
令和３年度ＡＳＶ装置導入促進助成金のご案内

標記の件につきまして、事故防止の一環として、今年度もＡＳＶ装置（衝突被害軽減ブレ
ーキ装置、ふらつき注意喚起装置、車線逸脱警報装置、車線維持支援制御装置、車両安定性
制御装置）導入に係る費用に対して一部助成を実施することになりました｡
つきましては、下記条件により別紙要綱に基づき実施しますので、ご案内いたします。

記

１．申 請 期 間  令和３年６月１日(火) ～ 令和４年２月２８日(月)
（土日祝日及び休館日は除く）
※但し、令和３年３月１日(月)から令和４年２月２８日(月) まで
に装着及び支払いが完了しなければならない。

２．助 成 金 額   ①衝突被害軽減ブレーキ装置１台あたり   ２万円
②ふらつき注意喚起装置、車線逸脱警報装置、車両維
持支援制御装置     １台あたり   １万円

③車両安定性制御装置   １台あたり   １万円
※但し、車両総重量３．５トン以上の事業用貨物自動車とする。
＊１事業者あたり栃ト協助成金上限を２０万円とする。

３．助 成 枠 １０，０００千円
※申請期間内であっても､助成枠に達した時点で打ち切り予定です｡

４．助成対象装置  国の事故防止対策支援推進事業（先進安全自動車（ＡＳＶ）の導入に
対する支援）の対象装置と同一とする。

５．申 請 要 領  別添の様式Ｇ「令和２年度ＡＳＶ装置導入助成金交付請求書」に必要
事項を記入し①請求書及び領収証の写し(※リース又は割賦の場合は､
契約書の写し)②見積り明細書の写し(対象装置名、金額の記載のある
書類)③装着証明書の写し④装着した車両の車検証の写しを添えて申
請する。
但し、新車標準装備の場合②、③の代わりに主要装備一覧等を添付。
※原則、交付申請書は事業完了日から３か月以内または令和４年２月
２８日までのいずれか早い日までに提出願います。但し、領収証を交
付申請時に添付できない場合は、後日提出でも可とする。

６．注 意  ①会員所有の県内営業ナンバーの車両であること。
７．注 意  ②助成金は新たに導入した装置に対して行う。

［問合せ先］ (一社)栃木県トラック協会 業務部
TEL０２８－６５８－２５１５  FAX０２８－６５８－６９２９



令和３年度ＡＳＶ装置導入促進助成金交付要綱

一般社団法人 栃木県トラック協会

（目  的）
第１条 この要綱は、一般社団法人栃木県トラック協会（以下「栃ト協」と

いう。）が行う、事業用トラックの交通事故を削減するために、ＡＳ
Ｖ装置（車両総重量３．５トン以上の事業用貨物自動車に係る衝突被
害軽減ブレーキ装置、ふらつき注意喚起装置、車線逸脱警報装置、車
線維持支援制御装置、車両安定性制御装置（以下「装置」という。）
の導入に対する助成金（以下「助成金」という。）の交付に関して、
必要な事項を定め、適正かつ円滑に事業を推進する事を目的とする。

（対象装置）
第２条 助成の対象となる装置は、国の事故防止対策支援推進事業（先進安

全自動車(ＡＳＶ)の導入に対する支援）の対象装置と同一とする。

（助成対象）
第３条 助成の対象は、装置の装着を行った会員事業者とする。

２ 会員事業者（以下「事業者」という。）は、助成金を申請する時点
で栃ト協に加入している事業者を言う。但し、新規加入した事業者に
ついては、入会後導入したものを対象とする。

３ 栃ト協会費等の未納がある事業者は、その限りではない。

（助成交付額）
第４条 交付する助成金額は、事業者が新たに装着した第２条及び第３条の

要件を満たした車両に対して１車両あたり上限４万円とする。また１
事業者あたり栃ト協助成金上限を２０万円とする。

２ 前項の取得価格には、消費税を含めない。

（助成交付額内訳）
第５条 助成交付の内訳については、①衝突被害軽減ブレーキ装置１台あた

り２万円、②ふらつき注意喚起装置･車線逸脱警報装置･車線維持支援
制御装置、③車両安定性制御装置１台あたり②、③各１万円※但し、
車両総重量３．５トン以上の事業用貨物自動車とする。

（助成金交付請求）
第６条 助成金の交付を申請する事業者は、栃ト協が指定する期日までに、

様式Ｇ「令和３年度ＡＳＶ装置導入促進助成金交付請求書」により、
次の書類を添付し助成金の交付を請求するものとする。

ア 請求書及び領収証の写し リース・割賦の場合は契約書の写し
イ 見積り明細書の写し（対象装置名、金額の記載のある書類）
ウ 装着証明書の写し
エ 装着した車両の車検証の写し
但し、新車標準装置の場合は、イ・ウの代わりに主要装備一覧
等を添付する。



（助成金交付対象期間）
第７条 前条の助成金交付対象期間を令和３年３月１日(月)から令和４年２

月２８日(月)までとする。
２ 買取り及びリース・割賦いずれについても事業者が、対象期間内に

新たに導入した装置については助成対象とする。
３ 期間内であっても助成枠に達した場合は、その時点で終了する。

（助成金の交付）
第８条 第７条の請求事業者に対し令和４年３月末日までに助成金を交付す

る。

（助成金の返還）

第９条 栃ト協は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対し既

に交付した助成金の全部もしくは一部の返還を命じることができる。

(１) この要綱に定める事項に違反したとき

(２) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき

２ 前項の規定により返還を命じられた事業者については、栃ト協が行

う助成事業すべてに係る申請は、原則として、当分の間、これを受付

又は交付決定を行わないものとする。

（財産の処分制限）
第10条 事業者は、交付対象となった装置が装着の日から起算して４年を経

過するまでの期間は、譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付又は
担保（以下「処分」という。）に供してはならない。但し、あらかじ
め栃ト協の承認を得た場合はこの限りではない。

（雑  則）
第11条 栃ト協は､助成金の交付に関して必要な報告を求めることができる｡

（附  則）
１． 本要綱は、令和３年４月１日より適用する。



令和３年４月１日現在

メーカー名 装置名称・型式 備考

いすゞ自動車 プリクラッシュブレーキ

いすゞ自動車 プリクラッシュブレーキ(全駆車)

日野自動車 ＰＣＳ（プリクラッシュセーフティ）

三菱ふそうトラック・バス ＡＭＢ+（Plus）

三菱ふそうトラック・バス ＡＢＡ４

三菱ふそうトラック・バス ＡＢＡ５

三菱ふそうトラック・バス ＡＥＢＳ

ＵＤトラックス トラフィックアイブレーキ

マツダ プリクラッシュブレーキ

スカニア スカニアＡＥＢ

メーカー名 装置名称・型式 備考

いすゞ自動車 運転集中度モニター・車線逸脱警報（ＬＤＷＳ）

いすゞ自動車 レーンキープアシスト(ＬＫＡ)

日野自動車 車線逸脱警報

三菱ふそうトラック・バス アテンションアシスト

三菱ふそうトラック・バス アクティブアテンションアシスト

三菱ふそうトラック・バス ＬＤＷＳ

三菱ふそうトラック・バス アクティブ・ドライブ・アシスト

ＵＤトラックス 車線逸脱警報（ＬＤＷＳ）

ボルボ・トラック 車線逸脱警報（ＬＤＷＳ） モデル名：ＦＨ、トラクターのみ

マツダ 車線逸脱警報（ＬＤＷＳ）

スカニア スカニアＬＤＷ

メーカー名 装置名称・型式 備考

いすゞ自動車 ＩＥＳＣ

日野自動車 ＶＳＣ（ビークル スタビリティ コントロール）

三菱ふそうトラック・バス ＥＳＰ

ＵＤトラックス ＵＤＳＣ（ＵＤ スタビリティー コントロール）

ボルボ・トラック ＶＳＰ モデル名：ＦＨ、トラクターのみ

マツダ 電子制御式車両姿勢制御システム　（ＩＥＳＣ）

スカニア スカニアＥＳＰ

令和３年度ＡＳＶ装置助成対象一覧

①衝突被害軽減ブレーキ

②ふらつき注意喚起装置 又は 車線逸脱警報装置 又は 車線維持支援制御装置

③車両安定性制御装置

ＡＭＴ車
モデル名：ＦＨ、トラクターのみ

※国土交通省の補助金はトラク
タは対象外

ボルボ・トラック ＡＥＢＳ



様式Ｇ

令和  年  月  日

一般社団法人 栃木県トラック協会長 殿

住 所

氏名又は名称

代表者 氏名                 ㊞

令和３年度ＡＳＶ装置導入促進助成金交付請求書

令和３年度ＡＳＶ装置導入促進助成金交付要綱第６条の規程に基づき、関係書類を添え

て助成金の支払い請求をします。

１．交付請求額     金                円

No 登録番号 装着分類 装置名称・型式 装着日 助成額

１
ﾌﾞﾚｰｷ・ふらつき

・安定性

２
ﾌﾞﾚｰｷ・ふらつき

・安定性

３
ﾌﾞﾚｰｷ・ふらつき

・安定性

４
ﾌﾞﾚｰｷ・ふらつき

・安定性

５
ﾌﾞﾚｰｷ・ふらつき

・安定性

助成額（交付請求額）合 計

※ﾌﾞﾚｰｷ=衝突被害軽減ﾌﾞﾚｰｷ装置、ふらつき=ふらつき注意喚起装置･車線逸脱警報装置･車線維持支援制御装置、安定性=車両安定性制御装置

２．添付書類 ①請求書及び領収証の写し（リース又は割賦の場合、契約書の写し）②

見積り明細書の写し（対象装置名、金額の記載のある書類）③装着証明

書の写し④車検証の写し

※新車標準装備の場合は、②、③の代わりに主要装備一覧等を添付

３．助成金振込先口座

担当者氏名：        TEL：           FAX：

整理番号 G-

銀 行 名 銀行

支 店 名 支店

預金種目 普通       当座     

口座番号

口座名義

ﾌﾘｶﾞﾅ



ＡＳＶ装置装着証明書

導入事業者                     

登録番号                     

車台番号                     

装置名称・型式                    

装 置 価 格                      

装 着 日                   

上記のとおり装着したことを証明します。

令和  年  月  日

装着業者                 印


