
 

平成２５年度ドライブレコーダ機器等導入促進助成金のご案内 

 

標記の件につきまして、交通事故の防止に資することから今年度もドライブレ

コーダ車載器の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  平成２５年６月３日(月) ～ 平成２６年２月２８日(金) 

（土・日曜日、祝日は除く） 

※ 但し、平成２５年３月１日(金)から平成２６年２月２８日

(金)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  車載器１台あたり全ト協:性能分類に応じて助成額を設定(別紙

の通り)、栃ト協:１万円 

※申請は１事業者あたり車載器及びスマートフォンのアプリ

ケーション１０台を上限とする 

 

３．対象機器  別に定める映像や走行に関するデータを記録するドライブレコ

ーダ車載器等で、「貨物自動車用ドライブレコーダ選定ガイド

ライン」で分類された機器等とする。 

 

４．助 成 枠  ２，７２０千円 

※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。 

 

５．申請要領  別添の様式Ｈ「平成２５年度ドライブレコーダ機器等導入促進

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（※リースの場合は、リース契約書の写し）②装着証明

書の写し③装着した車両の車検証の写しを添えて申請する。 

なお、領収証を申請時に添付出来ない場合は、３ヶ月以内に領

収証を提出すること。 

 

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。 

②助成金は新たに導入した対象機器に対して行う。 

 

［問合せ先］ (一社)栃木県トラック協会 業務部（鹿野、鈴木、横山） 

TEL０２８－６５８－２５１５ FAX０２８－６５８－６９２９ 



平成２５年度 ドライブレコーダ機器等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、公益社団法人全日本トラック協会（以下「全ト協」という。）

の定めたドライブレコーダ機器等導入促進助成金交付要綱に基づき、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

の事故や急加速･急減速などの一定の衝撃が生じた際に、その前後の映像や走

行データを記録するシステム(以下ドライブレコーダ)という｡)の普及を図り、

交通事故の防止に資するため ドライブレコーダ機器等(以下｢機器｣という｡)

の導入に対する助成金( 以下｢助成金｣という｡)の交付に関し必要事項を定め、

適正かつ円滑に事業推進することを目的とする。 

 

（助成対象） 

第２条 助成の対象となるドライブレコーダ機器等は、別に定める映像や走行に関す

るデータを記録するドライブレコーダ車載器等で、別に定める「貨物自動車用

ドライブレコーダ選定ガイドライン」で分類され、一定の評価を得られた機器

等とする。 

 

（助成対象者） 

第３条 助成対象者は、対象機器を新たに導入した会員事業者とする。 

  ２ 会員事業者とは、助成金を申請する時点で栃ト協に加入している者をいう。 

但し､栃ト協会費等の未納がある場合は、その限りではない。 

 

 

（助成交付額） 

第４条 会員事業者が新たに装着する機器に対して、車載器１台あたり全ト協より性

能分類に応じた助成額(別紙の通り)、栃ト協より１万円を交付する。 

２ 但し、申請は１事業者あたり、車載器及びスマートフォンのアプリケーショ

ン１０台を上限とする。 

 

（対象期間） 

第５条 平成２５年３月１日から平成２６年２月２８日までに装着を完了し、支払い

が終了したものを対象とする。 

２ リース契約の場合は、上記期間に導入が完了し、リース契約を締結したもの

に限る。 

３ 期間内であっても予算額に達した場合は、その時点で終了する。 

 



（助成金の請求手続き） 

第６条 助成金の交付を申請する会員事業者は、様式Ｈ「平成２５年度ドライブレコ

ーダ機器等導入促進助成金交付請求書」により、次の書類を添付し、栃ト協会

長に対して請求をするものとする。 

ア 請求書及び領収証等の写し、又は、リース契約書の写し 

イ 装着証明書の写し（車両登録番号、機器メーカー名、機器名称、型式、

装着年月日の記載があるもの） 

ウ 装着した車両の車検証の写し 

 

（助成金の交付） 

第７条 栃ト協は、前条の「平成２５年度ドライブレコーダ機器等導入促進助成金交

付請求書」の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、本助成事業に

適合すると認めた場合には、申請事業者に対して助成金を交付する。 

 

（財産処分の制限） 

第８条 会員事業者は、交付対象の機器が導入の日から起算して１年を経過するまで

は譲渡、交換、廃棄、貸付、又は担保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。 

 

（報  告） 

第９条  助成金の交付を受ける事業者は、別に定める調査票に基づき、機器等導入

の効果等を栃ト協に報告しなければならない。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。また、助成金の交付を受ける事業者は、

全ト協の求めがあった場合、原則として、導入した機器で得られたヒヤリハッ

ト映像および事故映像の提供に可能な限り協力するものとする。 

 

（その他必要な事項） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関するその他の必要事項は、

栃ト協が別にこれを定める。 

 

（附  則） 

１． 本要綱は、平成２５年４月１日より適用する。 



別紙１ 

貨物自動車用ドライブレコーダ選定ガイドライン 
 

 
○必須 △いずれか 



別紙２ 

 

ドライブレコーダ機器等の分類（第２条関係） 

 

事故防止、安全運行等に資するドライブレコーダの普及を図るため、一般的に使

用されているドライブレコーダを貨物運送事業者の使用目的に応じて、以下の①〜

④に分類する。 

 

① 簡易型（全ト協助成金：対象外） 

急ブレーキ時等の映像及び簡易的に取得した速度情報を活用し運転指導を行

うタイプ。 

 

② 標準型（全ト協助成金：１万円/台） 

急ブレーキ時等の映像及び速度情報を活用し運転指導を行うタイプ 

 

③ 運行管理連携型（全ト協助成金：２万円/台） 

急ブレーキ時等の映像及び速度情報による運転指導に加え、運行管理面やヒヤ

リハット等の多角的な分析等から交通安全教育等を行うことができるタイプ。 

 

④ スマートフォン活用型（全ト協助成金：３千円/台） 

スマートフォン（高機能携帯電話）及びアプリケーションの利用により事務所

等に転送した急ブレーキ時等の映像位置情報を活用し、交通安全教育を行うタイ

プ。 



 平成25年4月1日現在

☆簡易型ドライブレコーダ

ドライブ・カメラ Ｗitness-Light－G ＷＮ-LIGHT－ＧＴ
XLDR-501G&E XLDR-501G&E-B
XDR-55KG XDR-55KG-B

ＰＳＥ－1020 　
ＰＳＥ－7010

コスモシステム ＨＤドライブレコーダ－ ＤＲＳ－8000 　
アイセーフ　ジョージProⅡ DC-DR350
アイセーフ　W（ダブル） DC-DR1000

綾瀬設備工業 CAR DVR NEXT V2X NEXT　V2X 　
２カメラタイプドライブレコーダ－ VD-7000W Pro

VD-1500G8
VD-1500MG Pro

スマートレコ１ｃｈ WHSR-221
スマートレコ　Single WHSR-110
DRIVE-ONE MINI-T DRIVE-ONE MINI-T
DRIVE-ONE HD-T DRIVE-ONE HD-T
FOCUSAVOR FC-77DRT
FOCUSAVOR FC-708DRT
ドライブレコーダー
Ｅ－ＲＥＣ　Ｐｒｏ

ＤＥＲ－710Ｐ

ドライブレコーダー
Ｅ－ＲＥＣ　Ｇｏｌｄ

ＤＥＲ－910Ｇ

ドライブレコーダー BU-DRR600T 　
トラック法人専用
ドライブレコーダー

BU-DR HD6T

BEWEIS-V2T
BEWEIS-V1GT

風神雷神 FU-JIN, RAIJIN
ＩＤＲ－100Ａ
ＩＤＲ－110Ａ

トム通信工業 ドライブレコーダー TM-V731A12-T1 　
ＮＰシステム開発 ドライブレコーダー　　本体 ＮＤＲ－200 　
アヤリーシステム ドライブレコーダー「DIMO」 ＴM-201A
Ｌｕｎａ ドライブレコーダー LNP-1000

ドライブレコーダーCARPA-11H CARPA-11H
ドライブレコーダーCARPA-10H CARPA-10H

ジェットイノウエ ＤＶＲ－ＮＥＯ GE-11GPS
日商エレクトロニクス くるま-i MVT100T
三研メディアプロダクト Car Drive Safety TP-6000

☆標準型ドライブレコーダ

XLDR-801 XLDR-801-B
XDR-55HG XDR-55HG-B

コムテック アイセーフ　ジョージProⅡ
DC-DR350
-DROP-006
BU-DRS900T
BU-DRR610T

トラック法人専用ドライブレコーダー BU-DRS910T
DRU-3011
DRU-3012
DRU-3013
DRU-3021
DRU-3022
DRU-3023
DRU-4010

Ｌｕｎａ ドライブレコーダー LNP-1000-SP1
「映像ｸﾘｯﾌﾟｿﾌﾄ(Stn)」使用時
に対応

ＷITNESS-LIGHT Ⅱ ＷＮ－LIGHT2 　
ＷITNESS-LIGHT Ⅱ-G ＷＮ－LIGHT2-G
ＹＡＺＡＣ－ｅｙｅ2 YEYE2ﾎﾝﾀｲＴＲ
ＹＡＺＡＣ－ｅｙｅ2L YEYE2LﾎﾝﾀｲＴＲ

THD-102T
THD-402T

ＫＹＢトロンデュール クルマメ DRE-120
市光工業 SAFETY VISION STR-100

エムアンドケイ

備考機器メーカー名 機器名称 型式

アイ・シー・エル

ＩＴＳグリッド

ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰBEWEISｼﾘｰｽﾞ

コムテック

ワーテックス

セラヴィ

ピー・エス・ディー

BLACK　BOX

スマートアイ

ホワイトハウス

エフ・アール・シー

ピットイン

単眼タイプドライブレコーダ－
アルファ・デポ

ユピテル

機器メーカー名 名称 型式 備考

ワーテックス

ユピテル
ドライブレコーダー

富士通テン ＯＢＶＩＯＵＳレコーダー
専用ｿﾌﾄ
「画像解析ソフト」
使用時に対応

ドライブカメラ

矢崎エナジー
システム

ファインフィットデザイン Tough More-Eye



 平成25年4月1日現在

☆運行管理連携型ドライブレコーダ
デジタコ
一体型

ドライブ・カメラ ＷitnessⅢ ＷＮ－ＷＩＴＮＥＳＳ３
ＩＴＳグリッド スマートアイ ＰＳＥ－1010 　

ＹＡＺＡＣ－ｅｙｅ３ YEYE３ｾｯﾄＴＲ
ＹＡＺＡＣ－ｅｙｅ３T YEYE３TｾｯﾄＴＲ 自TDⅡ-25
YAZAC-eye3  Lite YEYE3LiteｾｯﾄＴＲ
ＹＡＺＡＣ－ｅｙｅ2E YEYE2EﾎﾝﾀｲＴＲ
ＹＡＺＡＣ－ｅｙｅ2EL YEYE2ELﾎﾝﾀｲＴＲ
DTS-C1（ﾈｯﾄﾜｰｸ型車載
ｽﾃｰｼｮﾝ）ﾄﾞﾗﾚｺ内蔵

FV7100C1Ｄ 自TDⅡ-21

DTS-C1X（ﾈｯﾄﾜｰｸ型車
載ｽﾃｰｼｮﾝ）ﾄﾞﾗﾚｺ内蔵

FV7100C1ＸＤ 自TDⅡ-24

DTS-C1M（ﾈｯﾄﾜｰｸ型車
載ｽﾃｰｼｮﾝ）ﾄﾞﾗﾚｺ内蔵

FV7100C1ＭＤ 自TDⅡ-23

デンソー ドライビングパートナー DDD-100-DR 自TDⅡ-18
ＳＲＶｉｄｅｏ M68 　

SRDigitacho+
M603DR
(M603+M608)

　
デジタコ(M603　自ＴＤⅡ
-11)とのセット

SRVDigitacho Ｍ610 自TDⅡ-27
三菱ふそう　　　ト
ラック・バス

エコフリートＰＲＯ－ＤＲ
QZ064680A
(M602+M608)

デジタコ(QZ064660A
自ＴＤⅡ-10)とのセット

IR-1000
IR-2000
ＤＲ－9100 　
ＤＲ－9100Ｆ
ＤＲ－9100Ａ
ＤＲ－9100Ｃ
ＤＲ－5300ＧＰＳ

ドライブレコーダー機能付
デジタルタコグラフ

ＤＲT－7000 自TDⅡ-34

DRU-3012
DRU-3013
DRU-3022
DRU-3023
DRU-4010

トム通信工業 ドライブレコーダー ＴＭ－Ｖ740Ａ01
ＮＰシステム開発 ドライブレコーダー ＮＤＲ－200P
あきば商会 タコドラ ＭＡＳ－Ａ１ＤＲ 自TDⅡ-28
東信電気 クピレ ＤＴ－１

Ｌｕｎａ ドライブレコーダー LNP-1000-SP1
「運転日報管理ｼｽﾃﾑ+映
像ｸﾘｯﾌﾟｿﾌﾄ(Stn)」使用時
に対応

ER-X2/JCM
ER-X1/JM
ER-X1/JCM

XLDR-1001 XLDR-1001-B
運転日報等作成のため別
途EXCEL（2007以降）要

XDR-55URG XDR-55URG-B
富士ソフト FS04DVRHMR FS04DVRHMR

コムテック アイセーフ　W（ダブル）
DC-DR1000
-DROP-007

デジタコ（自TDⅡ-3、自TD
Ⅱ-8）と連動可

☆スマートフォン活用型ドライブレコーダ

パイ・アール Ｒｅｃｏ－ｄｅｒ［レコダ］ ＲＣＤ－001

機器メーカー名 名称 型式 備考

データ・テック

メルモ

矢崎エナジー
システム

富士通

富士通テン ＯＢＶＩＯＵＳレコーダー

ドライブレコーダー

メーカー名 名称 型式 備考

専用ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

ｉ－Ｒｅｃｏ．

ワーテックス

シナノケンシ ＰＬＥＸＣＡＭ

専用ｿﾌﾄ
「エコ安全運転支援ソフ
ト」
使用時に対応

堀場製作所



 

 

様式Ｈ 

平成  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                ○印  

 

平成２５年度ドライブレコーダ機器等導入促進助成金交付請求書 
 

平成２５年度ドライブレコーダ機器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  
 

装置メーカー名  
国 へ の 

助成申請 
有 / 無 

機 器 名 称  型式  

装 着 日 平成  年  月  日～  月  日 

申 請 台 数 台 

助 成 金 内 訳 
全ト協(      円/台) 円 

栃ト協(      円/台) 円 

合     計 円 

＊上限は１事業者あたり車載器及びスマートフォンのアプリケーション１０台まで 
 
２．添付書類   ①請求書及び領収証の写し ※リースの場合は、リース契約書の写し 

②装着証明書の写し  
③装着した車両の車検証の写し 

 
３．振込先金融機関 
 
 
 
 
 
 
 
ご担当者名：         ＴＥＬ：        ＦＡＸ：         

 

整理番号 Ｈ- 

 

金融機関 本・支店名 

  

口 座 名 口座番号(普通・当座) 

ﾌﾘｶﾞﾅ 
 




