
交通環境対策関係支援施策一覧【平成２７年度】

NO, モード 事業（施策）名 事業概要 支援例 公募（時期、対象等） 問合せ先 HPリンク先 参考（詳細） HPリンク先

1 自動車
地域交通のグリーン化を通じた
電気自動車の加速度的普及促
進

電気自動車を活用した新しい街づくり等を通じ
た地域活力の維持・拡大を図る観点から、他
の地域や事業者による導入を誘発・促進する
ような先駆的取組を支援する。

電気バス、タクシー、トラック及び充電施設の
導入補助

・自然保護のためのマイカー規制
を実施する観光地における電気
バスの導入
・通常期はシャトルバスとして運
航し、災害時等に非常電源として
電気バスを導入
・住宅地等で頻繁に停車する郵便
集配業務で、排出ガスが無く、静
音性が高い電気トラック導入よる
地域住民に配慮した運送を実施

【時期】H27.4.28～5.22
二次公募：H27.8.3～8.28
三次公募：H27.11.13～
　　　　　　　　　　　　　11.30

【対象】
民間事業者等

国土交通省
自動車局
環境政策課

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jido
sha_fr1_000020.html

2 自動車 超小型モビリティの導入促進

超小型モビリティを活用し、地域振興・観光振
興を図る観点や成功事例の創出、国民理解の
醸成を促す観点から、地方公共団体等の主導
によるまちづくり等と一体となった先導導入や
試行導入の取組を支援する。

車両導入費、導入計画策定費及び導入効果
検証費の補助

・他の交通手段（自転車、バス、Ｌ
ＲＴ等）を含む「シームレスでユニ
バーサルな総合モビリティサービ
ス」の導入
・公用車、地域パトロールカー等
への率先導入
・観光カーシェアサービスの導入
・訪問医療サービスその他公的
サービス等への率先導入　　等

【時期】H27.4.28～5.22
二次公募：H27.10.1～12.11

【対象】
地方公共団体、民間事業
者等

【国土交通省】
　自動車局
　環境政策課
【九州運輸局】
　自動車技術安全部
　保安・環境課

http://www.mlit.go.jp/report/pre
ss/jidosha10_hh_000151.html

3 自動車 環境対応車普及促進対策
自動車運送事業者による環境対応車への買
い替え・購入を促進し、環境対策を強力に推進
する。

・CNG（圧縮天然ガス）トラック、バ
スの新車購入又は改造
・ハイブリッドトラック、バスの新車
購入

【時期】H27.9.1～9.30

【対象】
民間事業者等

【国土交通省】
　自動車局
　環境政策課、貨物課
【九州運輸局】
　自動車交通部
　旅客第一課、貨物課

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jido
sha_tk1_000003.html

4 自動車
車体課税の見直し
（自動車取得税・軽自動車税・
自動車重量税等）

１．エコカー減税（自動車重量税・自動車取得
税）
・排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車
に対して、それらの性能に応じて、自動車重量
税と２自動車取得税を免税・軽減
２．中古車特例（自動車取得税）
・排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車
（新車以外）に対して、それらの性能に応じて、
　自動車取得税を軽減
３．グリーン化特例（自動車税・軽自動車税）
・排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車
に対して、それらの性能に応じて、　自動車
税・軽自動車税を軽減するとともに、新車新規
登録等から一定年数を経過した自動車に対し
て自動車税・軽自動車税を重課
４．ＡＳＶ特例（自動車重量税・自動車取得税）
・衝突被害軽減ブレーキを搭載したバス・トラッ
ク等に対して自動車重量税と自動車取得税を
軽減
５．バリアフリー特例（自動車重量税・自動車
取得税）
・ノンステップバス、リフト付きバス、ユニバー
サルデザインタクシーに対して自動車重量税
と自動車取得税を免税・軽減

国土交通省
自動車局
環境政策課

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jido
sha_fr1_000028.html

5
鉄道

自動車
船舶

モーダルシフト等推進事業

貨物自動車による陸上輸送から鉄道輸送又
は船舶を利用した海上輸送へ転換すること等
により、ＣＯ２排出量の削減を目的として実施
する事業

・貨物自動車による陸上輸送から
鉄道又は海上輸送に転換する場
合に係る運行経費

【時期】H27.7.8～8.19

【対象】
荷主企業及び貨物運送事
業者等物流に係る関係者
によって構成された協議会

【国土交通省】
　総合政策局
　物流政策課
【九州運輸局】
　交通政策部
　環境・物流課

http://www.mlit.go.jp/report/pre
ss/tokatsu01_hh_000213.html
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6 全モード
エネルギー使用合理化等事業
者支援補助金

工場・事業場等における既設設備・システムの
置き換え、又は、製造プロセスの改善等の改
修により、省エネルギー化を行う際に必要とな
る費用を補助する。また、電力ピーク対策につ
いても同様に支援対象とするとともに、エネル
ギー管理支援サービス事業者を活用し、エネ
ルギーマネジメントシステムを導入することで
より一層の効率的・効果的な省エネルギーを
実施する事業についても支援する。

・船舶の省エネ事業
・LED照明器具、空調機導入　等

【時期】H27.6.19～7.15

【対象】
民間事業者等

一般社団法人　環境共
創イニシアチブ

https://sii.or.jp/cutback27/public
.html

経済産業省
資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネ
ルギー部
省エネルギー対策課

http://www.enecho.
meti.go.jp/appli/publi
c_offer/1506/150619
a/

7 全モード
次世代物流システム構築事業
費補助金

地域における物流システムの効率化による
CO2排出削減に向けて、地域性や顧客ニーズ
を踏まえた共同輸配送など、荷主と連携して
行う物流効率化を支援し、これにより得られた
成果を他地域での取組に活用することにより、
効果的なCO2排出削減を目指す。

・物流業務の合理化を促進するた
め、電子タグ等の有効なツールを
活用しながら、各地域のニーズに
応じた共同輸配送等を推進する
取組
・物流業務の自動化と拠点集約
に資する物流設備の導入により、
商慣行の改善と併せて、荷主に
おける抜本的な物流効率化を図
る取組
・コンテナの空輸送を削減するた
め、輸入用として使用した海上コ
ンテナを内陸で空にした後に、港
に回送せずに近隣の事業者が輸
出用として使用（ラウンドユース）
する取組

【時期】H27.7.17～8.7

【対象】
民間事業者等

公益社団法人日本ロジ
スティクスシステム協会

http://www.logistics.or.jp/index.h
tml

経済産業省
商務流通保安グループ
物流企画室

http://www.meti.go.jp
/information/publicof
fer/saitaku/s150427
001.html

8 全モード
エネルギー使用合理化特定設
備等導入促進事業費補助金

産業・業務・運輸部門における省エネルギーを
推進するため、省エネルギー設備の導入に必
要な資金の貸付金利を低利とするため、民間
団体等を通じて民間事業者等に対して予算の
範囲内において利子補給金を交付する。

・省エネルギー設備導入資金の
低利での融資

【時期】H27.3.6～3.26
二次公募：H27.5.29～6.18

【対象】
民間事業者等と共同で申
請書を作成し、民間事業
者に対し融資を行う金融機
関

経済産業省
資源エネルギー庁
省エネルギー対策課

http://www.enecho.meti.go.jp/ap
pli/public_offer/1505/150529b/

9 全モード
クリーンエネルギー自動車等導
入促進対策費補助金

現時点では導入初期段階にあり、コストが高
い等の課題を抱えている電気自動車、プラグ
インハイブリッド自動車、クリーンディーゼル自
動車等について、購入費の一部を補助する。
本事業を通じて、車両購入に係る負担軽減に
よる初期需要の創出を図り、量産効果による
価格低減を促進し、世界に先駆けて国内の自
立的な市場を確立する。

電気自動車、プラグインハイブリッ
ド自動車、クリーンディーゼル自
動車、燃料電池自動車の導入

【時期】H27.8.3～8.28
　

【対象】
民間事業者等

経済産業省
製造産業局
自動車課

http://www.meti.go.jp/informatio
n/publicoffer/kobo/k150803004.
html

10 全モード
地域工場・中小企業等の省エ
ネルギー設備導入補助金

地域の工場やオフィス、店舗等において、エネ
ルギー削減効果が確認できる最新モデルの省
エネルギー機器等を導入する際に、「地域工
場・中小企業等省エネルギー設備導入促進事
業費補助金（最新モデル省エネルギー機器等
導入支援事業）交付規程」に基づき、導入機器
等の費用の一部を補助する制度である。

電気使用設備、空気調和設備、
照明設備等の導入

【時期】H27.3.16～4.22
　      （Ｈ２６補正予算）

【対象】
民間事業者等

一般社団法人　環境共
創イニシアチブ

https://sii.or.jp/category_a_26r/s
hinsei/note.html

経済産業省
資源エネルギー庁
省エネルギー対策課

http://www.enecho.
meti.go.jp/appli/publi
c_offer/1503/150317
a/
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国土交通省
自動車局
貨物課

http://www.mlit.go.jp
/report/press/jidosh
a04_hh_000096.html

経済産業省
資源エネルギー庁
省エネルギー対策課

http://www.enecho.
meti.go.jp/appli/publi
c_offer/1506/150604
a/

国土交通省
自動車局
貨物課

http://www.mlit.go.jp
/report/press/jidosh
a04_hh_000096.html

経済産業省
資源エネルギー庁
省エネルギー対策課

http://www.enecho.
meti.go.jp/appli/publi
c_offer/1505/150529
c/

国土交通省
自動車局
貨物課

http://www.mlit.go.jp
/report/press/jidosh
a04_hh_000096.html

経済産業省
資源エネルギー庁
省エネルギー対策課

http://www.enecho.
meti.go.jp/appli/publi
c_offer/1505/150529
c/

国土交通省
自動車局
整備課

http://www.mlit.go.jp
/report/press/jidosh
a09_hh_000108.html

経済産業省
資源エネルギー庁
省エネルギー対策課

http://www.enecho.
meti.go.jp/appli/publi
c_offer/1505/150529
c/

国土交通省
自動車局
旅客課

経済産業省
資源エネルギー庁
省エネルギー対策課

http://www.enecho.
meti.go.jp/appli/publi
c_offer/1505/150529
c/

パシフィックコンサルタ
ンツ株式会社

http://www.pacific-
hojo.jp/ecodrive/index.html

12 自動車

省エネルギー型ロジスティック
ス等推進事業費補助金（革新
的省エネルギー機器の実証事
業）

　　【経済産業省連携事業】

革新的省エネルギー機器の効果を実証するた
め、事業用トラック（いわゆる営業用トラック）に
係る事業者が行う革新的省エネルギー機器の
実証事業に必要な経費を支援し、革新的省エ
ネルギー機器によるトラック輸送の省エネル
ギー化のデータの取得を行うものである。取得
されたデータは、今後の省エネルギー政策等
に活用される。

・太陽光発電アイドリングストップ
機器又は外部給電式冷凍・冷蔵
システム機器の導入

【時期】H27.6.15～6.30
二次公募：H27.8.17～8.31

【対象】
トラック運送業者等

パシフィックコンサルタ
ンツ株式会社

http://www.pacific-
hojo.jp/kakushin/index.html

11 自動車

省エネルギー型ロジスティック
ス等推進事業費補助金（トラッ
クドライバーのエコドライブ促進
による省エネルギー化の実証
事業）

　　【経済産業省連携事業】

エコドライブの効果を実証するため、事業用ト
ラック（いわゆる営業用トラック）及び自家用ト
ラックに係る事業者が専門のコンサルタント会
社からのエコドライブ指導を受けるために必要
な経費などを支援し、トラックドライバーのエコ
ドライブ促進よる省エネルギー化のデータの取
得を行うものである。取得されたデータは、今
後の省エネルギー政策等に活用される。

・運輸事業者等が受けるエコドラ
イブ指導や、エコドライブ管理シス
テム機器の導入

【時期】H27.6.19～6.30

【対象】
民間事業者等

パシフィックコンサルタ
ンツ株式会社

http://www.pacific-
hojo.jp/dpf/index.html

14 自動車

省エネルギー型ロジスティック
ス等推進事業費補助金（スキャ
ンツールを活用した整備の高
度化等推進事業）

　　【経済産業省連携事業】

電子制御による新技術が活用される自動車の
省エネルギー性能の維持に必要なスキャン
ツールの導入経費を補助するものであり、ス
キャンツールの効果を実証することを通じて、
その自立的な普及を図り、省エネルギーの推
進に資す。

・スキャンツールの導入

【時期】H27.7.1～7.31
二次公募：H27.10.1～10.30

【対象】
自動車整備事業者

パシフィックコンサルタ
ンツ株式会社

http://www.pacific-
hojo.jp/scan/index.html

13 自動車

省エネルギー型ロジスティック
ス等推進事業費補助金（新型
のＤＰＦ装置装着車への移行に
よるトラック運送の省エネル
ギー化推進事業）

　　【経済産業省連携事業】

事業用トラックに係る事業者が行う新型ＤＰＦ
装置装着車への移行に必要な経費を支援し、
実燃費改善を図ることにより、トラック輸送の
省エネルギー化の取り組みを促進させるもの
である。

・新型のＤＰＦ装置装着車へ代替

【時期】H27.7.3～7.17
二次公募：H27.8.17～8.31

【対象】
トラック運送事業者等

パシフィックコンサルタ
ンツ株式会社

http://www.pacific-
hojo.jp/taxi/index.html

15 自動車

省エネルギー型ロジスティック
ス等推進事業費補助金（省エ
ネルギー型タクシー産業構造
転換可能性調査事業）

　　【経済産業省連携事業】

複数のタクシー事業者（一般乗用旅客自動車
運送事業者）の協業化による減車と、最適な
配車システムの確立による運行効率化対策と
の相乗効果により、タクシー事業の省エネル
ギー化を目指す事業である。

・配車システムの共通基盤や配車
アプリの構築・改修に要する経費
・減車推進対策と運行効率化対
策の検討に係る経費

【時期】H27.6.8～6.29
二次公募：H27.8.27～9.10

【対象】
一般乗用旅客自動車運送
事業者で構成された事業
者団体

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000096.html
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000096.html
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http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000096.html
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http://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/1505/150529c/
http://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/1505/150529c/
http://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/1505/150529c/
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000096.html
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000096.html
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000096.html
http://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/1505/150529c/
http://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/1505/150529c/
http://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/1505/150529c/
http://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/1505/150529c/
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000108.html
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000108.html
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000108.html
http://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/1505/150529c/
http://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/1505/150529c/
http://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/1505/150529c/
http://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/1505/150529c/
http://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/1505/150529c/
http://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/1505/150529c/
http://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/1505/150529c/
http://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/1505/150529c/
http://www.pacific-hojo.jp/ecodrive/index.html
http://www.pacific-hojo.jp/ecodrive/index.html
http://www.pacific-hojo.jp/kakushin/index.html
http://www.pacific-hojo.jp/kakushin/index.html
http://www.pacific-hojo.jp/dpf/index.html
http://www.pacific-hojo.jp/dpf/index.html
http://www.pacific-hojo.jp/scan/index.html
http://www.pacific-hojo.jp/scan/index.html
http://www.pacific-hojo.jp/taxi/index.html
http://www.pacific-hojo.jp/taxi/index.html


交通環境対策関係支援施策一覧【平成２７年度】

NO, モード 事業（施策）名 事業概要 支援例 公募（時期、対象等） 問合せ先 HPリンク先 参考（詳細） HPリンク先

国土交通省
自動車局
貨物課

環境省
水・大気環境局
自動車環境対策課

http://www.env.go.jp
/press/100850.html

国土交通省
総合政策局
環境政策課

環境省
水・大気環境局
自動車環境対策課

http://www.env.go.jp
/earth/ondanka/biz_l
ocal/26_csslc02/post
_6.html

18
鉄道
バス
船舶

低炭素化に向けた公共交通利
用転換事業

　　　【環境省連携事業】

地域の協議会における省CO2を目標に掲げた
公共交通に関する計画の策定及び当該計画
に基づく取組の経費について支援

・BRT,LRTの導入等
・支線の再編、拡充、乗り継ぎ円
滑化等

【時期】H27.3.16～3.31

【対象】
温対法、地域公共交通活
性化再生法、都市低炭素
法に基づく協議会に属する
民間企業、民間団体、地
方公共団体等

環境省
水・大気環境局
自動車環境対策課

http://www.env.go.jp/press/1004
95.html

国土交通省
総合政策局
公共交通政策部
交通支援課

http://www.mlit.go.jp
/toshi/city_plan/eco
-machi-shien.html

19 倉庫

先進技術を利用した省エネ型
自然冷媒機器普及促進事業

【経済産業省・環境省連携事
業】

業務用冷凍空調機器については、近年の技術
開発により、温室効果が極めて小さい自然冷
媒（水、空気、アンモニア、CO２等）を使用し、
かつエネルギー効率の高い機器（省エネ型自
然冷媒機器）が開発されている。このため、省
エネ型自然冷媒機器の普及促進を行うことに
よって、CO2及びフロン類冷媒の排出を削減す
る。

・冷凍冷蔵倉庫に用いられる中央
方式冷凍冷蔵機器等を導入しよ
うとする民間事業者に対して、当
該機器導入経費の一部を補助

【時期】H27.4.17～5.18
二次募集：H27.6.19～7.21

【対象】
民間事業者等

一般財団法人 日本冷
媒・環境保全機構

http://www.jreco.or.jp/koubo_env
.html

環境省
http://www.env.go.jp
/earth/ozone/hojoki
n.html

20 全モード

エネルギー起源ＣＯ２排出削減
技術評価・検証事業

　　【環境省連携事業】

低炭素価値を併せて創出する社会システム構
築を効果的・効率的に推進するため、下記の
ような事業の効果測定及びＣＯ２削減対策の
有効性を検証する実証事業等を行う。
　・物流の低炭素化促進事業
　・エコレールラインプロジェクト事業

【時期】H27年度は公募な
し

【対象】
民間事業者等

国土交通省
総合政策局
環境政策課

（概要ＰＤＦ）
www.mlit.go.jp/common/0010894
01.pdf

環境省

（概要ＰＤＦ）
https://www.env.go.j
p/guide/budget/h27/
h27-gaiyo/048.pdf

21 船舶

モーダルシフト・輸送効率化に
よる低炭素型静脈物流促進事
業

　　【環境省連携事業】

海上輸送による低炭素型静脈物流システムの
構築に必要な経費及び循環資源等取扱設備
（循環資源専用輸送容器、運搬設備、集積・保
管設備等）の導入経費について補助を行う。

・循環資源専用輸送容器の導入
・海上輸送容器対応型車両の導
入

【時期】H27.8.31～H27.9.28

【対象】
民間事業者等

【国土交通省】
　港湾局
　海洋・環境課
【九州地方整備局】
　港湾空港部
　港湾計画課

http://www.mlit.go.jp/report/pre
ss/port06_hh_000108.html

環境省
廃棄物・リサイクル対策
部産業廃棄物課

http://www.env.go.jp
/press/101404.html

16 自動車

中小トラック運送業者における
低炭素化推進事業

　　　　【環境省連携事業】

投資余力の少ない中小トラック運送業者を対
象に、燃費性能の高い環境対応車両への買
い換えを促進することにより、国内物流におい
て大きな役割を果たしているトラック輸送にお
けるCO2排出削減を図る。

・中小トラック運送業者が保有す
る平成16年度以前に新車新規登
録した事業用トラックの廃車に伴
い先進.
　環境対応型ディーゼルトラックを
導入

【時期】H27.6.15～H28.1.29

【対象】
トラック運送業者
（中小事業者に限る）

一般財団法人　環境優
良車普及機構

http://www.levo.or.jp/fukyu/hojo
kin/h27_index.html

一般社団法人　低炭素
社会創出促進協会

http://lcspa.jp/offering_cat/h27-
1

17 全モード

低炭素価値向上に向けた社会
システム構築支援事業

　　　　【環境省連携事業】

公共性が高い社会システムの整備に当たり、
エネルギー起源二酸化炭素の排出の抑制の
ための技術等を導入する事業に対し支援を行
う。

〈具体的な事業〉
１．物流の低炭素化事業
２．エコレールラインプロジェクト事業
３．災害等非常時にも効果的な港湾地域低炭
素化推進事業　　等

１．物流の低炭素化促進事業
①物流拠点の低炭素化促進事業
②モーダルシフト促進事業
③共同輸配送促進事業
④鉄道を活用した物流の低炭素
化促進事業
２．エコレールラインプロジェクト
事業
３．災害等非常時にも効果的な港
湾地域低炭素化推進事業

【時期】H27.4.14～5.15
二次公募：H27.6.30～7.17

【対象】
民間事業者等

http://www.env.go.jp/press/100850.html
http://www.env.go.jp/press/100850.html
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local/26_csslc02/post_6.html
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http://www.env.go.jp/press/100495.html
http://www.env.go.jp/press/100495.html
http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/eco-machi-shien.html
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http://www.env.go.jp/press/101404.html
http://www.levo.or.jp/fukyu/hojokin/h27_index.html
http://www.levo.or.jp/fukyu/hojokin/h27_index.html
http://lcspa.jp/offering_cat/h27-1
http://lcspa.jp/offering_cat/h27-1

