助成金制度概要一覧
助成名
近代化基金融資

助成額等
（一般）

利子補給率
0.3％

（ポスト新長期融資） 利子補給率
0.3％
信用保証協会保証料助成

助成額
保証料の 1/2
（上限 30,000 円）

グリーン経営促進助成

助成額
新規 70,000 円

助成概要等

ページ

トラック・荷役機械の購入や物流施設の整備、
近代化に向けた設備投資等に係る融資の利
子を一部助成します。
ポスト新長期制に適合する車両購入費用に係
る融資の利子を一部助成します。
金融機関から融資を受ける際に、信用保証協
会の保証を得るために支払った保証料の一部
を助成します。
グリーン経営の認証取得または更新に要した
費用（新規及び更新）の一部を助成します。

助成名

助成額等

危険予測に効果があると思われる安全装置等
・後･左側方視野確認支援装置 ※詳細は要綱をご確 の普及を図るため、導入費用の一部を助成しま
す。
・ア ル コ ー ル イ ン タ ー ロ ッ ク
認下さい。

安全装置等導入促進助成

ＣＮＧ車燃料助成

トラックの外側に貼付ける、運転者のﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ
（ﾏｸﾞﾈｯﾄ式）の作成費用の一部を補助します。
作製助成 ＠500 円（850 円）
1 枚での注文は着払いとなり、2 枚以上の注文
は作成業者が送料負担します。
北海道ドライビングアカデミーが行う安全教育
安全教育訓練受講料助成
助成額
※詳細は要綱をご確 訓練の受講料を助成します。
磁石式安全運転宣言者氏名板

天然ガス車及びハイブリッド車の購入費用の
※詳細は要綱をご確 一部を助成します。
国交省、全ト協、北ト協 ３者の協調助成です。
認下さい。

天然ガス 1 ㎥当たり 4 円 上限 300,000 円
ドライブレコーダー機器

助成額

導入促進助成 取得額の 1/2

運転適性診断受診料助成

従業員の大型免許・中型免許・準中型・けん

ォークリフト免許取得助成

引・フォークリフト免許の取得に係る費用

型 @100,000 円

準中型 @40,000 円
中

の一部を助成します。

型 @40,000 円

アイドリングストップ助成

助成額

※適齢診断

＠2,700 円（4,700 円）

※ 義務診断

助成額

法定定期健康診断の受診料の一部を助成しま
す。

ドライバー健康診断受診料助成

法定定期健康診断 ＠1,300 円

取得額の 1/2
（上限 40,000 円）
衝突被害軽減ブレーキ装置助成

助成額
取得額の 1/2
（上限 100,000 円）

経営診断受診促進助成

助成額 未定

自家用燃料供給施設整備支援

助成額

事業助成金

新設
＠1,000,000 円

＠1,300 円

睡眠時無呼吸症候群（SAS）の早期発見･早期
スクリーニング検査助成 ＠半額（上限 2,500 円） 治療を目的とした「スクリーニング検査」費用の
一部を助成します。
1 次・2 次検査費用

睡眠時無呼吸症候群（SAS）

助成額

運転経歴証明書交付手数料助成

助成額（通常料金）
＠230 円（630 円）

エアヒーター・車載バッテリー式冷房装置の導
入費用の一部を助成します。
中小企業者が車両総重量 3.5ｔ～8ｔ未満の事
業用貨物自動車へ対象装置を取り付けた場
合、導入費用の一部を助成します。
中小企業診断士等による「総合的な経営診
断」さらに、その結果をベースに経営改善に係
る助言を行う「経営改善相談」の診断費用の一
部を助成します。

チャレンジ・セーフティラリー2019

助成額（通常料金）

参加費用助成

3 人チーム

＠690 円（1,890 円）

5 人チーム

＠1,150 円（3,150 円）

運行管理者一般講習受講料補助

＠300,000 円

詳細は、北ト協ホームページまたはトラックレポートに随時掲載致します。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。 （一社）札幌地区トラック協会 業務部 011-751-4231

助成額（通常料金）
＠2,100 円（3,100 円）

整備管理者選任後研修受講料補助 助成額（通常料金）
＠2,000 円（2,000 円）
中小企業大学校旭川校受講料助成 助成額
受講料の 2/3
血圧計導入促進助成

助成額
取得額の 7/10

軽油専用タンクの設置を伴う自家用燃料供給
施設の新設、増設又は増設を伴う代替の導入
費用の一部を助成します。

増設・増設を伴う代替

自動車事故対策機構等道内の指定機関が実
施する運転適性診断の受診料の一部を助成し
ます。

＠2,700 円（4,700 円）

けん引 @40,000 円
ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ @5,000 円

（助成限度 ： 1 講座につき 1 事業所 4 名まで）

※初任診断

深夜業健診

大型・中型・準中型・けん引・フ 助成額(上限)

（受診料）

一般診断_カウンセリング付 ＠1,300 円（4,700 円）

天然ガス車が充填した燃料費の一部を助成し
ます。
映像や走行データを記録するドライブレコーダ
ー車載器導入費用の一部を助成します。

助成額

一般診断 ＠1,300 円（2,300 円）

（上限 30,000 円）
大

助成額（通常料金）

認下さい。

助成額

助成額

助成額

・携 帯 型 アルコ－ル検 知 器

更新 30,000 円
環境対応車導入促進助成

助成概要等

（上限 70,000 円）

自動車安全運転センターが発行する無事故無
違反証明等の手数料の一部を助成します。
セーフティラリー北海道 2019 への参加費用（１
チーム 3 名または 1 チーム 5 名）の一部を助成
します。
運行管理者一般講習（義務講習）の受講料の
一部を助成します。
整備管理者選任後研修（義務研修）の受講料
の一部を助成します。
中小企業大学校旭川校が実施する講座の受講
料の一部を助成します。
過労死や健康起因事故の原因となる、脳・心臓
疾患の要因となる高血圧の予防に重要な血圧
測定を推進し、導入費用の一部を助成します。

助成額
インターンシップ導入促進支援助成

少子高齢化に対応し、学生によるインターンシ
※詳細は要綱をご確 ップの受入れを実施する会員事業者に助成金
を交付します。
認下さい。

○各助成制度は原則、予算到達次第終了となりますのでご了承下さい。

ページ

