
  

札幌市の自札幌市の自札幌市の自札幌市の自動車動車動車動車等への補助制等への補助制等への補助制等への補助制度度度度    

 

 

 

◎◎◎◎対象対象対象対象車種車種車種車種、、、、充電充電充電充電設備設備設備設備等等等等    

 ・電気自動車            市民、事業者の方 

 ・ハイブリッド自動車 

 ・プラグインハイブリッド自動車 

 ・天然ガス自動車 

 ・アイドリングストップ機能のある自動車 

 ・アイドリングストップ後付装置 

 ・他の一般の方が使える 充電設備 

             天然ガス充填設備 

 

 

 

 

 

 

 

 申請から補助金交付までの流れ  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※注※注※注※注    納納納納品品品品・・・・車車車車やややや契約、料金支払い前に申請契約、料金支払い前に申請契約、料金支払い前に申請契約、料金支払い前に申請が必要ですが必要ですが必要ですが必要です    

            他団体等の補助制度と他団体等の補助制度と他団体等の補助制度と他団体等の補助制度とのののの併用併用併用併用もももも可能です可能です可能です可能です    

事

業

者

の

方

の

み

 

事前準備 

購入を決定 

市に予算残額、詳細確認 

必要書類を準備 

申請 

持参又は郵送 

2/28 まで受付 

交付決定通知の受理 

申請者に郵送されます。

その後の書類や注意事項

も同封します。 

契約、購入・設置、廃車等 

年度内に支払いを含め全

て終了することが条件で

す。 

実績報告 

購入等の後30日を経過する

日又は3/31のいずれか早い

日までに書類を提出。 

補助金請求 

記載事項に誤りがあると

支払できません 

交付額確定通知の受理 

補助金額が確定します 

補助金の振込 

請求後、振り込みまで１

か月程度かかります 

アンケート（市民の方） 

走行距離や充電状況を、

１年後に報告します 
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週

間
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契約や納品、料金の支払い等、購入手続きの２週間前には申請が必要です。 

白・緑ナンバー両方対象です。また、市以外の他団体の補助制度と併用可能です。 

 対象自動車、対象設備 

  電気自動車（EV） 

  ハイブリッド自動車（HV） 

  プラグインハイブリッド自動車（PHV） 

  天然ガス自動車（NGV） 

  充電設備、天然ガス充填設備 

 

 対象者 

    

  事業者（個人事業主を含む） 

  市民（アンケートに答えてもらえる方） 

  条件を満たす方に自動車をリースする事業者 

 

 補助額 

  以下の補助例のとおり。詳細は御問い合わせ下さい。 

補助対象 札幌市の補助額 (千円) 国等が公示する

差額 (千円)  廃車無 廃車有 

NGV 

最大積載量４ｔ以上 300 450 3,029 

最大積載量４ｔ未満 80 120 806 

EV,PHV ※車種によります。一覧表を御参照下さい。 

HV 

最大積載量４ｔ以上 269 403 2,697 

最大積載量４ｔ未満 78 117 780 

乗用車 47 70 472 

設備 

充電設備（一般開放のもの） 

本体購入額の 1/3 

 

天然ガス充填設備（一般開放のもの） 

※全ての対象について、300 千円が上限額となります。 

※廃車は、車両の購入者が行うものに限ります。また、廃車車両は、申請者が所有し、自ら市内にて

１年以上使用している車両であって、H11 年度以前に初度登録された車両で、年度内解体が条件です。 

 受付 

  期   間：平成 26 年２月 28 日まで  ※土日祝を除く。先着順に予算額まで受付  

  申請方法：持参又は郵送。必要書類に不備がある場合は受付できません（返送します）。 

  必要書類：    ・申請書（様式１）～本書と別紙があります。本書に捨印をお願いします。 

・登記簿謄本～写し可。リースは使用者分もももも併せて併せて併せて併せて必要。 

                 個人事業主・市民の方は住民票と運転免許証のコピーが必要。 

・最新の市民税（法人・市民）の納税証明書～市税事務所等で発行。 

                 写し可。リースの場合は使用者分のみ。 

・最新の固定資産税納税証明書（土地家屋分）～設備のみ。市税事務所等で発行 

・見積書～本体価格、値引き額がわかり、販売店の押印があるもの 

・カタログ又は仕様書 

・リース算定根拠明細書～車両リースの場合 

・廃車予定の車検証～追加補助を受ける場合のみ 

・設備設置場所の付近見取り図、設備配置図及び現況写真～設備のみ 

・土地若しくは建物の所有者の設置承諾書又は賃貸借契約書等～ 

設備を提出者以外が所有する土地又は建物に設置する場合 

新品購入  ※車検証の所有者欄が申請者 

車両リースの場合、補助分の値引き 

年度内に納品され支払等が終了 

車検証の使用の本拠地が札幌市 

車両は事業者４年、市民５年の使用 

設備は事業者８年の使用 

条件 

国、公共的団体、出資団体等を除く方 

市内で１年以上同じ事業を行っている事業者 

市税を滞納していない方 

車両や設備を自ら使う方 

対象設備等について本市から他の補助を受けてない方 

条件 

次世代自動車購入等補助制度 

３か月以内に

発行され、発

行者の印があ

るもの。 

 

この他に証明

書類を要する

場合がありま

す。 
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契約や納品、料金の支払い等、購入手続きの２週間前には申請が必要です。 

白・緑ナンバー両方対象です。また、市以外の他団体の補助制度と併用可能です。 

 対象装置・自動車 

  

 後付のアイドリングストップ装置 

 アイドリングストップ機能付き自動車 

 

 

 対象者 

    

  事業者（個人事業主を含む） 

 

   

 

 

 補助額 

  １万円（上限）。廃車の場合は更に１万円を追加。 

※廃車車両は、申請者が所有し、市内にて１年以上使用している H11 年度以前に初度登録された車両

であって、年度内に解体されるものが条件です。 

 

 受付 

  期   間：平成 26 年２月 28 日まで  ※土日祝を除く。先着順に予算額まで受付  

  申請方法：持参又は郵送。必要書類に不備がある場合は受付できません（返送します）。 

  申請時必要書類  ・申請書（様式１）～本書と別紙があります。本書に捨印をお願いします。 

           ・登記簿謄本～写し可。 

             個人事業主の方は住民票と運転免許証のコピーとします。 

           ・最新の法人市民税の納税証明書～市税事務所等で発行。写し可。 

           ・見積書～本体価格、値引き額のわかるもので、販売店の押印があるもの。 

           ・カタログ又は仕様書 

             ・廃車予定の車検証～追加補助を受ける場合のみ 

 

 

 

 

 

○お問い合わせ先： 札幌市環境局環境都市推進部環境計画課 

         Tel 011-211-2877 Fax 011-218-5108 

〒060-8611 札幌市中央区北１条西２丁目札幌市役所本庁舎 12 階 

 

○申請書の入手先（ホームページからダウンロードして下さい） 

http://www.city.sapporo.jp/kankyo/zidousya_kankyo/teikougaisya.html 

 

 

 

アイドリングストップ装置等購入補助制度 

さっぽろ市 

02-G02-12-1794 

24-2-291 

新品購入（リースは対象外） 

年度内に納品・取付され支払等が終了 

取付・購入車両の車検証の使用の本拠地が札幌市 

装置は２年、自動車は４年の使用 
条件 

国、公共的団体、出資団体等を除く方 

市内で１年以上同じ事業を行っている事業者 

市税を滞納していない方（非課税者は対象外） 

車両や設備を自ら使う方 

補助対象について本市から他の補助金を受けてない方 

条件 

３か月以内に発

行され、発行者の

印があるもの。 

 

この他に証明書

類を要する場合

があります。 



  

 

 

 

補助額は、平成 25 年５月時点での国等の公示額より算出したものです。なお、公示額の変

更に伴い補助額が変更する場合がありますのでご注意ください。 

また、値引きの額や他の補助額などにより、補助額が減額される場合があります。 

ハイブリッド自動車、天然ガス自動車は、前の表を参照ください。 

車  名 型  式 機  種 

補助額 

(千円) 

※廃車

の場合 

国等の公示

差額(千円) 

エジソンパワーエコロンＥ DBA-HA24S（改）  184 276 1,848 

ケーエムガレージ wheego   213 319 2,130 

トヨタプリウス PHV DLA-ZVW35 G,L,S 90 135 901 

トヨタｅＱ  ZAA-KPJ10   165 247 1,657 

日産リーフ ZAA-ZE0 

ZAA-AZE0(旧) 

G,S,X 156 234 1,562 

ZAA-AZE0(新) G,S,X 128 192 1,289 

ホンダフィット EV  ZAA-ZA2   188 282 1,881 

マツダデミオ 

DBA-DE3FS（改） 

EV（FF) 

EV100V 給電付（FF) 

190 285 1,900 

ミツオカ雷駆（ライク） 

ZAA-HA3W 

G 193 289 1,930 

M、QC 付 149 223 1,493 

M、QC 無 144 216 1,443 

三菱アウトランダーPHEV 

DLA-GG2W 

E,G(QC 付) 93 139 930 

E,G(QC 無) 86 129 860 

三菱ｉ-MiEV 

 ZAA-HA3W 

G 193 289 1,931 

M、QC 付 149 223 1,493 

M、QC 無 144 216 1,443 

三菱ミニキャブ・ミーブ CD 

ZAB-U67V 

16.0kWh、QC 付 191 286 1,915 

16.0kWh、QC 無 186 279 1,865 

10.5kWh、QC 付 139 208 1,391 

10.5kWh、QC 無 134 201 1,341 

三菱ミニキャブ・ミーブト

ラック VX-SE  

ZAB-U68T  

10.5kWh、QC 付 97 145 971 

10.5kWh、QC 無 92 138 921 

メルセデス・ベンツ スマ

ートフォーツーエレクトリ

ックドライブ  

ZAA-451390  

 

105 157 1,056 

 

 

その他、申請上の注意点等 

 

 ・公共的団体とは、協同組合、商工会、商工会議所等の産業経済団体、老人ホーム、育

児院等の厚生社会事業団体、青年団、婦人会等の文化事業団体等の公共的活動を営む

全ての団体です。なお、この範囲には、設置について法的義務のあるもの、本市事業

を分担するなどして公共的な事業を行っているなど、本市の意思が関与するものや本

市事業に大きく関与するものを含みます。医療法人については、公共的側面をもつ団

体もあるため、別途定款の添付が必要となります。 

 ・見積書には本体価格の記載が必要ですが、記載がない場合は内訳書の添付が必要です。 

 ・他者所有の土地等に燃料供給設備を設置する場合、所有者発行の承諾書が必要です。 

 ・レンタル車両やカーシェアリング車両は対象外です。 

EV・PHV の補助金一覧表 ※平成 25 年５月 30 日時点。随時変更予定 


