グリーン経営認証料金 助成制度実施一覧（その１）
■ 自治体
№

2022/4/28現在
自治体名

ホームページ

金額

対象

1 東京都葛飾区

費用の半額

新規･更新とも

限度額80,000円

http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000062/1023018/1023061.html

2 東京都墨田区

費用の半額

新規のみ

限度額50,000円

https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/kankyou_hozen/kankyouninsyou.html

3 東京都中央区

費用の半額

新規のみ

上限150,000円予算無くなり次第終了

https://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/seisaku/taisaku/kankyokeieininsho.html

要問合せ

限度額100,000円、先着順受付予算総額50万
円

http://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file10_01_00004.html

4 東京都新宿区

5 神奈川県横浜市

費用の半額
他の地方公共団体又は関係団
体等から認証費用の補助を受
けた場合は、認証費用から当
該補助金額を差し引いた額と
７万５千円のいずれか低い額

6 長野県塩尻市

費用の半額

7 佐賀県佐賀市

費用の半額

備考

横浜港内の港運協会 ・倉庫協会 ・大黒ふ頭

新規･更新とも（新規取得者優先） 連絡協議会 ・本牧埠頭会 ・（一社）神奈川 https://www.green-m.jp/greenmanagement/data/yokohama-joseikin.pdf
県トラック協会海上コンテナ部会加入者

個人又は法人は、市内に事業所を有する者。
中小企業団体にあっては、団体を構成する者
の2分の1以上が市内に事業所を有する者

新規のみ
※市内に事業所を有する者。他団体からの
補助金がある場合はその額を控除

予算限度額500,000円
補助率2分の１

https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/12/3602.html

上限110,000円
補助率2分の１
年間予定件数３件（先着順にて受付）

https://www.city.saga.lg.jp/mobile.php/79365.html

■ 都道府県トラック協会（全４７協会中３７協会が実施）
№

協会名

ホームページ

金額

対象

備考

1 （公社）北海道トラック協会

￥100,000（新規）
￥50,000（更新）

新規･更新とも
（会費未納がないこと）

1事業者につき1事業所

2 （公社）青森県トラック協会

1事業所￥50,000

新規･更新とも

3 （公社）岩手県トラック協会

1事業所￥50,000

新規のみ

4 （公社）宮城県トラック協会

￥100,000（新規）
￥50,000（更新）

新規･更新とも

5 （公社）福島県トラック協会

￥100,000（新規）
￥50,000（更新）

新規･更新とも

6 （一社）茨城県トラック協会

1事業所￥50，000

新規･更新とも

7 （一社）栃木県トラック協会

￥80,000（新規）
￥40,000（更新）

新規･更新とも

8 （一社）群馬県トラック協会

¥30,000

新規･更新とも

9 （一社）埼玉県トラック協会

￥50,000（新規）
￥30,000（更新）

新規･更新とも

10 （一社）千葉県トラック協会

¥50,000

新規･更新とも

前年度に助成を受けていない事業者を助成 対 https://www.cta.or.jp/aidinfo/
象とする。一事業者一申請

11 （一社）東京都トラック協会

￥30,000（新規）
￥30,000（更新）

新規･更新とも

グリーン・エコプロジェクト
参加事業者対象。
都内事業所に限る

12 （一社）神奈川県トラック協会

￥75,000（新規）
￥50,000（更新）

新規･更新とも

http://www.hta.or.jp/about/support/management03/
http://www.aotokyo.or.jp/?page_id=8164

新規認証取得に当たり1回限り
http://www.iwatokyo.or.jp/?page_id=391
※1事業者につき、県内3営業所まで
１事業者につき新規登録又は更新の１回
https://www.miyatokyo.or.jp/wp/wp-content/themes/blankslate/news/josei/
限り
年度内で一事業者につき取得・更新のど http://fukutora.lat37n.com/furtherance/
ちらか１回限り
※１会員事業者につき、年度１回の交付
申請
１会員につき、１事業年度に１回
1会員、同一年度1回

https://www.ibatokyo.or.jp/
http://www.truppy.com/news/jyosei.html
http://www.gta.or.jp/member/grant.html
http://www.saitokyo.or.jp/

http://www.tta-gep.jp/incentive/
http://www.kta.or.jp/

グリーン経営認証料金 助成制度実施一覧（その２）
№

協会名

ホームページ

金額

対象

13 （一社）山梨県トラック協会

費用の半額

新規のみ

限度額100,000円

http://www.yta-net.or.jp/?act=josei

14 （公社）新潟県トラック協会

¥100,000

新規のみ

同一年度内１会員1事業所１回のみ

http://www.nta.or.jp/member.html

15 （公社）長野県トラック協会

費用の半額

新規･更新とも

限度額80,000円 消費税等除く

http://www.naganota.or.jp/

16 (一社）福井県トラック協会
17 （一社）岐阜県トラック協会
18 （一社）静岡県トラック協会
19 （一社）愛知県トラック協会

￥50,000（新規）
￥20,000（更新）
1事業所￥30,000（新規）
1事業所￥20,000（更新）
￥50,000（新規）
￥20,000（更新）
1事業所￥100,000(新規）
1事業所￥50,000（更新）

備考

新規･更新とも

http://www.fta.jp/

新規･更新とも

https://www.gitokyo.or.jp/

新規･更新とも

事前申請のみ

http://www.szta.or.jp/

新規･更新とも

消費税等除く

http://www.aitokyo.jp/

限度額30,000円

http://www.santokyo.or.jp/

20 （一社）三重県トラック協会

費用の1/3

新規･更新とも

21 （一社）滋賀県トラック協会

1事業所\30,000

新規･更新とも

https://www.shiga-ta.or.jp/subsidy/

22 （一社）大阪府トラック協会

1事業所￥50,000（新規）
1事業所￥25,000（更新）

新規･更新とも

https://www.truck.or.jp/publics/index/29/

23 （一社）兵庫県トラック協会

1事業所￥50,000

新規･更新とも

年度内1度

http://www.hyotokyo.or.jp/member-public/jyosei_top.html

24 （公社）奈良県トラック協会

\30,000円（新規・更新）

新規･更新とも

限度額30,000円

http://narata.or.jp/kaiin_jyosei.htm#07

新規･更新とも

年度内一回限り

http://www.watokyo.org/

25 （公社）和歌山県トラック協会
26 （一社）鳥取県トラック協会
27 （一社）岡山県トラック協会
28 （公社）広島県トラック協会
29 （一社）徳島県トラック協会
30 （一社）香川県トラック協会
31 （一社）高知県トラック協会
32 （公社）福岡県トラック協会
33 （公社）長崎県トラック協会
34 （公社）熊本県トラック協会
35 （公社）大分県トラック協会
36 （一社）宮崎県トラック協会
37 （公社）鹿児島県トラック協会

￥40,000（新規）
￥20,000（更新）
￥60,000(新規）
￥30,000（更新）
費用の半額
￥70,000（新規）
￥50,000（更新）
￥100,000（新規）
￥50,000（更新）
￥100,000（新規）
￥50,000（更新）
￥50,000（新規）
￥25,000（更新）
1事業所\20,000
￥70,000（新規）
￥50,000（更新）
￥100,000（新規）
￥50,000（更新）
￥100,000（新規）
￥50,000（更新）

https://www.torakyo-tottori.or.jp/member/josei.html

新規･更新とも
新規･更新とも

取得時 限度額70,000円
更新時 限度額35,000円

http://www.okayama-ta.or.jp/

新規･更新とも

http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/member/pdf/2021_6-2.pdf

新規･更新とも

http://tokushima-truck.jp/index.html

新規･更新とも

http://www.kagawa-truck.jp/

新規･更新とも

https://www.kochi-truck.jp/member/jyosei/
https://hearty.or.jp/publics/index/38/

新規のみ

http://www.nata.or.jp/service.html

新規･更新とも
新規･更新とも

新規取得複数時は２カ所目
以降は50,000円

https://kuma-ta.com/member/about_josei

新規･更新とも

https://www.ota.or.jp/subsidy-program/

¥50,000

新規･更新とも

http://www.mta.or.jp/

￥30,000(新規）
￥20,000（更新）

新規･更新とも

1事業所1回のみ

http://www.kta.jp/kta/member/member_subsidy/

グリーン経営認証料金 助成制度実施一覧（その３）
■ 倉庫
№

協会名

1 （一社）日本冷蔵倉庫協会

金額

対象

¥62,000

新規

¥35,000

更新

¥30,000

その他

備考
企業内で最初の会員
事業所の取得
上記助成を受けた会員
事業所の初回の更新
企業内複数の全冷蔵
倉庫事業所取得完了

ホームページ

http://www.jarw.or.jp/

（公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団調べ）

