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2018年 10月 19日 

申請者各位 

一般社団法人次世代自動車振興センター 

充電インフラ部 

 

平成 30年度「電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業費補助金」 

公募兼交付申請 採択結果のお知らせ 

 

平成 30年度「電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業費補助金」

9月末日の採択結果をお知らせいたします。設置場所の都道府県名と名称のみ掲載いたしま

す。 

 

●高速道路 SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業（経路充電） 

北海道 道の駅北オホーツクはまとんべつ 徳島県 道の駅 みまの里 

北海道 道の駅しかべ間歇泉公園 大分県 道の駅 せせらぎ郷かみつえ 

宮城県 道の駅かくだ 鹿児島県 道の駅たるみずはまびら 

群馬県 道の駅川場田園プラザ 山梨県 身延町町営身延山駐車場 

長野県 道の駅ほっとぱーく浅科 三重県 波瀬駅 

静岡県 道の駅 朝霧高原 奈良県 上野地駐車場（谷瀬の吊り橋） 

静岡県 道の駅くるら戸田 大分県 九重夢大吊橋 

愛知県 道の駅「（仮称）とよはし」 宮崎県 美郷町役場 本庁 

三重県 道の駅 あやま 宮崎県 中央広場 

 

●商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業（目的地充電） 

岩手県 イオンモール盛岡 
長野県 

大北農業協同組合 ええっこの里農産物直売

所・ファミリーマートＪＡ大北ええっこの里店 岩手県 岩手三菱自動車販売株式会社花巻店 

岩手県 岩手三菱自動車販売株式会社久慈長内店 静岡県 イオンモール浜松志都呂 

岩手県 株式会社西根日産 静岡県 株式会社ホンダカーズ静岡 清水吉川店 

茨城県 イオンモールつくば 愛知県 イオンモール木曽川 

茨城県 イオンモール水戸内原 愛知県 イオンモール名古屋茶屋 

茨城県 ジャガー・ランドローバー水戸 愛知県 イオンモール常滑 

茨城県 取手国際ゴルフ倶楽部第２駐車場 愛知県 イオンモール岡崎 

栃木県 アピタ足利店 愛知県 株式会社ホンダカーズ蒲郡 緑店 

栃木県 栃木日産自動車販売株式会社おもちゃのまち店 三重県 イオンモール津南 

栃木県 栃木日産自動車販売株式会社 足利福居店 三重県 イオンモール鈴鹿 

栃木県 栃木日産自動車販売株式会社 宇都宮御幸ヶ原店 三重県 イオンモール東員 
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群馬県 イオンモール太田 三重県 コメダ珈琲店 尾鷲店 

埼玉県 イオンモール羽生 滋賀県 イオンモール草津 

埼玉県 イオンレイクタウンｋａｚｅ 京都府 キコーナ京都向日店 

埼玉県 イオンモール春日部 大阪府 イオンモール四條畷 

埼玉県 ジャガー・ランドローバー浦和 大阪府 イオンモール堺北花田 

埼玉県 マルイファミリー志木地下駐車場 大阪府 いこらも～る泉佐野 

千葉県 イオンモール千葉ニュータウン 大阪府 キコーナ吹田店 

千葉県 イオンモール成田 大阪府 日産大阪販売株式会社鳳店 

千葉県 アピタ市原店 大阪府 大阪城公園駅前駐車場 

千葉県 アピタ木更津店 大阪府 大阪城公園森ノ宮普通車駐車場 

千葉県 アピタ君津店 大阪府 ジャガー・ランドローバーなにわ 

千葉県 キコーナ松戸店 兵庫県 コアキタマチショッピングセンター 

東京都 イオンモール日の出 奈良県 イオンモール橿原 

東京都 イオンモールむさし村山 奈良県 奈良日産自動車株式会社 奈良店 

東京都 
墨田三菱自動車販売株式会社 

とうきょうスカイツリー駅前店 
島根県 

西日本三菱自動車販売株式会社  

山陰事業部 出雲店 

東京都 （仮称）ＷＨＷＳ計画 広島県 ジ・アウトレット広島 

神奈川県 イオンモール大和 広島県 広島日産自動車株式会社 呉店 

神奈川県 ミオカ駐車場 福岡県 イオンモール福岡 

新潟県 アピタ新潟亀田店 福岡県 イオンモール筑紫野 

新潟県 アピタ新潟西店 福岡県 イオンモール直方 

新潟県 アピタ長岡店 大分県 イオンモール三光 

新潟県 日産プリンス新潟販売株式会社 柏崎店 沖縄県 宮古島市サンマリンターミナル 

富山県 イオンモール高岡 沖縄県 株式会社琉球銀行本部支店 

石川県 イオンモール新小松 愛知県 豊田ビラージ 

石川県 ジャガーランドローバー金沢 鳥取県 三井別館 

山梨県 イオンモール甲府昭和 鳥取県 芙蓉別館 

岐阜県 関市役所庁舎 鳥取県 旅館三井 

 

●マンション及び事務所･工場等への充電設備設置事業（基礎充電） 

東京都 ジェントリーハウス品川大井 東京都 東京都八王子児童相談所 

東京都 クレストフォルム上野の杜内の駐車場 東京都 東京都多摩児童相談所 

東京都 
クレストフォルム東京アヴァンセ自走式 

立体駐車場 

東京都 東久留米市役所庁舎 

東京都 武蔵野市役所 

東京都 コーシャハイム向原ガーデンコート 東京都 奥多摩町福祉会館地下駐車場 

東京都 コーシャハイム太子堂 東京都 東京都立川合同庁舎 
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東京都 コーシャハイム杉並和田 神奈川県 秦野市役所本庁舎西口駐車場 

東京都 コーシャハイム千歳烏山 岐阜県 パジェロ製造株式会社 ⑬五軒屋敷駐車場 

東京都 コーシャハイム中野弥生町 愛知県 株式会社山田ドビー 本社 生産管理棟駐車場 

東京都 大川端駐車場 京都府 株式会社大久 京都営業所 

東京都 アンソレイユ１階駐車場 大阪府 クリーンケミカル株式会社 本社 

神奈川県 クリオ南葉山壱番館駐車場 大阪府 クリーンケミカル株式会社 茨木ラボセンター 

秋田県 ニューロング秋田株式会社内駐車場 大阪府 株式会社 大久 南大阪営業所 

千葉県 グループホーム光 香川県 高松市環境業務センター 

東京都 多摩市役所 高知県 株式会社川崎電気 

東京都 東京都多摩立川保健所 福岡県 ユニプレス九州株式会社 従業員駐車場 

 

 

・上記設置場所への設置を内容とする申請者には、原則7営業日以内に交付の決定を行い「補

助金交付決定通知書」を郵送いたします。 「補助金交付決定通知書」を受領後、充電設備

の発注および施工の開始をしてください。 

・上記以外の公募兼交付申請は今回採択されておりません。これら不採択となった申請者へ

の個別の通知をセンターは行いません。また、不採択理由等、審査の内容については一切お

答えできませんので、コールセンターへの問合せはご遠慮ください。 

 

以上 


