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電気自動車用充電インフラ整備促進補助金交付要綱 

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、2050年度に二酸化炭素を含む温室効果ガス正味排出量をゼロにする「2050 

ゼロカーボン」の実現に向け、電気自動車等を利用しやすい環境を構築し、電気自動車等への 

転換を着実に進めるため、充電インフラの整備に要する経費に対し予算の範囲内で電気自動車 

用充電インフラ整備促進補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、補助金 

等交付規則（昭和34年長野県規則第９号。以下「規則」という。）に定めのあるもののほか、 

必要な事項を定める。  

 

（定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

(1) 充電設備 電気自動車（搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、 

  内燃機関を併用しない検査済自動車をいう。）及びプラグインハイブリッド自動車（搭載 

された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの 

充電が可能な検査済自動車をいう。）（以下「電気自動車等」という。）に充電するため 

の設備であって、次に掲げるものをいう。 

ア 急速充電設備 電源から充電用の直流電力を作り出す電源装置及び電気自動車等に搭 

載された電池への充電を制御する機能を共に有する、一基当たりの定格出力が10kW以上 

のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。 

イ 蓄電池付急速充電設備 主として電気自動車等の充電のために蓄電する電池を備え 

た、一基当たりの定格出力が50kW以上の急速充電設備で、充電コネクター、ケーブルそ 

の他装備一式を備えたものをいう。 

(2) 国補助金 「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金交付要綱（20211213

財製第４号）」に基づき、充電設備を導入する者に対し交付される補助金をいう。  

(3) 上乗せ補助 補助対象者に補助対象経費と国補助金の確定額との差額に対して、補助を

行うことをいう。  

(4) 新規設置 充電設備がない場所へ新たに充電設備を設置することをいう。  

 

（事業の種類、補助対象者及び補助率等）  

第３条 補助金の対象となる事業は、国補助金の交付決定を受けたものとし、その種類、補助交

付申請要件、補助対象者、補助対象経費、補助率及び補助上限額は、別表１のとおりとする。

ただし、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

 

（交付の条件）  

第４条 次に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。  

(1) 補助事業により取得した財産又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）

は、補助金交付の目的等に従い、適正に管理すること。また、取得財産等の処分について、
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国から承認を受けた場合は、第13条の規定により県に申請すること。  

(2) 補助事業を実施した結果、補助事業年度の終了後５年以内に収益が生じた場合は、速やか

に知事に報告すること。  

 

（交付申請）  

第５条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、交付申請書（様式第１号）に次の書類を

添付し、知事に提出するものとする。 

(1) 誓約書（様式第２号） 

(2) 国補助金の交付申請時に提出した書類一式の写し及び国補助金の交付決定通知書の写し 

(3) 市町村の推薦書（様式第３号）（別表１の３に掲げる事業に申請する場合に限る。) 

(4) 事前着手届（様式第４号）（補助金交付の決定前に補助事業に着手しようとする場合に 

  限る。） 

２ 前項の書類の提出部数は２部とし、その提出期限は知事が別に定める。  

 

（交付決定） 

第６条 知事は、前条の交付申請書を受理したときは、内容を審査の上、補助金の交付の可 

否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。 

２ 知事は、前項の交付申請に当たり事前着手届が提出された場合は、内容を審査の上、事 

前着手の可否を決定し、その結果を同項の通知にあわせて申請者に通知するものとする。 

 

（内容の変更等） 

第７条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業の内

容を変更し、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、遅滞なくその旨を知

事に申請し、その承認を受けなければならない。 

２ 前項に規定する承認の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を

提出して行うものとする。 

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 事業計画変更承認（及び変更交付）申請 

書（様式第５号）及び国補助金の計画変更承認通知書 

(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき 事業計画中止（廃止）承認申請書（様 

式第６号） 

 

（事業が予定の期間内に完了しない場合等の報告） 

第８条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき（補助事業の遂行が困難

となったときを含む。）は、事業計画遅延等報告書（様式第７号）により速やかに知事に

報告し、その指示を受けなければならない。 

 

（実績報告） 

第９条 規則第12条第１項に規定する実績報告書は、実績報告書兼補助金交付請求書（様式

第８号）によるものとする。 
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２ 規則第12条第１項に規定する関係書類は、国補助金の実績報告時に提出した書類一式の 

写し及び国補助金の額の確定通知書の写しとする。  

３ 第１項の規定による実績報告書の提出時期は、国補助金の額の確定通知があった日から 

起算して30日以内又は令和５年２月28日までのいずれか早い日までとする。 

 

（額の確定） 

第10条 知事は、前条の報告書を受理したときは、提出された書類の審査のほか、必要があ 

る場合は現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の

内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、

補助事業者に通知するものとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第11条 知事は、第７条第１項の規定による補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場 

合又は次のいずれかに該当する場合は、第６条の規定による補助金の交付決定の全部又は

一部を取り消し、又は変更することができる。 

(1) 補助事業者が、この要綱若しくは規則又はこの要綱に基づく知事の指示に違反した

場合 

(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合 

(4)  交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要 

がなくなった場合 

(5)  補助事業者が、法令、条例等に違反した場合 

２ 知事は、前項の規定による取消し又は変更を行った場合において、既に当該取消し又は 

変更に係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部

又は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 知事は、前項の規定により返還を命ずる場合には、第１項第４号に規定する場合を除 

き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パー 

セントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

 

（取得財産等の管理） 

第12条 補助事業者は、補助金により取得した充電設備、付帯設備等については、設置完了

後においても、法令を遵守し継続的に善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の

目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

 

（財産処分の制限） 

第13条 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15 

号）に定める耐用年数の期間内において、取得財産を補助金の交付の目的に反して使用 

し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供するときは、財産処分承認申請書 

（様式第９号）により知事の承認を受けなければならない。 
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２ 補助事業者が前項の規定により取得財産を処分したときは、知事は、その交付した補助

金の全部又は一部に相当する金額を納付させることができる。 

 

（その他）  

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、別に定める。 

 

附 則  

この要綱は、令和４年７月６日から施行する。 
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別表１ 

補助対象事業 補助交付申請要件 補助対象者 補助対象経費 
補助率 

（注３） 

補助 

上限額 

１. 

道の駅への充

電設備設置事

業 

（経路充電） 

次の要件を全て満たすこと。 

①長野県内の道の駅（注１）に充電設備を設置すること。 

②新規設置とすること。 

③充電設備が公道に面した入り口から誰もが自由に出入りできる場所にあること。 

④充電設備の利用者を限定せず、他のサービスの利用又は物品の購入を条件と

していないこと。 

⑤充電場所を示す案内板を当該施設の入り口に設置すること。 

⑥充電設備の場所や利用可能時間、メンテナンス等による休止状況、空き状況な

どを利用者が誰でもインターネット上で確認できること。 

⑦設置する充電設備は、急速充電設備又は蓄電池付急速充電設備であること。 

⑧充電サービスは有償とすること。 

法人又は個人 
国補助金のうち高速道

路SA・PA及び道の駅等

への充電設備設置事業

（経路充電）で道の駅に

設置するものと同じ 

２分の１ 

以内 
150万円 

地方公共団体 

（地方公共団

体がリースの使

用者となる場

合を含む） 

３分の１ 

以内 
150万円 

２. 

空白地域への

充電設備設置

事業 

（経路充電） 

次の要件を全て満たすこと。 

①原則として長野県内の主要道路（注２）上又は長野県内の主要道路に面した施設

に充電設備を設置すること。 

②新規設置とすること。 

③充電設備が公道に面した入り口から誰もが自由に出入りできる場所にあること。 

④充電設備の利用者を限定せず、他のサービスの利用又は物品の購入を条件と

していないこと。 

⑤充電場所を示す案内板を当該施設の入り口に設置すること。 

⑥充電設備の場所や利用可能時間、メンテナンス等による休止状況、空き状況な

どを利用者が誰でもインターネット上で確認できること。 

⑦電欠防止の観点から特に重要な場所又は利便性向上の観点から電気自動車

等の普及に特に有効な場所であり、原則として主要道路上道のり30km以上の充電

設備未設置の区間内の場所であって、道のり10㎞以内に急速の公共用充電設備

がない場所に充電設備を設置すること。（主要道路上に設置する場合に限る。） 

⑧電欠防止の観点から特に重要な場所又は利便性向上の観点から電気自動車

等の普及に特に有効な場所であり、原則として設置予定場所から主要道路上道の

り15km以内に急速の公共用充電設備がない場所に充電設備を設置すること。（主

要道路に面した施設に設置する場合に限る。） 

⑨設置する充電設備は、急速充電設備又は蓄電池付急速充電設備であること。 

⑩充電サービスは有償とすること。 

法人又は個人 

国補助金のうち高速道

路SA・PA及び道の駅等

への充電設備設置事業

（経路充電）で公道又は

空白地域に設置するも

のと同じ 

２分の１ 

以内 
150万円 

地方公共団体

（地方公共団

体がリースの使

用者となる場

合を含む） 

３分の１ 

以内 
150万円 
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3. 

観光地の拠点

への充電設備

設置事業 

（目的地充電） 

次の要件を全て満たすこと。 

①長野県内に充電設備を設置すること。 

②新規設置とすること。 

③充電設備の利用者を限定せず、他のサービスの利用又は物品の購入を条件と

していないこと。 

④充電場所を示す案内板を当該施設の入り口に設置すること。 

⑤充電設備の場所や利用可能時間、メンテナンス等による休止状況、空き状況な

どを利用者が誰でもインターネット上で確認できること。 

⑥電欠防止の観点から特に重要な場所又は利便性向上の観点から電気自動車

等の普及に特に有効な場所であり、原則として長野県が実施する観光地利用者統

計調査の調査対象となる県内の観光地であること。 

⑦充電設備を設置する施設等が所在する市町村内に急速の公共用充電設備が

ないこと。 

⑧充電設備を設置する施設等が所在する市町村から充電設備の設置について⑥

及び⑦の要件を満たす旨の推薦を得ること。（地方公共団体が設置する場合を除

く。） 

⑨設置する充電設備は、急速充電設備又は蓄電池付急速充電設備であること。 

⑩充電サービスは有償とすること。 

充電設備を設

置する施設等

が所在する市

町村の推薦の

ある法人又は

個人 

国補助金のうち商業施

設及び宿泊施設等への

充電設備設置事業（目

的地充電）と同じ 

２分の１ 

以内 
150万円 

地方公共団体 

（地方公共団

体がリースの使

用者となる場

合を含む） 

３分の１ 

以内 
150万円 

注１ 国土交通省に登録されている道の駅を本補助金の対象とする。 

注２ 主要道路とは、別表２に掲げる道路をいう。 

注３ 補助対象経費から国補助金を控除した額に対する補助率 
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別表２ 

 主要道路名 設置が想定される区間 

１ 国道 19号 松本市から道の駅信州新町まで 

２ 国道 19号 

国道 117号 

中野市から長野市まで 

３ 国道 141号 佐久市から山梨県境まで 

４ 国道 142号 長和町から下諏訪町まで 

５ 国道 143号 松本市から青木村まで 

６ 国道 144号 上田市から群馬県境まで 

７ 国道 152号 

国道 474号 

県道 83号 

飯田市道※ 

県道 251号 

飯田市内 

８ 国道 153号 飯田市から平谷村まで 

９ 国道 254号 

県道 174号 

国道 152号 

松本市から上田市まで 

10 国道 256号 

国道 19号 

阿智村から岐阜県境まで 

11 国道 292号 山ノ内町から群馬県境まで 

12 国道 299号 茅野市から群馬県境まで 

13 国道 361号 

国道 19号 

木曽町から岐阜県境まで 

14 国道 361号 

国道 19号 

木曽町から伊那市 

15 国道 406号 須坂市から上田市まで 

16 国道 406号 長野市から白馬村まで 

17 県道 35号 長野市から上田市まで 

18 県道 37号 長野市から信濃町まで 

19 国道 254号 佐久市から群馬県境まで 

20 県道 192号 

立科町道※ 

茅野市内（ビーナスライン） 

21 県道 65号 

国道 143号 

上田市内 

22 国道 152号 茅野市から長和町 

23 国道 152号 伊那市から茅野市 

24 国道 292号 飯山市から新潟県境まで 

25 国道 19号 国道 361号から国道 256号まで 

※市道・町道は前後の（国）県道に接続するものに限る。 


