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2017年 8月 8日 

公募申請者各位 

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 29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」 

公募申請 採択結果のお知らせ 

 

平成 29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」

7月末日の採択結果をお知らせいたします。設置場所の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） 

兵庫県 新名神高速道路 宝塚ＳＡ上り線 大阪府 道の駅奥河内くろまろの郷 

兵庫県 新名神高速道路 宝塚ＳＡ下り線 兵庫県 道の駅山田錦発祥のまち・多可 

北海道 道の駅石狩「あいろーど厚田」 兵庫県 道の駅しんぐう 

北海道 白滝総合支所 奈良県 道の駅吉野路上北山 

北海道 道の駅よってけ！島牧 岡山県 道の駅彩菜茶屋 

北海道 道の駅北欧の風道の駅とうべつ 山口県 道の駅仁保の郷 

北海道 道の駅しんしのつ 香川県 道の駅空の夢もみの木パーク 

岩手県 道の駅 （仮称）むろね 愛媛県 内子フレッシュパークからり 

宮城県 道の駅三滝堂 高知県 道の駅布施ヶ坂 

秋田県 道の駅さんない 高知県 道の駅土佐和紙工芸村「くらうど」 

秋田県 道の駅みねはま 高知県 道の駅大山 

秋田県 道の駅あに 高知県 道の駅南国風良里 

秋田県 道の駅ひない 福岡県 道の駅たちばな 

秋田県 道の駅おおゆ 佐賀県 道の駅伊万里 

福島県 道の駅ふるどの 鹿児島県 道の駅根占 

福島県 道の駅奥会津かねやま 鹿児島県 道の駅松山 

栃木県 道の駅サシバの里いちかい 北海道 セイコーマート浦河西幌別店 

埼玉県 道の駅果樹公園あしがくぼ 北海道 セイコーマート雄武日の出店 

千葉県 道の駅ちくら・潮風王国 長野県 長門牧場 

富山県 道の駅 雨晴（仮称） 高知県 土佐れいほく農業協同組合 

石川県 道の駅 めぐみ白山 
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●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） 

青森県 イオンモールつがる柏店 京都府 イオンモール京都五条店 

岩手県 イオンモール盛岡店 大阪府 日産大阪販売株式会社 千里東店 

秋田県 打当温泉マタギの湯 大阪府 日産大阪販売株式会社 箕面牧落東店 

福島県 ならは交流館（仮称） 大阪府 日産大阪販売株式会社 今宮店 

群馬県 白沢高原リゾート株式会社 大阪府 イオンモール堺北花田店 

埼玉県 イオンモール川口前川店 兵庫県 のじまスコーラ 

東京都 北千住駅前駐車場 兵庫県 イオンモール伊丹店 

東京都 イオンモールむさし村山店 広島県 イオンモール広島西風新都 

神奈川県 平塚市庁舎本館 徳島県 イオンモール徳島店 

神奈川県 イオンモール大和店 愛媛県 イオンモール新居浜店 

神奈川県 リネツ金沢 愛媛県 イオンモール今治新都市店 

神奈川県 横浜市高齢者保養研修施設「ふれーゆ」 高知県 イオンモール高知店 

新潟県 ＡＮＡクラウンプラザホテル駐車場 福岡県 青見胃腸・内視鏡内科クリニック駐車場敷地内 

山梨県 山中湖宿 富岳荘 福岡県 イオンモール筑紫野店 

山梨県 イオンモール甲府昭和増床工事建設現場 熊本県 イオンモール宇城店 

長野県 イオンモール松本 熊本県 イオンモール熊本店 

長野県 朝日村役場（新庁舎建設地） 宮崎県 イオンモール都城駅前店 

石川県 イオンモール新小松店 沖縄県 Ａコープ 城辺店 

愛知県 イオンモール長久手店 沖縄県 ファミリーマート宮古伊良部店 

滋賀県 イオンモール草津店 
  

 

●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） 

山形県 山田建設株式会社 神奈川県 日産先進技術開発センター 

栃木県 日産自動車車両実験部 神奈川県 日産総合研究所 

群馬県 佐藤工業株式会社 静岡県 メゾンポートＦＵＪＩ１ 

群馬県 有限会社 松島商事 静岡県 メゾンレフィナード 

埼玉県 株式会社ヒグチ電機 富山県 株式会社イシオ 

埼玉県 Ｎｅｗライフオオサワ 愛知県 三井屋工業株式会社 本社工場 

埼玉県 桶川市役所 愛知県 トヨタ自動車 本社 従業員駐車場 

神奈川県 日産自動車車両実験部 大阪府 株式会社 利晃製作所 

神奈川県 日産テクニカルセンターＳ駐車場 兵庫県 株式会社大久 加古川営業所 

神奈川県 日産教育センター 福岡県 日産自動車九州工場 

神奈川県 日産自動車横浜工場   
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●課金装置設置事業 

青森県 青森日産自動車株式会社 流通団地店 静岡県 静岡日産自動車㈱ ＳＢＳ通り店 

青森県 青森日産自動車株式会社 青森合浦日産 静岡県 静岡日産自動車㈱ 藤枝店 

青森県 青森日産自動車株式会社 八戸店 静岡県 静岡日産自動車㈱ 焼津道原店 

青森県 青森日産自動車株式会社 三沢店 静岡県 静岡日産自動車㈱ 細江店 

千葉県 千葉日産自動車株式会社 柏富里店 静岡県 静岡日産自動車㈱ 富士店 

千葉県 千葉日産自動車株式会社 旭店 静岡県 静岡日産自動車㈱ 鷹岡店 

静岡県 静岡日産自動車㈱ 函南店 静岡県 静岡日産自動車㈱ 富士宮店 

静岡県 静岡日産自動車㈱ 清水町店 静岡県 静岡日産自動車㈱ 静岡国吉田店 

静岡県 静岡日産自動車㈱ 御殿場萩原店 静岡県 静岡日産自動車㈱ 千代田店 

静岡県 静岡日産自動車㈱ 下田店 静岡県 静岡日産自動車㈱ 清水店 

 

 

・上記設置場所への設置を内容とする公募申請者には、「採択通知書」を8月8日（火）に郵

送いたします。「採択通知書」を受領後、「交付申請書提出の最終期限（平成29年11月2日（木））」

または、「採択通知書を受けた日から起算して15営業日以内」のいずれか早い日までに、セ

ンターが定める様式と書類一式をそろえ、「交付申請」を行ってください。 

・上記以外の公募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公募申請者への

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 


