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実施自治体 制度名称 
助成制度の概要 

実施期間 備考 
（制度URL 、その他） 

担当部署 
方法 対象 補助金額・限度額 

（償還方法・利率等） 

島根県 松江市 松江市再生可能エネル
ギー設備等導入支援
事業補助金 

補助金 太陽光発電システム（住宅用） 1kW につき 30,000 円 
（上限 120,000 円） 

令和 4 年 4
月 1 日～ 

https://www1.city.matsu
e.shimane.jp/gomi/kanky
ou/hojokin/saiseikanoue
nerugi-.html 

環境エネルギー課 
0852-55-5271 

  
 

太陽熱利用設備（ソーラーシステムに限る） 設置費用の 1/2（上
限 300,000 円） 

   

島根県 浜田市 浜田市再生可能エネル
ギー設備導入支援事
業補助金 

補助金 【住宅用太陽光発電設備】 
・太陽電池の公称最大出力とパワーコンディショナー
の定格出力の合計値が 10kW未満。 
・電力会社と電力受給契約を締結すること。 
【蓄電池】 
・補助対象となる太陽光設備を同時に設置すること、
又はすでに設置していること。 
・設置型で、蓄電容量が 1kwh以上 
【太陽熱利用設備】 
太陽熱を給湯又は冷暖房に利用する設備であり、集
熱器と貯湯部分が分離したソーラーシステムである
こと。 
※詳細は制度 URLまで。 

【住宅用太陽光発電設
備】4 万円/kW 
上限 16 万円 
【蓄電池設備】 
補助対象設備の設置に
要する費用以内の額 
上限 20 万円 
【太陽熱利用設備】 
補助対象設備の設置に
要する費用の 1/2 以内 
上限 30 万円 

令和 4 年 4
月 1 日～ 
予算総額に
達した時点で
受付を終了し
ます。 

https://www.city.hamada
.shimane.jp/www/conten
ts/1649122425996/index
.html 

環境課 
カーボンニュートラ
ル推進室 
0855-25-9008 

島根県 出雲市 出雲市再生可能エネル
ギー設備等導入補助
金 

補助金 住宅用太陽光発電設備 
・市内に住所を有する個人 
・最大出力の合計が１０ｋｗ未満のもの 
・市内業者に発注するもの 

3 万円/kw・上限 12
万円 

令和 4 年 4
月 1 日～ 

https://www.city.izumo.s
himane.jp/www/contents
/1585559674888/index.h
tml 

環境政策課ゼロカ
ーボン推進室 

    太陽熱利用設備 
・市内に住所を有する個人又は事業者 
・市内業者に発注するもの 

設置費用の 1/2 以
内・上限 30 万円 

   

島根県 大田市 大田市太陽熱利用シス
テム導入促進事業 

補助金 【対象者】 
市内に居住する個人 
【対象機器】 
住宅の屋根などに設置し、不凍液などを強制
循環する集熱器と蓄熱槽から構成され、給湯
または冷暖房などに利用する太陽熱利用シス
テム（いわゆる「太陽熱温水器は対象外」） 
※その他詳細は制度 URL まで 

太陽熱利用システム
の設置に直接関係す
る工事費から国の補
助金その他の収入の
額を控除した額の
1/2（上限 30 万円） 

令和 4 年 4
月 1 日～ 

https://www.city.oda.lg.j
p/ohda_city/city_organiz
ation/24b/38/38b/9631
/5929 

環境政策課 
0854-83-8071 

  大田市太陽光発電導
入促進事業 

補助金 【対象者】 
市内に居住する個人 
【対象機器】 
・太陽光発電設備：住宅及び賃貸集合住宅へ
設置するもので、出力 10kW 未満のもの 
・蓄電池設備：太陽光発電設備に設置するもの
で、蓄電容量が 1.0kW 以上のリチウムイオン蓄
電池および電力変換装置を備えているもの 
※その他詳細は制度 URL まで 

【太陽光発電システ
ム】1kW あたり 1 万
円（上限 4 万円） 
【蓄電池設備】設置に
係る費用の額（上限
10 万円） 

 https://www.city.oda.lg.j
p/ohda_city/city_organiz
ation/24b/38/38b/9631
/5928 
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実施自治体 制度名称 
助成制度の概要 

実施期間 備考 
（制度URL 、その他） 

担当部署 
方法 対象 補助金額・限度額 

（償還方法・利率等） 

島根県 安芸市 太陽光発電システム等
設置費補助金 

補助金 太陽光発電システムおよび蓄電池設備の設置
費用の一部を補助 
太陽光発電システム等を県内の事業所より購
入、設置する人 

▼太陽光発電システム 
太陽電池の公称最大
出力に 1kWあたり１万
円を乗じた金額（上限４
万円） 
▼蓄電池設備 
10 万円（設置経費が
10 万円より少ない場合
は、その金額が上限） 

4 月 1 日～   環境政策課 

  太陽熱利用設備設置
費補助金 

補助金 太陽熱利用設備（ソーラーシステム）の設置費
用の一部を補助 
市内の住宅・事業所等に新たに太陽熱利用設
備（ソーラーシステムに限る）を設置する個人・
法人等 

補助対象経費の 1/2
（上限 30 万円） 

   

島根県 雲南市 雲南市太陽光発電設
備等導入促進事業補
助金 

補助金 ・太陽光発電設備（住宅用） 
・上記設備に接続する蓄電池 
※市内に居住する者若しくは居住を予定してい
る者であり、市内に事務所又は事業所を有す
る法人又は個人事業者との請負契約により設
置するもの。詳細は備考記載の制度 URL 参
照。 

【住宅用】 
・パナソニック製品 
34,000 円/kW（上限 4kW） 

・パナソニック製品以外 
17,000 円/kW（上限 4kW） 
※上記に島根県の補助金

を上乗せ 
【蓄電池】 
・10万円（設置経費が 10

万円未満の場合はその
額） 

令和 4 年 4
月 1 日～ 

https://www.city.unnan.s
himane.jp/unnan/kurashi
/sumai/teijuu/2022-
0421-0806-41.html 

市民環境部 
環境政策課 
0854-40-1033 

島根県 飯南町 飯南町新エネルギー設
備導入促進事業補助
金 

補助金 ・町内に所有もしくは所有する予定の住宅にお
いて、未使用の新エネルギー設備を設置する
者。 
・町内に事務所もしくは事業所を有する法人又
は個人事業主の施工により設置するもの。 
・町税を滞納していないもの 
その他、詳細は担当課まで。 

50,000 円/kW（県の
補助を含む）※上限
4kW 

4 月 1 日～ 
・予算の範囲
内 

  来島支所（住民課） 
0854-76-2393 

島根県 美郷町 美郷町新エネルギー設
備導入促進事業補助
金 

補助金 太陽光発電設備（個人） 6 万円/kW 
上限 24 万円 

令和 3 年 4
月 1 日～令
和 4 年 3 月
31 日 

https://gov.town.shiman
e-
misato.lg.jp/kurasi/sumai
/872 

企画推進課 
0855-75-1924 

    太陽熱利用設備（個人） 自然循環型 
上限 3 万円 
強制循環型 
1/2 上限 30 万円 
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実施自治体 制度名称 
助成制度の概要 

実施期間 備考 
（制度URL 、その他） 

担当部署 
方法 対象 補助金額・限度額 

（償還方法・利率等） 

島根県 津和野町 津和野町再生可能エネ
ルギー設備等導入支
援事業補助金 

補助金 住宅用太陽光発電設備 

①低圧配電線と逆潮流有りで連携し、かつ、次の数値のう
ちのいずれかが 10kW 未満のもの 
ア．太陽電池の公称最大出力（対象システムを構成する太

陽電池モジュールの公称最大出力の合計値） 
イ．パワーコンディショナの定格出力（対象システムを構成
するパワーコンディショナの定格出力の合計値） 

②設置する建物は、住居として使用されているもの、また
は住居として使用される予定のもの 
③未使用品 

出力 1kW あたり 5 万
円 
（上限 4kW、20 万円） 

令和 4 年 4
月 1 日～令
和 4 年 12 月
末日 
※ただし、予
算の範囲内
での受付 

https://www.town.tsuwa
no.lg.jp/www/contents/1
648860056109/index.htm
l 

つわの暮らし推進
課 
0856-74-0092 

    太陽熱等利用設備 
①ソーラーシステムに限る 
②給湯または冷暖房等に利用する設備 
③未使用品 

設置費用の 2 分の 1
以内 
（上限 30 万円） 

   

 

島根県 吉賀町 吉賀町太陽光発電シス
テム等導入促進事業
補助金 

補助金 太陽光発電システム 3kW 以下 
35,000 円/kW、 
3kW～4kW 
20,000 円/kW、 
上限 125,000 

令和 4 年 4
月 1 日～ 

https://www.town.yoshik
a.lg.jp/kurashi/josei/sais
eikanou/y_solar.html 

企画課 0856-77-
1437 

    太陽熱利用設備 設置費用の 1/2。上
限 30 万 

    

島根県 西ノ島町 西ノ島町住宅用太陽光
発電導入支援事業補
助金 

補助金 住宅用太陽光発電設備 １kW あたり 6 万円 
（最大 4kW） 

令和 4 年 4
月 1 日～令
和 5 年 3 月
31 日 

http://www.town.nishino
shima.shimane.jp/bunya/
b_sumai/b_jutaku/438 

企画財政課 
08514-6-105 

島根県 隠岐の島
町 

隠岐の島町住宅用太
陽光システム設置事業
補助金 

補助金 隠岐の島町内において、自ら住居として使用さ
れている建物、又は住居として使用される予定
の建物に未使用の住宅用太陽光発電システム
を設置する者。店舗、事務所等との兼用は可と
する。 
低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽
電池の公称最大出力 10kW 未満であるもの。                 

太陽電池の最大出
力 1kW あたり 1 万円
とし 4 万円を上限と
する。 

令和 4 年 4
月 1 日～ 

https://www.town.okinos
hima.shimane.jp/www/co
ntents/1631236549172/i
ndex.html 

隠岐の島町役場 
環境課生活環境係
08512-2-8565 

岡山県 岡山市 住宅用スマートエネル
ギー導入促進補助事
業 

補助金 太陽光発電設備（個人、リース業者、PPA 業
者） 

既築 
3 万円/kW 
上限 15 万円 
新築 
2 万円/kW 
上限 10 万円 

令和 4 年 5
月 9 日～ 

https://www.city.okayam
a.jp/kurashi/0000015908
.html 

環境保全課 
地球温暖化対策室 
086-803-1282 

太陽熱利用システム（個人、リース業者、PPA
業者） 

自然循環形 
1/5 上限 3 万円 
強制循環形 
1/5 上限 5 万円 

https://www.town.tsuwano.lg.jp/www/contents/1648860056109/index.html
https://www.town.tsuwano.lg.jp/www/contents/1648860056109/index.html
https://www.town.tsuwano.lg.jp/www/contents/1648860056109/index.html
https://www.town.tsuwano.lg.jp/www/contents/1648860056109/index.html
https://www.town.yoshika.lg.jp/kurashi/josei/saiseikanou/y_solar.html
https://www.town.yoshika.lg.jp/kurashi/josei/saiseikanou/y_solar.html
https://www.town.yoshika.lg.jp/kurashi/josei/saiseikanou/y_solar.html
http://www.town.nishinoshima.shimane.jp/bunya/b_sumai/b_jutaku/438
http://www.town.nishinoshima.shimane.jp/bunya/b_sumai/b_jutaku/438
http://www.town.nishinoshima.shimane.jp/bunya/b_sumai/b_jutaku/438
https://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/1631236549172/index.html
https://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/1631236549172/index.html
https://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/1631236549172/index.html
https://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/1631236549172/index.html
https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000015908.html
https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000015908.html
https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000015908.html


2022年度 太陽熱利用機器及び太陽光発電に係る助成制度（住宅） 中国・四国地方 

4 

 

実施自治体 制度名称 
助成制度の概要 

実施期間 備考 
（制度URL 、その他） 

担当部署 
方法 対象 補助金額・限度額 

（償還方法・利率等） 

岡山県 倉敷市 創エネ・低炭素住宅促
進補助金 

補助金 太陽光発電システム（個人、リース業者、PPA
業者） 

2 万円/kW、上限 8kW 令和 4 年 4
月 1 日～ 

http://www.city.kurashiki
.okayama.jp/souene/ 

環境政策課 
地球温暖化対策室 
086-426-3394 太陽熱利用システム（自然循環形、強制循環

形）（個人、リース業者、PPA 業者） 

1/10 上限 3 万円 

岡山県 津山市 スマートエネルギー導
入補助金 

補助金 太陽熱温水器、太陽熱利用システム 
（個人） 

太陽熱温水器 
1/5 上限 5 万円 
太陽熱利用システム 
1/5 上限 5 万円 

令和 4 年 7
月上旬～(予
定) 

https://www.city.tsuyam
a.lg.jp/life/index2.php?id
=8139 

環境生活課 
0868-32-2051 

岡山県 笠岡市 笠岡市スマートエネル
ギー導入補助金 

補助金 太陽熱設備（自然循環型、強制循環型） 
（個人） 

1/10 
上限 3 万円 

令和 4 年 4
月 1 日～ 

https://www.city.kasaok
a.okayama.jp/soshiki/18
/34245.html 

環境企画課 
0865-62-3805 

岡山県 井原市 住宅用太陽熱温水器
設置費補助金 

補助金 住宅用太陽熱温水器（個人） 1/10 
上限 3 万円 

令和 4 年 4
月 1 日～ 

http://www.city.ibara.oka
yama.jp/docs/20170125
01003/ 

環境企画課 
0866-62-9515 

住宅用太陽光発電シス
テム等設置費補助金 

補助金 住宅用太陽光発電システム（個人） 3 万円/kW 
上限 12 万円 

四季が丘団地助成金
（新エネルギーシステ
ム導入助成金） 

助成金 太陽光発電システム 
四季が丘団地の分譲地を購入し、購入後１年
以内に住宅建設工事に着工し、１年以内に完
成させる者 

10 万円/kW 
上限 50 万円 

令和 4 年 4
月 1 日～ 

http://www.city.ibara.oka
yama.jp/shikigaoka-
hp/pic/7merit.pdf 

定住観光課 
0866-62-9521 

岡山県 高梁市 高梁市若者定住促進
住宅助成金(住宅リフォ
ーム助成事業） 

助成金 太陽光発電装置、太陽熱温水器など 
（定住する意思をもってリフォーム工事を行う子
育て世帯） 

リフォーム工事費（100
万円以上） 
・市内業者施行：1/10、
上限：三世帯同居世帯
100 万円、その他世帯
50 万円 
・市外業者施行：1/20、
上限：三世帯同居世帯
50 万円、その他世帯
25 万円 

令和 4 年 4
月 1 日～ 

http://www.city.takahash
i.lg.jp/site/sumouyo/kos
odaterifo-mu.html 

住もうよ高梁推進
課 
0866-21-0282 

高梁市空き家情報バン
ク活用促進助成金(空
き家再生助成事業） 

助成金 太陽光発電装置、太陽熱温水器など 
（高梁市空き家情報バンク制度登録物件の修
繕・改修を行う所有者又は利用者） 

修繕・改修工事費
（30 万円以上）の
1/3、上限 30 万円 

http://www.city.takahash
i.lg.jp/site/sumouyo/akiy
akaisyu.html 

岡山県 新見市 新見市住まいの脱炭
素促進事業補助金 

補助金 太陽光発電システム 
（個人） 

2.5 万円/kW 
上限 10 万円 

令和 4 年 4
月 1 日～ 

https://www.city.niimi.ok
ayama.jp/kurashi/kurashi
_detail/index/160.html 

環境課 
0867-72-6124 

岡山県 備前市 ゼロ・カーボンシティ促
進補助金 

補助金 太陽光発電設備 
（個人） 

1/2 
上限 20 万円 

令和 4 年 4
月 1 日～ 

https://www.city.bizen.o
kayama.jp/soshiki/12/17
233.html 

環境課 
0869-64-1822 

         

http://www.city.kurashiki.okayama.jp/souene/
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/souene/
https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=8139
https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=8139
https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=8139
https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/18/34245.html
https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/18/34245.html
https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/18/34245.html
http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2017012501003/
http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2017012501003/
http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2017012501003/
http://www.city.ibara.okayama.jp/shikigaoka-hp/pic/7merit.pdf
http://www.city.ibara.okayama.jp/shikigaoka-hp/pic/7merit.pdf
http://www.city.ibara.okayama.jp/shikigaoka-hp/pic/7merit.pdf
http://www.city.takahashi.lg.jp/site/sumouyo/kosodaterifo-mu.html
http://www.city.takahashi.lg.jp/site/sumouyo/kosodaterifo-mu.html
http://www.city.takahashi.lg.jp/site/sumouyo/kosodaterifo-mu.html
http://www.city.takahashi.lg.jp/site/sumouyo/akiyakaisyu.html
http://www.city.takahashi.lg.jp/site/sumouyo/akiyakaisyu.html
http://www.city.takahashi.lg.jp/site/sumouyo/akiyakaisyu.html
https://www.city.niimi.okayama.jp/kurashi/kurashi_detail/index/160.html
https://www.city.niimi.okayama.jp/kurashi/kurashi_detail/index/160.html
https://www.city.niimi.okayama.jp/kurashi/kurashi_detail/index/160.html
https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/12/17233.html
https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/12/17233.html
https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/12/17233.html
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実施自治体 制度名称 
助成制度の概要 

実施期間 備考 
（制度URL 、その他） 

担当部署 
方法 対象 補助金額・限度額 

（償還方法・利率等） 

岡山県 早島町 早島町住宅用スマート
エネルギー導入促進補
助金 

補助金 太陽光発電システム 
（個人） 

2 万円／kW 
上限 8 万円 

令和 4 年 4
月 1 日～ 

http://www.town.hayashi
ma.lg.jp/oshirase/158522
0342947.html 

町民課 
086-482-0613 
 太陽熱利用システム 

（個人） 
1/10 上限 3 万円 

岡山県 新庄村 新庄村家庭の省エネ対
策事業助成金 

補助金 太陽熱温水器 
太陽熱利用システム 
（個人） 

太陽熱温水器 
1/3 上限 6 万円 
太陽熱利用システム 
1/3 上限 9 万円 

令和 4 年 4
月 1 日 

 住民福祉課 
0867-56-2646 

岡山県 西粟倉村 西粟倉村低炭素なむら
づくり推進施設設置補
助金 

補助金 太陽光発電設備 
住宅用太陽熱温水器 
（村内在住引き続き 10 年以上定住可能な人） 

8 万円／kW 
上限 32 万円 

令和 4 年 4
月 1 日～ 

http://www.vill.nishiawak
ura.okayama.jp/wp/%e4%
bd%8e%e7%82%ad%e7%b4%
a0%e3%81%aa%e3%82%80%
e3%82%89%e3%81%a5%e3%
81%8f%e3%82%8a%e6%8e%
a8%e9%80%b2%e6%96%bd%
e8%a8%ad%e8%a8%ad%e7%
bd%ae%e8%a3%9c%e5%8a%
a9%e9%87%91%e3%81%ae%
e5%88%b6%e5%ba%a6/ 

産業観光課 
0868-79-2111 

自然循環型 
1/4 上限 6 万円 
強制循環型 
1/4 上限 10 万円 

 

広島県 江田島市 住宅用太陽光発電シス
テム等設置補助制度 

補助金 太陽光発電設備（家庭用・住宅用のもの） １件 7 万円 令和 4 年 4
月 1 日～令
和 5 年 3 月
10 日 

https://www.city.etajima.
hiroshima.jp/cms/article
s/show/5295 

地域支援課 
0823-43-1637 

広島県 大崎上島
町 

住宅用太陽光発電シス
テム普及促進事業補
助金 

補助金 太陽光発電システム（住宅，10kW 未満） 1 件 5 万円（募集件
数 4 件） 

令和 4 年 4
月 1 日～令
和 5 年 3 月
31 日 

https://www.town.osakik
amijima.hiroshima.jp/kura
shi/sumai/4/3561.html 

企画課 
0846-65-3112 

広島県 世羅町 再生可能エネルギー設
備設置費補助金 

補助金 太陽熱利用設備（太陽熱温水器等） 補助対象経費の 1/3
以内（上限 5 万円） 

令和 4 年度
受付終了 

https://www.town.sera.hi
roshima.jp/soshiki/4/729
9.html 

町民課 
0847-22-4513 

http://www.town.hayashima.lg.jp/oshirase/1585220342947.html
http://www.town.hayashima.lg.jp/oshirase/1585220342947.html
http://www.town.hayashima.lg.jp/oshirase/1585220342947.html
http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/%e4%bd%8e%e7%82%ad%e7%b4%a0%e3%81%aa%e3%82%80%e3%82%89%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%8e%a8%e9%80%b2%e6%96%bd%e8%a8%ad%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e3%81%ae%e5%88%b6%e5%ba%a6/
http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/%e4%bd%8e%e7%82%ad%e7%b4%a0%e3%81%aa%e3%82%80%e3%82%89%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%8e%a8%e9%80%b2%e6%96%bd%e8%a8%ad%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e3%81%ae%e5%88%b6%e5%ba%a6/
http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/%e4%bd%8e%e7%82%ad%e7%b4%a0%e3%81%aa%e3%82%80%e3%82%89%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%8e%a8%e9%80%b2%e6%96%bd%e8%a8%ad%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e3%81%ae%e5%88%b6%e5%ba%a6/
http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/%e4%bd%8e%e7%82%ad%e7%b4%a0%e3%81%aa%e3%82%80%e3%82%89%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%8e%a8%e9%80%b2%e6%96%bd%e8%a8%ad%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e3%81%ae%e5%88%b6%e5%ba%a6/
http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/%e4%bd%8e%e7%82%ad%e7%b4%a0%e3%81%aa%e3%82%80%e3%82%89%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%8e%a8%e9%80%b2%e6%96%bd%e8%a8%ad%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e3%81%ae%e5%88%b6%e5%ba%a6/
http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/%e4%bd%8e%e7%82%ad%e7%b4%a0%e3%81%aa%e3%82%80%e3%82%89%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%8e%a8%e9%80%b2%e6%96%bd%e8%a8%ad%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e3%81%ae%e5%88%b6%e5%ba%a6/
http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/%e4%bd%8e%e7%82%ad%e7%b4%a0%e3%81%aa%e3%82%80%e3%82%89%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%8e%a8%e9%80%b2%e6%96%bd%e8%a8%ad%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e3%81%ae%e5%88%b6%e5%ba%a6/
http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/%e4%bd%8e%e7%82%ad%e7%b4%a0%e3%81%aa%e3%82%80%e3%82%89%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%8e%a8%e9%80%b2%e6%96%bd%e8%a8%ad%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e3%81%ae%e5%88%b6%e5%ba%a6/
http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/%e4%bd%8e%e7%82%ad%e7%b4%a0%e3%81%aa%e3%82%80%e3%82%89%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%8e%a8%e9%80%b2%e6%96%bd%e8%a8%ad%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e3%81%ae%e5%88%b6%e5%ba%a6/
http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/%e4%bd%8e%e7%82%ad%e7%b4%a0%e3%81%aa%e3%82%80%e3%82%89%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%8e%a8%e9%80%b2%e6%96%bd%e8%a8%ad%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e3%81%ae%e5%88%b6%e5%ba%a6/
http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/%e4%bd%8e%e7%82%ad%e7%b4%a0%e3%81%aa%e3%82%80%e3%82%89%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%8e%a8%e9%80%b2%e6%96%bd%e8%a8%ad%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e3%81%ae%e5%88%b6%e5%ba%a6/
https://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/articles/show/5295
https://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/articles/show/5295
https://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/articles/show/5295
https://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/kurashi/sumai/4/3561.html
https://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/kurashi/sumai/4/3561.html
https://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/kurashi/sumai/4/3561.html
https://www.town.sera.hiroshima.jp/soshiki/4/7299.html
https://www.town.sera.hiroshima.jp/soshiki/4/7299.html
https://www.town.sera.hiroshima.jp/soshiki/4/7299.html
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実施自治体 制度名称 
助成制度の概要 

実施期間 備考 
（制度URL 、その他） 

担当部署 
方法 対象 補助金額・限度額 

（償還方法・利率等） 

山口県 宇部市 宇部市新しい生活様式
に対応した住宅リフォ
ーム補助金 

補助金 （A）新型コロナウイルス感染症対応工事（必須工事） 

・在宅ワークスペースを確保するための改修工事 
・接触を低減するための改修工事 
・衛生環境に配慮した改修工事 

・換気に配慮した改修工事 
・その他「新しい生活様式の取り組み」と認められる工事 
（B）健康・省エネ住宅に資するリフォーム工事（選択工事） 

・断熱ユニットバス、浴室暖房機、床暖房設備など 
・バリアフリー化（段差解消、スロープ、手摺り、引き戸） 
・屋根・外壁等の断熱化施工 

・断熱ガラス・断熱サッシ 
・節水トイレ 
・ビルトイン食器洗浄機 

・国内産木材による内外装仕上げ 
・太陽光発電設備 
・太陽熱利用設備 

・上記工事に類するもの 

補助対象工事に要す
る経費(税抜)の 2 分
の 1（上限 15 万円） 
※（A）のみ又は（A）
に加えて（Ｂ）を併せ
て行うリフォーム工事 
※（B）のみ工事は補
助対象外  

令和 4 年 5
月 23 日～令
和 4 年 11 月
30 日まで 
※ただし、受
付期間内で
あっても、予
算（3,000 万
円）がなくなり
次第受付終
了となりま
す。 

https://www.city.ube.ya
maguchi.jp/kurashi/suma
i/sumai/1002198/10107
69.html 

住宅政策課 
0836-34-8252 

山口県 山口市 山口市安心快適すまい
る助成事業 

助成金額と同
額の商品券を
交付(R4 より紙
商品券、デジタ
ル商品券のど
ちらかで付与） 

市内の施工業者を利用して行う、現に居住する
（これから居住する場合を含む）家屋の住宅リ
フォーム工事の一部 
 
※対象工事の一例 
・エコキュート等の高効率給湯器 
・自然循環型太陽熱温水器 
・ソーラーシステム（太陽光発電除く） 
・ペレットストーブ 

助成金額は、紙商品
券での受け取りの場
合は、助成対象経費
に 100 分の 10 を乗
じて得た額とし、20
万円を限度とする。 
 デジタル商品券とし
ての受け取りの場合
は、助成対象経費に
100 分の 15 を乗じて
得た額とし 30 万円を
限度とする。 

令和 4 年 5
月 16 日～令
和 4 年 8 月
31 日 
※先着順とし
予算がなくな
り次第終了 

https://www.city.yamagu
chi.lg.jp/soshiki/63/1157
38.html 

山口市 
ふるさと産業振興
課 
083-934-2719 

山口県 防府市 安全・安心・住まい助
成事業 

市内共通商品
券交付 

市民が市内の施工業者を利用して行う、現に
居住する家屋の住宅リフォーム工事の一部 
 
※対象工事の一例 
・エコキュート等の高効率給湯器 
・太陽熱の温水器の設置 
・太陽光発電設備の設置 

消費税を除いた工事
費に 100 分の 10 を
乗じて得た額とし、10
万円を限度とする。 
 
※消費税を除いて
10 万円未満の工事
は対象外 

令和 4 年 5
月 9 日～令
和 5 年 1 月
31 日 

申請は郵送で防府商工
会議所まで 
 
https://www.city.hofu.ya
maguchi.jp/soshiki/24/a
nzenansinsumai4.html 

商工振興課 
0835-25-2147 

山口県 光市 光市省エネ生活普及促
進事業補助金 

補助金 太陽熱利用給湯（一体、分離）  【補助額】 
設置経費の 1/2 の補
助 
【限度額】 
30,000 円  

令和 4 年 4
月 25 日～令
和 5 年 2 月
28 日 
※ただし、予
算に達し次第
終了 

https://www.city.hikari.lg
.jp/soshiki/5/kankyoseis
aku/seisaku/2_1/12573.
html  

環境政策課 
0833-72-1465 

https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kurashi/sumai/sumai/1002198/1010769.html
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kurashi/sumai/sumai/1002198/1010769.html
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kurashi/sumai/sumai/1002198/1010769.html
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kurashi/sumai/sumai/1002198/1010769.html
https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/63/115738.html
https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/63/115738.html
https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/63/115738.html
https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/24/anzenansinsumai4.html
https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/24/anzenansinsumai4.html
https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/24/anzenansinsumai4.html
https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/5/kankyoseisaku/seisaku/2_1/12573.html
https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/5/kankyoseisaku/seisaku/2_1/12573.html
https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/5/kankyoseisaku/seisaku/2_1/12573.html
https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/5/kankyoseisaku/seisaku/2_1/12573.html
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助成制度の概要 

実施期間 備考 
（制度URL 、その他） 

担当部署 
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（償還方法・利率等） 

山口県 長門市 長門市省エネ設備設置
補助金 

補助金 国が補助対象に指定する、太陽光発電と連携
する定置用リチウムイオン蓄電池を市内の事
業者から購入し、住宅に設置するもの。 

補助対象経費の 1/5
（200,000 円上限） 

R2～ 
※ただし、予
算の範囲内
での受付 

https://www.city.nagato.
yamaguchi.jp/soshiki/8/
30257.html 

生活環境課 
0837-23-1134 

山口県 美祢市 住宅リフォーム助成事
業 

申請書等の提
出 

現在住んでいる住宅にかかるリフォーム工事
が対象 

30 万円以上の工事
対象で、工事費用の
10％を商品券と特産
品で助成 
（上限 10 万円） 

令和 4 年 6
月 1 日～令
和 5 年 3 月
31 日 
※予定 

https://www2.city.mine.l
g.jp/shigoto_sangyo_mac
hizukuri/5978.html 

商工労働課 
0837-52-5224 

山口県 山陽小野
田市 

山陽小野田市住宅リフ
ォーム資金助成事業 

補助金 申請者が居住し、所有する住宅について、市内
の施工業者を利用して住宅の改修工事を行う
場合にその経費を一部補助する。 
以下項目も助成対象工事としている。 
・太陽光発電 
・蓄電池（据付型のみ） 
・太陽熱利用給湯（分離） 
・太陽熱利用給湯（一体） 
・エネファーム 
・エコキュート 

助成額はリフォーム
工事に係る費用に
100 分の 10 を乗じて
得た金額（当該額に
1 万円未満の端数を
切り捨てた額）とす
る。ただし、その額が
7 万円を超えるとき
は 7 万円とする。 

令和 4 年 4
月 1 日～令
和 5 年 1 月
31 日 
 
※ただし、予
算の範囲内
での受付 

https://www.city.sanyo-
onoda.lg.jp/soshiki/28/z
yuutaku-reform1.html 

建築住宅課 
0836-82-1167 

香川県 県 かがわスマートハウス
促進事業 

補助金 太陽光、ZEH、蓄電池、V2H 太陽光：1.3 万円/kW・
（上限：新築 2.5 万円、
既築 5 万円） 
ZEH：定額 20 万円 
蓄電池：型番一式の 1
／10（上限 10 万円） 
V2H：定額 10 万円 

R4.4.15～
R5.1.31 

  環境政策課 

香川県 高松市 スマートハウス等普及
促進補助金（①基本
額、②加算額） 

補助金 太陽光、ZEH ①定額 10 万円 
②定額 5 万円 

R4.4.15～
R5.1.31 

補助対象は、太陽光シス
テム及び HEMS と連携
するものに限る。 

ゼロカーボンシティ
推進課 

香川県 丸亀市 住宅用太陽光発電シス
テム設置費補助金 

補助金 太陽光 2 万円/kW・上限 10
万円 

R4.4.15～
R4.12.23 

 生活環境課 

  住宅用蓄電システム設
置費補助金 

補助金 蓄電池 定額 8 万円 R4.4.1～
R5.2.28 

  

  住宅用太陽熱利用シス
テム設置費補助金 

補助金 自然循環型、強制循環型のうち、BL 認定を受
けているもの。 

自然循環型 3 万円 
強制循環型 10 万円 

R4.4.1～
R5.2.28 

  

香川県 坂出市 住宅用太陽光発電シス
テム等設置事業補助
金 

補助金 太陽光、ZEH 太陽光：2.5 万円
/kW・上限 10 万円 
蓄電池：設備費の 1
／10・上限 10 万円 

R4.4.1～
R5.2.28 

  共同課 

https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/8/30257.html
https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/8/30257.html
https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/8/30257.html
https://www2.city.mine.lg.jp/shigoto_sangyo_machizukuri/5978.html
https://www2.city.mine.lg.jp/shigoto_sangyo_machizukuri/5978.html
https://www2.city.mine.lg.jp/shigoto_sangyo_machizukuri/5978.html
https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/soshiki/28/zyuutaku-reform1.html
https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/soshiki/28/zyuutaku-reform1.html
https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/soshiki/28/zyuutaku-reform1.html
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実施自治体 制度名称 
助成制度の概要 

実施期間 備考 
（制度URL 、その他） 

担当部署 
方法 対象 補助金額・限度額 

（償還方法・利率等） 

香川県 善通寺市 住宅用太陽光発電シス
テム等設置事業補助
金 

補助金 太陽光、ZEH 太陽光：2.5 万円
/kW・上限 10 万円 
蓄電池：設備費の 1
／10・上限 10 万円 

R4.4.1～
R5.1.30 

  環境課 

香川県 観音寺市 住宅用太陽光発電シス
テム設置費補助金 

補助金 太陽光 2.5 万円/kW・上限 5
万円 

R4.4.15～
R5.3.31 

  生活環境課 

  住宅用定置型蓄電池
設置費補助金 

補助金 蓄電池 定額 5 万円 R4.4.15～
R5.3.31 

   

香川県 さぬき市 住宅用太陽光発電シス
テム設置促進事業 

補助金 太陽光 2.5 万円／kW・上限
10 万円 

R4,4,1～
R5.3.15 

補助金は「さぬき市共通
商品券」で支給。 

生活環境課 

香川県 東かがわ
市 

住宅用クリーンエネル
ギー設備設置費補助
金 

補助金 太陽光、蓄電池、V2H 太陽光：5 万円/kW・
上限 10 万円 
蓄電池：1／10・上限
10 万円 
V2H：1／10・上限 10
万円 

R4.4.1～
R5.3.31 

  環境衛生課 

香川県 三豊市 住宅用太陽光発電シス
テム等設置費補助金 

補助金 太陽光、蓄電池 太陽光：2 万円/kW・
上限 10 万円 
蓄電池：1／10・上限
10 万円 

R4.4.15～
R5.3.31 

  環境衛生課 

香川県 土庄町 住宅用太陽光発電設
備設置費補助金 

補助金 太陽光 4 万円/kW・上限 16
万円 

R4.4.1～
R5.1.27 

  住民環境課 

香川県 小豆島町 住宅用太陽光発電設
備設置費補助金 

補助金 太陽光 4 万円/kW・上限 16
万円 

R4.4.26～
R5.2.28 

  住まい政策課 

香川県 三木町 住宅用太陽光発電シス
テム設置費補助金 

補助金 太陽光 4 万円/kW・上限 8
万円 

R4.4.1～
R5.1.31 

  環境下水道課 

香川県 直島町 住宅用太陽光発電シス
テム等設置費補助金 

補助金 太陽光、蓄電池 太陽光：5 万円/kW・
上限 20 万円 
蓄電池：1／10・上限
20 万円 

R4.4.1～
R5.1.31 

  環境水道課 

香川県 宇多津町 住宅用太陽光発電シス
テム等設置費補助金 

補助金 太陽光、蓄電池 太陽光：3 万円/kW・
上限 12 万円 
蓄電池：上限 8 万円 

R4.4.1～
R5.2.28 

  住民生活課 

香川県 綾川町 住宅用太陽光発電シス
テム等設置費補助金 

補助金 太陽光、蓄電池 太陽光：1.5 万円
/kW・上限 6 万円 
蓄電池：上限 7 万円 

R4.4.1～
R5.1.31 

  住民生活課 

香川県 琴平町 住宅用太陽光発電シス
テム等設置費補助金 

補助金 太陽光、蓄電池 太陽光：5 万円/kW・
上限 10 万円 
蓄電池：1／3・上限
10 万円 

R4.4.1～
R5.1.29 

  住民福祉課 
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助成制度の概要 

実施期間 備考 
（制度URL 、その他） 

担当部署 
方法 対象 補助金額・限度額 

（償還方法・利率等） 

香川県 多度津町 住宅用太陽光発電シス
テム設置費補助金 

補助金 太陽光 3.5 万円/kW・上限 7
万円 

R4.4.1～
R5.3.31 

  住民環境課 

香川県 まんのう
町 

住宅用太陽光発電シス
テム等設置費補助金 

補助金 太陽光、蓄電池 太陽光：5 万円/kW・
上限 10 万円 
蓄電池：1／3・上限
10 万円 

R4.4.1～
R5.1.29 

  住民生活課 

愛媛県 松山市 松山市クリーンエネル
ギーシステム等導入促
進補助金（太陽光発電
システム) 

補助金 〔太陽光発電システム〕モジュール最大出力
20kW 未満の太陽光発電システム（全量売電
は補助対象外） 
・松山市内に設置したシステム（住宅展示場等
に建設された住宅への設置を除く。） 
・日本工業規格（JIS）や一般財団法人電気安
全環境研究所（JET）などの認証を受けた機器 
・新品（中古品・リース品は補助対象外） 
・申請者が所有する建物等に太陽光発電シス
テムを申請者自ら設置し、電力事業者と電力
系統連系に関する契約等を申請者自ら締結し
ていること 

1kW あたり 1.5 万円 
(上限 6kW) 9 万円 

令和 4 年 4
月 1 日～令
和 5 年 3 月
31 日 

https://www.city.matsuy
ama.ehime.jp/kurashi/ku
rashi/hojokin/taiyou.html 

環境モデル都市推
進課 
クリーンエネルギー
等補助担当 
089-948-6437 
kankyou-
m@city.matsuyama.
ehime.jp 

愛媛県 内子町 内子町地球温暖化対
策設備導入促進事業
補助金 

補助金 住宅 1kW あたり 30,000 円
（上限 4kW・12 万円） 

令和 4 年 4
月 1 日～令
和 5 年 3 月
31 日 

https://www.town.uchiko
.ehime.jp/soshiki/10/132
655.html 

環境政策室 
0893(44)6159 

愛媛県 松野町 新エネルギー機器等設
置費補助金 

補助金 住宅 補助限度 152,000円 
38,000円/kW×4kW 

令和 4年 4月
1日～令和 4
年 3月 31日 

http://www.town.matsuno.
ehime.jp/soshiki/9/1332.ht
ml 

建設環境課 
TEL：0895-42-1115 
FAX：0895-42-1119 

愛媛県 鬼北町 鬼北町住宅用太陽光発
電システム設置費補助
金 

補助金 住宅 1kW当たり 25,000円 
上限 100,000円 

令和 4年 4月
1日～令和 5
年 3月 31日 

http://www.town.kihoku.eh
ime.jp/soshiki/kankyou/12
057.html 

環境保全課 
0895(45)1111 

愛媛県 愛南町 新エネルギー等導入促
進補助金 

補助金 【太陽光発電システム】 
一般財団法人電気安全環境研究所の認証を
受けたもの又はこれに準じた性能を持つもの
で、住宅の屋根等への設置に適した低圧配電
線と逆潮流のある方式で系統連系するもの。 

1kW 当たり 25,000 円 
上限 200,000 円 

令和 4 年 4
月 1 日～令
和５年 3 月
31 日 

https://www.town.ainan.
ehime.jp/kurashi/tetsudu
ki/kankyoeisei/hojo/sine
nehojyo.html 

環境衛生課 
TEL：0895-72-7316 

愛媛県 宇和島市 宇和島市住宅用太陽
光発電システム設置費
補助金(来年度実施検
討中) 

補助金 住宅 未定     生活環境課 
0895-49-7014 

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/hojokin/taiyou.html
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/hojokin/taiyou.html
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/hojokin/taiyou.html
mailto:kankyou-m@city.matsuyama.ehime.jp
mailto:kankyou-m@city.matsuyama.ehime.jp
mailto:kankyou-m@city.matsuyama.ehime.jp
https://www.town.uchiko.ehime.jp/soshiki/10/ondankahojyo.html
https://www.town.uchiko.ehime.jp/soshiki/10/ondankahojyo.html
https://www.town.uchiko.ehime.jp/soshiki/10/ondankahojyo.html
http://www.town.matsuno.ehime.jp/soshiki/9/1332.html
http://www.town.matsuno.ehime.jp/soshiki/9/1332.html
http://www.town.matsuno.ehime.jp/soshiki/9/1332.html
http://www.town.kihoku.ehime.jp/soshiki/kankyou/12057.html
http://www.town.kihoku.ehime.jp/soshiki/kankyou/12057.html
http://www.town.kihoku.ehime.jp/soshiki/kankyou/12057.html
https://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/tetsuduki/kankyoeisei/hojo/sinenehojyo.html
https://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/tetsuduki/kankyoeisei/hojo/sinenehojyo.html
https://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/tetsuduki/kankyoeisei/hojo/sinenehojyo.html
https://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/tetsuduki/kankyoeisei/hojo/sinenehojyo.html
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助成制度の概要 

実施期間 備考 
（制度URL 、その他） 

担当部署 
方法 対象 補助金額・限度額 

（償還方法・利率等） 

愛媛県 砥部町 新エネルギー機器等設
置費補助金 

補助金 住宅 補助限度 100,000 
円 
蓄電池１kWh 以上で
太陽光と連携、燃料
電池 0.5kW から
1.5kW 

令和 4 年 4
月 1 日～令
和 5 年 3 月
31 日 

https://www.town.tobe.e
hime.jp/ 

生活環境課 
089（962）7446 

高知県 県 高知県住宅用太陽光
発電設備等導入推進
事業費補助金 

補助金 ・高知県内に所在する住宅に太陽光発電設備
及び蓄電池設備を設置する住民に対して市町
村が補助を行う事業（市町村が補助に要した経
費の一部を県が補助する事業（間接補助事
業）） 

・補助率： 
(太陽光)市町村が実
施する補助制度の補
助単価に応じて変動 
・交付上限額： 
(太陽光)1 件あたり
10 万円 
(蓄電池)１件あたり
20 万円 
県が市町村に対し交
付する額の上限 2
万円/kW 

（１）令和 3 年度

以前から住宅用
太陽光発電の補
助事業がある市

町村分 
令和 4年 6 月
15 日(水)～ 

（２）令和 4 年度
に新たに住宅用
太陽光発電の補

助事業を策定す
る市町村分 
令和 4年 10月

3 日(月)～ 
※（１）、（２）いず
れも ・先着順で

予算に達した時
点で終了 

http://www.pref.kochi.lg.j
p/soshiki/030901/20220
62000116.htm 

環境計画推進課 
088-821-4538 

高知県 室戸市 室戸市 
住宅用太陽光発電シス
テム 
設置費補助金 

補助金 ・市内に住所を有している者で、自ら居住する
市内の住宅等に対象システム設置を希望する
者 
・市税の滞納がない者 
・電力会社と電灯契約を締結している者である
こと。 

3.5 万円/kW 
上限 14 万円 
（予算 70 万円） 

・令和 4年 4
月 1 日～令和
5 年 2 月 28 日 
・先着順で予
算に達した時
点で終了 

  まちづくり推進課 
0887-22-5147 

高知県 安芸市 安芸市 
住宅用太陽光発電シス
テム 
設置費補助金 

補助金 ・自ら居住する専用及び併用住宅にシステムを
設置しようとする者 
・市税及び国民健康保険税を完納している者 

3 万円/kW 
上限 12 万円  
(予算 120 万円) 

・4 月 1 日～ 
・先着順で予
算に達した時
点で終了 

  環境課 
0887-35-1023 

高知県 南国市 南国市 
住宅用太陽光発電シス
テム 
設置費補助金 

補助金 ・自らが居住している市内の住宅（併設住宅含
む）または市内に居住を予定している方 
・市税を滞納していないこと 

・市内事業者施工分 
5.5 万円/kW 上限 22
万円 
・市外事業者施工分 
3 万円/kW 上限 12 万
円 
（予算 550 万円）  

・4 月１日～ 
・先着順で予
算に達した時
点で終了 

  環境課 
088-880-6557 

https://www.town.tobe.ehime.jp/
https://www.town.tobe.ehime.jp/
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030901/2022062000116.htm
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030901/2022062000116.htm
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030901/2022062000116.htm


2022年度 太陽熱利用機器及び太陽光発電に係る助成制度（住宅） 中国・四国地方 

11 

 

実施自治体 制度名称 
助成制度の概要 

実施期間 備考 
（制度URL 、その他） 

担当部署 
方法 対象 補助金額・限度額 

（償還方法・利率等） 

高知県 須崎市 須崎市 
住宅用太陽光発電シス
テム 
設置費補助金 

補助金 ・市内に自ら居住する住宅（併用住宅含む）ま
たは市内に居住を予定している方 
・市税の滞納がない者 

・市内事業者施工分 
4.0 万円/kW 上限 16.0
万円 
・市外事業者施工分 
3.0 万円/kW 上限 12.0
万円 
（予算 200 万円）  

・4 月 1 日～ 
・予算の範囲
内 

  環境保全課 
0889-42-5891 

高知県 土佐清水
市 

土佐清水市太陽光発
電システム設置促進事
業補助金 

補助金 ・対象システムの設置に係る電力会社との電
力受給契約を行う個人であって、次のいずれか
に該当する個人 
 (1)自ら居住する市内の住宅に対象システム
を設置する者 
 (2)自らが市内に新築する住宅に,対象システ
ムを設置し，実績報告日までにその住宅に居
住する者 
 (3)自らが市内に居住するための，対象システ
ムを設置した新築建売住宅を購入し，実績報
告日までにその住宅に居住する者。 
・水道料金及び市税等、市への納入金に滞納
がない者 

 
・市内事業者施工分 
3.5 万円/kW 
上限 14 万円 
・市外事業者施工分 
3 万円/kW 
上限 12 万円  
（予算 24 万円） 

・4 月 1 日～ 
・予算の範囲
内 

  市民課環境室 
0880-82-1214 

高知県 四万十市 四万十市 
住宅用太陽光発電シス
テム 
設置費補助金 

補助金 ・自らが居住する市内の住宅にシステムを設置
する者又は自らが居住するために市内のシス
テム付き新築住宅を購入する者 
・市税の滞納がない者 
・設置に関し、自らの実支出額が確定する者 

3 万円/kW、上限 12
万円 
（予算 240 万円） 

・4 月 1 日～ 
・先着順で予
算に達した時
点で終了 

  環境生活課 
0880-34-6126 

高知県 香南市 香南市 
住宅用太陽光発電シス
テム 
設置費補助金 

補助金 ・自らが居住する市内の住宅にシステムを設置
する個人(店舗、事務所等併用住宅を含む) 
・市内に居住を予定し新築、改築する住宅にシ
ステムを設置する個人 
・市税を滞納していない 

・定額 6 万円 
(予算 240 万円) 

・4 月 1 日～ 
・先着順で予
算に達した時
点で終了 

  環境対策課 
0887-57-8508 

高知県 香美市 香美市 
住宅用太陽光発電シス
テム 
設置費補助金 

補助金 ・自らが居住する市内の住宅にシステムを設置
する個人(店舗、事務所等併用住宅を含む) 
・市内に居住を予定し新築、改築する住宅にシ
ステムを設置する個人 
・市税を滞納していない 

3 万円/kW、上限 12
万円 
（予算 480 万円） 

・4 月 20 日
～ 
・先着順で予
算に達した時
点で終了 

  環境課 
0887-53-1063 

高知県 東洋町 東洋町 
住宅用太陽光発電シス
テム 
設置費補助金 

補助金 ・町内に住所を有し、自らが居住又は居住しよ
うとする町内の住宅等 
・町税等を滞納していない 

10 万円/kW 
限度額 40 万円  
（予算 80 万円） 

・4 月 1 日～ 
・予算に達し
た時点で終
了の場合あり 

  住民課 
0887-29-3394 
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実施自治体 制度名称 
助成制度の概要 

実施期間 備考 
（制度URL 、その他） 

担当部署 
方法 対象 補助金額・限度額 

（償還方法・利率等） 

高知県 安田町 安田町 
住宅用太陽光発電シス
テム 
設置費補助金 

補助金 ・自らが居住している町内の住宅（店舗、事務
所等併用住宅を含む）又は町内に居住を予定
し新築又は改築する住宅に住宅用太陽光発電
システム及び蓄電設備を設置する個人 
・町税を滞納していない 

・発電システム 

10 万円/kW（上限 50 万
円） 
・蓄電設備 

設置費から補助金等の収
入額を控除した額（上限
20 万円） 

（予算 100 万円） 

・4 月 1 日～ 
・予算の範囲
内 

  地域創生課 
0887-38-6713 

高知県 芸西村 芸西村 
住宅用太陽光発電シス
テム 
設備費補助金 

補助金 ・自ら使用する村内の個人の専用及び併用住
宅にシステムを設置または、建売住宅等のシ
ステム付住宅を購入する方 
・村税等（国民健康保険税含）を完納している
者 

3 万円/kW 
上限 12 万円 
（予算 120 万円） 

・4 月１日～ 
・予算の範囲
内 

  企画振興課 
0887-33-2114 

高知県 中土佐町 中土佐町住宅用太陽
光発電システム設置費
補助金 

補助金 ・町に住民登録があり、若しくは申請後 1 年以
内に住民登録が確定している者で、町民税等
に滞納が無いこと 
・町内に自ら居住する住宅（併用住宅含む）に
設置する太陽光発電システム 

5 万円/kW上限 25 万円 

（予算 75万円） 

満 65歳以上の方のみで

構成される世帯がオール

電化住宅にする場合、1万

円/kW 上乗せ  

（上限 5 万円） 

・4 月 1 日～ 
・予算の範囲
内 

  町民環境課 
0889-52-2215 

高知県 梼原町 梼原町新エネルギー等
活用施設設置費補助
金 

補助金 ・梼原町内に住所を有し、引き続き 10 年以上
定住可能な者（I ターン、U ターン者を含む）で
自ら居住する町内の住宅（店舗等との併用住
宅含む）に太陽光発電システムを設置しようと
する者・町税等を滞納していない 

《太陽光発電》 1kW あ

たりの金額の 1/2（１kW

あたりの上限 20 万円） 

（予算：他の新エネルギ

ーの補助金と合わせて

900 万円） 

・4 月 1 日～ 
・特に申請期
限は定めて
いないが年
度内完成す
ること 

  環境整備課 
環境推進係 
0889-65-1251 

    ・梼原町内に住所を有し、引き続き 10 年以上
定住可能な者（I ターン、U ターン者を含む）で
自ら居住する町内の住宅（店舗等との併用住
宅含む）に各種の新エネルギー等活用施設を
設置しようとする者 
・町税等を滞納していない 

太陽熱温水器 
本体価格の 4分の 1（上限：
7万5千円） 
ペレットストーブ 
本体価格の５分の４（上限：
33万6千円） 
自然冷媒ヒートポンプ給湯
器（エコ給湯） 
本体価格の 4分の 1（上限：
25万円） 
複層ガラス 
本体価格の 4分の 1（上限：
4万円） 
小水力発電施設・小風力発
電施設・温度差エネルギー
利用施設 
20万円/１KW（上限：4KW＝
80万円） 
・家庭用蓄電システム 
本体価格+付属機器価格の
4分の 1（上限：80万円） 

   

 


