
WEBによる申請について

（1）WEBで受付を行う申請は 、R2 補正環境省事業の内「車両＋再エネ 100％電力調
達」の申請のみとなります。

• 「V2H充放電設備」または「外部給電器」とセットの場合は、WEB申請できません。

• これ以外の申請が届いた場合の連絡、受信確認・WEB の操作方法・受付状況・そ
の他の質問などへの回答は、出来かねますのでご了解ください。

（2）WEB受付は、初回の受付のみを対象とします。

• 追加書類の送信や不備等による再申請は、センターの指示に従い対応をお願いし
ます。
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アップロードファイルの容量と拡張子について

添付可能な容量と受信可能なファイル拡張子について

（1）容量：5Mb/ファイル

• 申請者のWEB環境により、送信に制約があることがありますので、ご注意ください。

（2）受信可能な拡張子は以下となります。：*xlsx/*doc/*jpg/*png/*pdf

（3）ZIPファイルなど指定以外のファイルが含まれている場合、受付は行えな
い可能性がありますので、予めご承知おきください。
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受付日について

（１）センターの受付時間は、10月18日（月）以降の平日の9:00～17:15となります。

この時間内でオンライン申請システムボタンを押した時点の日付をもって申請受付日とし
ますが、17:16 以降の受信は、翌稼働日を申請受付日として扱います。
（但し、10/18以前に申請されたものについては全て、受付日を10/18とします）

例） 2021/10/17（日）12:00にオンライン申請完了：申請受付日は 10/18（月）

2021/10/18（月）17:16にオンライン申請完了：申請受付日は 10/19（火）

（２）締め切り間際等の場合、上記受付日の条件を踏まえ、早めの申請をお願いします。

（３）さらに、締め切り間際になると、アクセス数の急増などでシステムエラーが起き、申請が
完了できない場合も想定されます。なるべく早めの申請をお願いします。
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R2補正R2補正

R2年度補正予算
WEB申請マニュアル

「車両＋再エネ100％電力」のみがWEB申請可能です。

「V2H充放電設備」または「外部給電器」セットの場合は、WEB申請は出来ません。
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R2補正

ポータルサイト

WEB申請の大きな流れ

申請入力の
実施

添付書類の
アップロード

アカウントの
作成

申請

申請状態の把握

申請書類
の準備

次世代自動車振興
センター

申請審査確認/
追加依頼

• R2補正予算の申請のうち、環境省の「車両＋再エネ100％電力実施」の申請
がWEBで可能です。

• 書類の追加等はセンターの指示に基づき、ポータルサイト上でやり取りが可能です。

交付／振込補助金受取

申請者
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R2補正

IDとパスワードの作成

• Microsoft Edge、Google Chrome
等のWEBアプリから下記のサイトにアク
セスをしてください。

https://h28.charge.cev-pc.or.jp/fastappR2H/WC11001L.do

•初めての方は「アカウント登録」からアカウ
ントの作成を行ってください。
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R2補正

利用規約の同意

• 「アカウント登録」を行う方は表示されて
いる内容を熟読してください。

• 利用規約をご確認いただきましたら、 「上記内

容を確認しました」の左横にあるボタンを押して、

チェックを入れてください。

• 最後に「同意する」ボタンを押してしてください。
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R2補正

アカウント作成

• ユーザーID、パスワード、申請者名、
ユーザー名、メールアドレスを入力してく
ださい。

•入力の内容は項目の右側に説明があり
ます。

＜注意事項＞

• ご登録いただいたIDやパスワード、ユーザー名等の情報についてのお問い合
わせには、一切お答え致しかねますので、あらかじめご了承ください。

入力部分 入力説明部分
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R2補正

アカウントの作成確認

• アカウントの入力が終わると、入力された
メールアドレス宛に登録確認メールが送
信されます。

• メール内にあるURLからサイトに入り、ア
カウントの設定と登録を完了してください。

• ご自身で作成された登録申請名とユー
ザー名であることを確認してください。

• アカウントの登録が終わると、ログイン画
面の表示が可能となります。
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R2補正

ログインとポータルの表示

•作成したアカウントのユーザーIDとパス
ワードを入力して、システムにログインをし
てください。

• ログインに成功すると、ご自身のユーザー
IDが表示された申請一覧画面（ポータ
ル）が表示されます。
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R2補正

申請書の作成）
再エネ100%電力の実施確認と申請者情報入力

•申請書の作成を開始します。

• ポータルにある「申請書作成」ボタンを押
してください。

• 申請者情報を入力し、確定してください。

＜環境省申請＞
• WEB申請は環境省補助のみとなりますの
で「再エネ100％電力」は、デフォルトで
チェックが入っています。

•申請者の情報入力作成画面が表示さ
れます。
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R2補正

申請書の作成）
申請書管理NOの確認と申請内容の入力

•申請者情報を入力すると、管理NOが
ポータル上に作成されます。（画面の例
ではW0039）

• 「実績報告」ボタンを押してください。

•申請に必要な入力内容が表示されます。

•各項目の「作成」ボタンを押すことで必
要書類の入力が開始できます。
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R2補正

申請書の作成）
申請内容の入力_申請者に関する事項

•各項目の「作成」ボタンを押すことで必
要書類の入力が開始できます。

•申請者に関する事項の説明です。

• 項目にある申請者の情報を入力します。

• 入力が完了後、「登録」ボタンを押します。

• 入力内容の確認、修正等がある場合は、
「戻る」ボタンを押すと、申請内容入力画面
に戻ります。

• 申請内容入力の「申請者に関する事項」
の状態が「登録済」となります。 13



R2補正

申請書の作成）
申請内容の入力_補助金振込先に関する事項

•各項目の「作成」ボタンを押すことで必
要書類の入力が開始できます。

•補助金振込先に関する事項の説明で
す。

• 項目にある振込先の情報を入力します。

• 入力が完了後、「登録」ボタンを押します。

• 「戻る」ボタンを押し、申請内容入力画面
に戻ります。

• 申請内容入力の「補助金振込先に関す
る事項」の状態が「登録済」となります。
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R2補正

申請書の作成）
申請内容の入力_申請に関する宣誓

• 各項目の「作成」ボタンを押すことで必要
書類の入力が開始できます。

• 申請に関する宣誓の説明です。

• 全宣誓に承諾がないと申請はできません。

• 宣誓内容を熟読し、宣誓項目にボタンを押
してチェックを入力します。

• 入力が完了後、「登録」ボタンを押します。

• 「戻る」ボタンを押し、申請内容入力画面に
戻ります。

• 申請内容入力の「申請に関する宣誓」の状
態が「登録済」となります。 15



R2補正

申請書の作成）
申請内容の入力_車両に関する事項

• 各項目の「作成」ボタンを押すことで必要
書類の入力が開始できます。

•車両に関する事項の説明です。

•車種が選べない場合、申請対象外の
車両です。

• 申請する車両の内容入力が完了後、「登
録」ボタンを押します。

• 「戻る」ボタンを押し、申請内容入力画面
に戻ります。

• 申請内容入力の「申請に関する宣誓」の
状態が「登録済」となります。
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R2補正

申請書の作成）
申請内容の入力_車両に関する事項

• 各項目の「作成」ボタンを押すことで必要
書類の入力が開始できます。

•車両に関する事項の説明です。

•申請する車両の車種が選べない場合、
申請対象外の車両です。

• 申請する車両の内容入力が完了後、「登
録」ボタンを押します。

• 「戻る」ボタンを押し、申請内容入力画面
に戻ります。

• 申請内容入力の「申請に関する宣誓」の
状態が「登録済」となります。
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R2補正

書類作成の確定

• 各項目の「作成」を終えたら、「確定」ボタ
ンを押します。

• この「確定」ボタンを押すことで、書類のアッ
プロードが開始できます。

• 書類のアップロードの方法は次ページ以降
を参照してください。
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R2補正

申請添付書類のアップロード）
共通説明

• ポータル内の申請書一覧にある「アップ
ロード」ボタン押すことで必要書類の保存
が開始できます。

• ファイルのアップロード方法についての説明
です。（画面例は交付申請書）

1. 「申請書一覧」画面で「アップロード」ボタンを押し
ます。

2. 「アップロード書類」画面で、アップする書類の
「アップロード」ボタンを押します。

3. 「ファイルアップロード」画面にある「ファイル選択」
ボタンを押し、ファイルを選択します。

4. 「ファイルアップロード」画面の「アップロード」ボタン
を押します。
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R2補正

申請添付書類のアップロード）
交付申請書

• ポータル内の申請書一覧にある「アップ
ロード」ボタン押すことで必要書類の保存
が開始できます。

•交付申請書に関する説明です。

• 申請書一覧で申請する申請の「アップロード登
録」ボタンを押します。

• アップロード一覧画面で、アップする書類の「アッ
プロード」ボタンを押し、ファイルをアップロードしま
す。＊アップロード方法は共通説明のページを
ご参照ください。

• アップロードが完了すると、状態が「登録中」と
なり、ファイル名とイメージアイコンが表示されま
す。 20



R2補正

申請

• アップロード画面で、申請する添付書類を
貼り終え、必須書類が登録されていること。

• 申請事項一覧の内容がすべて記載されて
いること。

以上が確認されると、「申請」ボタンを押す
ことができます。

申請が完了しますと、審査の過程に入りま
すので、アップロードした書類は補助金交付
が完了するまで手元に保管をしてください。
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