
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金 

  

３００．０億円 （３００．０億円） 

  

事業の内容 

事業の概要・目的 

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 

○環境・エネルギー制約への対応の観点から、我が国のＣ
Ｏ２排出量の２割を占める運輸部門において、電気自動
車等の次世代自動車を普及することは重要です。 

○また、次世代自動車は、今後の成長が期待される分野で
あり、各国メーカーが次々と参入を予定するなど、国際
競争が激化しています。 

○加えて、電気自動車等の大容量蓄電池を活用したピーク
シフトへの貢献等、エネルギーマネジメントシステムの
一環としての電気自動車等の役割についても期待が高
まっているところです。 

○一方、現時点では導入初期段階にあり、コストが高い等
の課題を抱えています。このため、車両に対する負担軽
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
します。 

国 申請者 

補助 

民間団体等 

補助 

製造産業局 自動車課 
03-3501-16９０ 

○車両 
 ・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（乗用車） 等 
 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

補助対象 
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