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平成17年３月11日（金）、東京都千代田区麹町の弘済会

館にて、標記の評議員会及び理事会が開催され、下記議

題についていずれも原案通り承認されました。

（1）評議員、理事、監事の辞任、選任、再任、又役員の

再任

①評議員会において、理事有冨慶二氏の辞任と、後任

理事として山崎篤氏の選任、また任期満了に伴う、

理事、監事の再任について承認されました。

②理事会において、評議員田中秋夫氏の辞任と、後任

評議員として伊藤忠雄氏の選任、また任期満了に伴

う評議員の再任について承認されました。

③理事会において、任期満了に伴う役員の再任につい

て承認されました。

（2）平成17年度の事業計画及び予算案

（3）長期借入金枠

（4）寄附行為の変更について

なお、事務局より、平成17年度の低公害車リース体系

について、ユーザーニーズに対応し、①２トン車にリー

ス期間５年を可能とする等リース期間の延長、②エコド

ライブシステム機器（デジタルタコグラフ等）をリース

対象に追加、③平成17年度において国土交通省の実施す

るCNG車普及促進モデル事業対象地域に対し、公租公

課をリース対象に加えること等、より弾力的な運用を図

り低公害車普及に積極的に取り組む旨の報告があった。

（財）運輸低公害車普及機構

平成16年度第2回評議員会及び理事会開催

評議員会

理 事 会

日　時：平成17年６月23日

場　所：埼玉スタジアム2002・ボールルーム

講　演：国、自治体、LEVO、地ト協、東京ガス、メーカー

主　催：（財）運輸低公害車普及機構、

さいたま市天然ガス自動車普及促進協議会

さいたま市天然ガス自動車普及促進セミナー
～環境にやさしいCNG車の普及拡大にむけて～

予
　
告



◎低公害車の導入に対する補助制度
国土交通省及び経済産業省では、低公害車の導入促進

を図るため、その支援措置として、次のとおり補助制度

を設けています。

◆平成１7年度国土交通省「低公害車普及促進対
策費補助制度」の概要【事業用トラック関係】

１．補助制度の要件

（1）補助対象事業者（申請者）

一般貨物自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業

者、自動車リース事業者

（2）補助対象車両

車両総重量（GVW）３.５トン超のCNGトラック、ハ

イブリッドトラック、新長期規制適合トラック及び使用

過程車のCNG改造トラック

（3）対象地域

全国

（4）導入台数

当該年度に３台以上

（5）地方公共団体との協調補助

地方公共団体、トラック協会、全国通運連盟等の協調

補助

（6）その他の要件

①低公害車に関する国の他の補助金（経済産業省の補

助金）を受けていないこと。

②割賦販売等により、自動車販売会社等に車両の所有

権が留保されていないこと。

２．補助額

（1）CNGトラック、ハイブリッドトラック

改造費の２分の１

（2）新長期規制適合トラック

価格差の３分の１

（3）使用過程車CNG改造トラック

改造費の３分の１

３．その他

（1）トラック協会の助成制度もあります。

（2）申請書様式等が定められています。

◆平成17年度経済産業省「クリーンエネルギー自
動車等導入促進対策費補助制度」の概要【事業
用トラック関係】

１．補助制度の要件

（1）補助対象事業者（申請者）

一般貨物自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業

者、自動車リース事業者

（2）補助対象車両

事業用のCNGトラック、ハイブリッドトラック、使

用過程車のCNG改造トラック

（3）対象地域

全国

（4）導入台数

制限なし（率先導入計画書提出）

（5）その他の要件

①低公害車に関する国の他の補助金（国土交通省の補

助金）を受けていないこと。

②割賦販売等により、自動車販売会社等に車両の所有

権が留保されていないこと。

２．補助額

（1）CNGトラック

改造費の２分の１以内

（2）ハイブリッドトラック

車両型式ごとに補助額の上限が定められる。

（例）

（3）使用過程車CNG改造トラック

改造費の３分の１
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平成１7年度低公害車普及促進補助制度の概要

最大積載量（減トン前） ベース車との差額 補助額上限 

2トン以上4トン未満 

4トン以上 

2トン以上4トン未満 

4トン以上 

1,140千円 

3,320千円 

1,140千円 

2,900千円 

570千円 

1,660千円 

570千円 

1,450千円 
ハイブリッド 
トラック 

CNG 
トラック 

（注）これらの額によることが適当でない車両については、 
　　　個別に決定されます。 

最大積載量 価格差 補助額 

2トン以上4トン未満 

4トン以上8トン未満 

8トン以上 

 

720千円 

1,200千円 

未定 

240千円 

400千円 

未定 

最大積載量 改造費 補助額上限 

2トン以上4トン未満 

4トン以上 

1,140千円 

3,320千円 

380千円 

1,106千円 

最大積載量（減トン前） 改造費 補助額上限 

2トン以上4トン未満 

4トン以上 

1,140千円 

3,320千円 

570千円 

1,660千円 

通称名 補助額上限 

日野デュトロ 

日野レンジャー 

530千円 

1,400千円 

最大積載量 改造費 補助額上限 

2トン以上4トン未満 

4トン以上 

1,140千円 

3,320千円 

380千円 

1,100千円 



事業用トラック（CNG車及びハイブリッド車）のリースによる導入については、財団法人運輸低公害車普及機構

（LEVO）とリース契約をしていただくこととなります。

低公害車導入に対する補助・助成について、LEVOが補助・助成申請者となり国・地方公共団体及び全日本トラック

協会・都道府県トラック協会あるいは全国通運連盟等から補助・助成を得て行うため、低額なリース料金で導入可能と

なります。

また、例えば国土交通省の制度では補助要件として３台以上（CNG車普及促進計画に基づくCNG車の導入事業を除く。）

の導入が必要となりますが、リースの場合は１台でも導入が可能となります（LEVOが申請者となるため、LEVOとし

ては３台以上が必要）。

更に、17年度はリース利用者の利便性の向上を図り、一部車両の「リース期間の延長」及び「注文架装の取り扱いの

拡大」について改正を行いました。

1. リース扱いの主な改正点
（1）リース期間の延長

最大積載量（基本車）によって次のとおりとなります。

①２トン以下…………………３年、４年又は５年の選択制（従来は３年又は４年）

②２トン超～４トン未満……４年又は５年の選択制（従来どおり）

③４トン以上…………………５年又は６年の選択制（従来は５年）

（2）注文架装の取り扱いの拡大

注文架装として、運行管理システム、エコドライブ等に資する機器装置（装置例：デジタルタコグラフ、エコドライ

ブ・ナビゲーションシステム等）を追加しました。

2. 主な車種別リース料金の事例
（例）

なお、ご不明な点や詳細については、ご遠慮なく財団法人運輸低公害車普及機構（LEVO）にお問い合わせください。
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平成17年度LEVOのリース取扱いについて

（注1）上記リース料金は一事例であり、実際のリース料金は選択された自動車メーカー、車種、架装等に 
 よって異なり、個別の対応となります。 
（注2）リース料金には、国・地方公共団体、全日本トラック協会・都道府県トラック協会などの補助金・ 
 助成金を含んでおりますが、これらの補助金・助成金額が異なる場合があります。この場合は、リ 
 ース料金が変わってきます。 

CNG車 

 
車種 
 

リース期間 

リース料金（消費税込） 

2トンロングバン 3トン広幅 
ロングバン 

4トンキャブ付 
シャシー 

3年 

78,015

4年 

60,900

5年 

50,610

4年 

64,995

5年 

54,075

5年 

77,280

6年 

66,780

ハイブリッド車 

 
車種 
 

リース期間 

リース料金（消費税込） 

2トン広幅ロングバン 3トン広幅ロングバン 

3年 

98,175

4年 

76,440

5年 

63,420

4年 

78,960

5年 

65,520



東京ガスでは、平成17年度も、新規に導入される

CNG車に車両登録から１年間CNG車のPRステッカーを

貼付して利用する方に広告費を支払う、CNG車広告制

度を展開中。

平成16年度はトラック、バス、塵芥車を対象に５万

円／台であったが、平成17年度は大型車を10万円／台に

増額。また、対象車種を小型バンや軽自動車にも３万

円／台で拡大している。東京ガスの都市ガス供給エリア

のスタンドを利用する等の条件があり、申込制をとって

いる（先着1000台限定、１社20台まで）。

また、平成17年度より始まる国土交通省のCNG車普

及促進モデル事業の実施地域（横浜市、川崎市、さいた

ま市を予定）に登録する車両については、広告費を増額

した別制度を用意しています。

《お問合せ・お申込先》

東京ガス株式会社 天然ガス自動車部 普及推進グループ

〒163-1059 東京都新宿区西新宿３－７－１

新宿パークタワーＮ棟27階

TEL：03（5322）8725、8726 FAX：03（5322）8729
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平成17年２月25日（金）に名古屋の「名古屋市中小企業

振興会館」にて、（社）日本ガス協会及び東邦ガス（株）主

催によるエリア内における天然ガス自動車（NGV）2000

台達成を記念した式典が開催されました（1000台達成記

念式典は平成13年９月28日）。

式典には、中部経済産業局、中部運輸局、愛知県、名

古屋市をはじめ各関係団体、天然ガス自動車の普及に貢

献された企業など多数の方々が出席され盛大に行われま

した。

なお、式典では、天然ガス自動車の普及に貢献された

企業に対し関係団体から感謝状の贈呈が行われました。

（財）運輸低公害車普及機構からは運送事業者25社に対

し、杉浦会長名による感謝状が谷川理事長より贈呈され

ました。

贈呈された運輸事業者25社は次の各社です。

（株）イトー急行　　　　　　西武運輸（株）

（株）エスラインギフ　　　　大宝運輸（株）

カネ幸（株） （有）大輪輸送

（株）マルセイカンパニー　　中京ロジスティックス（株）

（株）ハマキョウレックス　　中京陸運（株）

（株）コムネット　　　　　　中部運輸（株）

（株）ライアス　　　　　　　日本通運（株）

旭運輸（株） 日本郵便逓送（株）

近鉄物流（株） 名古屋北部市場運輸（株）

佐川急便（株） 名鉄運輸（株）

（株）松原商会　　　　　　　三重交通（株）

新潟運輸（株） 中越運送（株）

西濃運輸（株）

東邦ガス（株）エリア「天然ガス自動車2000台達成記念式典」
でLEVOから感謝状贈呈

感謝状の贈呈

〔他者からの情報提供欄〕東京ガス株式会社より情報提供がありましたのでお知らせします

天然ガス自動車に広告費を提供（東京ガス）



「CNG車導入のきっかけは、前期まで務めていた府

中・調布・狛江トラック事業協同組合の理事長という立

場でした」

低公害車の説明会や勉強会などを企画・実行する中

で、理事長である自分がCNG車を所持していないこと

に矛盾を感じたのだそう。

「独自の勉強会の他に、運輸低公害車普及機構からも

講師をお招きして、必要性や重要性について何度もお話

いただきました。そういった中で、自社の取り組みを振

り返り、まずは１台入れてみようと考えたのです」

◆普及率を加速させるために
同社のある調布市には、CNGスタンドがまだ無いこ

とが、CNG車導入のネックになっているのだと荒牧社

長は語る。

「14年11月、府中には一ヶ所できました。先ほど申し

上げたように、勉強会をして普及をしようといえども、

インフラ整備が整っていないことが、各社に導入を思い

とどまらせている一因となっているというのが現実で

す。CNGスタンドを地場に作るよう行政に働きかける

ことはもちろんですが、無いならば自分達で作ろうと考

えました」

協同組合独自で資金を投入し、天然ガスのパイプライ

ンが通っている普通のスタンドを買い上げようと奔走し

た。さまざまな制限があり、計画は難航していたが、調

布市内に絶好の候補地が見つかった。

「直接取引きのない燃料会社だったのですが、コンタ

クトを重ね、やっと交渉のテーブルにつくことができま

した」

候補地のガソリンスタンドが、調布市所有の土地に隣

接しているなど幸運が続き、話は順調に進んだ。もちろ

ん運だけではない。荒牧社長の綿密なフォローがあった

からこそなのだ。

「交渉がうまく進むように、候補地のガソリンスタン

ドだけではなく、行政の担当者や東京ガスにも納得して

もらえるような資料を作りました。例えば、この地域で

のCNG車普及の推移です。隣接している周辺市の動向

が分かれば、説得できると思ったのです」

周辺地区のトラック業者でCNG車を導入しているの

は、同社も含め６社、65台。CNGスタンドは、100台で

採算が取れるといわれている中、データを交えた説得力

のある交渉が実を結び、早ければ来年の春には完成の予

定なのだとか。今後、この地域のCNG車導入率がます

ます加速することが期待される。

◆更に理想は高く
「他にも夢はまだまだあります。広い土地が必要なの

ですが、CNGスタンドに、洗車場、仮眠所、コンビニ

などが完備されている複合施設の建設です」

この壮大な夢も、実は現実に動き出している。

「今の法律では、低公害車でなければ、７年後に買い

換えなければならないのですが、それが経費を増大させ

ます。この業界自身が厳しい状況下に置かれており、少

しでも原価を抑えなければ生き残れません。つまり

CNG車を導入することが、経費的にもメリットになる

と勉強会でも話しています」

自社だけではなく、業界全体を考え、CNGスタンド

を今後も増やしていく計画に尽力している。荒牧社長の

言葉は、同業者だけに説得力がある。
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★ユーザー訪問 INTERVIEW  ★

荒牧 昇 代表取締役に聞く

1964年の創業以来、引越しセンターの草分けとして活躍してい

る荒牧運輸株式会社。現在は引越し業と青果物物流の2本柱だ。

平成16年の3月にCNG車を1台導入し、現在は計3台、年内に数

台導入予定。有言実行のアイデアマンとの噂も高い荒牧社長に

お話を伺った。

業界全体の利益のために東奔西走



◆想定外のメリットがあった
実際にCNG車を導入し、どんな印象をお持ちなのだ

ろう。

「先ほど申し上げたように、インフラの整備が行き届

いていないことで、業務上不便を感じています。何より

長距離に出られませんからね。弊社は関東地域天然ガス

スタンド地図を持ち歩かせていますよ」

その問題についてもアイデアをお持ちだ。

「全国共通カードのようなものができれば良いのでは

ないでしょうか。このカードを持っていると、その系列

のCNGスタンドでも燃料補給ができるというような。

全国どこに行っても大丈夫という安心感は、ドライバー

にとっても会社にとっても大切なことです」

ではメリットはあったのだろうか。

「メリットはたくさんありますよ。まず補助金がいた

だけることです。CNG車自体はある程度高いのですが、

120～130万円ほどの補助がありますので、大変助かりま

す。そして現在は石油が高騰していますから、１キロ走

行あたりの燃料費の差が無くなっていますね。７年経っ

たら買い換えるディーゼル車より、CNG車なら大事に

すれば長く使えることもプラスですね。

また弊社では、主に青果物の物流にCNG車を使って

いるのですが、荷主さんが喜んでくれています。東京都

の市場に出入りしているので車体も目立ちますよ」

今後は市場の中にもCNGスタンドを設置してほしい

という嘆願にも熱心だ。都の施設にスタンドがあれば、

もっとCNG車が普及するのではないかと推考している

のだそう。

実際に運転しているドライバーの意見も伺ってみた。

「音が静かでびっくりしたと言っています。エンジン

がかかっているかどうか分からないくらいだと。環境に

優しいいことが実感できたことも良いですね。噂で聞い

ていた、パワー不足などは全く感じていません」

◆アイデアマンの挑戦は続く
「CNG車普及のためにこれからもアイデアを出し続

けたいですね」

抜群の行動力とさまざまな人脈がパワーの源なのだろ

う。インターネットにもくわしく、引越しのサイトを立

ち上げたほどだ。プログラムやデザインも全て自分で手

がけた。

「次々にプランが頭に浮かんでくるのです。努力では

なく好きだからやっていること。おこがましいのですが、

人のため、世のためになればと日々がんばっていますよ」
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ユーザー訪問
｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
INTERVIEW
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低公害車・燃料供給施設（平成17年3月31日現在） 

 
■メタノール供給スタンド 

越谷流通団地営業所 ●埼玉県越谷市相模町1-337-1 

新木場トラックステーション ●東京都江東区新砂町1-10-25 

横浜給油所 ●神奈川県横浜市緑区長津田町4375 

えびな本郷ステーション ●神奈川県海老名市本郷4037 

安城給油所 ●愛知県安城市東栄町横根畑59-96 

名神高速多賀SA（上り） ●滋賀県犬上郡多賀町敏満寺字背戸山70-2 

名神高速多賀SA（下り） ●滋賀県犬上郡多賀町敏満寺字西谷66-36 

 
■CNG供給スタンド 

北海道 

ひばりヶ丘エコ・ステーション ●北海道札幌市厚別区厚別中央1条2丁目 

大谷地充填所 ●北海道札幌市厚別区大谷地東1丁目 

北5条充填所 ●北海道札幌市東区北5条東5丁目 

二十四軒エコ・ステーション ●北海道札幌市西区二十四軒2条7-4 

雁来エコ・ステーション ●北海道札幌市東区本町二条11-1 

永山エコ・ステーション ●北海道旭川市永山町10-54 

石狩エコ・ステーション ●北海道石狩市新港西1丁目765-1 

東　北 

新港工場天然ガス充填所 ●宮城県仙台市宮城野区港4-13-1 

幸町天然ガススタンド ●宮城県仙台市宮城野区幸町5-13-1 

卸町エコ・ステーション ●宮城県仙台市若林区卸町4-2 

UEKIエコ・ステーション ●宮城県仙台市宮城野区福田町南1-8 

若松ガス駅前エコ・ステーション ●福島県会津若松市扇町112-1 

関　東 

GNクリーンエネルギーステーション前橋 ●群馬県前橋市大渡町2-1-35 

高崎エコ・ステーション ●群馬県高崎市飯塚町十二481 

伊勢崎エコ・ステ1 ●群馬県伊勢崎市日乃出町108 

太田エコ・ステーション ●群馬県太田市西新町44-5 

桐生ガスエコ・ステーション ●群馬県桐生市仲町3-6-32 

協同バス熊谷天然ガススタンド ●埼玉県熊谷市大字佐谷田字飯塚1393-1 

宇都宮エコ・ステーション泉が丘通り店 ●栃木県宇都宮市戸越1-7-8 

学園万博通りエコ・ステーション ●茨城県つくば市上横場字中台272-8 

牛久エコ・ステーション ●茨城県牛久市牛久町3300 

浦和エコ・ステーション ●埼玉県さいたま市桜区中島2-22-14 

指扇駅前エコ・ステーション ●埼玉県さいたま市西区西遊馬1243 

東浦和エコ・ステーション ●埼玉県さいたま市緑区東浦和7-5-4 

川口エコ・ステーション ●埼玉県川口市朝日3-22-17 

川口あずま橋エコ・ステーション ●埼玉県川口市朝日5-4-1 

日産ディーゼル上尾天然ガススタンド ●埼玉県上尾市大字1-1 

深谷エコ・ステーション ●埼玉県深谷市大字折之口字稜威ヶ原2022-1 

ミツウロコ熊谷エコ・ステーション ●埼玉県熊谷市大字代1 

三芳エコ・ステーション ●埼玉県入間郡三芳町大字藤久保字西1081-1 

新座エコ・ステーション ●埼玉県新座市栗原3-11-23 

越谷エコ・ステーション ●埼玉県越谷市瓦曽根1-20-46 

八潮レインボーエコ・ステーション ●埼玉県八潮市八潮8-9-8

エコ・ステーション川越 ●埼玉県川越市南台1-5-2 

春日部エコ・ステーション ●埼玉県春日部市緑町4-7-34 

所沢エコ・ステーション ●埼玉県所沢市東新井町1186-1 

エコ・ステーション坂戸 ●埼玉県坂戸市千代田5-5-4 

草加エコ・ステーション ●埼玉県草加市吉町2-1-60 

岩槻エコ・ステーション ●埼玉県岩槻市本町4-3-3 

狭山エコ・ステーション ●埼玉県狭山市広瀬台2-1-3 

千葉幸町エコ・ステーション ●千葉県千葉市美浜区幸町1-21-2 

千葉貝塚エコ・ステーション ●千葉県千葉市若葉区桜木町490-3 

ミツウロコ千葉北エコ・ステーション ●千葉県千葉市稲毛区長沼町335-9 

市川エコ・ステーション ●千葉県市川市市川南2-7-6 

市川二俣エコ・ステーション ●千葉県市川市二俣717-44 

東習志野エコ・ステーション ●千葉県習志野市東習志野6-18 

袖ヶ浦エコ・ステーション ●千葉県袖ヶ浦市長浦580-264 

成田空港エコ・ステーション ●千葉県成田市三里塚御料牧場1-2 

柏第一エコ・ステーション ●千葉県柏市十余二249 

松戸エコ・ステーション ●千葉県松戸市紙敷中内653 

浦安エコ・ステーション ●千葉県浦安市千鳥12-5 

木更津エコ・ステーション ●千葉県木更津市畑沢1-2-26 

茂原エコ・ステーション（12Ａ） ●千葉県茂原市茂原661 

市原市役所前エコ・ステーション（12A） ●千葉県市原市惣社2-1-12 

千住天然ガススタンド ●東京都荒川区南千住3-28-1 

墨田エコ・ステーション ●東京都墨田区東墨田3-4-41 

板橋エコ・ステーション ●東京都板橋区新河岸2-1-18 

板橋Ｔ・Ｔエコ・ステーション ●東京都板橋区高島平6-1-1 

滝野川天然ガススタンド ●東京都北区滝野川5-42 

品川エコ・ステーション ●東京都品川区東品川1-39-19 

品川八潮エコ・ステーション ●東京都品川区八潮1-4-1 

エコ・ステーション平和島 ●東京都大田区平和島5-2-1 

京浜島エコ・ステーション ●東京都大田区京浜島3-7-1 

京浜トラックターミナルエコ・ステーション ●東京都大田区平和島2-1-1 

世田谷天然ガススタンド ●東京都世田谷区粕谷1-7-8 

練馬エコ・ステーション ●東京都練馬区谷原1-1-34 

葛飾エコ・ステーション ●東京都葛飾区白鳥4-1-16 

南麻布エコ・ステーション ●東京都港区南麻布1-8-20 

永代橋エコ・サービスステーション ●東京都中央区新川1-29-14 

枝川エコ・ステーション ●東京都江東区枝川3-8-12 

南砂エコ・ステーション ●東京都江東区南砂1-23-15 

江戸川エコ・ステーション ●東京都江戸川区谷河内2-10-13 

葛西トラックターミナルエコ・ステーション ●東京都江戸川区臨海町4-3-1 

足立エコ・ステーション ●東京都足立区堀ノ内1-14-17 

足立トラックターミナルエコ・ステーション ●東京都足立区入谷6-1-1 

三愛石油東京竹の塚エコ・ステーション ●東京都足立区西保木間3-9-1 

都庁天然ガススタンド ●東京都新宿区西新宿2-5（高架道路下） 

京王エコ・ステーション永福町 ●東京都杉並区永福2-60-19 

国立いずみエコ・ステーション ●東京都国立市泉2-1-15 

保谷エコ・ステーション ●東京都西東京市柳沢2-19-20
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豊橋花田エコ・ステーション ●愛知県豊橋市花田町荒木41-1 

東名高速道路上郷SA（上り線）エコ・ステーション ●愛知県豊田市永覚町上長根6-256 

東名高速道路上郷SA（下り線）エコ・ステーション ●愛知県豊田市西田町外林3 

メグリア元町エコ・ステーション ●愛知県豊田市深田町1-103 

岡崎エコ・ステーション ●愛知県岡崎市錦町4-17 

名犬小牧エコ・ステーション ●愛知県小牧市多気中町430-1 

刈谷エコ・ステーション ●愛知県刈谷市中手町3-712 

瀬戸エコ・ステーション ●愛知県瀬戸市南山口町86 

新舞子エコ・ステーション ●愛知県知多市新舞子字大口204-2 

セントレアエコ・ステーション ●愛知県常滑市セントレア1-1 

日進エコ・ステーション ●愛知県日進市梅森町西田面101-1 

西尾エコ・ステーション ●愛知県西尾市法光寺町流6-12 

グッドハンド稲沢エコ・ステーション ●愛知県稲沢市福島町字大福寺85-1 

一宮エコ・ステーション ●愛知県一宮市大字浅野字正木山1 

エコ・ステーション春日井 ●愛知県春日井市鳥居松町4-147 

エコ・ステーション岐阜 ●岐阜県岐阜市加納坂井町2 

エコ・ステーション羽島 ●岐阜県羽島郡笠松町田代若宮1105 

鈴鹿中央通りエコ・ステーション ●三重県鈴鹿市算所2-2-11 

四日市東インターエコ・ステーション ●三重県四日市市大字羽津字糖塚山4379-1 

甲信越・北陸 

赤道エコ・ステーション ●新潟県新潟市鴎島町6 

小新エコ・ステーション（12A） ●新潟県新潟市小新大通2-5-8 

木田エコ・ステーション ●新潟県上越市新光町2-2-15 

上越北エコ・ステーション ●新潟県上越市松村新田3-5 

東蔵王エコ・ステーション（12A） ●新潟県長岡市東蔵王2-7-89 

新発田ガスエコ・ステーション ●新潟県新発田市豊町1-4-23 

新潟白根エコ・ステーション ●新潟県白根市大字七軒字前211-1 

柏崎松美エコ・ステーション ●新潟県柏崎市松美2-5-5 

聖籠エコ・ステーション ●新潟県北蒲原郡聖籠町東港3-6068-24 

富士急ハイランドエコ・ステーション ●山梨県南都留郡河口湖町船津6663 

甲府エコ・ステーション ●山梨県甲府市飯田3-2-34 

山梨県甲府天然ガススタンド ●山梨県甲府市飯田3-2-34 

サンリン長野エコ・ステーション（12A） ●長野県長野市鶴賀緑町1024-3 

松本ガスエコ・ステーション ●長野県松本市渚2-7-9 

エコ・ステーション長田 ●石川県金沢市駅西本町1-1-1 

エコ・ステーション鳴和 ●石川県金沢市神宮寺3-1-13 

エコ・ステーション増泉 ●石川県金沢市増泉3-17-25 

エコ・ステーション小松 ●石川県小松市園町へ30 

福万エコ・ステーション ●福井県福井市二の宮4-17-11 

敦賀エコ・ステーション ●福井県敦賀市津内町1-14-2 

近　畿 

大津エコ・ステーション ●滋賀県大津市富士見台5-9 

草津エコ・ステーション ●滋賀県草津市木川町319 

五条御前エコ・ステーション ●京都府京都市下京区西七条赤社町25 

上鳥羽エコ・ステーション ●京都府京都市南区上鳥羽北花名町14 

ヤサカ・171久世エコ・ステーション ●京都府京都市南区久世中久世町3-76-1 

US国道伏見エコ・ステーション ●京都府京都市伏見区下鳥羽澱女町38

昭島ガスエコ・ステーション昭和記念公園西 ●東京都昭島市福島町1000 

東大和エコ・ステーション ●東京都東大和市仲原3-19-1 

日野自動車エコ・ステーション ●東京都日野市日野台3-1-1 

町田エコ・ステーション ●東京都町田市木曽町489 

R246横浜インターエコ・ステーション ●東京都町田市鶴間1772-1 

青梅ガスエコ・ステーション ●東京都青梅市末広町2-10 

多摩エコ・ステーション ●東京都多摩市貝取1450 

ミツウロコ府中エコ・ステーション ●東京都府中市晴見町2-33-7 

八王子エコ・ステーション ●東京都八王子市左入町684 

鶴見天然ガススタンド ●神奈川県横浜市鶴見区末広町1-7-7 

環状2号線新横浜エコ・ステーション ●神奈川県横浜市鶴見区駒岡2-5-25 

平沼天然ガススタンド ●神奈川県横浜市西区西平沼5-55 

根岸天然ガススタンド ●神奈川県横浜市磯子区新磯子町34 

金沢エコ・ステーション ●神奈川県横浜市金沢区幸浦2-6-6 

都筑エコ・ステーション ●神奈川県横浜市都筑区東方町1698 

新相模原エコ・ステーション ●神奈川県相模原市大山町4-12 

久里浜エコ・ステーション ●神奈川県横須賀市内川新田1088 

平成町エコ・ステーション ●神奈川県横須賀市平成町2-10-2 

厚木エコ・ステーション ●神奈川県厚木市下津古久598 

厚木ガスエコ・ステーション ●神奈川県厚木市旭町4-15-33 

川崎元木エコ・ステーション ●神奈川県川崎市川崎区元木2-3-21 

川崎塩浜エコ・ステーション ●神奈川県川崎市川崎区塩浜2-2-1 

藤沢エコ・ステーション ●神奈川県藤沢市片瀬92 

湘南台いすゞ エコ・ステーション ●神奈川県藤沢市土棚8 

ミツウロコ平塚エコ・ステーション ●神奈川県平塚市田村1-5-6 

東名高速道路海老名SA（上り線）天然ガスエコ・ステーション ●神奈川県海老名市大谷字向原4887 

小田原エコ・ステーション ●神奈川県小田原市南鴨宮2-39-14 

秦野エコ・ステーション ●神奈川県秦野市曽屋字六反地965-1 

寒川・田畑エコ・ステーション ●神奈川県高座郡寒川町田畑878-1 

中　部 

浜松上西エコ・ステーション ●静岡県浜松市上西町68-6 

エコ・ステーション静岡 ●静岡県静岡市池田50-5 

静岡流通センターエコ・ステーション ●静岡県静岡市加藤島12-7 

エコ・ステーション富士 ●静岡県富士市伝法宇中村3201-1 

エコ・ステーション清水 ●静岡県清水市永楽町14-40 

エコ・ステーション沼津 ●静岡県沼津市西椎路167-1 

桜田エコ・ステーション ●愛知県名古屋市熱田区桜田町19-18 

エコ・ステーション八田 ●愛知県名古屋市中川区万町2412 

ミツウロコ中川運河エコ・ステーション ●愛知県名古屋市中川区広川町5-1 

港明エコ・ステーション ●愛知県名古屋市港区港明2-3 

名西エコ・ステーション ●愛知県名古屋市西区中小田井2-427 

丸の内エコ・ステーション ●愛知県名古屋市中区丸の内2-1-5 

エコ・ステーションベニックス ●愛知県名古屋市名東区姫若町24 

エコ・ステーション徳川 ●愛知県名古屋市東区出来町1-11-4 

エコ・ステーション北頭 ●愛知県名古屋市南区弥次ヱ町1-19-15 

R1鳴海エコ・ステーション ●愛知県名古屋市緑区鳴海町字境松20-1 

安城エコ・ステーション ●愛知県安城市東栄町横根畑59-96
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低公害車・燃料供給施設（平成17年3月31日現在） 

尼崎東エコ・ステーション ●兵庫県尼崎市次屋3-3-15 

Good尼崎南エコ・ステーション ●兵庫県尼崎市大高洲町3 

姫路・城の東エコ・ステーション ●兵庫県姫路市城東町清水8 

姫路東インターエコ・ステーション ●兵庫県姫路市東山字神田255-1 

西宮マリーナパークシティエコ・ステーション ●兵庫県西宮市西宮浜3-6-2 

西明石エコ・ステーション ●兵庫県明石市小久保1-6-3 

奈良平成エコ・ステーション ●奈良県奈良市左京6-2-1 

大和郡山下三橋エコ・ステーション ●奈良県大和郡山市下三橋167-1 

和歌山エコ・ステーション ●和歌山県和歌山市小野町3-46-1 

わかやま黒潮エコ・ステーション ●和歌山県和歌山市黒田261-2 

中国・四国 

築港エコ・ステーション ●岡山県岡山市築港栄町7-27 

商工センターエコ・ステーション ●広島県広島市西区商工センター7-4-1 

西白島エコ・ステーション ●広島県広島市中区西白島町22-15 

福島町エコ・ステーション ●広島県広島市西区福島町2-34-1 

海田エコ・ステーション ●広島県安芸郡海田町栄町6-3 

広エコ・ステーション ●広島県呉市広多賀谷2-8-4 

呉中央エコ・ステーション ●広島県呉市築地町2-8 

鳥取エコ・ステーション ●鳥取県鳥取市幸町143-4 

五反田エコ・ステーション ●鳥取県鳥取市五反田町1 

松江南エコ・ステーション ●島根県松江市古志原3-17-8 

高松朝日町エコ・ステーション ●香川県高松市朝日町2-2-2 

今治エコ・ステーション ●愛媛県今治市共栄町5-2-1 

九　州 

東浜充填所 ●福岡県福岡市東区東浜2-9-118 

東浜エコ・ステーション ●福岡県福岡市東区東浜1-130-1 

山王エコ・ステーション ●福岡県福岡市博多区東光寺町1-27-1 

西福岡エコ・ステーション ●福岡県福岡市西区拾六町1-24-34 

天神エコ・ステーション ●福岡県福岡市中央区那の津2-46 

愛宕充填所 ●福岡県北九州市小倉北区愛宕1-5-1 

東港エコ・ステーション ●福岡県北九州市小倉北区東港105-2 

幸神エコ・ステーション ●福岡県北九州市八幡西区幸神1-11-2 

ストーク松島エコ・ステーション ●福岡県福岡市東区松島6-3-1 

大宰府インターエコ・ステーション ●福岡県大野城市御笠川5-12-7 

久留米市合川エコ・ステーション ●福岡県久留米市合川町1488-8 

筑紫野エコ・ステーション ●福岡県筑紫野市永岡34-6 

ストーク長崎エコ・ステーション ●長崎県長崎市尾上町17-1 

大村エコ・ステーション ●長崎県大村市水主町1-747-52 

唐津エコ・ステーション ●佐賀県唐津市神田2329 

ストーク大分エコ・ステーション ●大分県大分市大字三佐1034-1 

本荘エコ・ステーション ●熊本県熊本市本荘5-14-18 

新栄エコ・ステーション ●鹿児島県鹿児島市新栄町2411-31 

谷山エコ・ステーション ●鹿児島県鹿児島市南栄3-25

京都東エコ・ステーション ●京都府京都市山科区西野山階町30-6 

南堀江エコ・ステーション ●大阪府大阪市西区南堀江4-24-2 

長柄エコ・ステーション ●大阪府大阪市北区長柄東2-11-16 

アロッズ梅田エコ・ステーション ●大阪府大阪市北区中津5-7-12 

大阪府森ノ宮天然ガススタンド ●大阪府大阪市城東区森ノ宮1-6-102 

大阪ベイエリアトラックエコ・ステーション ●大阪府大阪市此花区島屋2-11 

巽エコ・ステーション ●大阪府大阪市生野区巽東2-8-36 

船町エコ・ステーション ●大阪府大阪市大正区船町1-1-66 

南津守天然ガススタンド ●大阪府大阪市西成区南津守5-5-48 

大阪府トラック協会南港エコ・ステーション ●大阪府大阪市住之江区南港東4-10-131 

住之江エコ・ステーション ●大阪府大阪市住之江区泉2-2-6 

アロッズ東淀川エコ・ステーション ●大阪府大阪市東淀川区豊新2-14-3 

西淀川エコ・ステーション ●大阪府大阪市西淀川区大野2-2-21 

弁天町エコ・ステーション ●大阪府大阪市港区弁天2-12-2 

今福鶴見エコ・ステーション ●大阪府大阪市鶴見区鶴見4-3-28 

芦原橋エコ・ステーション ●大阪府大阪市浪速区塩草3-12-3 

新北大阪エコ・ステーション ●大阪府茨木市宮島2-4-8 

北大阪トラックターミナルエコ・ステーション ●大阪府茨木市宮島2-5-1 

茨木エコ・ステーション ●大阪府茨木市三咲町5-17 

ニュー門真エコ・ステーション ●大阪府守口市東郷通2-4-8 

高槻天然ガススタンド ●大阪府高槻市西冠3-38 

宇佐美豊中エコ・ステーション ●大阪府豊中市箕輪2-3-1 

枚方CNGエコ・ステーション ●大阪府枚方市出屋敷西町350-1 

池田・ダイハツ本社前エコ・ステーション ●大阪府池田市豊島北1-126-1 

泉南天然ガススタンド ●大阪府泉佐野市上瓦屋849-1 

堺南出島エコ・ステーション ●大阪府堺市出島海岸通4-4-24 

泉北エコ・ステーション ●大阪府堺市若松台3-2-3 

東大阪エコ・ステーション ●大阪府東大阪市今米2-9-49 

御厨エコ・ステーション ●大阪府東大阪市西提本通東1-4-14 

中環長田エコ・ステーション ●大阪府東大阪市七軒家1-19 

中環東大阪エコ・ステーション ●大阪府東大阪市稲田三島町89 

八尾エコ・ステーション ●大阪府八尾市服部川1-65 

外環藤井寺エコ・ステーション ●大阪府藤井寺市大井1-1-10 

美原インターエコ・ステーション ●大阪府南河内郡美原町黒山369-2 

KAJIエコ・ステーション ●大阪府南河内郡美原町菩提6 

岸和田エコ・ステーション ●大阪府岸和田市加守町3-12-13 

泉大津天然ガススタンド ●大阪府泉大津市新港町1-32 

神戸京橋エコ・ステーション ●兵庫県神戸市中央区新港町12-2 

長田北エコ・ステーション ●兵庫県神戸市長田区北町1-6 

石屋川エコ・ステーション ●兵庫県神戸市東灘区御影塚町4-3-20 

敏馬エコ・ステーション ●兵庫県神戸市灘区岩屋南町4-50 

布施畑エコ・ステーション ●兵庫県神戸市須磨区弥栄台4-7 

尼崎エコ・ステーション ●兵庫県尼崎市元浜町1-95

※以上の燃料供給施設の電話番号、営業時間、地図等については、（財）エコ・ステーション推進協会の 
　ホームページ（http://www.eco-station.or.jp）で閲覧できます。 
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単位：台低公害車の地域別普及台数（平成17年3月末現在稼動台数）
地　　区 メタノール CNG ハイブリット 計 

北　海　道 

青　森　県 

岩　手　県 

秋　田　県 

宮　城　県 

山　形　県 

福　島　県 

新　潟　県 

茨　城　県 

栃　木　県 

群　馬　県 

長　野　県 

埼　玉　県 

千　葉　県 

東　京　都 

神奈川県 

山　梨　県 

静　岡　県 

富　山　県 

石　川　県 

福　井　県 

岐　阜　県 

愛　知　県 

三　重　県 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

5 

9 

37 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0

78 

0 

0 

 0 

74 

0 

0 

26 

19 

2 

31 

1 

563 

342 

3,949 

551 

11 

82 

 0 

27 

1 

22 

558 

14

28 

3 

8 

9 

22 

6 

10 

24 

16 

15 

12 

31 

102 

60 

224 

88 

14 

49 

15 

11 

9 

22 

132 

16

106 

3 

8 

9 

96 

6 

10 

50 

37 

17 

43 

32 

670 

411 

4,210 

640 

25 

131 

15 

38 

10 

44 

691 

30

地　　区 メタノール CNG ハイブリット 計 

滋　賀　県 

奈　良　県 

京　都　府 

大　阪　府 

和歌山県 

兵　庫　県 

鳥　取　県 

島　根　県 

岡　山　県 

広　島　県 

山　口　県 

徳　島　県 

香　川　県 

愛　媛　県 

高　知　県 

福　岡　県 

佐　賀　県 

長　崎　県 

熊　本　県 

大　分　県 

宮　崎　県 

鹿児島県 

沖　縄　県 

合　　計 

0 

0 

0 

2 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

60

16 

9 

216 

1,777 

12 

406 

15 

4 

13 

190 

0 

0 

20 

2 

0 

103 

1 

0 

21 

4 

2 

13 

0 

9,175

4 

0 

9 

97 

1 

42 

4 

5 

15 

22 

11 

11 

11 

20 

11 

27 

2 

4 

9 

3 

1 

7 

0 

1,242

20 

9 

225 

1,876 

13 

451 

19 

9 

28 

212 

11 

11 

31 

22 

11 

130 

3 

4 

30 

7 

3 

20 

0 

10,477

現在建設中でオープンが予定されているCNGスタンド
地　区 
 

関　東 

 

中　部 

 

近　畿 

スタンド名称（仮称） 所　在　地 開設（予定月） 

三郷インターエコ・ステーション 

鴻巣エコ・ステーション 

小牧インター北エコ・ステーション 

東浦エコ・ステーション 

大水下京エコ・ステーション 

寝屋川エコ・ステーション 

埼玉県三郷市彦倉２－62 

埼玉県鴻巣市大字上生出家770 

愛知県小牧市大字横内字西横内33－６ 

愛知県知多郡東浦町大字生路字生片山52－３ 

京都府京都市下京区朱雀分木町42 

大阪府寝屋川市大成町12－２ 

2005年５月 

2005年４月 

2005年４月 

2005年５月 

2005年６月 

2005年６月 



国土交通省の主催による「次世代低公害車・燃

料電池自動車国際シンポジウム」が、平成17年３

月24日（木）、東京ドームシティプリズムホールに

て開催されました。

シンポジウムでは、次世代低公害車や燃料電池

自動車に関する技術開発の現状や今後への課題に

関して国内外の専門家による講演がなされるとと

もに、国土交通省が推進し、（独）交通安全環境研究

所を中核的研究機関とした「次世代低公害車開発

促進プロジェクト」および「燃料電池自動車実用化

促進プロジェクト」の成果報告がなされました。

また、同じ会場内に、「次世代低公害車開発促進

プロジェクト」のもとで開発が進められたジメチル

エーテル（DME）トラック、圧縮天然ガス（CNG）

トラック、シリーズハイブリッドバス、パラレルハ

イブリッドトラック、スーパークリーンディーゼ

ルエンジンや実証試験に供された燃料電池バス及

び６台の燃料電池乗用車が出品され、次世代の低

公害車に係る技術の展示説明が行なわれました。

開会にあたっては、国土交通省自動車交通局久

米正一技術安全部長が、「自動車の環境対策の必要

性はますます重要となり、日本の技術開発への期

待は大きい。本シ

ンポジウムを通じ

て、多くの皆様に

次世代低公害車ま

た燃料電池自動車

に、より一層の関

心を持っていただ

くと共に、その実用化・普及に向けてそれぞれの

立場で積極的に取り組んでいただきたい。」と述べ

られました。

シンポジウム第

１部の基調講演で

は、福井工業大学

池上詢教授が、

「次世代低公害車

の発展と展望」と

題し、今後の低排

出ガスディーゼルエンジンシステムの方向性につ

いて述べられました。今後は、次世代低公害車開

発促進プロジェクトを契機に大型車両の開発実用

化が進み、2020年までに普及に至ることを期待し

ていると締めくくられました。
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調査研究より

国土交通省主催
「次世代低公害車・燃料電池自動車国際シンポジウム」開催報告



シンポジウム第

２部の基調講演で

は、慶応義塾大学

石谷久教授が「燃

料電池自動車の現

状と技術基準につ

いて」講演され、

燃料電池自動車の国内開発動向や燃料電池自動車

の普及に対応するため「燃料電池自動車実用化促

進プロジェクト」において進められてきた、安全

上・環境保全上の基準整備の現状と今後の課題に

ついて述べられました。

一方、海外からの最新情報提供として、米国サ

ウスウェスト研究所のダニエル・スチュワート氏

が米国における排出ガス低減のための先進的ディ

ーゼル技術開発状況について、国連欧州経済委員

会のクリストフ・アルバス氏が同委員会における

水素・燃料電池自動車の基準調和活動について、

それぞれ報告されました。

最後に、会場から講演者および発表者に対し非

常に多くの質問が寄せられ、主要な質問に対して

解説や回答がなされました。

会場には、一般参加者313名、関係者36名の併せ

て349名が参加聴講し、大変盛況なシンポジウムと

なりました。
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◆ 連 載 ⑩ ◆

◆バイオ燃料の普及政策調査－欧州各国
ECの代替燃料に関するアクションプランでは、

2020年までに道路輸送部門における化石燃料消費量

の20％を代替燃料にすることを目標としている。今

後20年間に輸送用燃料として重要な役割を果たすと

考えられる代替燃料には、バイオ燃料（短期的）、

天然ガス（中期的）、燃料電池（長期的）の３つが

ある。欧州では増え続ける軽油・ガソリン使用に替

え、バイオ燃料の割合を2005年までに２％、2010年

までに5.75％に増やすことを目標としている。また

EC加盟国は、2005年のバイオ燃料販売について各

国目標を報告し、以後毎年、道路輸送部門における

バイオ燃料消費量を報告する義務を負う。

オーストリア：2005年にはバイオ燃料の割合を少な

くとも2.5％とし、2007年に4.3％、2008年に5.75％に

増やす。また、バイオディーゼル２～５％混合ガソ

リンも含め、有機物由来の燃料は鉱物油税が免除さ

れる。

チェコ：予備段階である2004年の目標は2.2％、

2006年に7.95％、2010年には9.7％としており、2006

年の目標値はEC目標値を上回る。ガソリンと混合

するバイオエタノール生産に対する補助等も計画さ

れている。

フィンランド：バイオ燃料の輸送用としての最低使

用割合の目標は2005年に0.1％とされたが、現在は

実質的ゼロで、主に暖房や発電に使用される傾向に

ある。輸送用燃料としての天然ガス、LPGおよびバ

イオガスは免税対象である。2010年までのバイオ燃

料使用目標達成のためには、木材や廃棄物を原料と

したバイオ燃料で十分と思われる。

ドイツ：バイオ燃料の使用割合を２％以上とするこ

とを目標とする。ドイツでは菜種油メチルエステル

（RME）と軽油の混合燃料や純正のバイオディーゼ

ルも早くから使用されており、2003年の実績シェア

は1.4％である。輸入バイオエタノールから生産す

るエチル・ターシャリー・ブチル・エーテル

（ETBE）も、少量ではあるがガソリンとの混合で

使用されている。

ラトビア：2005年の目標は２％とする。９千トンを

バイオエタノール、１万１千トンをバイオディーゼ

ルとする。2005年にはバイオ燃料処理工場建設のた

めに、70万ユーロの財政支援が計画されている。

リトアニア：2004～2010年のバイオ燃料の生産・使

用促進プログラムでは、2005年末までに２％以上、

2010年末までに5.75％の普及を目標としている。具

体的には、生物由来のエネルギーに対する免税等が

ある。

ポルトガル：2005年第１期の目標は、輸送用燃料の

約１％（バイオディーゼル５万トンおよびバイオエ

タノール１万５千トン）とする。バイオ燃料利用促

進のため、税率低減、バイオ燃料使用の義務化、生

産者と販売業者による自主協定、という三つの政策

が検討されている。

スペイン：目標基準値は２％で、バイオ燃料につい

て特別減税が行われている。2003年の輸送部門にお

けるバイオ燃料全体の平均シェアは1.09％であっ

た。

スウェーデン：2004年に基準目標値である２％を達

成し、2005年にはさらにシェアが伸びると見込まれ

る。パイロットプロジェクトに対してはCO2税の全

般免除等も行われる。国内で広範に普及しているバ

イオ燃料は、バイオエタノール、RME、バイオガ

スである。

英国：2005年の仮目標は0.3％以上。バイオディー

ゼルは2002年から１リットル当たり20ペンス減税さ

れ、バイオエタノールにも同様の減税が2005年１月

から適用されている。この措置は少なくとも３年間

継続する。これにより、廃棄植物油由来バイオディ

ーゼルの月間販売量が約200万リットル増加した。

バイオエタノールの販売は、現在は行われていない。

その他、資金補助等の普及促進策も検討されている。

また、運輸部門への再生可能輸送用燃料の使用義務

付けを検討中である。

●2005年までのバイオ燃料最低使用量目標

http://www.vtt.fi/virtual/amf/pdf/amfinewsletter2005_january.pdf

＊＊世界の代替燃料情報＊＊
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◆アイドリングストップとはなにか
アイドリングストップとは、車両停止時にエンジンの

作動を停止することを言います。自動車はアイドリング

時にも燃料を消費しており、停車時にエンジンを切るこ

とで燃料を節約できるのです。アイドリングストップを

行うことで燃料消費量を削減できるため、自動車から排

出される二酸化炭素量が削減され、地球温暖化を防ぐこ

とにも寄与できます。

◆アイドリングストップの効果
例として乗用車で１日に18分間のアイドリングストッ

プを行うと約250cc、年間約91リットルのガソリンが節

約でき、2005年４月の平均的なガソリン価格を１リッタ

ーあたり120円とすると、年間１万円以上も燃料代を節

約することになり、まさに一石二鳥の効果があります。

一般に、エンジン始動時は燃料消費量が瞬間的に増え

ますが、この消費量とアイドリングストップ時に削減で

きる消費量が等しくなる時間はおよそ５秒です。したが

って、５秒以上自動車が停止すると見込まれるときには、

アイドリングストップを行うと効果があります。

◆アイドリングストップに関する現行の主な支援制度
アイドリングストップの普及促進のために、購入者の

負担を軽減することを目的とした様々な支援制度があり

ます。

【蓄熱マット等導入助成事業】

○主体：（社）全日本トラック協会及び各地方トラック協会

○概要：アイドリングストップ励行支援のため、蓄熱マ

ット等導入を行うトラック協会会員に対して、

取得金額の一部を助成する。

【アイドリングストップ自動車導入促進事業】

○主体：経済産業省／（財）省エネルギーセンター

○概要：運輸部門の省エネ対策の一環として、個人、タ

クシー事業者、トラック事業者、地方自治体等

によるアイドリングストップ自動車の導入に対

し補助金を交付する。

本制度は平成16年度から乗用車だけでなく一部の中

型・大型トラック

（４車種）にも補助

対象が拡大され、対

象車両は乗用車の６

車種と併せ合計９車

種となりました。ま

た今後も積極的に対

象車種の追加が行わ

れる予定です。

第2回　アイドリングストップ

連載「エコドライブ －燃費向上のための10箇条－」では、燃料消費量を削減するための様々な手法について紹介します。

第2回となる今回は、エコドライブ10箇条のトップバッターとしてアイドリングストップをとりあげます。

出典：環境省HP http://www.env.go.jp/air/osen/gekkan/ta_03-2.html

90グラム 

58～87グラム 

94～120グラム 

160～220グラム 

アイドリング 
10分間あたり 
燃料消費量 

アイドリング 
10分間あたり 
CO2排出量 
（炭素換算） 

ガソリン乗用車 

小型（2t）トラック 

中型（4t）トラック 

大型（10t）トラック 

0.14リットル 

0.08～0.12リットル 

0.13～0.17リットル 

0.22～0.30リットル 

http://www.jta.or.jp/kankyo/mat/chikunetsu.html

助成金額 

交付対象 

詳細情報 

（社）全日本トラック協会及び各地方トラック協
会の協調補助 
　①（社）全日本トラック協会助成額：取得価格

の1/4 
　②地方トラック協会助成額：別途地方トラック
協会で定める（一部助成事業を実施しない協
会あり） 

蓄熱マット等：トラック運転者が、休憩や荷待ち
等におけるエンジン停止時に、相当時間連続して
使用可能な車載用冷暖房用機器で、次に掲げるも
の。 
　①電気式の毛布、マット又はベッド 
　②エア又は温水式ヒータ 
　③蓄冷式クーラー 
    （協会により一部助成対象としない製品あり） 

補助金額 

交付対象 

対象車両 

詳細情報 

・購入するアイドリングストップ自動車とそのベ
ース車両の価格差との1/2以内 
・ただし補助対象車両別に上限額設定あり 

・補助対象車両を購入し所有しようとする個人、
法人（登記済）、自治体 

・エンジンの作動の停止及び始動を簡便に行う機
能を有した装置を搭載した自動車で、（財）省
エネルギーセンターの指定を受けた車両 

http://www.eccj.or.jp/idstop/support/04/ 



カメラ’ズ アイ
今回は最もおなじみの「標準・広角レンズ」（焦点距離50mm前後～35mm位まで）による作品をごらんください。
このレンズは、人の目と同程度、又はそれ以上に広い範囲を取り込みますので、
1. 画面4隅に、「意図せざる」対象物がはいっていないか、確認しましょう。
2. 自分が表現したい「主役」は、バランスよく配置されていますか？（画面の中央に配置すると「わかりやすい」で
すが「日の丸構図」といわれ単調かもしれません）

3. 自分の表現したい「主役」に、見る人の目線が向かいますか？（ピントの位置や、画面の明るい部分がポイントです）
等が撮影する時の注意点といわれています。（ただ、「感動」してしまうと「注意点」どころでは無くなってしまいま
す。冷静に、冷静に！です）
では、カメラ片手に「自分らしい」作品作りに気軽にチャレンジしてください。

日光　湯ノ湖　早朝、一瞬の雲の切れ目が静かな湖面に映り込みました。

日光　湯滝　青空の雲の流れと、滝の流れが、呼応しています。

吉野梅林　太陽の光が、前日の雪を溶かし、梅林を活気づけています。

撮影データ
使用カメラ：EOS3
レ　ン　ズ：EF24～85mmF3.5～4.5 USM
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