分費、設置工事費、修繕費、配送費、各種手数料、リース料等は対象外

例 ３０万円の設備Ａ・４０万円の設備Ｂ・３万円の設備Ｃ を購入した事業者

設備Ｃは５万円に達していないため、助成申請の対象外
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右記の２次元コー
ドを読み取ってい
ただくか、区ホー
ムページで「設備
更新助成金」を検
索してください。

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/
bunka/chusho/yuushi/1042827/
index.html

助成金申請に関するQ&A

制度の内容や、申請書の書き方、そ
の他必要書類等にご不明な点があ
る場合は、コールセンターにお問い
合わせください。

A

制度の内容や申請書の書き方がわ
からない場合、どこに問い合わせす
ればいいですか。

Q

コールセンターにご連絡ください。
郵送により申請書類をお送りいたし
ます。

A

パソコンがないので申請書類を印
刷することができません。Q

申請書類で区内の店舗（事業所）に
設置したことが確認できれば対象と
なります。

A

本社は区外だが、更新した設備を
設置した店舗（事業所）は区内にあ
ります。助成金の対象となりますか。

Q

申請書類の内容確認を行い、助成
金の交付を決定します。申請書類に
不備がない場合、申請受付後約４週
間程度で振込みが出来る見込みで
す。なお、海外の口座は使用できま
せん。

A

助成金はいつ頃振込まれますか。Q

令和５年１月３日までに購入したもの
に限り、クレジットカード払いも対象
となります。３面のSTEP２11をご覧
ください。なお、令和５年１月４日以
降は、現金で購入した設備のみが対
象となりますのでご注意ください。

A

クレジットカードで設備を購入しま
した。対象となりますか。Q

対象となりません。A

クレジットカード以外のキャッシュレ
ス決済で設備を購入しました。対
象となりますか。

Q

ポイントは差し引いて計算してくだ
さい。A

購入時の各種ポイントの取り扱い
はどうなりますか。Q窓口での受付は行っておりません。

事務センターへ申請書類一式をご
郵送ください。
送付先
〒１７６－００１２
東京都練馬区豊玉北３－２１－７
アリアス桜台ビル7階
パーソルワークスデザイン株式
会社
板橋区エネルギー価格高騰対
策設備更新助成金交付事業事
務センター 行

A

区の窓口に直接申請書類を提出す
ることはできますか。Q

不備の内容に応じて、電話（０１２０－
７７４－７０７）または郵送（申請書類の
返送を含む）にてご連絡いたします。

A

申請書類に不備があった場合はど
うなりますか。Q

申請は、１事業所ごとにお願いいたし
ます。３店舗それぞれで設備を更新し
たのであれば、店舗ごとに申請を行っ
てください。

A

店舗（事業所）が区内にA店舗、B
店舗、C店舗と３店舗あります。そ
れぞれで更新した設備の申請を１事
業者としてまとめて申請してもい
いですか。

Q

下記にすべてあてはまる設備が対象となります。
①事業活動に資する設備であること
②既存設備の更新であること　
③エネルギー価格高騰の影響緩和に対する設備であること
④助成対象期間内に契約、納品、施工、支払等の全ての手続が完了すること
⑤助成対象の使途、単価、仕様、数量等が申請書類により確認可能であること
⑥発注先が日本国内に所在する法人であること
　
　なお、下記にあてはまる場合は対象となりませんのでご注意ください。
　●新規に購入した設備やエネルギーを使用しない設備
　●リースで導入した設備
　●本体価格５万円（税抜）未満の設備
　●設備の設置にかかる諸経費（助成対象になるのは設備単体の費用のみ）

A

どのような設備が対象となりますか。Q

冷暖房
設備

コンプ
レッサー

ボイラー
設備

フォーク
リフト

業務用
給湯器

大型
印刷機

オート
クレーブ

冷凍設備
（大型冷蔵庫）

鋳造機 変圧器小荷物
昇降機 研磨機器業務用

扇風機
各種

検査機器

ものづくり関連

設備の例（詳しくはコールセンターにお問い合わせください）

業務用
レンジコンロ 食洗器 業務用

冷蔵庫
業務用
炊飯器

スチームコンベク
ションオーブン

コーヒー
サーバーフライヤー 換気扇 ミキサー製氷機 ブラスト

チラー
業務用
スライサー

飲食業関連

電動
自転車パソコン 自動車 バイク 電動工具 高圧

洗浄機

その他

不正受給が判明した場合は
公表・返還請求を行います！
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