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令和２年９月４日

令和２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」申請の手引き 改訂対比表

公募兼交付申請受付および実績報告提出期限の延長に伴い、下記該当箇所を改訂します。

（下線部改定箇所）

ページ・項目 改 訂 前 改 訂 後

８

２－２

（１１）充電設備の設置およびその支払を完了し、実績報告期限日

（令和３年１月２９日（金））までに実績の報告をすること。

（１１）充電設備の設置およびその支払を完了し、実績報告期限日

（令和３年２月２６日（金））までに実績の報告をすること。

１１

３－１

ただし、実績報告の最終提出期限は令和３年１月２９日（金）とな

ります。

ただし、実績報告の最終提出期限は令和３年２月２６日（金）とな

ります。

１２

３－３

（追記） 第６回：１０／３０

第７回：１１／３０

１２

３－４

令和２年５月８日（金）<予定> ～ 令和２年９月３０日（水）<予定

>（センター必着）

令和２年５月８日（金）<予定> ～ 令和２年１１月３０日（月）<予

定>（センター必着）

１３

３－５

（追記） ・採択締切日<予定>は全事業共通で、５月２９日（金）、６月３０日

（火）、７月３１日（金）、８月３１日（月）、９月３０日（水）、

１０月３０日（金）、１１月３０（月）となります。

１３

３－６

なお、第５回９月３０日（水）の採択締切日の場合は、最終の採択

締切日になることから受付を不可とします。

なお、第７回１１月３０日（月）の採択締切日の場合は、最終の採

択締切日になることから受付を不可とします。

第６回：１０月３０日（金）の場合、１０月２６日（月）

第７回：１１月３０日（月）の場合、１１月２４日（火）

１６

３－１４

・実績報告の最終報告期限は、令和３年１月２９日（金）です。 ・実績報告の最終報告期限は、令和３年２月２６日（金）です。

１６４

１３－３

ただし、報告した場合でも実績の最終報告期限は令和３年１月２９

日（金）となります。

ただし、報告した場合でも実績の最終報告期限は令和３年２月２６

日（金）となります。
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ページ・項目 改 訂 前 改 訂 後

１６４

１３－４

ただし、実績の最終報告期限は令和３年１月２９日（金）を超える

ことはできません。

ただし、実績の最終報告期限は令和３年２月２６日（金）を超える

ことはできません。

１９５

第４条

交付規程第７条第１項に規定するセンターが指定する日は、令和２

年９月３０日（水）とする。

交付規程第７条第１項に規定するセンターが指定する日は、令和２

年１１月３０日（月）とする。（改訂日：令和２年９月２日）

１９８

第９条

交付規程第１３条１項のセンターが別に定める日は令和３年１月２

９日（金）とする。

交付規程第１３条１項のセンターが別に定める日は令和３年２月２

６日（金）とする。（改訂日：令和２年９月２日）

２００

（附則）

（追記） 令和２年９月２日改訂

１．この実施細則は、審査委員会での承認日（令和２年９月２日）

から適用する。
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令和２年７月１日

令和２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」申請の手引き 改訂対比表

目的地充電における入替設置の要件定義変更に伴い、下記該当箇所を改訂します。

（下線部改定箇所）

ページ・項目 改 訂 前 改 訂 後

２１

４－２－３

・「入替設置」とは、設置後８年間が経過している充電設備が既にあ

る場所で、その充電設備を撤去して新しい充電設備に入れ替える

ことをいう。

・「入替設置」とは、設置後８年以上が経過している充電設備が既に

ある場所で、その充電設備を撤去して新しい充電設備に入れ替える

ことをいう。

・なお上記に加え、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）に限り、令和元年９月１日～令和２年５月３１日までの

間に、安全性の確保等を理由に設置後８年以上が経過した充電設備

を既に撤去しており、同地点に新たに充電設備を設置する場合、こ

れを入替設置と見做す。

２２～２３

４－３－１

【入替設置】

公募兼交付申請の作成時に、オンライン申請システムの「充電設

備設置パターン」項目で「既設充電設備の有無」は有で選択し、

続けて、既設充電設備がセンターの定める公共用充電設備に該当

するか否かを選択し、それぞれの基数を入力してください。

設置パターンは「既設充電設備と入替」を選択し、続けて、入替

を行う既設充電設備が「補助金（注１）を受けて設置した充電設備」

か「自費で設置した充電設備」かを選択し、それぞれ基数を入力

してください。

また、既設充電設備に「補助金（注１）を受けて設置した課金装置」

がある場合は、その基数も入力してください。

全てを入力後、「設置事業計画の申告」項目に必要なデータ入力項

目やアップロードが必要な写真等が表示されます。

【入替設置】

（１）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）にて、入替設置を行う場合

オンライン申請システムの「充電設備設置パターン」項目で「既

設充電設備の有無」は有で選択し、続けて、既設充電設備がセ

ンターの定める公共用充電設備に該当するか否かを選択し、そ

れぞれの基数を入力してください。

設置パターンは「既設充電設備と入替」を選択し、続けて、入

替を行う既設充電設備に「補助金（注１）を受けて設置している

後付け課金装置」の有無を選択してください。

全てを入力後、「設置事業計画の申告」項目に必要なデータ入

力項目やアップロードが必要な写真等が表示されます。
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ページ・項目 改 訂 前 改 訂 後

【補助金を受けて設置した充電設備の場合の表示項目】

・既設充電設備のメーカー名、型式、製造番号／シリアル番号、

既設充電設備本体の出力のデータ入力、既設充電設備の保証

開始日

・既設充電設備の銘板（型式・製造番号等）が確認できる写真

のアップロード

【自費で設置した充電設備の場合の表示項目】

・既設充電設備のメーカー名、型式、既設充電設備本体の出力

のデータ入力、既設充電設備の保証開始日

・既設充電設備の銘板（型式・製造番号等）が確認できる写真

のアップロード

【補助金を受けて設置した課金装置の基数を入力した場合の表示

項目】

・補助金交付決定番号、課金装置のメーカー名、型式、製造番

号／シリアル番号

・既設課金装置の取得価格が５０万円以上／５０万円未満であ

るかの選択

・既設課金装置の銘板等（型式・製造番号等）が確認できる写

真のアップロード

（２）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）

にて、入替設置を行う場合

オンライン申請システムの「充電設備設置パターン」項目で「既

設充電設備の有無」を有と選択した場合、続けて、既設充電設

備がセンターの定める公共用充電設備に該当するか否かを選

択し、それぞれの基数を入力してください。

「既設充電設備の有無」を無と選択した場合、「令和元年９月

１日から令和２年５月３１日の間に撤去した既設の充電設備

の有無」の選択が可能となりますので、有を選択し、続けて、

撤去された既設充電設備がセンターの定める公共用充電設備

に該当するか否かを選択し、それぞれの基数を入力してくださ

い。

設置パターンは「既設充電設備と入替」を選択し、続けて、入

替を行う既設充電設備に「補助金を受けて設置した後付け課金

装置」の有無を選択してください。

全てを入力後、「設置事業計画の申告」項目に必要なデータ入

力項目やアップロードが必要な写真等が表示されます。

《設置事業計画の表示項目：補助金を受けて設置した後付け課金装

置が有の場合》

・既設充電設備のメーカー名、型式、製造番号／シリアル番号、

既設充電設備本体の出力のデータ入力、既設充電設備の保証開

始日

・課金装置の補助金交付決定番号

・既設充電設備の銘板（型式・製造番号等）が確認できる写真の

アップロード
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ページ・項目 改 訂 前 改 訂 後

《設置事業計画の表示項目：補助金を受けて設置した後付け課金装

置が無の場合》

・既設充電設備のメーカー名、型式、既設充電設備本体の出力の

データ入力、既設充電設備の保証開始日

・既設充電設備の銘板（型式・製造番号等）が確認できる写真の

アップロード

２３

４－３－２．

注２

（記載なし） 注２：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）

にて、令和元年９月１日～令和２年５月３１日までの間に、安

全性の確保等を理由に設置後８年以上が経過した充電設備を

既に撤去しており、同地点に入替設置を行う場合における、既

設充電設備および既設課金装置の撤去工事はこの限りではな

い。

８４

６－１．（８）

（８）入替設置については、既設充電設備を設置してから８年間が

経過しており、かつ一定需要が見込まれる場所に設置するこ

と。

（８）入替設置については、既設充電設備を設置してから８年以上が

経過しており、かつ一定需要が見込まれる場所に設置するこ

と。

８７

６－７

「入替設置」にて申請する場合、「６－６．「追加設置」または「入

替設置」にて申請する場合に必要な書類」に加えて、既設充電設

備が設置後、８年間経過していることを証する書類（充電設備メ

ーカーの保証書等（注１））をアップロードし、提出してください。

「入替設置」にて申請する場合、「６－６．「追加設置」または「入

替設置」にて申請する場合に必要な書類」に加えて、既設充電設備

が設置後、８年以上が経過していることを証する書類（充電設備メ

ーカーの保証書等（注１））をアップロードし、提出してください。

９２

７－１．（９）

（９）入替設置については、既設充電設備を設置してから８年間が

経過しており、かつ一定需要が見込まれる場所に設置するこ

と。

（９）入替設置については、既設充電設備を設置してから８年以上が

経過しており、かつ一定需要が見込まれる場所に設置するこ

と。

９５

７－６

「入替設置」にて申請する場合、「７－５．「追加設置」または

「入替設置」にて申請する場合に必要な書類」に加えて、既設充

電設備が設置後、８年間経過していることを証する書類（充電設

備メーカーの保証書等（注１））をアップロードし、提出してくださ

い。

「入替設置」にて申請する場合、「７－５．「追加設置」または「入

替設置」にて申請する場合に必要な書類」に加えて、既設充電設備

が設置後、８年以上が経過していることを証する書類（充電設備メ

ーカーの保証書等（注１））をアップロードし、提出してください。
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ページ・項目 改 訂 前 改 訂 後

１０６

９－１．（７）

（７）入替設置については、既設充電設備を設置してから８年間が

経過しており、かつ一定需要が見込まれる場所に設置するこ

と。

注１

（７）入替設置（注１）については、既設充電設備を設置してから８年

以上が経過しており、かつ一定需要が見込まれる場所に設置す

ること。

注１：令和元年９月１日～令和２年５月３１日までの間に、安全性の

確保等を理由に既設充電設備を既に撤去しており、同地点に新

たに充電設備を設置する場合も同様に、撤去された充電設備が

設置後、８年以上経過していたこと、および一定需要が見込ま

れる場所であることを要件とする。

注２

１０８

９－２

（記載なし） ９-８：「既設充電設備が撤去されている場合の入替設置」にて申請す

る場合に必要な書類

１１１

９－６．注１

（記載なし） 注１：入替設置において、令和元年９月１日～令和２年５月３１日ま

での間に、安全性の確保等を理由に既設充電設備を既に撤去さ

れている場合は撤去時より直近１年間とする。

１１２

９－７

「入替設置」にて申請する場合、「９－６．「追加設置」または「入

替設置」にて申請する場合に必要な書類」に加えて、既設充電設備

が設置後、８年間経過していることを証する書類（充電設備メーカ

ーの保証書等（注１））をアップロードし、提出してください。

「入替設置」にて申請する場合、「９－６．「追加設置」または「入

替設置」にて申請する場合に必要な書類」に加えて、既設充電設備が

設置後、８年以上が経過していることを証する書類（充電設備メーカ

ーの保証書等（注１））をアップロードし、提出してください。

１１２

９－８

（記載なし） ９－８．「既設充電設備が撤去されている場合の入替設置」にて申請

する場合に必要な書類

令和元年９月１日～令和２年５月３１日までの間に、安全性の確保等

を理由とし、「既設充電設備が撤去されている場合の入替設置」にて

申請する場合、「９－６．「追加設置」または「入替設置」にて申請

する場合に必要な書類」、「９－７．「入替設置」にて申請する場合

に必要な書類」に加えて、既設充電設備の撤去したことを証する書類

（例：産業廃棄物管理票等）をアップロードし、提出してください。
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ページ・項目 改 訂 前 改 訂 後

【記載の必須項目】

《撤去年月日》

・充電設備の撤去年月日の記載

《撤去した充電設備情報》

・充電設備の種類、名称、型式等の記載

１１３

９－９

９－８．設置事業計画の申告（新規設置） ９－９．設置事業計画の申告（新規設置）

１１４

９－１０

９－９．設置事業計画の申告（追加設置） ９－１０．設置事業計画の申告（追加設置）

１１５

９－１１

９－１０．設置事業計画の申告（入替設置） ９－１１．設置事業計画の申告（入替設置）

１１５

９－１１．

（１）

（１）既設充電設備等の情報

既設充電設備等の詳細情報を申告する項目は、センターの補

助金を受けて設置したか、自費で設置したかにより内容が異

なります。

詳しくは「４-３-１．オンライン申請システムの入力」を参

照してください。

・既設充電設備の保証開始日

・直近１年間で、既設充電設備の利用回数が最も多かった月

の休日（土日祝）の平均利用回数（複数基ある場合は、複

数基の平均利用回数）

・既設充電設備の利用状況または充電渋滞状況

（１）既設充電設備等の情報

既設充電設備等の詳細情報を申告する項目は、「補助金を受け

て設置した後付け課金装置」の有無により内容が異なります。

詳しくは「４-３-１．オンライン申請システムの入力」を参照

してください。

・既設充電設備の保証開始日

・直近１年間で、既設充電設備の利用回数が最も多かった月の

休日（土日祝）の平均利用回数（複数基ある場合は、複数基

の平均利用回数）

・既設充電設備の利用状況または充電渋滞状況

また、既設充電設備を撤去されている場合、下記の撤去に関す

る申告内容の項目が追加されます。

・既設充電設備の撤去日

・撤去した理由


