記入例
第１号様式③（第５条第１項関係）

別紙(事業Ⅲ

導入前申請)

導入優良ハイブリッド・ＣＮＧ自動車（トラック・バス）
補助対象設備を導入する者（補助金を受ける
者）の氏名又は名称及び住所

氏名又は名称： 山本運送株式会社
住所：
東京都新宿区四谷2-3-*

補助を受ける事業者を記入

使用の本拠の位置

埼玉県川口市本町2-*

使用者（借受人）の氏名又は名称及び住所

氏名又は名称：
住所：

※所有者と使用者が同一の場合は記入不要

リース事業者のみ記入

種別：Ｃ Ｎ Ｇ ト ラ ッ ク
車名：ト ヨ ビ シ ハ ン ジ ョ ウ
型式：Ａ Ｆ Ｇ -Ｘ Ｙ Ｚ 改

導入自動車
（改造による導入にあっては使用過程車）

平成 ３１年

事業着手（予定）日

１月

１５日

(但し 、交 付決 定の 通知 を 受け た日 以降 とす る。 )

事業完了（予定）日
※新 車新 規登 録日（軽 自動 車の 場合 は新 車新 規検 査届
出日 ）又 は経 年車 の廃 車を 伴う 場合 は使 用済 自動 車を
引き 渡し た日 のい ずれ か遅 い日 を記 入

平成 ３１年

・見積書の車両代金合計（税抜き）
・複数台数の場合はその合計
廃車する自動車
初度登録年月日 :平成
登 録 番 号
：
※新 車の みの 導入 は記 入不 要
車両価格差または改造費の
補助対象経費
１／３
（

（

関係地方公共団体等補助額

台

６日

年

月

日

4,057,000 円

円／台）
266,666 円

通常車両価格との差額×１／３

※複 数あ る場 合は 合計 額を 記入

２月

円／台）

地方公共団体等名：全 日 本 ト ラ ッ ク 協 会

トラック協会・自治体等
の助成金の合計

埼玉県トラック協会

267,000 円

数

１台

補助金交付申請額

266,000 円

(千円未満切り捨て)

（注）１．補 助対 象と なる 優良 ハイ ブリ ッド 自動 車、ＣＮ Ｇ自 動車 の使 用の 本拠 の位 置並 びに 車名 及び 型式 ごと
に１ 枚ず つ作 成す るこ と 。ただ し、廃車 を伴 う新 車 導 入の 場合 は、1 台ご とに 1 枚ず つ作 成す るこ と。
２ ．補 助金 に係 る消 費税 及び 地方 消費 税に 係る 仕入 控除 税額 は補 助対 象経 費と しな い。
３ ．導 入自 動車 の種 別は 、優 良ハ イブ リッ ドバ ス、ＣＮ Ｇバ ス、優良 ハイ ブリ ッド トラ ック 、Ｃ ＮＧ トラ
ック 、使 用過 程車 のＣ ＮＧ バス 改造 若し くは 使用 過程 車の ＣＮ Ｇト ラッ ク改 造の 別を 記入 する 。
４ ．次 の資 料を 添付 する こと 。（ 提出 の場 合は ○を 付け るこ と。 ）
優良ハイブリッドトラック・ＣＮＧトラックについて、平成 30 年度中の導入台数が 3 台以下の場
合は、グリーン経営認証制度に基づく認証その他これに準ずる認証等を取得していることを証する

○

書類の写し（既に提出済みの場合は省略可）
５．自動車リース事業者にあっては、リース料に対する補助金の取り扱いについて、以下の中から適当なもの
に○を付すこと。
月額 リー ス料 率を 低減

リース事業者の申請のみ
該当するものに○

・

車 両本 体価 格か ら減 額

・

借受 人に 現金 で還 付

必要に応じて○

