
 

 

 

 

 

沼津市貨物自動車運送事業者支援金 

 交付申請要領 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒410-8601 

沼津市御幸町 16-1（沼津市役所 5階） 

沼津市 産業振興部 商工振興課 商工係 

℡ 055-934-4748 

8：30～17：15（土・日・祝日除く） 

syouko@city.numazu.lg.jp 
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１ 制度概要 

原油価格の高騰に伴い燃料費負担が増加している貨物自動車運送事業者を支援することで、安定し

た物流による地域経済の健全化を図ることを目的として、沼津市貨物自動車運送事業者支援金を交付

します。 

 

２ 申請期限 

令和４年 12 月 26 日（月） 

 

3 交付対象事業者 

次の条件をすべて満たす貨物自動車運送事業者 

※「貨物自動車運送事業者」とは 

・一般貨物自動車運送事業 

｝ …緑地ナンバー 
・特定貨物自動車運送事業 

・貨物軽自動車運送事業  …黒地ナンバー 

を営む法人、個人事業主（貨物自動車運送事業法第２条第１項） 

・令和４年 10月１日以前から、市内に本店、支店、営業所または事業所があり、交付申請日時点で貨物

自動車運送事業を継続していること。 

 ※「市内に本店、支店、営業所または事業所がある」とは 

法人…本店の登記簿上の住所が沼津市内にある、または支店等が市内に登記があり、市税の納付事

実があるもの 

個人事業主…沼津市内に店舗・事業所を有するもの 

・交付申請日時点において、納期が到来した市税を完納していること。 

（ただし、徴収猶予に係る税額を除く） 

・沼津市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員等又は同条第１号に規定する暴力団若しくは

暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと 

 

４ 交付対象車両 

次の条件をすべて満たす車両 

・交付対象事業者が貨物自動車運送業のために使用しており、沼津市内に使用の本拠の位置があること 

※「沼津市内に使用の本拠の位置がある」 

実際に沼津市内の営業所等で使用され、自動車検査証の「使用の本拠の位置」欄が沼津市内であること 

・営業ナンバーを有していること 

 ※「営業ナンバー」 

一般・特定貨物自動車運送事業の許可申請、または貨物軽自動車運送事業の届出等を行い、運輸局

から交付を受けた、緑地の自動車登録番号標、または黒地の車両番号標 

・交付対象事業者が所有しているか、自動車リース事業者とのリース契約に基づき借用していること 

・被けん引自動車ではないこと 



 ※「被けん引自動車」 

自動車によりけん引されることを目的とし、その目的に適合した構造及び装置を有する自動車（道

路運送車両の保安基準第１条第２項） 

被けん引自動車は交付対象外です 

 

５ 交付金の額 

交付対象車両の台数に基づき、次のとおり算出 

 
区分 交付額 

交付対象事業者１者 

あたりの上限台数 

緑地ナンバー 
一般貨物自動車運送事業 

特定貨物自動車運送事業 
５万円/１台 50台 

黒地ナンバー 貨物軽自動車運送事業 ３万円/１台 20台 

 

【緑地ナンバーの車両】 

（車両 1台あたり５万円）×（沼津市内の営業所に登録されている車両台数） 

【黒地ナンバーの車両】 

（車両 1台あたり３万円）×（沼津市内の営業所に登録されている車両台数） 

 

それぞれの区分の上限台数に関わらず、交付対象事業者１者あたりの上限額は 250 万円 

例）緑地ナンバーの車両を 60台、黒地ナンバーの車両を 30台所有している場合 

緑地ナンバー 50台（区分ごとの上限）×５万円 ＝ 250万円  

黒地ナンバー 20台（区分ごとの上限）×３万円 ＝  60万円  

合計   310万円  

交付額   250万円 （１者あたりの上限） 

６ 申請方法等 

(1) 申請様式の入手方法 

①沼津市公式ホームページ 

沼津市公式ホームページの以下のページからダウンロードできます 

https://www.city.numazu.shizuoka.jp/business/topics/2022/kamotsushien/index.htm 

②窓口 

沼津市役所５階 商工振興課窓口にて配布します 

 

(2) 申請方法 

①ＷＥＢ 

沼津市公式ホームページから申請フォームへアクセスしてください。 

添付書類の提出は、該当部分を写真に撮るかスキャナ等で取り込み、送信してください 

https://www.city.numazu.shizuoka.jp/business/topics/2022/kamotsushien/index.htm


②郵送 

簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法にて郵送いただくことをお勧めします 

（宛先） 

〒410-8601 沼津市御幸町 16-1（沼津市役所 5階） 

沼津市 産業振興部 商工振興課 商工係 貨物事業者支援金担当 

※他の郵便物との混同を避けるため、封筒に「貨物事業者支援金担当」と必ず記入してください。 

 

(3) 必要書類 

指定申請様式 
 

交付申請書兼請求書（第１号様式）★ 

誓約書（第２号様式）★ 

交付対象車両一覧（第３号様式） 

※沼津市ホームページからダウンロード、または窓口で受領してください 

電子申請の場合、「★」の書類は作成不要です（電子申請のフォームで入力） 

交付対象事業者であることを確認するための書類 

 ○一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業（次のいずれかの写し） 

・一般貨物自動車運送事業計画書（又は特定貨物自動車運送事業計画書） 

・貨物自動車運送事業の許可書、更新許可書 

・運輸局への許可申請書等 

・その他、以上のものに準ずると市長が認める書類 

 

○貨物軽自動車運送事業（次のいずれかの写し） 

・貨物軽自動車運送事業経営届出書 

・貨物軽自動車運送事業経営変更届出書 

・その他以上に準ずるものとして市長が認める書類 

交付対象車両台数を証明する書類 
 

交付対象車両の車検証の写し 

※「沼津市内に使用の本拠の位置があること」、「交付対象事業者が使用して」いること

等を確認するものです 

最新の車検証に限ります 

申請する自動車すべての車検証が必要です 

振込先口座情報を確認する書類 



 
金融機関名、支店名、口座名義（カナ）、口座番号、預金種別がわかる書類 

例）通帳・キャッシュカードの写し、口座情報が表示されたネットバンキングのページ

の写し 等 

※金融機関名、支店名、口座名義（カナ）、口座番号、預金種別がすべて分かるように添

付してください 

通帳やキャッシュカード、ネットバンキングのページでは、表紙、表面、１ページにす

べての情報が記載されていないことがあります。その場合、写しが複数枚に分かれても

構いません 

個人事業主の場合は申請者本人名義、法人の場合は当該法人の口座に限ります 

沼津市に営業実態があることが確認できる書類 
 

以下のいずれかの書類 

・令和３年度確定申告書の写し 

【法人】法人税申告書別表一、及び法人事業概況説明書の写し 

【個人】所得税確定申告書 Bの第一表、第二表 

（青色申告の方） 青色申告決算書 

（白色申告の方） 収支内訳書 

・法人登記簿の写し（3か月以内に発行されたもの） 

・公共料金の請求書等の写し（申請者名義であるもの） 

・その他事業実態が確認できるもの 

※「令和４年 10月１日時点で…貨物自動車運送事業を継続している」こと 

提出書類チェックシート 

 ※沼津市ホームページからダウンロード、または窓口で受領してください 

 

  



７ 記入例 

 

第１号様式（第５条関係）

月 日

（宛先）沼津市長

※住所

※ﾌﾘｶﾞﾅ

※名称

円

6

※口座名義人
(ｶﾅ)

ﾇﾏﾂﾞ ﾀﾛｳ

個人事業主の場合は申請者本人名義、法人の場合は当該法人の口座に限ります

一般・特定貨物…5万円/台（上限 50台/交付対象事業者１者） 貨物軽…3万円/台（上限 20台/交付対象事業者１者）

支店

※口座種別 普通 ※口座番号 0 1 2 3 4 5

3 台

一般・特定貨物、貨物軽のそれぞれの上限台数に関わらず、交付対象事業者１者当たりの支援金額の上限は250万円

振
込
先

※金融機関名 沼津 銀行 ※支店名 市役所

※申請額 90,000

※一般貨物自動車運送事業

特定貨物自動車運送事業 0 台 ※貨物軽自動車運送事業

※責任者氏名 沼津　太郎

※担当者氏名 沼津　太郎

※電話番号 055-9xx-xxxx

〒 410-0011

送付先住所
沼津市岡宮848-4

沼津市岡宮848-4

※営業所名 本店事務所

代
表
者

肩書

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

※は記入必須事項です。

申
請
者

〒 410-8601

沼津市御幸町16-1

ぬまづビル５階

ﾇﾏﾂﾞ ﾀﾛｳ

沼津　太郎

市

内

の

主

な

営

業

所

等

住所

沼津市貨物自動車運送事業者支援金　交付申請書兼請求書

　沼津市貨物自動車運送事業者支援金交付要綱第５条の規定により支援金の交付を受けたい

ので、下記のとおり申請（請求）します。

※この申請書は沼津市において交付決定した後は、交付決定日をもって請求日とし、沼津市貨物自動車運送事業者支援金の請求書と

　して取り扱います。

令和４年 12 26

市内にある営業所等を記入

複数ある場合でも、記入は1箇所のみ

記入しない場合、書類等は申請者の住所に送付されます

申請者の住所以外の事務所等に送付を希望する場合は記入

「一般・特定貨物自動車運送事業計画書」「貨物軽自動車運送事業経

営届出書」等に記載されている「営業所名」を記入

責任者…申請事務を実際に行う部署の長（総務部長、会計課長等）

担当者…申請事務を実際に行い、市役所から問い合わせに対応できる

方を記入

従業員等おらず、申請者が申請事務を行っている場合は、責任者、担当者

ともに申請者の名前を記入

不備等あった際の市役所からの問い合わせ先

実際に申請事務を行う方の連絡先

個人事業主の場合は申請者本人名義、法人の場合は法人の口座に限ります

記入日ではなく、提出日を記入

申請者の住所と同じ場合は記入不要

記入例（個人事業主の場合）

申請者の住所（自宅）を記入

申請者の個人名を記入

屋号等がある場合も個人名

個人事業主の場合は

記入不要



 

  

第１号様式（第５条関係）

月 日

（宛先）沼津市長

※住所

※ﾌﾘｶﾞﾅ

※名称

円

沼津市貨物自動車運送事業者支援金　交付申請書兼請求書

令和４年 12 26

代
表
者

肩書

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

市

内

の

主

な

営

業

所

等

住所

※営業所名

ﾇﾏﾂﾞ ﾊﾅｺ

沼津　花子

東京都霞が関1-3-1

霞が関ビル

沼津営業所

沼津市沼津市御幸町17-2

ﾇﾏﾂﾞｳﾝｿｳ(ｶ

普通

代表取締役社長

一般・特定貨物…5万円/台（上限 50台/交付対象事業者１者） 貨物軽…3万円/台（上限 20台/交付対象事業者１者）

一般・特定貨物、貨物軽のそれぞれの上限台数に関わらず、交付対象事業者１者当たりの支援金額の上限は250万円

振
込
先

※金融機関名

※口座種別

※口座名義人
(ｶﾅ)

銀行沼津

9※口座番号 8 7

30

6 5 4

沼津貨物運送株式会社

静岡ビル　沼津貨物運送株式会社静岡支社

420-8601

※支店名

※貨物軽自動車運送事業

054-2xx-xxxx

静岡 次郎

※担当者氏名

※電話番号

2,500,000

台60

※申請額

※一般貨物自動車運送事業

特定貨物自動車運送事業

申
請
者

送付先住所

〒

※責任者氏名

個人事業主の場合は申請者本人名義、法人の場合は当該法人の口座に限ります

　沼津市貨物自動車運送事業者支援金交付要綱第５条の規定により支援金の交付を受けたい

ので、下記のとおり申請（請求）します。

※この申請書は沼津市において交付決定した後は、交付決定日をもって請求日とし、沼津市貨物自動車運送事業者支援金の請求書と

　して取り扱います。

静岡県静岡市葵区追手町９-６

〒 100-0013

ﾇﾏﾂﾞ ｳﾝｿｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ

3

※は記入必須事項です。

静岡 三郎

台

東京 支店

市内にある営業所等を記入

複数ある場合でも、記入は1箇所のみ

法人住所（本社等の住所）を記入

記入しない場合、書類等は申請者の住所に送付されます

申請者の住所以外の事務所等に送付を希望する場合は記入

記入例（法人の場合）

「一般・特定貨物自動車運送事業計画書」「貨物軽自動車運送事業経

営届出書」等に記載されている「営業所名」を記入

責任者…申請事務を実際に行う部署の長（総務部長、会計課長等）

担当者…申請事務を実際に行い、市役所から問い合わせに対応できる

方を記入

不備等あった際の市役所からの問い合わせ先

実際に申請事務を行う方の連絡先

個人事業主の場合は申請者本人名義、法人の場合は法人の口座に限ります

記入日ではなく、提出日を記入

申請者の住所と同じ場合は記入不要



８ 問い合わせ・提出先 

〒410-8601 

沼津市御幸町 16-1（沼津市役所 5階） 

沼津市 産業振興部 商工振興課 商工係 

℡ 055-934-4748 

8：30～17：15（土・日・祝日除く） 

syouko@city.numazu.lg.jp 

沼津市ホームページ 

https://www.city.numazu.shizuoka.jp/business/topics/2022/kamotsushien/index.htm  

mailto:syouko@city.numazu.lg.jp
https://www.city.numazu.shizuoka.jp/business/topics/2022/kamotsushien/index.htm

