








Ⅰ．車両・周辺機器に関する助成 

 

内容 助成金額 備考 

低公害車（ＣＮＧ車両）導入補助 

小型１台あたり 
234,000 円 

新規購入またはリース 
中型１台あたり 

875,000 円 

大型１台あたり 
1,000,000円 

 低公害車（ハイブリッド車両）導入補助 

小型１台あたり
97,000 円 新規購入またはリース 

１事業者３０台まで 中型１台あたり 
335,000 円 

 省エネ対策用機器等導入補助 

   エコドライブ管理システム（ＥＭＳ）用車載器 １台あたり 10,000 円 

ＥＭＳとＤＲを合わせて 

１事業者１５台まで 
 ドライブレコーダー（ＤＲ）用車載器 １台あたり 10,000 円 

 
ドライブレコーダー（ＤＲ）用車載器 

（運行管理連携型） 
１台あたり 20,000 円 

   アイドリングストップ支援機器（蓄熱マット） 
購入金額の２分の１ 

（上限 15,000 円） 
買い取りのみ 

１事業者 

合計５台まで 
   

アイドリングストップ支援機器 

（エアヒータ・車載バッテリー式冷房装置） 

購入金額の２分の１ 

（上限 60,000 円） 

買い取りまたは

リース 

   環境タイヤ（リトレッドタイヤ） 
導入金額の２分の１ 

（上限 50,000 円） 
１事業者１申請のみ 

 安全装置等導入促進助成事業 

 
後方視野確認支援装置（バックアイカメラ） 

側方視野確認支援装置（サイドビューカメラ） 

１台あたりそれぞれ
10,000 円 

 
※両装置一体型は 

20,000 円 
１事業者１０台まで 

  呼気吹込み式アルコールインターロック装置 １台あたり 10,000 円 

 
ⅠＴ機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用 

する携帯型アルコール検知器 
１台あたり 10,000 円 

 衝突被害軽減ブレーキ装置導入促進助成事業 取得価格の４分の１ 

１車両あたり上限５万円 

１事業者３台まで 

車両総重量３.５t以上８t未満に

限る 

中小企業（※）に限る 

※資本金または出資総額が 3 億円

以下の会社、または常時使用す

る従業員数が 300 人以下の会社 

 

○各助成・融資を受けるためには一定の条件があります。 

詳しくは、(一社)東京都トラック協会までお問い合わせください。 



Ⅱ．人（社員・運転者）に関する助成・教育支援・福利厚生 

 

１．助成 

内容 助成金額 備考 

 準中型免許取得助成 

 新規取得（全日本トラック協会） １名あたり 40,000 円 
１事業者１０万円まで 

 ５トン限定解除（全日本トラック協会） １名あたり 25,000 円 

 ５トン限定解除（東京都トラック協会） １名あたり 5,000 円 1 事業者４名まで 

運転者適性診断補助 １名あたり 1,000 円 初任・一般・適齢診断から選択 

運転記録証明書交付料助成 １名あたり 630 円 １事業者３０名まで 

ドライバー等安全教育促進助成 １名あたり 10,000 円 

特定・指定研修施設での一般 

研修を受講 

Ｇマーク加点 

健康診断受診に係る助成 １名あたり 1,000 円 
１事業者３０名を上限 

但し、届出車両数まで 

睡眠時無呼吸症候群(ＳＡＳ)スクリーニング 

検査助成 
１名あたり 4,000 円 １事業者３０名まで 

運転免許取得支援 
取得費用特別割引 

（10％引） 
都内協定教習所での取得 

 

２．教育支援 

内容 料金 備考 

 初任運転者特別講習 無料  

運転者講習会 無料  

  運行管理者試験事前講習会 無料 

テキスト代は別途 

・対 策 講 座：1,100 円 
・実践模擬講座：2,000 円 

Ｇマーク加点 

  運送業のＩＴスキルアップを目指すパソコン 

セミナー 
3,000 円 

２日間開催 

ＩＴ活用、Excel、PowerPoint 

教育用研修ＤＶＤ・図書貸出 無料 
安全教育、健康支援、ビジネス

マナー等 

 

３．福利厚生 

内容 備考 

東ト協健康相談 

（“からだ”と“こころ”の相談窓口） 
２４時間・３６５日年中無休、ＷＥＢ相談窓口も 

契約保養所・レジャー施設 優待料金での利用 



Ⅲ．会社経営に関する融資制度・助成・補助・セミナー・サポート 
 
１．融資制度 

内容 利子補給率 備考 

地方近代化基金融資 
0.3％ ポスト新長期適合車両購入資金 

0.3％ 施設整備資金等 

中央近代化基金融資 0.3％ 
大規模ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(物流施設整備)
資金等 

 
２．助成・補助 

内容 助成金額 備考 

信用保証料の助成 
必要保証料の２分の１ 
（上限 200,000 円）   

 

経営診断受診促進 

診断費用の２分の１ 
（80,000 円） 

 
※Ｇマーク取得事業者
は 100,000 円 

中小企業診断士等による経営
診断・相談 

「グリーン・エコプロジェクト(ＧＥＰ)」 
参加費用補助（エコドライブコンサル事業） 

全額補助 
原則全車両補助 
１台あたり 15,000 円〔概算〕 

「グリーン･エコプロジェクト（ＧＥＰ）」インセンティブ 
補助事業～ホームページ新規作成補助 

60,000 円 
ＧＥＰ参加事業者のみ 
新規作成時のみ 

「グリーン･エコプロジェクト（ＧＥＰ）」インセンティブ 
補助事業～グリーン経営認証取得促進補助 

30,000 円 
ＧＥＰ参加事業者のみ 
新規・更新認証登録時 

中小企業大学校講座受講促進助成 講座受講料の３分の２  

自家用燃料供給施設整備支援助成 新設 ： 100 万円 
増設 ：  30 万円 

年度内１施設限り 

インターンシップ導入促進支援助成 

 受入れ期間 ３日間 90,000 円 １事業者１回のみ 
受入れ期間は同一学生に対す
る受入れ期間 
助成額は受入れ人数にかかわ
らず左記の通り 

 受入れ期間 ４日間 110,000 円 

 受入れ期間 ５日間以上 130,000 円 

 
３．セミナー 

内容 受講金額 備考 

経営者セミナー 無料  

経営者実務セミナー 無料  

労務講習会 無料 労働災害防止、労務管理 

福利厚生対策事業研修会 無料 社員の健康管理、労務管理 

原価意識強化セミナー 無料  

｢ﾄﾗｯｸ追突事故防止ﾏﾆｭｱﾙ」活用セミナー 無料 Ｇマーク加点 

情報化支援セミナー 無料  

人材確保対策セミナー 無料  
 
４．サポート 

内容 備考 

安全性優良事業所（Ｇマーク）取得支援 協会の適正化指導員がサポート 

労務相談 協会委託の労務相談員(社会保険労務士)が担当  



■会費等（試算）
入会初年度

（年間）

２年目以降

（年間）
備考

入会金 50,000 0

会費（店頭割） 31,200 31,200 月額2,600円（一定額）

会費（車両割） 33,600 33,600
小型車６台まで無料、７～20台は１台/月額150円

21～50台は１台/月額140円　※普通・大型１台は小型２台に換算

政策研究会 会費 15,000 15,000
小型車１台につき月額50円

※普通・大型は小型２台に換算

陸災防(※) 会費 3,000 3,000
※陸災防＝陸上貨物運送事業労働災害防止協会

車両種別に関わらず、１台につき年間200円

計 132,800 82,800

入会金

月会費（店頭割、車両割等）

計

※会費の一部は、運輸支局への届出車両数により変動します。

■助成金（試算）

金額 内訳

875,000 　ＣＮＧトラック（中型）１台新規導入

20,000 　２台導入

20,000 　２台導入

15,000 　１台導入

50,000 　上限額（１事業者１申請のみ）

20,000 　２台導入

20,000 　２台導入

40,000 　１名取得

60,000 　２名限定解除

15,000 　15名受診

9,450 　15名申請

10,000 　特定・指定研修施設での一般研修を１名受講

15,000 　15名受診

60,000 　15名受診

200,000 　上限額

80,000 　上限額

1,589,450 円

　信用保証料の助成

助成額（試算）合計

　経営診断受診促進

　運転記録証明書交付料助成

　健康診断受診に係る助成

　睡眠時無呼吸症候群（SAS）スクリーニング検査助成

＜会社経営に関する助成＞

　ドライバー等安全教育促進助成

　２台導入
　携帯型アルコール検知器

＜人（社員・運転者）に関する助成＞

　準中型免許取得助成

　運転者適性診断補助

　新規取得

　５トン限定解除

　後方・側方視野確認支援装置

　呼気吹込み式アルコールインターロック装置

　ＩＴ機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する
20,000

一般社団法人 東京都トラック協会の会費等及び助成金について（試算）
＜モデルケース：保有車両15台（普通車10台・小型車５台）の場合＞

項目

本
部

支
部

各支部の会費による

　※上記は試算であり、記載された助成額を保証するものではございません。

　※各助成事業とも予算状況等により、変更または廃止する場合がございます。

名称

＜車両・周辺機器に関する助成＞

　低公害車導入補助

　省エネ対策用機器等の導入補助

　エコドライブ管理システム（ＥＭＳ）用車載器

　ドライブレコーダー（ＤＲ）用車載器

　アイドリングストップ支援機器（蓄熱マット）

　環境タイヤ（リトレッドタイヤ）

　アイドリングストップ支援機器
60,000 　１台導入

　（エアヒーター・車載バッテリー式冷房装置）

　安全装置等導入促進助成事業



＜入会手続について＞ 

 

 

１．入会までの流れ 

 

（１）貴社の本社または支社・営業所の所在地を管轄する支部（裏面を参照）に連絡 

 

・原則として、本社または支社・営業所の所在地を管轄する支部にご入会いただく 

ことになります。 

 

  ・担当者より、入会金や会費、必要書類などについてご案内いたします。 
 

・該当する支部がご不明の場合は、本部の支部連絡部（下記２参照）にお問い合わせ 

下さい。 

 

 

（２）入会申込書など必要書類の提出 

 

・支部および本部において、ご提出いただいた書類の確認・審査などを行います。 

 

 

（３）「入会承認通知書」の交付 

 

・手続が終了し、入会が承認されましたら、支部よりお知らせいたします。 

 

 

 

２．お問い合わせ先 

 

  一般社団法人 東京都トラック協会 支部連絡部 

  電話：０３－３３５９－４１３２ 

 

 

 

 



　　平成３０年６月１日現在

番 号
支 部 ・
団 体 名

支部長名 〒 事　務　局　所　在　地 ＴＥＬ ＦＡＸ 事務局責任者

1 千 代 田 原　島　藤　壽 101-0047 千代田区内神田1-12-3 神トラビル２Ｆ  　　　　　　　　03-3518-8006 03-3259-5123  内　村　 　稔
 ウチ　ムラ　 　ミノル

2 中 央 中　川　卓　三 104-0033 中央区新川1-27-7 日興パレス日本橋3F　　　　　　　　　03-3553-2881 03-3553-3174 白　川　直　孝

3 港 樋　口　恵　一 105-0014 港区芝1-11-14  芝松宮ビル４階　　　　　　　　　03-5730-1100 03-5730-1155 橋　爪　昭　人

4 品 川 中　山　勝　彦 140-0011 品川区東大井1-4-14 工場アパート3F　　　　　　　　03-3471-7561 03-3471-7810 丸　山　和　夫

5 大 田 松　原　伸　行 143-0006 大田区平和島5-11-1 城南協組総合会館5F　　　　　　　　　03-3766-3261 03-3765-4305 三
ミ　　スミ　ヒロ カズ

　角　弘　一

6 渋 谷 田　中　秀　樹 151-0053
渋谷区代々木2-23-1
ニューステイトメナー1032号

03-6276-2472 03-6276-2469 大　槻　知　子

7 世 田 谷 秋　山　　　悟 156-0051 世田谷区宮坂3-28-2かんだビル２F　　　　　　　03-3706-1011 03-3706-1013 林  　裕 美 子

8 目 黒 土　屋　秀　明 152-0003
目黒区碑文谷3-6-11
目黒陸運事業協組ビル2F

03-5701-9832 03-5701-9831 村　田　俊　行

9 新 宿 大　島　弥　一 160-0022
新宿区新宿4-3-15 ﾚｲﾌﾗｯﾄ新宿A-102
協同組合新宿摩天楼内

03-3352-7800 03-3352-3322 永　浦　　　彰

10 中 野 萩　原　修　司 164-0013 中野区弥生町2-52-8 城西運送本社ビル202　　　　　　　　03-3384-3275 03-3380-3448 宮　澤　哲　男

11 杉 並 飯　田　勇　一 167-0022 杉並区下井草5-11-11　　　　　　　 03-6913-7550 03-6913-7553 澤　口　恵　子

12 文 京 石　井　秀　男 113-0034 文京区湯島3-13-6 東貨協ﾋﾞﾙ3F　　　　 03-5807-6385 03-5807-6386 大　友　祐　子

13 豊 島 村　上　雅　英 171-0021 豊島区西池袋5-8-9 藤和池袋コープ404　　　　　　　　　03-3981-5414 03-3988-1305 設
シ

　楽
ダラ

　謙
ケン

　治
ジ

14 板 橋 野　地　昭　雄 175-0082 板橋区高島平9-37-6 3F　　　　　　 03-3932-3701 03-3936-6115 阿　部　喜江子

15 練 馬 田　中　秀　明 176-0021 練馬区貫井4-47-56 03-3998-0695 03-3998-3739 大　石　智　士

16 北 上　 野　紀　一 114-0032 北区中十条1-2-23　　　　　　　　　 03-3905-3301 03-3905-3304 松　田　紘　之

17 台 東 松　本　勝　彦 111-0035 台東区西浅草2-23-1 加藤ﾋﾞﾙ3F　　　　 03-3844-4527 03-3842-1332 笹　木　憲　一

18 深 川 高　取　言　彦 135-0031 江東区佐賀1-6-9 ㈱深川トラック会館内　　　　　　　　　　03-3643-4851 03-3641-5902 奥　泉　智恵美

19 城 東 浅　野　利　幸 136-0076
江東区南砂1-3-20
東京トラック同盟協同組合会館２階

03-3699-7083 03-3699-7098 松
マツ

　下
シタ

　佳
ヨシ

　史
フミ

20 墨 田 香　川　省　司 131-0033 墨田区向島１－１７－６　　　　　　　　　　03-3624-6607 03-3621-1779 細
ホソ

　越
ゴエ

　貴
タカ

　義
ヨシ

21 江 戸 川 森　本　勝　也 134-0088 江戸川区西葛西7-28-8 トラック会館　　　　　　　03-5674-1211 03-5674-1215 山
ヤマ

　端
ハタ

　哲
テッ

　平
ペイ

22 葛 飾 鈴　木　　 貢 125-0062 葛飾区青戸7-19-14 葛貨協会館 03-3690-4551 03-3604-3263 高　橋　貴　浩

23 荒 川 熊　井　昌一郎 116-0014
荒川区東日暮里6-26-10
荒川地区運送事業協組ﾋﾞﾙ2F

03-3807-3641 03-3806-8267 小
コ

　暮
グレ

　俊
トシ　

　夫
オ

24 足 立 吉　本　商　一 121-0064 足立区保木間2-33-16　　　　　　 03-5242-5431 03-5242-5918 大　野　淳　一

25 多 摩 竹　内　政　司 186-0001 国立市北3-27-11 三多摩自動車会館内　　　　　　　　　042-524-3469 042-525-1775 檜　山　茂　美

26 八 丈 島 石　井　英　明 100-1401 八丈島八丈町大賀郷2439 　田村運送（株）内　　　　　　　　　　　　04996-2-0011 04996-2-4835 田　村　六　郎

27 三 宅 島 宮　下　隆三郎 100-1212 三宅島三宅村阿古675 04994-5-0506 04994-5-7070 関　　　和　広

28 環 境 田　口　勝　久 102-0073 千代田区九段北1-6-4 日新ビル6F 03-3264-7911 03-3239-3432 黒　田　　　透

29
全国物流
ネ ッ ト

瀬　戸　　 薫 150-0002 渋谷区渋谷3-26-15  ＮＥＸ渋谷ビル１階　　　　　　　　　03-6805-1362 03-6805-1368 斎　藤　寛　人

支部事務局名簿
一般社団法人東京都トラック協会
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