
平成26年度補正省燃油活動推進
事業の精算手順について 
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はじめに ＜重要事項＞  
• 今年度は補助事業となっているため、昨年度のように年度をま
たいでの精算業務は行うことができません。 

 

• この精算は平成27年4月1日～平成28年1月31日までの活動に
対しての精算になります。 

（平成27年3月11日～3月31日の活動分の助成金支払は既に終
了しています。） 

 

• 精算の支払いは提出書類の不備がない所から随時送金にいた
します。 

 

• 実施報告書（別紙様式第5号）・年次実施状況報告書（添付
様式例第5-1）・精算払請求書（別紙様式第10号）の提出締
め切りは2月15日までに原本必着でお願いします。届かな
い場合は助成金をお支払できません。 
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1.省燃油活動終了後に提出する書類 
• 別紙様式第５号（第５の３関係） 

 平成26年度省燃油活動推進事業に係る実施報告書 

添付資料：①添付様式例第５－１ 平成26年度 年次実施状況報告書 

        ②活動実績内訳表（運営・会議に要する経費は除く） 

       ③請求額確認のための証憑書類 

       （漁業者による船底清掃・減速航行及び運営・会議に関するものは除く） 

提出期限：平成２８年２月１５日 原本必着 

• 別紙様式第１０号（第５の６関係） 

 省燃油活動推進事業費助成金精算払請求書 

添付資料：①実績内訳表（運営・会議に要する経費に関するもの） 

  ②請求額確認のための証憑書類（運営・会議に関するもの） 

   提出期限：平成２８年２月１５日 原本必着 
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2.省燃油活動精算時の注意点について 
• 省燃油活動に要した経費のうち消費税は助成対象外のため、実費の

1/2の助成となっている活動に関しては、消費税を除いた金額を記載
してください。 

 

• 省燃油活動の証憑書類（写真含む）は原則として再生委員会側で保
管し、当協会に送付する必要はありません。 

ただし、実費の1/2助成となっている活動に関して領収書の金額をま
とめた一覧表（まとめ表）を送付して下さい。 

 今年度は委員会の習熟度が増したと判断し領収書は再生委員会で
保管をお願いします。（当協会が必要と判断した場合に提出してくだ
さい。） 

•  省燃油活動未実施者がいる場合は交付決定額から未実施者の燃油
実績分を差し引く必要がありますので注意してください。 

 

• 必ず２月１５日までに本協会へ書類原本を提出するようにしてください。 
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実施報告書の記入の仕方 
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1.実施報告書（別紙様式第5号）記入例①  

• 省燃油活動プラン承認申請（別紙様式第４号）の事業費の
欄と同様の様式で記載を行うこと。 
 

• よって、『省燃油活動に要する経費』等の名目でまとめて記
載することはできない。 

      活動項目については次頁を参照のこと。 
 

• 国庫補助金は1000円未満切り捨てで切り捨てた分はその
他の欄に記入すること。 
 

• 運営・会議に要する経費は記載しないこと。 

注意点 

国庫補助金は1,000円
未満切り捨て 

実費の1/2助成は
税抜金額を記載 
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代表理事会長が
変わっています 



2.活動項目と助成額について 
活動項目 定額（単価の設定あり） 実費の1/2の助成 

船底状態の改善（漁業者による清
掃） 

船底清掃単価※１ 

船底状態の改善（ドック時に清掃） 役務費、消耗品費等 ※２ 

減速航行 減速航行単価※１ 省エネ測定機器 

エンジン・乾燥機等機器類のメンテナ
ンス 

人件費 役務費、部品代、消耗品費等 
※２ 

省エネ漁具の導入 用船料 省エネ測定機器、消耗品費等 

漁場データの収集 人件費、用船料 観測機器、機器等借料、消耗品
費等、会議費等 

部分的な協業化 人件費、用船料 会議費、車両借料 

加温施設の状態改善 役務費、消耗品費等、部品代 

施設全体の断熱効果向上 人件費 消耗品費等、材料費 

※1 単価の設定額は省燃油活動推進事業実施要領の別表（第5の１関係）を参照 
    単価表はトン数区分の訂正がありましたのでご注意ください 
※2 詳しい対象項目は別添「1/2助成の省燃油活動に関する助成対象の可否 一覧表」

を参照 

＜重要＞ 
実費の1/2の助成の対象となっているものは、消費税分が助成の対象外とな
るので、実施報告書には税抜き金額の1/2で記載すること。 8 



3.実施報告書記入例② 問題のある例 
問題のある例① 活動項目ごとに記載していない 

活動項目ごとに記載し直す必要がある。 

問題のある例② 運営・会議に要する経費を含めている 
運営・会議に要する経費は記載しない。 
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4.実施報告書 その他の金額の調整について①  

活動項目 

  
事業費 

負担区分 備 考 

  国庫補助金 その他 

船底の状態改善 

（漁業者による清掃） 

   

減速航行 

18,946,600円 

  

 

44,784,680円 

18,946,000円 

   

  

 44,784,000円 

600円 

   

  
680円 

 

  

合計 63,731,280円 63,730,000円 1,280円   

実施報告書（別紙様式第５号） 

活動項目ごとに1,000円未満切り捨

てを行った結果、合計の切り捨て額
が1,000円を超えてしまった！ 
この1,000円分は、助成対象外か？ 

合計 
63,731,280円の1,000円未満を切り
捨て63,731,000円とする。 このような場合には・・・ 

活動項目 

  
事業費 

負担区分 備 考 

  国庫補助金 その他 

船底の状態改善 

（漁業者による清掃） 

   

減速航行 

18,946,600円 

  

 

44,784,680円 

18,946,000円 

   

  

 44,785,000円 

600円 

   

  
-320円 

 

  

合計 63,731,280円 63,731,000円 280円   

一部の項目を1,000円未満切り上
げで計算し、1,000円を国庫補助
金分に繰り上げる。 

※漁安協実施要領第5の2の規定により助成金の額
に1,000円未満があるときは、その端数は切り捨てる。 
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実施報告書（別紙様式第５号） 

4.実施報告書 その他の金額の調整について② 

活動項目 

  
事業費 

負担区分 備 考 

  国庫補助金 その他 

船底の状態改善 

（ドック時に清掃） 

  

主機関等のメインテ
ナンス 

  

26,467,452円 

  

  

38,927,292円 

  

  

13,234,000円 

  

  

19,463,000円 

  

13,233,452円 

  

  

19,464,292円 

  

  

実績内訳表のと
おり 

  

  

合計 65,394,744円 32,697,000円 32,697,744円   

実費の1/2が助成額である活動項目の場合 

ドック時清掃 
26,467,452（事業費）÷2 

=13,233,726 

機関メインテナンス 
38,927,292（事業費）÷2 

=19,463,646 

13,233,726+19,463,646 
=32,697,372 
 372円は切り捨て 
（国庫補助金）32,697,000円 

国庫補助金の額は以上のように計算される。 
このような場合も前項と同様に一部の項目の国庫補助金を切り上げることで対応する。 

どちらか一方の国庫補助金を切り上げる。 
この例の場合はドック時の清掃とした。 

+274円 -274円 
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活動項目 活動内容 実施時期 実施人数 
使用用船
（隻） 

活動目標（成果）・活動内容を具体的に記入 

船底状態改善 
①（小型船）○隻について、港内の用地へ順次引き上げ、船底、舵、プ
ロペラ等を洗浄・研磨し、付着生物防止処理を実施。 

平成27年4月1日
～平成○年●月
●日 

○人 ○隻 
○○漁船ｘｘ隻が港内の用地へ順次引き上げ、船底、舵、
プロペラ等を洗浄・研磨し、付着生物防止処理を実施。 

 

 ①漁業者による清掃 

②ドック時の清掃 ②（大型船）○隻について、ドック時に船底、舵、プロペラ等を洗浄・研
磨し、付着生物防止処理を実施。 

減速航行 漁船○隻が、✕月～△月の延◎日間、航行速度を○ノットから●ノット
に減速。 

成27年4月1日～
平成○年●月●
日 

○人 ○隻   
漁船○隻が、✕月～△月の延◎日間、エンジン回転数を○から●に抑
制。 

エンジン・乾燥機等機
器類のメンテナンス 漁船○隻について、✕✕等のエンジン部品を交換。 

成27年4月1日～
平成○年●月●
日 

○人 ○隻   

漁場データの収集 
△△漁業の漁船延○隻が、位置情報と合わせて漁場データを収集し、
試験研究機関に分析を依頼。関係漁業者間で、結果をもとに休漁日の
設定、操業水域の特定等効率的な操業体制の構築を検討。 

成27年4月1日～
平成○年●月●
日 

○人 ○隻   

省エネ漁具の導入 
△△漁業の漁船延○隻が、曳網抵抗の少ない漁具を試行的に導入し、
燃油向上に向けた取組みを実施。 

成27年4月1日～
平成○年●月●
日 

○人 ○隻   

部分的な協業化 △△漁業の○経営体が、個々に行っていた魚群探索、漁獲物運搬を
協業化。 

成27年4月1日～
平成○年●月●
日 

○人 ○隻   
△△漁業の○経営体が、個々に行っていた拠点市場への漁獲物搬送
を共同化。 

加温施設の状態改善 熱交換器（配管）の清掃による加温効率の向上 成27年4月1日～
平成○年●月●
日 

○人 ○隻   
ボイラーの清掃、メンテナンス 

施設全体の断熱効果
向上 施設への断熱材装着などによる外気遮断、加温熱効率の向上 

成27年4月1日～
平成○年●月●
日 

○人 ○隻   

5.添付様式例第５－１ 平成26年度 年次実施状況報告書の記入方法 

＜事業実施主体検証欄＞ 

（例）○○活動及び××活動について、各船とも適正に事業を実施した。 

添付様式例第５－１ 

平成26年度 年次実施状況報告書 

 事業実施主体名：○○地域水産業再生委員会 

省燃油活動プランで記載したものではなく、実際に行った時期、人数、
隻数を記入する。時期は必ず平成27年4月1日以降であること。 

＜事業主体検証欄＞ 

                  〈ここの欄には何も記入しません〉 

活動内容の項目と記載
内容が似ていても構わな
い 

12 



6.活動実績内訳 記入例-１ 

単価設定のあるものは単価、 
実費の1/2助成の物は必要になった経費
を税抜金額で記載する。 

船底清掃に関しては実施時
期を記載する 

除いた消費税
は別途記載 

その他の欄を設ける 

13 
減速航行・用船料単価の区分は昨年度
と変わっているので注意すること 



6.活動実績内訳 記入例-２ 

運営・会議に要する経費は活
動実績には含めない 

ここまでは1000円未満を切り
捨てない 

最後に国庫補助金の1000円未満を切り捨てた金額を
記載すること 14 
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日付は活動日の
日付を記載 

値引があった場合
は○を付ける。 

複数船舶を所持している場合
は漁船ごとに記載。 

• 1/2助成の活動を行った再生委員会は領収書・請求書の金額をまとめた一覧表を

作成し提出すること。これが領収書及び請求書の代わりとなるので提出が無い場
合は審査できません。 

• 領収書・請求書のコピーは再生委員会で保管してください。 

7.領収書の金額をまとめた一覧表 作成例 

一日8時間を超える人件費は
一律11800円とする。 

助成対象となる金額
の合計を記載する。 

※この一覧表は漁安協ホームページからダウンロードできます。 



精算払請求書の記入の仕方 
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•省燃油活動推進事業助成金交付決定額＝助成額候補① 

 3月11日付26漁安協発第71号又は12月15日付27漁安協発第141号
で通知した金額 

 （交付決定額の算出方法は補足資料の３を参照） 

 

•実施報告書の国庫補助金+運営会議費＝助成額候補② 

17 

上記の助成額候補の中で少ない方が最終的な助成額になり
ます。 
精算払請求書を作成する際の参考にしてください。 

1.助成額の決定方法について① 
  《全ての漁業者が活動した場合》 
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1.助成額の決定方法について② 
《活動未実施者がいた場合》 

•燃油実績に基づく金額+運営会議費＝助成額候補① 

 

 

 

  

 
 

•助成金交付決定額＝助成額候補② 

•実施報告書の国庫補助金+運営会議費＝助成額候補③ 

燃油実績は省燃油活動を行った特別対策加入者の平成26年1～12月の燃油実績
です。但し、燃油実績の上限は平成25年度補正事業の燃油実績となっています。 

上記の助成額候補の中で最も金額の少ないものが最終的な助成額
になります。 
精算払請求書を作成する際の参考にしてください。 

・昨年度支払われなかった燃油実績の補てん分 
平成25年度補正事業で支払われた助成金が省燃油活動プラン又は実施
報告書に記載されている金額の場合はこの係数は加算されません。 

｛｝内の計算後、小数は切り
捨てです。 

計算式 

10円グループ・・・｛燃油実績×（1.027）｝×10円 
  7円グループ・・・｛燃油実績×（1.027）×0.968｝×7円 



2.精算払請求書（別紙様式第10号）記入例 

行った省燃油活動項目及
び、運営会議の内訳項目を
明記する。 

今回の請求金額
を記載する。 

日付は活動終了日
以降 
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省燃油活動プランの変更承認通知書の
日付と発信番号を記載する。 

承認通知書が複数ある場合は最新の
ものを記載すること。 



3.添付資料（運営・会議費の実績内訳）の記入例 

活動プランの積算内訳
の金額を記載する 

注）1.運営・会議費等をすでに受領されている再生委員会は別紙様式第10号の既受領額（b）+今回請求額（c）の合
計額を記入してください。 

  2.今回初めて運営・会議費等を受領される再生委員会は別紙様式第10号の今回請求額（c）を記入してくださ
い。 

  3.領収書等は各再生委員会で整理・保管し、写しを事業主体に提出してください。 

  4.消費税は助成対象外となりますので、税抜金額を記載して下さい。 20 



4.再生委員会で保管する必要のある書類 

• 燃油購入実績の証憑書類 

• 船底清掃写真記録 

• 減速航行実施記録 

• 実費の1/2助成となっている活動項目に係った領収書 

 （対象となる項目にマーカーを付けること） 

• 漁場データ収集の成果☆ 

• 領収書・請求書の明細一覧表（まとめ表）☆ 

• 運営・会議に要する費用に係った領収書★ 

• 人件費の算出根拠（運営・会議に要する費用）★ 

 （時給単価の根拠・労働時間の記録等） 
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★・☆印が付いているものは事業実施主体に提出する書類 
☆=実施報告書と同時に写しを提出 ★=精算払請求書と同時に写しを提出 



補足資料 

1. 提出書類に不備があった場合の対応について 

 

2. 大まかなH25年度事業の精算業務と異なる点に
ついて 

 

3. 交付決定額の算出について 
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1.提出書類に不備があった場合 
書類の不備のうち以下にあてはまるものは差し戻しを行いますの
で、差し戻しの際に同封する案内をよく読み速やかに再提出をお
願いします。 
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1.省燃油活動実施報告書 

① 様式が異なる場合 

② 実施報告書と活動実績内訳表の活動項目や金額が異なる場合 

③ 省燃油活動プラン申請時になかった活動項目がある場合 

④ 記入漏れの項目がある場合 

⑤ その他計算ミスや助成単価の間違い等、金額に関する不備がある場合 

2.精算払請求書 

① 様式が異なる場合 

② 交付決定額・既受領額・今回請求額・残額の金額が異なる場合 

③ 省燃油活動の助成額と運営会議に要する経費を分けていない場合 

④ 運営会議に要する経費の証憑書類が不足している場合 

⑤ その他計算ミス等、金額に関する不備がある場合 

上記以外の不備があった場合は精算後に修正の案内をさせて頂きます。 



2.平成25年度の精算業務と異なる点 
• 書類の提出期限：平成28年2月15日 『原本必着』 

 提出が間に合わない場合、助成金を支払えません。  

 

• 事業実施主体の代表理事会長 

 旧）照山 光一 ⇒ 新）大森 敏弘 

 

• 省燃油活動実施期間 

 平成27年4月1日～平成28年1月31日 

 （平成27年3月11日～3月31日の活動は精算済み） 

 

• 領収書・請求書の明細一覧表（まとめ表） 

 1/2助成の活動項目がある再生委員会は提出すること。 

 提出が無い場合は精算ができません。 

（様式は定めていませんが、例が漁安協ホームページにあります。） 
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3.交付決定額の算出について 
•燃油実績に基づく金額＝交付決定額候補① 

 

 

 10円グループ・・・｛燃油実績×（1.027）｝×10円 

   7円グループ・・・｛燃油実績×（1.027）×0.968｝×7円 

 

 

 

•省燃油活動プランの国庫補助金＝交付決定額候補② 
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※燃油実績は特別対策加入者の平成26年1～12月の燃油実績です。 
  但し、燃油実績の上限は平成25年度補正事業の燃油実績となっています。 

・昨年度支払われなかった燃油実績の補てん分 
平成25年度補正事業で支払われた助成金が省燃油活動

プラン又は実施報告書に記載されている金額の場合はこ
の係数は加算されません。 

候補①と②のどちらか低い方が交付決定額となります。 

｛｝内の計算後、小数
は切り捨てです。 

計算式 


