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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） 

栃木県 足利市 住宅省エネルギー対策
エコポイント 

補助金 ＜対象者＞ 

・足利市内の住宅に居住し、住民登録をしている方。足利
市税に滞納がない方。 
＜交付要件＞ 

・令和 4 年 4 月 1 日以降、申請までに設置したものである
こと 
・市内の施工業者が設置したものであること 

・既存住宅に設置したものであること 
・対象機器を設置した住宅に住所を有していること 
＜対象機器＞ 

・ＨＥＭＳ 
「ECHONET Lite 規格」またはそれと同等以上のものを搭載
するもの。 

・太陽光発電システム 
 １０kW 未満のもの。 
・太陽熱利用システム 

 強制循環式のもので、JIS A4112 に規定する「太陽集熱
器」の性能と同等以上のもの（蓄熱槽がある場合は、JIS 
A4113 に規定する太陽蓄熱槽と同等以上のもの）。 

・蓄電池 
 定置用で容量が 1kWh 以上の蓄電池であり、既存もしくは
新設の太陽光発電システムと接続し連携するもの。 

・HEMS、太陽熱利用
システム（10,000P） 
・太陽光発電システ
ム(20,000P） 
・蓄電池（30,000P） 
1P=1 円 

R4.4.1～予算
の範囲内 

http://www.city.ashikaga.
tochigi.jp/soshiki/a39/ 

環境政策課 

群馬県 県 群馬県住宅用太陽光
発電設備等導入資金
融資 

融資 【対象者】 
（1）県内に居住し、自ら居住する住宅に対象設備を設置す
る方(転入予定者も含む) 
（2）自己資金だけでは資金の調達が困難な方 
（3）県税を滞納していない方 
（4）事前に購入・着工していない方 
（5）金融機関が定める審査基準を満たす方 
【対象設備】 
（1）太陽光発電設備 
（2）EV 等（電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車） 
（3）家庭用蓄電池 
（4）V2H（電気自動車から家庭に電力を供給するコンバーター） 
＜設備要件＞ 
・（1）、（2）、（3）、（4）ともに、設置又は購入する時点で未使
用品であること 
・太陽光発電設備については、1kW 以上 10kW 未満の設備
であること 
・EV 等については、経済産業省が実施する「CEV 補助金」
の補助対象車両（※）として登録されている給電機能を有す
る電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車であること 
・V2H については、経済産業省が実施する「CEV 補助金」
の補助対象機器（※）として登録されていること又は当該シ
ステムと同等以上の性能を有すること 
・太陽光発電設備を同時に設置しない場合は、対象設備等
を導入する住宅に太陽光発電設備が設置されており、かつ
太陽光発電設備と連携できる設備であること 
（※）補助対象車両・補助対象機器は、一般社団法人次世代
自動車振興センターのホームページ（外部リンク）で確認可 

・償還方法：元利均
等月賦償還（元利金
等半年賦償還との併
用可） 
・融資利率等：年 1%
（固定金利） 

R4.4.1～
R5.3.31 
（予算の範囲
内） 

https://www.pref.gunma.j
p/04/bl0100031.html 

グリーンイノベーシ
ョン推進課 
再生可能エネルギ
ー推進室 
027-897-2752 

https://www.pref.gunma.jp/04/bl0100031.html
https://www.pref.gunma.jp/04/bl0100031.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） 

群馬県 高崎市 高崎市住宅用太陽光
発電システム導入補助
金 

補助金 設置工事完了後申請で、令和 4 年 4 月 1 日か
ら令和 5 年 3 月 31 日までに系統連系を開始
すること 

1kW あたり 10,000 円 
上限 50,000 円 

R4.7.1～
R5.3.31 

https://www.city.takasak
i.gunma.jp/docs/2020040
300012/ 

環境政策課 
027-321-1251 

群馬県 太田市 太田市太陽光発電シス
テム導入報奨金 

補助金 
（太田市金券） 

自己が所有し居住する市内の住宅に令和 3 年
4 月 1 日～令 4 年 3 月 31 日の期間に 2kW 以
上の太陽光発電システムを設置し売電を開始
したもので、申請者本人及び本人と同じ世帯の
納税義務者全員が市税等を滞納していないこ
と 

30,000 円 令和 4 年 6
月 13 日～9
月 30 日 

https://www.city.ota.gun
ma.jp/005gyosei/0090-
003kankyo-
datsutanso/2022-0511-
1335-262.html 

産業環境部 
脱炭素推進室 
0276-47-1953 
（直通） 

群馬県 沼田市 沼田市住宅用再生可
能エネルギーシステム
設置補助金 

補助金 太陽光発電システム・自ら居住する沼田市内の住宅
に対象システム（太陽電池モジュールの公称最大出
力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力
のいずれか小さい方が 10kW 未満）を設置する方・
低圧配電線と逆潮流有りで連系していること・日本産
業規格又は IEC 等の国際規格に適合していること・
未使用品であること・過去に同一の対象システム設
置に関して沼田市の補助金の交付を受けていない
方・令和 5 年 3 月 20 日まで実績報告書が提出でき
ること・世帯全員の市税の滞納がないこと 

1kW あたり 15,000 
円上限 70,000 円 

R4.4.1～
R5.3.20(予算
の範囲内) 

http://www.city.numata.g
unma.jp/life/kankyo/taiy
oko/1003684.html 

環境課 
環境政策係 
0278-23-2111 
内線 3071 

    太陽熱利用システム 
・自ら居住する沼田市内の住宅に太陽熱利用 
システムを設置する方 
・未使用品であること 
・自然循環型は、太陽熱エネルギーを集熱器により
集めて給湯に利用するシステムで、貯湯部分と集熱
器部分（平板型又は真空管型）が一体型のもの 
・強制循環型は、太陽熱エネルギーを集熱器により
集めて給湯に利用するシステムで、不凍液等を強制
循環する太陽熱集熱器と蓄熱槽から構成され、主に
給湯に利用するもの 
・過去に同一の対象システム設置に関して沼田 
市の補助金の交付を受けていない方 
・令和 5 年 3 月 20 日まで実績報告書が提出できる
こと 
・世帯全員の市税の滞納がないこと 

設置費用の 1/10 
以内 
自然循環型 
上限 20,000 円 
強制循環型 
上限 40,000 円 

R4.4.1～
R5.3.20(予算
の範囲内) 

  

https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2020040300012/
https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2020040300012/
https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2020040300012/
https://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0090-003kankyo-datsutanso/2022-0511-1335-262.html
https://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0090-003kankyo-datsutanso/2022-0511-1335-262.html
https://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0090-003kankyo-datsutanso/2022-0511-1335-262.html
https://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0090-003kankyo-datsutanso/2022-0511-1335-262.html
https://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0090-003kankyo-datsutanso/2022-0511-1335-262.html
http://www.city.numata.gunma.jp/life/kankyo/taiyoko/1003684.html
http://www.city.numata.gunma.jp/life/kankyo/taiyoko/1003684.html
http://www.city.numata.gunma.jp/life/kankyo/taiyoko/1003684.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） 

群馬県 渋川市 渋川市住宅用再生可
能エネルギー機器設置
補助金 

補助金 【対象者】 

・市民で、市税の滞納がない人 
・補助金申請時に対象システムを設置した住宅に居住を開
始している人 

・対象システムの設置費用を負担し、電力会社と電力受給
契約を交わした人 
【対象機器】 

（１）定置用リチウムイオン蓄電池システム 
・1kWh 以上で、未使用のもの 
・太陽光発電設備が設置された住宅へ新たに設置又は併

せて設置し、常時接続していること 
（２）ＨＥＭＳ機器 
・電力使用量の｢見える化｣ができること 

・ECONET Lite 規格を標準インターフェースとして搭載して
いること 
・未使用であること 

・太陽光発電設備が設置された住宅へ新たに設置又は併
せて設置し、常時接続していること 
（３）住宅用太陽光発電システム 

・住宅等に固定設置され、住宅用に電力を供給しているも
の 
・太陽電池の最大出力またはパワーコンディショナーの定

格出力いずれか小さい方の合計値が 10kW 未満のもので、
未使用のもの 
・蓄電池または V2H とあわせて設置し、常時接続している

こと 
（４）Ｖ２Ｈ 
・未使用であること 

・太陽光発電設備が設置された住宅へ新たに設置又は併
せて設置し、常時接続していること 
・ＮｅＶ（一般財団法人次世代自動車振興センター）が実施

する補助金の対象Ｖ２Ｈであること 

（１）蓄電池 
・4kWh 未満：30,000
円 
・4kWh 以上：50,000
円 
（２）HEMS：10,000 円 
（３）太陽光 
・4kW 未満：30,000 円 
・4kW 以上：50,000 円 
（４）V2H：50,000 円 

R4.4.1～
R5.3.31 
（予算の範囲 
内） 

https://www.city.shibuka
wa.lg.jp/kurashi/gomi/on
danka/p006515.htmll 

環境森林課 
0279-22-2114 

群馬県 藤岡市 藤岡市再生可能エネル
ギー設備等設置費補
助金 

補助金 以下の要件を全て満たしている方 
(1)市内の自ら居住する住宅（住宅部分の面積が
1/2 以上の併用住宅を含む）に、対象システムを設
置する、又は対象システム付き住宅を購入する方 
(2)市税を滞納していないこと。ただし、転入する予
定、又は転入してから 1 年以内の場合は、転入前市
町村においても市税を滞納していないこと 
(3)建物の所有が申請者以外の場合、書面により設
置承諾を受けていること 
(4)過去に同一の対象設備に係る市の補助金の交付
を受けていないこと 

①太陽光発電設備（蓄
電池と同時設置に限
る） 
 1kW あたり 2 万円（上
限 8 万円） 
②蓄電池（太陽光発電
設備と同時設置） 
 1kWh あたり 2 万円
（上限 10 万円） 
③蓄電池（単体設置） 
 1kWh あたり 1 万円
（上限 5 万円） 

令和 4 年 4
月 1 日～令
和 5 年 3 月
24 日 

https://www.city.fujioka.
gunma.jp/soshiki/sinrink
ankyobu/kankyo/5/1491.
html 

森林環境部 
環境課 
環境企画係 
0274-40-2264 

https://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/p006515.htmll
https://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/p006515.htmll
https://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/p006515.htmll
https://www.city.fujioka.gunma.jp/soshiki/sinrinkankyobu/kankyo/5/1491.html
https://www.city.fujioka.gunma.jp/soshiki/sinrinkankyobu/kankyo/5/1491.html
https://www.city.fujioka.gunma.jp/soshiki/sinrinkankyobu/kankyo/5/1491.html
https://www.city.fujioka.gunma.jp/soshiki/sinrinkankyobu/kankyo/5/1491.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） 

群馬県 富岡市 富岡市住宅用新エネル
ギー機器設置補助金 

補助金 次に掲げる要件をすべて満たす者。       
(１)市内において、自ら居住する既築住宅等に
太陽熱利用システムを設置しようとする場合
（既設の太陽熱利用システムを撤去し、新たに
設置する場合を含む） (２)市民及び市民にな
ることが確実であると認められる場合 (３)太陽
熱利用システムの設置工事を当該年度中に完
了し、報告書を提出できると認められる場合 
(４)世帯の全員が市税及び国民健康保険税を
滞納していない場合 

太陽熱利用システムの
購入及び据付工事に係
る経費（既設のシステ
ムの撤去が生じる場合
は、撤去に係る経費を
除く）に 100 分の 10 を
乗じて得た額（千円未
満の端数切り捨て）とす
る。ただし、強制循環型
にあっては４万円、自然
循環型にあっては 2 万
円を限度とする。 

令和 4 年度
（予算の範囲
内において） 

 環境課            
0274-62-1511  
内線 3532 

群馬県 安中市 太陽熱温水器設置費
補助制度 

補助金 （１）市内に住所を有する者で、自らの居住の用
に供する住宅が市内に存し、当該住宅に対象
機器を設置した者。 
（２）市税を滞納していない者。 

補助対象経費の 10%
に相当する額として、
上限 15,000 円（100
円未満切り捨て） 

令和 4 年 4
月 1 日～令
和 5 年 3 月
31 日 

https://www.city.annaka.
lg.jp/seikatsu_kankyou/ta
iyounetu.html 

環境政策課 
TEL：027-382-1111
（内線 1883） 

  住宅用スマートエネル
ギーシステム設置補助
制度 
（太陽光発電システム・
定置用リチウムイオン
蓄電システム） 

補助金 （１）自ら所有する市内の対象機器を設置していない住宅に
対象機器を設置した者、または建売住宅供給者等から市
内にある対象機器（新品に限る）付住宅を購入し、居住した

者。 
（２）市税を滞納していない者。 
◎太陽光発電システム 

・電力需給開始日から 90 日以内に申請すること。 
 （電力需給開始日が今年度のものを対象とする） 
・モジュールの公称最大出力の合計が 10kw 未満であるこ

と 
・未使用であること 
◎定置用リチウムイオン蓄電システム 

・設置工事費用の支払いを完了した日から 90 日以内に申
請すること。 
 （設置工事費用の支払いを完了した日が今年度のものを

対象する） 
・住宅用太陽光発電システムと常時接続していること 
・未使用であること 

◎太陽光発電システ
ム 
1kW あたり 1 万円
（上限 5 万円） 
◎定置用リチウムイ
オン蓄電システム 
1kW あたり 1 万円
（上限 6 万円） 

令和 4 年 4
月 1 日～令
和 5 年 3 月
31 日 

https://www.city.annaka.
lg.jp/seikatsu_kankyou/s
olar.html 

環境政策課 
TEL：027-382-1111
（内線 1883） 

群馬県 みどり市 住宅用新エネルギーシ
ステム等設置補助金 

補助金 以下の要件をすべて満たしている方 
・住宅の用に供する床面積が、延床面積の 1/2 以上
である方 
・市税（国民健康保険税を含む）を滞納していない方 
・補助は同一年度 1 世帯あたり 1 回限りとし、過去
に同様のシステムに係る補助を受けていない方。 
・パネルの最大出力が 10ｋW 未満であること。 
・低圧配電線と逆潮流ありで系統連系しているもの。 
・令和 4 年度内に電力需給を開始すること。 
・未使用品のもの（中古品は除く） 

最大出力 1kW あたり
30,000 円・上限
50,000 円 
※1 出力は小数点
第 2 位以下切り捨て 
※2 定置型ﾘﾁｳﾑｲｵ
ﾝ蓄電池との同時申
請に限り 50,000 円加
算 

R4.4.1～ 
R5.3.31 

https://www.city.midori.g
unma.jp/www/contents/
1554091627081/index.ht
ml 

生活環境課 
0277-76-0985 

https://www.city.annaka.lg.jp/seikatsu_kankyou/taiyounetu.html
https://www.city.annaka.lg.jp/seikatsu_kankyou/taiyounetu.html
https://www.city.annaka.lg.jp/seikatsu_kankyou/taiyounetu.html
https://www.city.annaka.lg.jp/seikatsu_kankyou/solar.html
https://www.city.annaka.lg.jp/seikatsu_kankyou/solar.html
https://www.city.annaka.lg.jp/seikatsu_kankyou/solar.html
https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1554091627081/index.html
https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1554091627081/index.html
https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1554091627081/index.html
https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1554091627081/index.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） 

群馬県 榛東村 榛東村太陽光発電シス
テム設置整備事業費補
助 

設置実績に基
づき支給 

村内居住者で住宅に居住する者。 最大出力
の合計値が 10kW 未満に限る。 

最大 8 万円、ただし
村内事業者による設
置の場合は最大 16
万円 

毎年度.4.1～
3.31 

村内事業者設置の場合
の 16 万円の内訳は、現
金 8 万円と村商業振興
会振興券 8 万円。 

住民生活課 
0279-26-2494 

群馬県 吉岡町 吉岡町住宅用太陽光
発電システム設置整備
事業 

補助金 町内に住所を有し、自ら居住する住宅に発電シ
ステムを設置した人。 
その他細かい要件あり。 

１kW あたり 25,000 円 
100,000 円を限度 

毎年 
4/1～3/31 

https://www.town.yoshio
ka.gunma.jp/kurashi/kan
kyo/taiyoukou.html 

住民課 
住民環境室 
0279-26-2245 

群馬県 中之条町 中之条町住宅用再生
可能エネルギーシステ
ム設置費補助金 

設置費補助 （１）中之条町に住民登録を行っている方。 
（２）自分が所有若しくは居住する中之条町内
の住宅等（併用住宅を含む。）にシステムを設
置する方又はシステムが設置された新築住宅
を購入する方 
（３）世帯全員が町税及び使用料等を完納して
いること。 

（１）太陽光発電システ
ム 
・１kW あたり 50,000 円 
・上限 200,000 円 
（２）定置用リチウムイ
オン蓄電池システム 
・１kWh あたり 30,000 円 
・上限 150,000 円 
（３）ホームエネルギー
マネジメントシステム（Ｈ
ＥＭＳ） 
・費用額（税別）の 1/10 
・上限 20,000 円 

R4.4.1～
R5.3.31 

https://www.town.nakan
ojo.gunma.jp/~info/2-
kikakuseisaku/taiyoko-
hojo/taiyoko-
hojo20220401.html 

企画政策課 
0279-75-8837 

群馬県 嬬恋村 嬬恋村住宅改修等助
成金 

補助金 ・助成の対象となる住宅は、助成を受けようと
する者が村内に所有又は新築する住宅等とす
る。 
・助成対象となる工事は、村内施工業者による
村内で施工される新増改築等工事であること。 

住宅改修等助成金
の一環（村内業者に
限る） 
・費用の 20％ 
・上限 200,000 円 
・10kW 未満 

R4.4.1～
R4.12.25(工
事完了は
R5.3.31 まで 

https://www.vill.tsumagoi
.gunma.jp/www/contents
/1000000000240/index.h
tml 

観光商工課 
0279-82-1293 

群馬県 高山村 高山村住宅用太陽光
発電システム設置費補
助金 

補助金 村内に住所を有する者又は村内に住所を有す
る見込みのある者（法人は除く。）で、自ら居住
する住宅等に設置される発電システム 

1kW あたり 70,000 円 
上限 200,000 円 

R4.4.1～
R5.3.31 
（予算の範囲
内） 

https://www.vill.takayam
a.gunma.jp/02chiiki/taiyo
ko/taiyoko-hojo.html 

地域振興課 
0279-63-2111 

群馬県 東吾妻町 東吾妻町住宅用太陽
光発電システム設置費
補助金 

補助金 自分が所有若しくは居住する町内の住宅（併用
住宅を含む）の屋根等に発電システムを設置す
るか、発電システムが設置された新築住宅を購
入する方 

町内業者設置 
・1kW あたり 40,000
円 
・上限 200,000 円 
町外業者設置 
・1kW あたり 25,000
円 
・上限 200,000 円 

R4.4.1～
R5.3.31（予算
の範囲内） 

https://www.town.higash
iagatsuma.gunma.jp/www
/contents/12033448947
54/index.html 

町民課 
0279-68-2111 

https://www.town.yoshioka.gunma.jp/kurashi/kankyo/taiyoukou.html
https://www.town.yoshioka.gunma.jp/kurashi/kankyo/taiyoukou.html
https://www.town.yoshioka.gunma.jp/kurashi/kankyo/taiyoukou.html
https://www.town.nakanojo.gunma.jp/~info/2-kikakuseisaku/taiyoko-hojo/taiyoko-hojo20220401.html
https://www.town.nakanojo.gunma.jp/~info/2-kikakuseisaku/taiyoko-hojo/taiyoko-hojo20220401.html
https://www.town.nakanojo.gunma.jp/~info/2-kikakuseisaku/taiyoko-hojo/taiyoko-hojo20220401.html
https://www.town.nakanojo.gunma.jp/~info/2-kikakuseisaku/taiyoko-hojo/taiyoko-hojo20220401.html
https://www.town.nakanojo.gunma.jp/~info/2-kikakuseisaku/taiyoko-hojo/taiyoko-hojo20220401.html
https://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/www/contents/1000000000240/index.html
https://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/www/contents/1000000000240/index.html
https://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/www/contents/1000000000240/index.html
https://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/www/contents/1000000000240/index.html
https://www.vill.takayama.gunma.jp/02chiiki/taiyoko/taiyoko-hojo.html
https://www.vill.takayama.gunma.jp/02chiiki/taiyoko/taiyoko-hojo.html
https://www.vill.takayama.gunma.jp/02chiiki/taiyoko/taiyoko-hojo.html
https://www.town.higashiagatsuma.gunma.jp/www/contents/1203344894754/index.html
https://www.town.higashiagatsuma.gunma.jp/www/contents/1203344894754/index.html
https://www.town.higashiagatsuma.gunma.jp/www/contents/1203344894754/index.html
https://www.town.higashiagatsuma.gunma.jp/www/contents/1203344894754/index.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） 

群馬県 昭和村 昭和村住宅用太陽光
発電システム設置補助
金 

補助金 ⑴昭和村村内において、自ら居住する住宅等
に設置される発電システムであること。    
⑵発電システムの設置工事を当該年度中に完
了し、実績報告を提出できること。  
⑶発電システムに対する補助金の交付は、1
世帯につき 1 回とし、世帯の全員が村税等を
滞納していない者に限る。 

1kW 当たり 25,000 円     
上限 100,000 円 

R4.4.1～    
R5.3.31 

https://www.vill.showa.g
unma.jp/kurashi/kurashi
/hojyokin/2017-0224-
1340-29.html 

産業課 
0278-24-5111 

群馬県 みなかみ町 みなかみ町住宅用省エ
ネルギー設備設置費補
助金 

補助金 ●対象 

①自ら居住する住宅に設置する方及び補助対象設備が設
置された自ら居住する予定の住宅を購入する方。 
②町民である方または町民となることが確実であると認め

られる方。 
③当該年度中に工事が完了し、実績報告書が提出できる
方。 

④世帯の全員に町税等の滞納がない方。 
⑤過去において本町から同様の補助を受けていない方。 
●要件 

□太陽光発電設備 
①住宅の屋根等への設置に適した、低圧配電線と逆潮流
有りで連系しているもの 

②電力会社と受電契約を結び、かつ余剰電力の買取契約
が結ばれているもの 
③太陽電池の公称最大出力の合計が 10 キロワット未満の

もの（パワーコンディショ ナで 10 キロワット未満に制限を
かけた場合でも補助対象とならない。） 
④日本工業規格等で認められているもの 

⑤未使用品であるもの 
□高効率給湯器（太陽熱温水器） 
①太陽光に含まれる赤外線を熱として水を温める装置であ

り、集熱器と貯湯層が一体型又は分離型のもの。 
②リース品の設置は対象外。購入したものを設置する場合
に限る。 

③水を自然に循環させるもの又は水若しくは不凍液を強制
的に循環させるもの。 
④ヒートポンプとの併用システムは対象外。太陽光発電モ

ジュール一体型は対象。 
⑤未使用品であるもの。 

●補助金額 
□太陽光発電設備 
設置する太陽電池の
最大出力の値（キロ
ワット表示とし、小数
点第３位を切り捨て
る。以下同じ。）に２
万 5,000 円を乗じて
得た額（千円未満の
端数がある時は、こ
れを切り捨てた額）と
する。ただし、補助金
の上限は 10 万円と
する。 
□高効率給湯器（太
陽熱温水器） 
自然循環式 １家庭
１台 上限 20,000 円 
強制循環式 １家庭
１台 上限 40,000 円 

令和 4 年 4
月 1 日～令
和 5 年 3 月
31 日（予算の
範囲内） 

https://www.town.minak
ami.gunma.jp/life/09sum
ai/kankyou/2016-1013-
1804-16.html 

生活水道課 
0278-25-5003 

群馬県 玉村町 玉村町住宅用太陽光
発電システム設置整備
事業 

補助金 ・発電システム設置後（系統連系後）90 日以内に必
要書類を揃え、交付申請書を提出すること。 
・町内の自ら居住する住宅に発電システムを設置し
ていること、又は町内に自ら居住するため発電シス
テム付き新築住宅を購入していること。 
・補助金を受けようとする者及びその者の属する世
帯員全員が町税を完納していること。 
・過去にこの要綱による補助金の交付を受けていな
いこと。 

1kW あたり 10,000 
円上限 50,000 円 

R4.4.1～ 
R5.3.31 

https://www.town.tamam
ura.lg.jp/docs/20220322
00027/ 

環境安全課 
0270-64-7708 

https://www.vill.showa.gunma.jp/kurashi/kurashi/hojyokin/2017-0224-1340-29.html
https://www.vill.showa.gunma.jp/kurashi/kurashi/hojyokin/2017-0224-1340-29.html
https://www.vill.showa.gunma.jp/kurashi/kurashi/hojyokin/2017-0224-1340-29.html
https://www.vill.showa.gunma.jp/kurashi/kurashi/hojyokin/2017-0224-1340-29.html
https://www.town.minakami.gunma.jp/life/09sumai/kankyou/2016-1013-1804-16.html
https://www.town.minakami.gunma.jp/life/09sumai/kankyou/2016-1013-1804-16.html
https://www.town.minakami.gunma.jp/life/09sumai/kankyou/2016-1013-1804-16.html
https://www.town.minakami.gunma.jp/life/09sumai/kankyou/2016-1013-1804-16.html
https://www.town.tamamura.lg.jp/docs/2022032200027/
https://www.town.tamamura.lg.jp/docs/2022032200027/
https://www.town.tamamura.lg.jp/docs/2022032200027/
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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） 

群馬県 板倉町 板倉町住宅用太陽光
発電システム設置補助
事業 

補助金 町内在住で住宅用太陽光発電システムを設置
した者（建売含む） 

25,000(円/kW) 
※上限 10 万円 

H22 年～ http://www.town.itakrua.
gunma.jp 

住民環境課 
環境下水道係 
0276-82-6132 

群馬県 明和町 明和町住宅用太陽光
発電システム設置費補
助金 

補助金 自ら居住する町内の住宅に対象システムを設
置した者、又は町内に自ら居住するため対象シ
ステム付き住宅を購入した者 

【太陽光発電システ
ム】 
1kW 当たり 10,000 円 
上限 10 万円 
【定置型蓄電池】 
1kWｈ当たり 10,000
円、上限 6 万円 

R4.4.1～ 
R5.3.31 
（予算の範囲
内） 

https://www.town.meiwa.
gunma.jp/life/soshiki/sa
ngyokankyo/kankyohoze
n/1/5/2442.html 

産業環境課 
0276-84-3111 

群馬県 千代田町 千代田町住宅用太陽
光発電システム設置補
助金 

補助金 自ら居住する町内の住宅に発電システムを設
置した者又は町内に自ら居住するため発電シ
ステム付き住宅を購入した者(平成 22 年 4 月 1
日以降に引き渡しを受けた者とする。)で、当該
者の属する世帯全員が町税(千代田町税条例
(昭和 30 年 6 月 19 日千代田村条例)第 3 条に
規定する町税をいう。)及び国民健康保険税を
滞納していない者とする。 

太陽光発電システ
ム：3 万円/kW・上限
6 万円 
定置型蓄電池：1 万
円/kWh・上限 4 万円 

R4.4.1～
R5.3.31（予算
の範囲内） 

http://www.town.chiyoda
.gunma.jp/kankyo/kanky
o/kankyo001.htm 

建設環境課 
0276-49-5200 

群馬県 邑楽町 邑楽町住宅用太陽光
発電システム設置費補
助金 

補助金 自ら居住する町内の専用住宅又は併用住宅
（居住部分が 2 分の１以上であること。）に発電
システムを設置した者又は町内に自ら居住す
るための発電システム付き住宅を購入した者 

１kW 当たり 2 万円で
上限 6 万円 

R4.4.1～    
R5.3.31 

https://www.town.ora.gu
nma.jp/s017/020/100/0
40/taiyo.html 

建設環境課 
生活環境係 
0276-47-5036 

埼玉県 県 住宅における省エネ・
再エネ設備導入支援事
業補助金 

補助金 ・埼玉県内の自ら居住する既存住宅に新たに
補助対象設備を設置する方 

●太陽熱（強制循環
型） 5 万円／件 

令和 5 年 2
月 28 日（火）
まで 

埼玉県 エネルギー環境課 
電話番号：048-
830-3042 

埼玉県 さいたま市 「スマートホーム推進・
創って減らす」機器設
置補助金 

補助金 

・市民（これから市民になる方を含む）が自ら居
住する住宅に、省エネ対策を実施するために
要する費用の一部を補助。 
・工事の完了日が令和 4 年 3 月 16 日（水）か
ら令和 5 年 3 月 15 日（水）までのものが対象。 
・市税に滞納がないことを条件に補助金を交付
する。 

○太陽光 

<4kW 未満>3 万円/件 

<4kW 以上>5 万円/件 

●太陽熱（自然循環） 

3 万円/件 

●太陽熱（強制循環） 

5 万円/件 

令和 5 年 1
月 31 日（火）
まで（予算が
なくなり次第
期間内でも受
付終了） 

さいたま市 環境局環境共生部 
環境創造政策課 
ゼロカーボン推進係  
電話番号：048-
829-1324 
ファクス：048-829-
1991 

http://www.town.itakrua.gunma.jp/
http://www.town.itakrua.gunma.jp/
https://www.town.meiwa.gunma.jp/life/soshiki/sangyokankyo/kankyohozen/1/5/2442.html
https://www.town.meiwa.gunma.jp/life/soshiki/sangyokankyo/kankyohozen/1/5/2442.html
https://www.town.meiwa.gunma.jp/life/soshiki/sangyokankyo/kankyohozen/1/5/2442.html
https://www.town.meiwa.gunma.jp/life/soshiki/sangyokankyo/kankyohozen/1/5/2442.html
http://www.town.chiyoda.gunma.jp/kankyo/kankyo/kankyo001.htm
http://www.town.chiyoda.gunma.jp/kankyo/kankyo/kankyo001.htm
http://www.town.chiyoda.gunma.jp/kankyo/kankyo/kankyo001.htm
https://www.town.ora.gunma.jp/s017/020/100/040/taiyo.html
https://www.town.ora.gunma.jp/s017/020/100/040/taiyo.html
https://www.town.ora.gunma.jp/s017/020/100/040/taiyo.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0503/hojyokin2.html
https://www.city.saitama.jp/001/009/015/010/001/p017068.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） 

埼玉県 川越市 令和 4 年度川越市再
生可能エネルギー機器
等普及促進事業補助
金 

補助金 補助対象者は、次に掲げる者であって、実績報告書を提出

する時点において、本市の住民基本台帳に記録され、か
つ、本市で課税された市税（国民健康保険税を含む。）のう
ち、納期限を過ぎた市税に未納がないことが確認できるも

のとする。 
1. 居住している市内の住宅に補助対象設備を設置する方
（既存の住宅への設置） 

2. 居住するために市内に住宅を建築し、補助対象設備を
設置する方（新築・建替） 
3. 補助対象設備が設置されている住宅を居住するために

市内に購入する方（建売） 
※令和 4 年度は国の新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金を活用しているため、国等が実施する他

の補助金との併用はできません。 

○太陽光 
<4kW 以上>5 万円/
件 
●太陽熱 
1.5 万円/件 

令和 4 年 5
月 9 日（月）
から令和 4
年 12 月 23
日（金）まで
（予算がなく
なり次第期間
内でも受付終
了） 

川越市 環境部環境政策課 
地球温暖化対策担
当 
電話番号：049-
224-5866（直通） 
ファクス：049-225-
9800 

埼玉県 熊谷市 熊谷市再生可能エネル
ギー・省エネルギー設
備設置費補助金 

補助金 ・市内の住宅に未使用の太陽光発電システム/
太陽熱利用システムを設置する者。 
・太陽光発電の場合は、電力会社と余剰電力
の買取契約を締結し、系統連系を完了している
こと。 

○太陽光 
2 万円/kW（上限 10 万
円） 
●太陽熱（自然循環） 
1 万円/件 
●太陽熱（強制循環） 
3 万円/件 
「まち元気」熊谷市商品
券で交付 

令和 4 年 4
月 1 日から
令和 5 年 3
月 31 日まで 
※予算額に
達した場合は
受付を終了。 

熊谷市 環境政策課 
環境政策係 
電話:048-536-1547
（直通） 
ファクス：048-536-
2009 

埼玉県 川口市 令和 4 年度 川口市地
球温暖化対策活動支
援金 

補助金 ・市内に住所を有する個人又は市内に所在す
る区分所有者の団体 
・市税に滞納がないこと 
・令和 4 年 3 月 1 日から令和 5 年 2 月 28 日
の間に、原則として自らが所有し、かつ居住し
ている住宅又は集合住宅に太陽光発電（太陽
熱利用）システムを設置し、又は同システムが
設置された新築住宅を購入し、引き渡しを受け
たもの（増設は対象外） 
・その他、支援対象システムごとに定めた交付
要件を満たしていること 

○太陽光 

設置費の 1/2 とし上限額
まで 
市内業者：上限 20 万円/

件 
市外業者：上限 8 万円/件 
※6kW を超える場合、2 万

円/kW 加算（加算上限 10
万円） 
●太陽熱 

設置費の 1/2 とし上限額
まで 
市内業者：上限 20 万円/

件 
市外業者：上限 8 万円/件 

令和 4 年 5
月 6 日～令
和 5 年 3 月
10 日（必着） 

川口市 環境総務課 
地球温暖化対策係 
TEL：048-228-5320  
FAX：048-228-5382  

https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/kankyo/ondankataisaku/re_energy/r4_saienehojo.html
https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/kankyoseisakuhojo/04saienehojyo.html
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/010/2/1/34382.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） 

埼玉県 所沢市 令和 4 年度所沢市スマ
ートハウス化推進補助
金（家庭用） 

補助金 以下の全てを満たす場合 
1. 自らが居住する市内の住宅に、補助対象事
業を実施する方 
2. 補助金の申請時又は実績報告時に所沢市
に住民登録されている方 
3. 補助金の申請時及び実績報告時に市税の
滞納がない方 
4. 同一の事業について、市のその他の補助金
の交付を受けていない方 

○太陽光発電システ
ム（HEMS 又は蓄電
池を同時に設置する
もの） 
2 万円/kW（上限 10
万円） 
●太陽熱利用システ
ム（強制循環） 
2 万円/㎡（上限 12
万円） 

令和 4 年 6 月
1 日（水曜）～
令和 5 年 3 月
24 日（金曜） 
※予算額に達
した場合は受
付終了 
※土・日・祝
日・年末年始
は除く 

所沢市 環境クリーン部 
マチごとエコタウン
推進課 
電話:04-2998-9133 
FAX：04-2998-9394 

埼玉県 飯能市 住宅用省エネシステム
設備推進補助金 

補助金 戸建て住宅、店舗等の兼用住宅（当該建築物
の延べ面積の 2 分の 1 を超える面積を住宅の
用途に供するものに限る。 
・市内に住所を有する者（住所を有することとな
る者を含む。）であること。 
・市税を完納していること。 
※以下は対象外 
リース契約及びレンタル契約により設置する場
合 
過去に市から補助を受けた省エネシステム 

○太陽光                          
1 万円/kW（上限 5 万円） 

上乗せ 
①市内事業者への発注１
万円 

②既築住宅への設置１万
円 
①＋②に該当する場合２

万円 
●太陽熱（自然循環） 
1 万円/件 

●太陽熱（強制循環） 
3 万円/件 

前期分：令和
4 年 4 月 26
日（火）～5 月
27 日（金） 
※予算額を
超える場合
は抽選 
 
後期分：令和
4 年 9 月から
受付予定 

飯能市 産業環境部環境緑
水課 
電話:042-973-2125 
ファクス:042-971-
2393 

埼玉県 本庄市 ○本庄市住宅用太陽
光発電システム設置補
助金 
 
●本庄市住宅用エネル
ギーシステム設置補助
金 

補助金 自ら居住する市内の住宅にシステムを設置す
る個人。 

○太陽光 
2 万円/kW 
上限額：7 万円 
●太陽熱 
自然循環型：2 万円/
件 
強制循環型：3 万円/
件 

○太陽光 
令和 4 年 5 月
6 日から予算
額に達するま
で 
●太陽熱 
令和 4 年 4 月
1 日から予算
額に達するま
で 

本庄市 環境推進課 
エコタウン推進係 
0495-25-1249 

本庄市 

http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukankyo/kankyo/ekojyosei/kikidounyu.html
https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/1525
https://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/keizaikankyo/kankyosuishin/tantoujouhou/global_warming/hojo/1377061247000.html
https://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/keizaikankyo/kankyosuishin/tantoujouhou/global_warming/hojo/1396937819230.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） 

埼玉県 東松山市 東松山市既存住宅太
陽光発電設備設置奨
励金 

奨励金 補助対象設備の要件（以下の全てを満たす太陽光発電設

備） 
・太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が 1kW 以
上 10kW 未満のもの 

・未使用品であるもの（中古品及びリース品は対象外） 
・発電された電気の一部又は全部を、既存住宅内で自家消
費するもの 

補助対象となる方（以下の全てを満たす方） 
・自ら所有し、かつ、居住している市内の既存住宅に太陽
光発電設備を設置する個人 

・住宅及びその敷地等に都市計画法又は建築基準法の違
反がないこと 
・市税の滞納がないこと 

(注意)申請は工事着工前にしてください。工事着手後の申
請はいかなる場合も対象外となります。 

○太陽光 
一律 7 万円（地域通
貨で交付） 

令和 5 年 2
月 28 日（火
曜日）まで 
 
(注意)受付期
間内であって
も、予算額に
達した場合は
受付を終了し
ます。 

東松山市 環境産業部 環境
政策課 
 
電話:0493-63-5006 
ファックス：0493-
23-7700 

埼玉県 春日部市 令和 4 年度春日部市
家庭用環境配慮型設
備設置奨励事業 

奨励金 
(市内共通商品
券での交付) 

次のいずれにも該当する者 
・自己又は同居する者が所有する住宅に対象
設備を設置し、居住する(予定を含む。)こと 
・同居する(予定を含む。)全員が市税等の滞納
がないこと 
・設備を設置する住宅又は土地に申請者以外
の所有者又は共有者がいる場合、同意をえて
いること 
・設備設置完了後、30 日以内又は令和 5 年 2
月 20 日㈪のいずれか早い日までに実績報告
書の提出ができること 
・実績報告をする時点で、設備を設置した住宅
に住民登録があること 

○太陽光 

2 万円/kW（上限 8 万円） 
◎HEMS 
上限 1 万円 

◎エネファーム 
上限５万円 
●太陽熱（自然循環型） 

1 万円/件 
●太陽熱（強制循環型） 
2 万円/件 

◎蓄電池 
1 万円/1kWh（上限 5 万
円） 

◎V２H：上限 3 万円 

令和 4 年 4
月 1 日～令
和 4 年 12 月
28 日（予算の
範囲を超えた
場合は、受付
終了） 

春日部市 環境政策課 
環境政策担当 
電話:048-736-1111 
内線：7715 

埼玉県 狭山市 令和 4 年度クリーンエ
ネルギー推進補助制度 

補助金 自ら居住する市内の住宅にシステムを設置す
る方 

○太陽光 
4 万円/件 
●太陽熱（自然循環） 
1 万円/件 
●太陽熱（強制循環） 
2 万円/件 
○家庭用エネルギー管
理システム(HEMS) 
1 万円/件 

令和 4 年 4
月 1 日から
受け付けを行
います。（予
算の範囲を
超えた場合
は、受付終
了） 

狭山市 環境経済部環境課 
電話:04-2953-1111 
FAX：04-2954-6262  

埼玉県 羽生市 羽生市住宅用再生可
能エネルギー設備等設
置補助金 

補助金 自己の居住を主たる目的として、市内に専用住
宅を所有し又は新築する方で、当該住宅に未
使用の補助対象設備を設置するもの。 

○太陽光 
2 万円/kW 
（上限 5 万円） 
○蓄電池 
5 万円/件 

実績報告書
の提出が、毎
年度 3 月 24
日までにでき
ること 

羽生市 経済環境部環境課 
TEL：048-561-1121 
FAX：048-561-6380 

http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kankyosangyobu/kankyo/menu/chikyuondankataisaku/kizontaiyoukou.html
https://www.city.kasukabe.lg.jp/kurashi/kankyoshisaku/ondankataisaku/11034.html
https://www.city.sayama.saitama.jp/kurashi/ecopet/jyosei/hozyoseido.html
http://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2014122600060/
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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） 

埼玉県 鴻巣市 令和４年度鴻巣市住宅
用省エネルギー機器設
置費補助事業 

補助金 市内において自ら居住・所有する住宅、又は居
住目的で購入する新築住宅に補助対象となる
住宅用省エネ設備を設置する方 

◯太陽光 
※蓄電システムと併せ
て新設する場合は蓄電
システムの補助と合わ
せて、上限 10 万円の
補助 
●太陽熱（強制循環） 
上限 5 万円/件 

5 月 16 日（月
曜日）～予算
がなくなるま
で（先着順） 

鴻巣市 環境課計画担当 
電話:048-541-1321 
ファックス：048-
577-8462 

埼玉県 深谷市 令和 4 年度住宅用省
エネ設備設置費補助金  

補助金 住民基本台帳の登録地である市内の住宅に、
自ら（又は自らと生計を一にする者）が現に居
住する個人であり、当該住宅に補助対象事業
を実施する者であること 

○太陽光 
5 万円/件 
●太陽熱 
3 万円/件 
※補助対象工事を市内
事業者に請け負わせた
場合、もしくは市内小売
電気事業者から電力の
供給を受けている場合
は補助上限額へ 1 万
円加算 

令和 4 年 4
月 1 日（金曜
日）～令和 5
年 3 月 31 日
（金曜日） 

深谷市 環境課 
電話:048-577-6539 
ファクス：048-578-
7383 

埼玉県 上尾市 省エネ対策推進奨励金
（令和 4 年度） 

補助金 ①市内に住所を有し、かつ自ら居住する者であ
ること 
②申請時において、市税を滞納していないこと 

○太陽光 
1 万円/kW または購
入・設置費用の 2 分の
1 のうち少ない額（上限
3.5 万円） 
●太陽熱 
購入・設置費用の 2 分
の 1（上限 1 万円） 
●ホームエネルギーマ
ネジメントシステム
(HEMS) 
購入・設置費用の 2 分
の 1（上限 1 万円） 

令和 4 年 5
月 6 日（金曜
日）から令和
5 年 3 月 31
日（金曜日）
（予算に達し
た時点で受
付終了） 

上尾市 環境政策課 
Tel：048-775-6925 
Fax：048-775-9872 

埼玉県 草加市 草加市地球温暖化防
止活動補助金 

補助金 ・購入・設置工事前に申請すること。 
・補助金申請時に市税を滞納していないこと。 
・実績報告書の提出時において、市内に居住
し、かつ、住民基本台帳に記載されている者で
あること。 
・実績報告書の提出までに、1 ヵ月用エコライフ
チェックシートを提出すること。 
・過去に同じ設備で交付を受けていないこと。 

○太陽光（1kW 以上
のもの） 
7 万円/件 
●太陽熱 
2 万円/件 

令和 4 年 4
月 1 日（金）
～令和 5 年 1
月 31 日（火） 

草加市 環境課環境推進係 
電話:048-922-1519 
ファクス：048-922-
1030 

http://www.city.kounosu.saitama.jp/soshiki/kankyo/2/gyomu/3/1589097123182.html
http://www.city.fukaya.saitama.jp/kurashi/kurashi/gomi/kankyo/seidohojo/1648541642894.html
https://www.city.ageo.lg.jp/page/037121032502.html
http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1701/020/020/010/PAGE000000000000051694.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） 

埼玉県 越谷市 越谷市家庭用ゼロカー
ボン推進補助金 

補助金 （１）自ら居住する住宅に設置する市民若しくは
申請年度内に越谷市に居住予定の方、または
マンション管理適正化法に規定する管理組合 
（２）自ら対象設備を購入し、居住の用に供する
一戸建て住宅又は管理するマンションに対象
設備を設置する者 
（３）市税等の滞納がないこと 
（４）対象設備を設置する建築物の敷地及び建
築物等に法令違反がないこと 

○太陽光 

2 万円/kW 
（市内業者上限 10 万円） 
（市外業者上限 8 万円） 

（マンション上限 10kW20
万円） 
〇リチウムイオン蓄電池 

5 万円/件 
〇EV・PHEV 
5 万円/件 

〇V2H 
5 万円/件 
〇ZEH 

20 万円/件 

前期：令和 4
年 5 月 16 日
（月）から令
和 4 年 5 月
27 日（金）  
後期：令和 4
年 10 月 24
日（月）から
令和 4 年 11
月 4 日（金） 

越谷市 環境経済部 環境
政策課 
電話：048-963-
9183 ファクス：
048-963-9175 

埼玉県 蕨市 蕨市地球温暖化対策
設備等設置費補助金 

補助金 市税を完納している方で、次のずれかに該当こ
と 
 ①蕨市内に住所を有し、自らする戸建宅地球
温暖化対策設備 等を新たに設置する。 
②地球温暖化対策設備等の設置された市内の
新築戸建住宅を購入し当該住宅に自ら居住す
る 。 

○太陽光 
10 万円/件 
●太陽熱 
5 万円/件 

前期 令和 4
年 4 月 1 日
（金）から令
和 4 年 9 月
30 日（金）ま
で                   
後期 令和 4
年 10 月 3 日
（月）から令
和 5 年 2 月 6
日（月）まで  

蕨市 市民生活部 
安全安心推進課 
生活環境係 
電話:048-443-3706 

埼玉県 戸田市 戸田市環境配慮型シス
テム等設置費補助金制
度 

補助金 (1)既築の個人住宅の所有者で当該住宅にシス
テムを設置する者 
(2)システムが設置された新築の建売個人住宅
を取得する者 
(3)個人住宅の新築又は取得に併せ、当該住宅
にシステムを設置する者 
(4)既築の集合住宅の区分所有者で当該住宅
にシステムを設置する者 
(5)区分所有法第 1 条に規定する区分所有権を
有する住宅を管理する区分所有者の団体で当
該住宅にシステムを設置する者 

○太陽光 
市内事業者施工：3.5
万円/kW 
（上限 17.5 万円） 
市外事業者施工：3
万円/kW 
（上限 15 万円） 

令和 4 年 4
月 4 日～令
和 5 年 1 月
31 日 

戸田市 環境課 
電話:048-441-1800 

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kurashi/kankyo/kankyoseisaku/R4zerocarbon.html
https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/kankyo/eco/1001349.html
http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/212/kankyo-seisaku-simin-hozyo.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） 

埼玉県 入間市 入間市住宅用再生可
能エネルギー活用設備
設置費補助制度 

補助金 次の要件を全て満たす方 

・自ら居住している市内の既存住宅に、次の要件に該当す
る V２H システムを設置する方 
①国の補助事業における補助対象機器として一般社団法

人次世代自動車振興センターにより登録されたもの 
②太陽光発電システムが設置されていること（要件あり） 
③HEMS が設置されていること（要件あり） 

④リース品でないことが書類で確認できるもの 
・実績報告を行う時点で、再生可能エネルギー活用設備を
設置する住宅の所在地に住民票がある方 

・市税の滞納がない方 
・令和４年４月１日以降に工事を着工し、令和５年３月１０日
までに実績報告書を提出できる方 

・他補助金の交付を受け、V２H システムにかかる経費が全
て補助金で補われていない方 
・太陽住宅に補助対象者以外の所有者がいる場合、全て

の所有者から設備を設置することに同意を得られている方 

V２H システム：30 万
円 

令和 4 年 8
月 1 日～令
和 4 年 12 月
28 日まで 

入間市 環境経済部エコ・ク
リーン政策課 
電話:04-2964-1111 
内線：4263～4264 

埼玉県 朝霞市 創エネ・省エネ設備設
置費補助制度 

補助金 ・市税の滞納がなく、市内に住所を有しており、
且つ自ら居住する市内の住宅に設置する太陽
光発電システムであること。また、発電した電気
を自家使用し、余剰電力を電力会社に売電す
るシステムであること。 
・市内に所在する集合住宅に設置する発電シ
ステムで、発電された電力を当該集合住宅の
共用部分にのみ使用し、管理組合で電力会社
と電力需給契約を結ぶ管理者等。 
※新築の戸建住宅は、対象外です。 

・太陽光発電システム 
3.5 万円/kW 

（戸建住宅：上限 10 万円,
集合住宅：上限 50 万円） 
・家庭用燃料電池 

定額 5 万円 
・リチウムイオン蓄電池 
定額 10 万円 

・雨水貯留槽 
設置費用の 1/2 
(戸建住宅：上限 2 万円, 

集合住宅：上限 10 万円) 

令和 4 年 4
月１日から令
和 5 年 2 月
28 日まで 
※予算額に
達し次第受
付終了となり
ます。 

朝霞市 環境推進課 
電話:048-463-1512  

埼玉県 桶川市 桶川市住宅用新・省エ
ネルギー機器設置費補
助制度 

補助金 機器の設置工事前の申請 
・市内に自ら所有し、居住する既存の住宅又は
新築住宅（一つの住宅を複数の用途に使用す
る場合は、当該住宅の延べ面積の過半を居宅
に供するものに限る。）に住宅用新・省エネルギ
ー機器を設置する者であること。 
・住宅用新・省エネルギー機器を設置する住宅
及びその敷地に都市計画法又は建築基準法も
違反がないこと。 
・前年度分の市町村民税（特別区民税を含む。
以下同じ。）に未納がないこと。 
・住宅用新・省エネルギー機器の設置完了時に
桶川市に住民登録があること。 

○太陽光（2kW 以上
10kW 未満） 
5 万円/件 
●太陽熱 
3 万円/件 

令和 4 年 4
月 1 日から
令和 5 年 3
月 20 日 

桶川市 環境課 
tel:048-788-4924 
fax:048-786-3740 

http://www.city.iruma.saitama.jp/kurashi/sumai_kurashi/sumai_kankyo/1014841.html
https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/14/souenesyouene.html
https://www.city.okegawa.lg.jp/kurashi/gomi_kankyo/eco/3222.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） 

埼玉県 久喜市 令和 4 年度久喜市住
宅用エネルギーシステ
ム設置費補助金 

補助金 ・工事完了日が令和４年３月９日（水）～令和５年３月８日

（水） 
・市内に自ら（または生計を一にする方）が所有または新築
し、居住する住宅に設置する方。 

・市内に存する補助対象機器が設置された建売住宅を、自
らが居住するために購入する方。 
※二世帯住宅は、どちらか一方の世帯が住宅を所有してい

る場合でも、完全に別世帯として生活し、補助対象設備を
別々に契約して購入・設置し、それぞれの居住場所で使用
する場合は両方の世帯が対象。 

・過去に同一の補助対象機器に係る補助を受けていない
方。 
・前年度までの市税を滞納していない方。 

・実績報告書の提出時に、補助対象機器を設置した久喜市
内の住宅に住民票がある方。 

○太陽光 
6 万円/件 
●太陽熱 
1.5 万円/件 

令和 4 年 5
月 9 日（月曜
日）から令和
4 年 12 月 28
日（水曜日） 

久喜市 環境経済部環境課 
電話:0480-85-1111  

埼玉県 八潮市 令和 4 年度八潮市住
宅用太陽光発電システ
ム等設置費補助金 

補助金 ・自ら居住する市内の既存住宅または新築住
宅（併用住宅の場合、居住用部分の床面積が
総省面積の２分の１以上を占めるもの）に補助
対象設備を設置した者 
・市民であるもの又は市民となることが確実で
あると認められる者 
・市税（国民健康保険税を含む。）を滞納してい
ない者 
・（太陽光発電システムのみ）当該年度の４月１
日から３月２０日までに電気事業者と特定契約
を締結している者 
・過去に補助金の交付を受けたものがない者 
※設置工事完了後の申請 

○太陽光発電システム

（1kW 以上 10kW 未満） 
3 万円/件 
〇家庭用燃料電池コージ

ェネレーションシステム（エ
ネファーム） 
1 万円/件 

〇自然冷媒ヒートポンプ給
湯器（エコキュート） 
1 万円/件 

〇蓄電池システム 
5 万円/件 
〇電気自動車等充給電設

備（V2H） 
5 万円/件 

令和 4 年 4
月 11 日（月
曜日）から令
和 5 年 3 月
22 日（水曜
日）まで 

八潮市 生活安全部 
環境リサイクル課 
環境保全係 
電話番号/048-
996-2111 
（内線 338） 
FAX/048-995-7367 

埼玉県 富士見市 富士見市地球温暖化
防止活動支援補助金
交付事業 

補助金 市税の滞納がなく、次に該当する方。 
・過去に同一または同種の交付対象機器に係
る補助金の交付を受けていないこと。 
・市内の住宅（新築・既築）に交付対象機器を
設置した方、または設置してある市内の新築住
宅を購入した方（当該住宅に居住し住民登録が
あること） 
※自己居住であれば、集合住宅及び併用住宅
（二分の一以上の居住面積）も対象。 

○太陽光 5 万円/件 
※HEMS 併設で 2 万
円／件加算 
○定置用リチウムイ
オン蓄電池 
5 万円／件 

令和 4 年 6
月 1 日(水曜
日)から令和
5 年 2 月 15
日(水曜日)ま
で 

富士見市 経済環境部環境課 
環境保全係 
電話:049-252-7129 

https://www.city.kuki.lg.jp/kurashi/kankyo_animal/hojokin/r4hojokin.html
https://www.city.yashio.lg.jp/kurashi/sumai_community/sumai/R3_taiyoko.html
https://www.city.fujimi.saitama.jp/shisei/09kankyou/2015-1202-1454-52/renewable_energy/ondankaboushfujimi.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） 

埼玉県 三郷市 三郷市太陽光発電シス
テム等導入促進事業補
助金 

補助金 市内に自ら居住し所有する既存・新築住宅 ○太陽光 
新築 1 万円/kW 
（上限 3 万円） 
既築 2.5 万円/kW 
（上限 8 万円） 
○蓄電システム 
5 万円/件 

令和 4 年 4
月 1 日から
令和 5 年 1
月末頃 
（※予算額に
達した場合は
受付終了） 

三郷市 クリーンライフ課 
環境政策室 
電話:048-930-7715 

埼玉県 蓮田市 自然エネルギー活用シ
ステム設置費補助制度 

補助金 実績報告の提出時に蓮田市の住民票が提出
でき、市内の自ら居住する住宅に最大出力 1
キロワット以上の太陽光発電システムを新規で
設置すること。 

○太陽光 
システム 1 台あたり
上限 5 万円 

令和 4 年 4
月 1 日～令
和 5 年 2 月 1
日まで（予算
額達し次第
受付終了） 

蓮田市 みどり環境課 
環境担当 
電話:048-768-3111 
内線：224 

埼玉県 坂戸市 坂戸市住宅用太陽光
発電システム設置費補
助事業 

補助金 ・自ら居住し、又は居住しようとする市内に存す
る住宅に、電力を供給する目的で、発電システ
ムを設置する方 
・自らが居住するために発電システムが設置さ
れた市内に存する住宅を購入する方。 

○太陽光 
5 万円/件（現金 3 万
円、商品券 2 万円で
支給） 
（補助件数 50 件） 

令和 4 年 4
月 1 日から
予算の範囲
内まで（先着
順） 

坂戸市 環境政策課 
企画調整係 
電話:049-283-1331 
内線 365 

埼玉県 幸手市 幸手市住宅用太陽光発
電システム設置費補助
金 

補助金 市内に住所を有し、自らが現に居住し、又は居
住しようとする住宅（店舗併用住宅の場合は、
住宅部分の床面積が延べ床面積の 2 分の 1
以上に限ります。）に初めて太陽光発電システ
ムを設置する人 

○太陽光 
2 万円/kW 
（上限 8 万円） 

令和 4 年 5
月 17 日から
予算の範囲
内まで（先着
順） 

幸手市 環境課環境担当 
0480-48-0331 

埼玉県 吉川市 住宅用太陽光発電設
備等設置事業補助金 

補助金 1.市内に居住していること（補助金の交付申請
の日の属する年度の末日までに市内に居住す
る予定であること） 
2.自ら所有し、かつ、自らの居住する一戸建て
の既存住宅もしくは新築 ZEH に太陽光発電設
備又は蓄電池若しくはその両方を設置すること 

○太陽光発電設備 

＜4kW 以上＞4 万円/件 

＜4kW 未満＞3 万円/件 

〇蓄電池 

5 万円/件 

〇太陽光発電設備と蓄電

池を同時に設置した場合：

発電容量に限らず 10 万円

/件 

令和 4 年 4
月 1 日～令
和 5 年 3 月
31 日（予算額
に達した場合
は受付終了） 

吉川市 環境課環境保全係 
048-982-9698 
（直通） 

埼玉県 白岡市 令和 4 年度白岡市住
宅用創エネ・省エネ機
器設置費補助金 

補助金 ・市内に住所を有し、又は申請受付開始日から
実績報告書の提出期限までに市内に住所を有
しようとする方 
・自ら居住する市内に所在する既存住宅、又は
自ら居住するために市内に購入する既存住宅
に、補助対象機器を設置する方 

○太陽光 
3 万円/件 

令和 4 年 4
月 15 日（金）
から受付 
予算の範囲
内にて先着
順。予算に達
した場合は、
受付を終了 

白岡市 環境課 
環境保全担当 
0480-92-1111  
（内線 284・285）  

http://www.city.misato.lg.jp/6867.htm
https://www.city.hasuda.saitama.jp/kankyo/machi/kankyo/hojo/2020shizenenerugihojo.html
http://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/20/8841.html
https://www.city.satte.lg.jp/sitetop/soshiki/kankyou/1/5/786.html
https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/23,59978,122,687,html
http://www.city.shiraoka.lg.jp/8114.htm
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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） 

埼玉県 三芳町 令和 4 年度 三芳町住
宅用太陽光発電システ
ム等設置補助金 

補助金 【対象住宅】 

①既存住宅に太陽光発電システムを設置する場合 
②太陽光発電システム付き新築住宅を購入する場合 
③太陽光発電システム付き新築建売住宅を購入する場合 

※住宅としての面積が床面積の２分の１以上の併用住宅
可、集合住宅は対象外。 
【定置用リチウムイオン蓄電池】 

太陽光発電等により発電した電力又は夜間電力などを利
用して繰り返し電気を畜え、停電時や電力需要のピーク時
など必要に応じて電気を活用することができるもの。 

【対象住民】 
①対象住宅に電力を供給する目的で、１キロワット以上の
発電システムを設置する方。 

②対象住宅に自ら居住する者、申請年度内に町内に居住
する予定であり、当該地に居住する方。 
③基本台帳又は外国人登録原簿に記載されている方。 

④建築物の敷地等に建築基準法、都市計画法等の違反が
ない方。 
⑤町税等を滞納していない方。 

○太陽光・蓄電池 
5 万円/件 
（補助件数 20 件） 

令和 4 年 5
月 2 日(月)～
令和 5 年 2
月 28 日(火) 
※（受付期間
内であって
も、予算額に
達したところ
で受付終了） 

三芳町 環境課 
環境対策担当 
049-258-0019 
（内線 216・217） 

埼玉県 越生町 越生町再生可能エネル
ギー設備等普及促進
事業補助金 

補助金 自ら居住し、又は居住しようとする町内の 1 戸
建て住宅に再生可能エネルギー設備等を設置
する方で、町税を滞納していない方。 

○太陽光 
6 万円／件 
（補助件数７件） 
○家庭用燃料電池 
6 万円／件 
（補助件数１件） 
○リチウムイオン蓄電
池 
6 万円／件 
（補助件数 4 件） 

令和 4 年 
4 月 1 日（金）
～令和 5 年 
2 月 24 日
（金） 

越生町 まちづくり整備課 
新エネルギー対策
担当 
049-292-3121 

埼玉県 滑川町 滑川町住宅用太陽光
発電システム設置費補
助金 

補助金 町内において自ら居住し、または居住しようと
する 1 戸建て住宅に再生可能エネルギー設備
を設置する個人で、町税を滞納していない方。 

○太陽光 
5 万円/件 

令和 4 年 4
月 1 日から
令和 5 年 3
月 10 日まで
に実績報告
書を出せる方 

滑川町 環境課 
生活環境担当 
0493-56-6909 

埼玉県 小川町 小川町ゼロカーボンシ
ティ推進補助金 

補助金 町内において自ら居住する、または居住する予
定の住宅に新たに対象設備を設置する方で、
町税を滞納していない方。 

〇太陽熱 
3 万円/件 

令和 4 年 6
月 1 日から
令和 5 年 1
月 31 日まで 

小川町 環境農林課 
環境保全担当 
0493-72-1221 
（165） 

http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/life/gomi/taiyoukouhojokinn.html
http://www.town.ogose.saitama.jp/kurashi/kankyou/hojyo/1453290413260.html
http://www.town.namegawa.saitama.jp/townsman/seikatsu/taiyoukou.htm
https://www.town.ogawa.saitama.jp/0000005191.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） 

埼玉県 吉見町 太陽光発電補助制度 補助金 自ら居住する町内の住宅に発電設備を設置す
る方、または自ら居住するために町内に発電設
備付き住宅を購入する方。 
ただし、住宅の所有権を有しないときは、当該
住宅の所有権を有する者から機器の設置に関
する同意を得ている方 

○太陽光 
2 万円/kW 
（上限 5 万円） 
（補助件数 16 件） 

令和 4 年 4
月 1 日～ 
※予算額を
超える申請
があった場合
は、受付を終
了することが
あります。 

吉見町 環境課環境衛生係 
63-5017（直通） 

埼玉県 ときがわ町 ときがわ町住宅用太陽
光発電システム設置費
補助金 

補助金 ⑴自ら居住する町内の住宅（併用住宅の場合
は、住宅部分の面積が総床面積の２分の１以
上のものに限る。以下同じ。）に発電システムを
設置する者、及び自ら居住するために町内に
発電システム付き住宅を購入する者。ただし、
住宅の所有権を有しないときは、当該住宅の所
有権を有する者から機器の設置に関する同意
を得ていること。 
⑵市町村税等を滞納している者がいない世帯
に属する者 

○太陽光 
2 万円/kW 
（上限 6 万円） 
（補助件数 5 件） 

令和 4 年 4
月 1 日から
予算の範囲
内まで 

ときがわ町 建設環境課 
環境担当 
0493-65-0814 

埼玉県 横瀬町 横瀬町住宅環境改善
及び空き家活用促進補
助事業 

補助金 ① 自己の居住のために使用している一戸建て
の住宅及び併用住宅 
② 空き家（以下の条件あり） 
・工事完了後 1 年以内に自らが居住若しくは事
業を開始する 
・工事完了後 1 年以内に第三者の居住のため
に貸し出す 

○太陽光 
1.5 万円/kW（上限 5
万円） 
○ホームエネルギー
マネジメントシステム
(HEMS) 
設置費用額の
1/10(上限 1 万円) 

令和 4 年 4 月
1 日から随時
受付。 
※（受付期間
内であっても、
予算額に達し
たところで受付
終了） 

横瀬町 振興課 
産業・環境グループ 
TEL0494-25-0114 

埼玉県 皆野町 住宅用太陽光発電設
備設置費補助金及び
太陽熱温水器設置費
補助金 

補助金 ○住宅用太陽光発電 
・自ら居住する既存住宅（併用住宅の場合は、住宅部分の

面積が総面積の 2 分の 1 以上）に設置し、自ら電力会社と
受電契約を結ぶ者 
・補助金の交付は１住宅につき１回限りとする。 

・町税等の滞納がないこと。 
●太陽熱温水器 
・町内の自ら居住又は居住する予定の住宅（併用住宅の場

合は、住宅部分の面積が総面積の 2 分の 1 以上）に設置
し、自ら電力会社と受電契約を結ぶ者 
・町税等の滞納がないこと。 

・設置前において、使用に供されていないものであること。 

○太陽光 
＜4kW 以上＞10 万
円 
＜2 以上 4kW 未満＞
5 万円 
●太陽熱 
3 万円/件 

令和 4 年 4
月 1 日から
令和 5 年 3
月 31 日まで 
※予算額に
達した場合は
受付を終了。 

皆野町 町民生活課 
0494-62-1232 

埼玉県 東秩父村 住宅用太陽光発電シス
テム設置費補助金 

補助金 ・村内に住所を有していること 
・発電システムを設置する建築物及び建築物
の敷地等に建築基準法等の違反がないこと 
・申請時において村税の滞納がないこと 

○太陽光 
10 万円/件 
（補助件数 2 件） 

令和 4 年 4 月
から随時受
付。予算の範
囲内にて先着
順。予算額に
達した場合は、
受付を終了 

東秩父村 保健衛生課 
0493-82-1777 

http://www.town.yoshimi.saitama.jp/taiyoukouhatsuden.html
https://www.town.tokigawa.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_id=21207
http://www.town.yokoze.saitama.jp/soshiki/shinkou/sangyou_kankyou/jyutakukankyoukaizenoyobiakiyakatuyousokusin.html
http://www.town.minano.saitama.jp/section/seikatu/546.htm
http://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/soshiki/05/taiyoukouhojyokin.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） 

埼玉県 寄居町 寄居町エコハウス推進
事業補助金 

補助金 HEMS とセットで導入のみ対象 
町民、または新たに町民となる方で、自らが居
住するための住宅（下記Ａ、Ｂ、Ｃ のいずれか）
へ、エコハウス事業を実施し、期限までに実績
報告書を提出できる方が対象です。  
Ａ 新築住宅へのエコハウス事業の実施 
Ｂ 既築住宅へのエコハウス事業の実施 
Ｃ エコハウス事業が実施された新築住宅の購
入 

○太陽光 
8 万円/件        
※町内業者（町内に
本店、支店、営業所
等を有する法人又は
町内に住所を有する
個人事業主をいう。）
加算 2 万円 

令和 5 年 2
月末日まで 

寄居町 生活環境エコタウン
課 
048-581-2121 
（内線 223・224） 

埼玉県 杉戸町 杉戸町住宅用エネルギ
ーシステム設置費補助
金 

補助金 町内で、自ら居住している住宅、または自ら居
住するために新築する予定の住宅にエネルギ
ーシステムを設置する方   

○太陽光 
5 万円/件 
（補助件数 30 件） 
※上記に HEMS 併設で
1 万円/件加算 
（補助件数 10 件） 
○蓄電池 
5 万円/件 
（補助件数 20 件） 

令和 4 年 4
月 1 日（金）
から令和 5
年 2 月 28 日
（火）※（予算
の範囲を超え
た場合は、受
付終了） 

杉戸町 環境課 
環境保全担当 
0480-38-0401 

埼玉県 松伏町 松伏町住宅用環境配
慮型システム設置費補
助金 

補助金 町内の既存及び新築の一戸建て住宅に太陽
光発電設備または電気自動車等充給電設備
（Ｖ２Ｈ）を設置し、当該住宅に自ら居住し、自ら
電力会社と電力受給契約を締結する個人の
方。 

○太陽光発電システ
ム 
〇Ｖ２Ｈ 
5 万円/件 
（補助件数 30 件） 

令和 4 年 5
月 11 日（水）
午前 9 時か
ら 
受付終了：令
和 5 年 2 月
28 日（火）午
後 5 時 

松伏町 環境経済課 
生活環境担当 
048-991-1840・
1839 

千葉県 千葉市 千葉市住宅用設備等
脱炭素化促進事業補
助金 

補助金 〇太陽光発電設備 
自ら居住する市内の住宅（既築）に未使用の太
陽光発電システムを設置する者 
〇太陽熱利用システム 
自ら居住する市内の住宅に未使用の太陽熱利
用システム（強制循環式に限る）を設置する者 

〇太陽光発電設備 
１kW 当たり 2 万円 
上限 9 万円 
〇太陽熱利用システ
ム 
5 万円 

令和 4 年 4
月 21 日から
令和 5 年 2
月 15 日まで 
※予算が無く
なり次第終了 

http://www.city.chiba.jp/
kankyo/kankyohozen/ho
zen/ondanka/renewable
-energy-hojo.html 

千葉市 
環境保全部 
環境保全課 
環境影響評価班 
電話：043-245-
5185 

千葉県 銚子市 銚子市住宅用設備等
脱炭素化促進事業補
助金 

補助金 〇太陽熱利用システム 
市内において自ら居住する住宅若しくはこれか
ら新たに居住しようとする住宅に、太陽熱利用
システムを設置する場合。または太陽熱利用シ
ステムが設置されている市内の住宅を購入し、
自ら居住しようとする場合。 

〇太陽熱利用システ
ム 
上限 5 万円 

令和 4 年 4 月
20 日から受
付開始 
※予算が無く
なり次第終了 

http://www.city.choshi.c
hiba.jp/simin/gyousei/ca
t04/kankyouhozen/2020
-0225-1509-46.html 

銚子市 
生活環境課 
電 話 ： 0479-24-
8910 

https://www.town.yorii.saitama.jp/soshiki/11/ecohouse-h31.html
http://www.town.sugito.lg.jp/cms/page10634.html
http://www.town.matsubushi.lg.jp/www/contents/1332920188043/index.html
http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/ondanka/renewable-energy-hojo.html
http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/ondanka/renewable-energy-hojo.html
http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/ondanka/renewable-energy-hojo.html
http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/ondanka/renewable-energy-hojo.html
http://www.city.choshi.chiba.jp/simin/gyousei/cat04/kankyouhozen/2020-0225-1509-46.html
http://www.city.choshi.chiba.jp/simin/gyousei/cat04/kankyouhozen/2020-0225-1509-46.html
http://www.city.choshi.chiba.jp/simin/gyousei/cat04/kankyouhozen/2020-0225-1509-46.html
http://www.city.choshi.chiba.jp/simin/gyousei/cat04/kankyouhozen/2020-0225-1509-46.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） 

千葉県 市川市 市川市スマートハウス
関連設備導入費補助
金交付事業 

補助金 〇太陽光発電設備 

自ら居住する市内の住宅（店舗、事務所等と併用するも
の、共同住宅を含む）に未使用の太陽光発電設備を設置
する者。 

エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）又は、定置用リチウムイ
オン蓄電システムが設置されていること。県が実施する太
陽光発電設備・蓄電池の共同購入支援事業により、補助

対象設備を購入した場合は、対象外。 
〇太陽熱利用システム 
 自ら居住する市内の住宅（店舗、事務所等と併用するも

の、共同住宅を含む）に未使用の太陽熱利用システムを設
置する者 
 未使用の太陽熱利用システムが設置された自己居住用

の建売住宅を購入する者 

〇太陽光発電設備 
完成している住宅に太
陽光発電設備の設置
工事を行い、蓄電池又
は HEMS が設置されて
いる場合、1kW 当たり 2
万円(上限 9 万円)、市
内事業者施工の場合
1kW 当たり 2 万 5 千円
(上限 112,500 円) 
〇太陽熱利用システム 
上限 5 万円(強制循環
型のみ) 

令和 4 年 4
月 1 日から
令和 5 年 2
月 28 日まで 

http://www.city.ichikawa.
lg.jp/env01/1111000130.
html  

市川市 
環境部 
生活環境整備課 
電話： 
047-712-6317 

千葉県 船橋市 船橋市住宅用太陽光
発電システム・省エネ
ルギー設備設置費補
助金 

補助金 〇太陽光発電設備 
自ら居住する市内の住宅(店舗併用含む)に未使用の太陽

光発電システムを新規に設置した個人。 
 なお、太陽電池モジュールの最大出力またはパワーコン
ディショナの定格出力のいずれか小さい方（複数のパワー

コンディショナを設置する場合は、系列ごとを合計した数
値）が 10kW 未満であること。 
 また、申請日までに、エネルギー管理システム（HEMS）ま

たは定置用リチウムイオン蓄電システムが当該住宅に設
置されていること。 
〇太陽熱利用システム 

自ら居住する市内の住宅(店舗併用含む)に未使用の太陽
熱利用システムを設置した個人、または太陽熱利用システ
ムが設置された市内の住宅(建売住宅)を購入し居住してい

る個人。 
なお、集熱方式が強制循環型に分類されるものに限る。 

〇太陽光発電設備 
太陽電池モジュールの
最大出力またはパワー
コンディショナの定格出
力の小さい方（複数の
パワーコンディショナを
設置した場合は、系列
ごとを合計した数値）の
kＷ数に対して１kW 当
たり２万円 
上限９万円 
〇太陽熱利用システム 
5 万円 

令和 4 年 5
月 2 日から
令和 5 年 2
月 28 日まで 

https://www.city.funabas
hi.lg.jp/machi/kankyou/0
04/p029346.html 

船橋市 
環境部環境政策課 
ゼロカーボンシティ
推進室 
電話：047-436-
2465 

千葉県 館山市 館山市住宅用設備等
脱炭素化促進事業補
助金 

補助金 〇太陽熱利用システム 
以下の条件をすべて満たすこと 
・要件を満たす設備であること 
・実績報告書提出までに市内に住所を置くこと 
・過去に同一の設備に対し，館山市から補助金
の交付を受けていないこと 
・館山市税の滞納がないこと 
・第三者に所有権がある場合，その者の同意
があること 
・集熱方式が「自然循環型」に分類されるもの
は対象外 

〇太陽熱利用システ
ム 
上限５万円 

令和 4 年 4
月 26 日～令
和 5 年 2 月
28 日まで 

http://www.city.tateyam
a.chiba.jp/kankyou/page
100073.html 

館山市 
建設環境部環境課 
電話：0470-22-
3352 

http://www.city.ichikawa.lg.jp/env01/1111000130.html
http://www.city.ichikawa.lg.jp/env01/1111000130.html
http://www.city.ichikawa.lg.jp/env01/1111000130.html
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p029346.html
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p029346.html
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p029346.html
http://www.city.tateyama.chiba.jp/kankyou/page100073.html
http://www.city.tateyama.chiba.jp/kankyou/page100073.html
http://www.city.tateyama.chiba.jp/kankyou/page100073.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） 

千葉県 木更津市 木更津市住宅用設備
等脱炭素化促進事業
補助金 

補助金 〇太陽熱利用システム 
・市に納付すべき税を完納している者 
・自ら居住する市内の住宅（店舗等の併用住宅
を含み、集合住宅、賃貸住宅を除く）に未使用
の太陽熱利用システム(集熱方式が「自然循環
型」に分類されるものは除く)を設置する者 
・未使用の太陽熱利用システムが設置された
自己居住用の建売住宅を購入する者 

〇太陽熱利用システ
ム 
上限 5 万円 

令和 4 年 5
月 10 日から
募集開始           

https://www.city.kisaraz
u.lg.jp/kurashi/kankyo/s
hoene/1001459.html 

木更津市 
環境部環境政策課 
政策係 
電話：0438-36-
1442 

千葉県 松戸市 住宅用省エネルギー設
備等設置促進事業 

補助金 〇太陽熱利用システム 
1.本市に居住し、かつ、民基本台帳法(昭和 42 年法律第
81 号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されていること。 

2.松戸市暴力団排除条例(平成 24 年松戸市条例第 2 号)
第 2 条第 3 号に規定する暴力団員等でないこと。 
3.市税(市県民税を含む。)を滞納していないこと。 

4.補助対象設備の共有者がいる場合は、全ての共有者の
間で同意が取れていること。 
5.令和 4 年 4 月 1 日から翌年 3 月 10 日までの間に、自ら

居住するものとして本市の住民基本台帳に記録されている
住所における住宅(店舗等の併用住宅を含む。)に未使用
の補助対象設備を購入し、設置したこと、又は同設備が設

置されている建売住宅を購入し、引渡しを受けたこと。 
6.自然循環型を除く。 

〇太陽熱利用システ
ム 
上限 5 万円 

申請期間 
令和 4 年 4
月 1 日～翌
年 3 月 10 日 
※予算が無く
なり次第終了 

http://www.city.matsudo.
chiba.jp/kurashi/kankyou
/tikyuuondanka/hojokin/
shoene.html 
 

松戸市 
環境部 
環境政策課 
電話：047-366-
7089 

千葉県 野田市 野田市住宅用設備等
脱炭素化促進事業補
助金 

補助金 〇太陽熱利用システム 
自ら居住しているか、もしくは新たに居住した市
内の住宅（店舗併用含む）に省エネルギー設備
を設置した方、又は省エネルギー設備が設置さ
れている市内の住宅（建売住宅）を購入し、自
ら居住している方 
ただし、集熱方式が｢自然循環型｣に分類される
ものを除く。 

〇太陽熱利用システ
ム 
上限 5 万円 

令和 4 年 4
月 1 日から
令和 5 年 2
月 28 日まで 

https://www.city.noda.ch
iba.jp/kurashi/oshirase/t
oshi/1010125.html 

野田市 
環境部環境保全課 
電話：04-7199-
7489 

千葉県 茂原市 茂原市住宅用設備等
脱炭素化促進事業補
助金 

補助金 〇太陽光発電設備 
自らが居住している本市内の既築住宅に未使用の
発電設備を設置する者で、HEMS または蓄電池を設
置している者。 
〇太陽熱利用システム 
自らが居住若しくは居住を予定している本市内の住
宅に未使用の省エネルギー設備を設置する者又は
建築住宅供給者等から自らが居住する市内の省エ
ネルギー設備付き住宅を購入する者。ただし、集熱
方式が｢自然循環型｣に分類されるものを除く。 

〇太陽光発電設備 
1kW 当たり 2 万円 
上限 9 万円 
〇太陽熱利用システ
ム 
上限 5 万円 

令和 4 年 4
月 1 日（金）
から開始 
※予算が無く
なり次第終了 

http://www.city.mobara.c
hiba.jp/0000004665.html 
 

茂原市 
経済環境部 
環境保全課 
環境対策係 
電話：0475-20-
1504 

https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/shoene/1001459.html
https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/shoene/1001459.html
https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/shoene/1001459.html
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/kankyou/tikyuuondanka/hojokin/shoene.html
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/kankyou/tikyuuondanka/hojokin/shoene.html
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/kankyou/tikyuuondanka/hojokin/shoene.html
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/kankyou/tikyuuondanka/hojokin/shoene.html
http://www.city.mobara.chiba.jp/0000004665.html
http://www.city.mobara.chiba.jp/0000004665.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） 

千葉県 成田市 成田市住宅用省エネル
ギー設備設置費補助
金 

補助金 〇太陽光発電設備 
自ら居住する市内の住宅に未使用品の住宅用太陽
光発電システムを設置、または未使用品の住宅用
太陽光発電システムが設置された市内の住宅を購
入した市民 
〇太陽熱利用システム 
自ら居住する市内の住宅に未使用品の太陽熱利用
システムを設置した個人、または未使用品の太陽熱
利用システムが設置された市内の住宅を購入した個
人。自然循環型を除く。 

〇太陽光発電設備 
１kW 当たり 2 万円 
上限 9 万円 
〇太陽熱利用システ
ム 
5 万円 

令和 4 年 4
月 1 日から 
令和 5 年 3
月 31 日まで 

https://www.city.narita.c
hiba.jp/kurashi/page1112
00.html 

成田市 
環境部環境計画課 
計画係 
電話：0476-20-
1533 

千葉県 佐倉市 佐倉市住宅用設備等
脱炭素化促進事業補
助金 

補助金 〇太陽熱利用システム 
市内の住宅（店舗等の併用住宅を含む。以下
同じ。）のうち、自ら居住するものに補助対象設
備を設置する者。自ら居住するために補助対
象設備が設置された住宅を購入する者。自ら
居住するために住宅を新築し、併せて補助対
象設備を設置する者。自然循環型を除く。 

〇太陽熱利用システ
ム 
上限 5 万円 

令和 4 年 6
月 1 日から
令和 5 年 2
月 28 日まで 
※予算がなく
なり次第終了 

http://www.city.sakura.lg
.jp/0000018600.html 

佐倉市 
環境部生活環境課 
電話：043-484-
6716 

千葉県 旭市 旭市住宅用省エネルギ
ー設備設置補助金 

補助金 〇太陽光発電設備 
自ら居住する市内の住宅に 10ｋｗ未満の太陽光発
電設備を設置する者、または設置された市内の住宅
を購入する者。（いずれも未使用品の設備であるこ
と。） 
市税を滞納していないこと。 
〇太陽熱利用システム 
自ら居住する市内の住宅に太陽熱利用システムを
設置する者、またはそれが設置された市内の住宅を
購入する者。（いずれも未使用品であり、集熱方式
が｢自然循環型｣でないこと。） 
市税を滞納していないこと。 

〇太陽光発電設備 
1kW 当たり 1 万円 
上限 5 万円 
〇太陽熱利用システ
ム 
上限 5 万円 

令和 4 年 4
月 1 日受付
開始 

https://www.city.asahi.lg.
jp/soshiki/8/11162.html 

旭市 
環境課環境政策班 
電話：0479-62-
5328 

千葉県 習志野市 習志野市住宅用設備
等脱炭素化促進事業
補助金 

補助金 〇太陽熱利用システム 
申請日において、本市に住民登録があり、市町
村民税の滞納がない者で、次のいずれかに該
当する者 
（1）自らが居住する市内に所在する住宅に未
使用の省エネルギー設備を設置した者 
（2）未使用の省エネルギー設備があらかじめ設
置された市内に所在する住宅を自らの居住用
に取得した者 

〇太陽熱利用システ
ム 
上限 5 万円 

令和 4 年 4 月 1

日から令和 5 年
2 月 28 日まで 
（習志野市営ガ

スを使用する家
庭用燃料電池シ
ステム（エネファ

ーム）は令和 5
年 3 月 17 日ま
で） 

※予算額に達し
た場合は、その
時点で受付終了 

http://www.city.narashin
o.lg.jp/joho/keikaku/tosh
ikankyo/25082016.html  

習志野市 
都市環境部 
環境政策課 
電話：047-453-
9291 

https://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page111200.html
https://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page111200.html
https://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page111200.html
http://www.city.sakura.lg.jp/0000018600.html
http://www.city.sakura.lg.jp/0000018600.html
http://www.city.asahi.lg.jp/
http://www.city.asahi.lg.jp/
http://www.city.narashino.lg.jp/joho/keikaku/toshikankyo/25082016.html
http://www.city.narashino.lg.jp/joho/keikaku/toshikankyo/25082016.html
http://www.city.narashino.lg.jp/joho/keikaku/toshikankyo/25082016.html
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千葉県 市原市 市原市住宅用設備等
脱炭素化促進補助金 

補助金 〇太陽光発電設備 
補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件
を満たす者とする。 
(1) 次に掲げる住宅に発電システムを設置しようとする者 
ア 発電システムの設置工事に着工する前日までに建築
工事が完了している住宅(店舗・事務所等との併用住宅を
含む。以下同じ。) 
イ 第 6 条第 1 項に規定する申請書を提出する日までに次
のいずれかの設備が設置されている住宅 
(ア) エネルギー管理システム(HEMS)(住宅全体の電力使
用量などを自動で実測し、エネルギーの「見える化」を図る
とともに、機器の電力使用量などを調整する制御機能を有
し、機器の制御に係る装置(コントローラ等)が一般社団法
人エコーネットコンソーシアムの定める「ECHONET Lite」規
格の認証を取得しているものをいう。以下同じ。) 
(イ) 定置用リチウムイオン蓄電システム(リチウムイオン蓄
電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネル
ギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力
変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力
又は夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピー
クなど必要に応じて電気を活用することができるもののう
ち、国が平成 25 年度以降に実施する補助事業における補
助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブに
より登録されているものをいう。以下同じ。) 
(2) 第 6 条第 1 項に規定する申請書を提出する日までに、
当該申請書に記載された発電システムの設置場所に住所
を有し、住民基本台帳に記録されていること。 
(3) 市税を滞納していないこと。 
(4) 発電システムを設置する住宅を所有している又は所有
者並びに共有者全ての同意を得ている者 
(5) 補助金の交付を受けようとする年度の 4 月 1 日から 2
月末日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する
法律(昭和 23 年法律第 178 号)第 3 条に規定する休日(以
下「休日等」という。)に当たるときは、その直前の休日等で
ない日)までの間に自ら居住する市内の住宅(併用住宅を含
む。)に、自己の費用をもって発電システムの設置工事の着
工及び完了すること。 
(6) 補助金の交付を受けようとする年度において、第 6 条
第 1 項に規定する申請書が提出された住宅と同一の住宅
に発電システムを設置しようとするものではないこと。 
〇太陽熱利用システム 
補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を満た
す者とする。 
(1) 第５条に規定する申請書を提出する日までに、当該申
請書に記載された補助対象設備の導入場所に住所を有
し、住民基本台帳に記録されている者 
(2) 市税を滞納していない者 
(3) 補助対象事業に係る住宅の所有者又は所有者若しく
は共有者全ての同意を得ている者。ただし、電気自動車に
あってはこの限りでない。 
(4) 補助金の交付を受けようとする年度の４月１日から２月
末日（その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する
法律（昭和 23 年法律第 178 号）第３条に規定する休日（以
下「休日等」という。）に当たるときは、その直前の休日等で
ない日）までの間に補助対象事業を着工し、完了する者（自
らが居住するために住宅建設業者等から未使用の補助対
象設備が導入された市内の住宅を購入する場合は当該住
宅の引渡しを受ける者） 

〇太陽光発電設備 
設置する太陽電池の
最大出力(小数点以
下第 3 位を四捨五
入)に 1 キロワットあ
たり 2 万円を乗じて
得た額とし、9 万円を
限度とする。ただし、
その額に 1,000 円未
満の端数が生じたと
きは、これを切り捨て
た額とする。 
〇太陽熱利用システ
ム 
上限 5 万円 
補助金の額に 1,000
円未満の端数が生じ
るときは、これを切り
捨てた額 

令和 4 年 4
月 1 日から 
令和 5 年 2
月 28 日まで 
※先着順の
ため、受付期
間であっても
予算に達した
時点で受付を
終了します。 

https://www.city.ichihara
.chiba.jp/article?articleId
=6244474116ccd70f95c4
f7bd  

市原市 
環境部環境管理課 
電話：0436-23-
9867 

https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=6244474116ccd70f95c4f7bd
https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=6244474116ccd70f95c4f7bd
https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=6244474116ccd70f95c4f7bd
https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=6244474116ccd70f95c4f7bd
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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） 

千葉県 流山市 流山市住宅用省エネル
ギー設備設置補助金 

補助金 〇太陽光発電設備 
1. 自ら居住する市内に存する住宅に、市内の
事業者（事業所が流山市内に所在するものを
いう。）から未使用（中古品不可）の太陽光発電
設備を購入し、設置したこと。 
2. 市税を滞納していないこと。 
〇太陽熱利用システム 
1.自ら居住する市内に存する住宅に、市内の事
業者（事業所が流山市内に所在するものをい
う）から未使用の太陽熱利用システムを購入し
設置したこと。 
2．市税を滞納していないこと。 

〇太陽光発電設備 

新築 
1kW 当たり 1.5 万円 
上限 6 万円（HEMS 併設プ

ラス 1 万円、定置用リチウ
ムイオン蓄電システム併
設でプラス 5 万円) 

既築 
1kW 当たり 2.5 万円 
上限 10 万円（HEMS 併設

プラス 2 万円、定置用リチ
ウムイオン蓄電システム併
設でプラス 5 万円) 

〇太陽熱利用システム 
上限 5 万円 

令和 4 年 5
月 21 日から
開始予定 
※申請は先
着順で予算
に達した場合
はその時点
で終了 

https://www.city.nagarey
ama.chiba.jp/life/100258
4/1002591/1024476/ind
ex.html 

流山市環境部 
環境政策課 
環境政策係 
電話：04-7150-
6083 

千葉県 八千代市 八千代市住宅用設備
等脱炭素化促進事業
補助金 

補助金 〇太陽熱利用システム 

①現在，市内に自ら所有し，かつ，居住している既存住宅
か，もしくは新たに所有し，かつ，居住しようとする新築ない
し建替住宅に，自らが契約した未使用の家庭用太陽熱利

用システムを設置しようとしている方。または，未使用の家
庭用太陽熱利用システムが設置されている市内の建売住
宅を購入し，自ら居住しようとする方 

②工事着工日または建売住宅の引き渡し日の２０日前(土
日・祝日の場合はその前日)までに，申請時提出書類一式
に不備・不足なく申請できる方 

③令和５年２月２８日（火）までに，設置工事（設置済みの建
売住宅を購入する方は住宅の引渡し）を完了し，実績報告
書（添付書類を含む）の提出できる方  

〇太陽熱利用システ
ム 
１設備あたり５万円 

令和 4 年 4
月 22 日から
受付開始 
予算に達した
時点で受付を
終了 

http://www.city.yachiyo.
chiba.jp/123508/page000
010060_00001.html 

八千代市 
経済環境部 
環境保全課 
環境政策室 
電話：047-421-
6767 

千葉県 我孫子市 我孫子市住宅用設備
等脱炭素化促進事業
補助金 

補助金 〇太陽光発電設備 
自ら所有し居住する市内の既存住宅に発電システムを設

置する方。HEMS または蓄電池を設置するか、既に設置し
ていることが必要。発電システムを設置済みの方、対象設
備設置工事中の方は補助の対象外。 

〇太陽熱利用システム 
自ら所有し居住する市内の住宅に太陽熱利用システムを
設置する方。太陽熱利用システムを設置済みの方、対象設

備設置工事中の方は補助の対象外。 
対象設備の集熱方式が「自然循環型」に分類されているも
のを除く。 

〇太陽光発電設備 
１kW 当たり 2 万円 
上限 9 万円 
市内事業者と契約した
場合は１万円上乗せ
（合計で上限 10 万円） 
〇太陽熱利用システム 
上限 5 万円 

令和 4 年 4
月 1 日から
令和 5 年 2
月 28 日まで 

https://www.city.abiko.c
hiba.jp/anshin/kankyo_ko
ugai/chikyuondanka/sho
energy_hojo.html 

我孫子市 
環境経済部 
手賀沼課 
環境調整係 
電話：04-7185-
1484 

千葉県 鴨川市 鴨川市住宅用設備等
脱炭素化促進事業補
助金 

補助金 〇太陽熱利用システム 
自ら居住する市内の住宅に未使用の省エネル
ギーを設置する。または、未使用の省エネルギ
ー設備が設置された市内の住宅を購入する場
合（自然循環型を除く） 

〇太陽熱利用システ
ム 
上限 5 万円 

令和 4 年 4 月
15 日から令和
5 年 2 月末日
まで 
※補助金の予
算枠に達した
時点で申請締
切 

https://www.city.kamoga
wa.lg.jp/site/shinsei/217.
html 

鴨川市 
市民福祉部環境課 
電話：04-7093-
7838 
（内線 254） 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1002584/1002591/1017869.html（６月１日より公開予定）
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1002584/1002591/1017869.html（６月１日より公開予定）
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1002584/1002591/1017869.html（６月１日より公開予定）
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1002584/1002591/1017869.html（６月１日より公開予定）
http://www.city.yachiyo.chiba.jp/123508/page000010060.html
http://www.city.yachiyo.chiba.jp/123508/page000010060.html
http://www.city.yachiyo.chiba.jp/123508/page000010060.html
https://www.city.abiko.chiba.jp/anshin/kankyo_kougai/chikyuondanka/shoenergy_hojo.html
https://www.city.abiko.chiba.jp/anshin/kankyo_kougai/chikyuondanka/shoenergy_hojo.html
https://www.city.abiko.chiba.jp/anshin/kankyo_kougai/chikyuondanka/shoenergy_hojo.html
https://www.city.abiko.chiba.jp/anshin/kankyo_kougai/chikyuondanka/shoenergy_hojo.html
https://www.city.kamogawa.lg.jp/site/shinsei/217.html
https://www.city.kamogawa.lg.jp/site/shinsei/217.html
https://www.city.kamogawa.lg.jp/site/shinsei/217.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） 

千葉県 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市住宅用再生
可能エネルギー・省エ
ネルギー設備設置促進
事業 

補助金 〇太陽光発電設備 

（１）住宅（※）を自ら所有し補助対象設備を設置した方、住
宅の新築・増改築に併せて補助対象設備を設置した方、ま
たは未使用の補助対象設備があらかじめ設置された住宅

を取得された方、または第三者が一部もしくは全部を所有
する住宅に所有者の承諾を受けて補助対象設備を設置し
た方 

※「住宅」には、店舗併用住宅や共同住宅（自ら所有・居住
する部分のみ）を含みます。                    
（２）補助対象設備が設置された鎌ケ谷市内の住宅に居住

し、住民登録を完了している方                     
（３）鎌ケ谷市に納付すべき税を滞納していない方 
（４）令和３年度以降（令和３年４月１日以降）工事を着工し、

完了した方 
〇太陽熱利用システム 
（１）住宅（※）を自ら所有し、太陽熱利用システムを設置し

た方、または住宅の新築・増改築に併せて太陽熱利用シス
テムを設置した方、 
または未使用の太陽熱利用システムがあらかじめ設置さ

れた住宅を取得した方、 
または第三者が一部もしくは全部を所有する住宅に居住し
所有者の承諾を受けて太陽熱利用システム備を設置した

方 
※「住宅」には、店舗併用住宅や共同住宅（自ら所有・居住
する部分のみ）を含みます 

（２）補助対象設備が設置された鎌ケ谷市内の住宅に居住
し、住民登録を完了している方 
（３）鎌ケ谷市に納税すべき税を滞納していない方 

（４）令和３年度以降（令和３年４月１日以降）に工事を着工
し、完了した方 
（５）一般社団法人ベターリビングにより、優良住宅部品（BL

部品）として認定を受けている  もの。ただし、集熱方式が
自然循環型に分類されるものを除く。 

〇太陽光発電設備 
単価 1 万円／kW（上
限 3 万円） 
〇太陽熱利用システ
ム 
令和 4 年度着工 
7 万 5 千円 
令和 3 年度着工 
2 万 5 千円 

令和 3 年 7
月 1 日から
令和 4 年 1
月 31 日 

http://www.city.kamagay
a.chiba.jp/kurashi-
tetsuzuki/sumai/josei-
shinsei-seid/energy-
hojo.html 

鎌ケ谷市 
市民生活部環境課 
環境計画係 
電話：047-445-
1227 

千葉県 君津市 君津市家庭用省エネ・
再エネ設備等導入促進
事業補助金 

補助金 〇太陽光発電設備 
(1)自ら居住する市内既築住宅に太陽光発電システ
ムを設置する者 
(2)同一世帯内で過去に同種の設備に係る補助金の
交付を受けていない者。 
(3)申請者及びその同一世帯の者（申請年度の 4 月
1 日時点において満 18 歳未満である者を除く。）に
市税の滞納がない者。 
(4)設備の設置費等を負担し、設備を所有する者。 
(5)県が実施する共同購入支援事業により、補助対
象設備を購入していない者。 

〇太陽光発電設備 
１kW 当たり 2 万円 
上限 5 万円 

令和 4 年 5
月 2 日から
先着順で受
付 
※補助金の
予算枠に達し
た時点で、申
請締切 

https://www.city.kimitsu.
lg.jp/soshiki/114/7041.ht
ml 

君津市 
経済環境部 
環境グリーン推進
室 
電話：0439-56-
1296 

http://www.city.kamagaya.chiba.jp/news/kankyo/Energy-hojo/Energy-hojo.html
http://www.city.kamagaya.chiba.jp/news/kankyo/Energy-hojo/Energy-hojo.html
http://www.city.kamagaya.chiba.jp/news/kankyo/Energy-hojo/Energy-hojo.html
http://www.city.kamagaya.chiba.jp/news/kankyo/Energy-hojo/Energy-hojo.html
http://www.city.kamagaya.chiba.jp/news/kankyo/Energy-hojo/Energy-hojo.html
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/114/7041.html
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/114/7041.html
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/114/7041.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） 

千葉県 浦安市 住宅用設備等脱炭素
化促進事業補助金 

補助金 〇太陽熱利用システム 
市内に住民登録があり、市税の滞納がなく、自
ら居住し、または居住しようとする市内の住宅
に対象設備を設置する方（新たに対象設備が
設置された住宅を購入する場合を含む） 

〇太陽熱利用システ
ム 
上限 5 万円 

令和 4 年 4
月 1 日から
令和 5 年 2
月 28 日まで 
※先着順に
受付し、予算
に達した時点
で受付終了 

https://www.city.urayasu
.lg.jp/todokede/kankyo/t
orikumi/ondanka/103551
7.html 

浦安市 
環境部環境保全課 
電話：047-352-
6481 

千葉県 印西市 印西市住宅用設備等
脱炭素化促進事業補
助金 

補助金 〇太陽熱利用システム 
市内に住民票があり、市税等滞納が無い方で、 
（１）自らが所有し、居住する住宅での使用を目的と
して、補助対象設備等を導入した方 
（２）自ら居住するために新築・増改築する住宅での
使用を目的として、補助対象設備等を導入した方
（断熱窓及び電気自動車を除く） 
（３）自ら居住するために住宅を販売する事業者等か
ら補助対象設備等が導入された住宅を取得した方
（断熱窓及び電気自動車を除く） 
（４）第三者が所有し自ら居住する住宅で使用するこ
とを目的として、補助対象設備等を導入した方 

〇太陽熱利用システ
ム 
上限 5 万円 

令和 4 年 5
月 16 日から
令和 5 年 3
月 10 日まで 
※申請金額
が予算額に
達した場合は
受付終了 

https://www.city.inzai.lg.j
p/0000014209.html 

印西市 
環境経済部 
環境保全課 
電話：0476-33-
4491 

千葉県 白井市 白井市住宅用省エネル
ギー設備等導入促進
事業補助金 

補助金 〇太陽熱利用システム 
・市内に住所を有していて、市税を滞納してい
ない者 
・補助対象設備の設置費を負担し、かつ所有し
ている者 
・補助対象設備の設置が完了している者 
※その他、「白井市住宅用省エネルギー設備
等導入促進事業補助金交付要綱」の補助対象
要件を満たしていること 

〇太陽熱利用システ
ム 
上限 5 万円 

令和 4 年 5
月 23 日から
開始 
※申請金額
が予算額に
達した時点で
受付終了 

https://www.city.shiroi.c
hiba.jp/soshiki/shimin/k0
1/kan04/kan14/kan17/1
550197980967.html 

白井市 
市民環境経済部 
環境課 
環境保全係 
電話：047-401-
5409 

千葉県 富里市 富里市住宅用省エネル
ギー設備設置補助金 

補助金 〇太陽熱利用システム 
・市内に住所を有すること（実績報告の日までに住民
登録をする場合を含む） 
・市税を滞納していないこと。 
・補助対象設備の設置費等を負担し、補助対象設備
を所有すること。 
・住宅が第三者の所有である場合、所有者から補助
事業の実施について同意を得ていること。 
・同一世帯の者が同種の補助対象設備に対し、補助
を受けていないこと。 
・集熱方式が「自然循環型」に分類されるものを除
く。 

〇太陽熱利用システ
ム 
上限 5 万円 

令和 4 年 4
月 1 日から
開始 
※補助金の
申請総額が
予算枠に達し
た時点で終
了 

http://www.city.tomisato
.lg.jp/0000004165.html 

富里市 
経済環境部環境課 
電話：0476-93-
4945 

https://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/kankyo/torikumi/ondanka/1035517.html
https://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/kankyo/torikumi/ondanka/1035517.html
https://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/kankyo/torikumi/ondanka/1035517.html
https://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/kankyo/torikumi/ondanka/1035517.html
http://www.city.inzai.lg.jp/00000014209.html
http://www.city.inzai.lg.jp/00000014209.html
http://www.city.shiroi.chiba.jp/kurashi/kankyo/k03/1552457487773.html
http://www.city.shiroi.chiba.jp/kurashi/kankyo/k03/1552457487773.html
http://www.city.shiroi.chiba.jp/kurashi/kankyo/k03/1552457487773.html
http://www.city.shiroi.chiba.jp/kurashi/kankyo/k03/1552457487773.html
http://www.city.tomisato.lg.jp/0000004165.html
http://www.city.tomisato.lg.jp/0000004165.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） 

千葉県 南房総市 南房総市住宅用設備
等脱炭素化促進事業
補助金 

補助金 〇太陽熱利用システム 
（１）市内に住所を有する人または、実績報告
書の提出時までに市内に住所を有する人（い
ずれも個人のみとし、法人は除きます） 
（２）自ら居住するまたは、居住を予定している
一戸建住宅（店舗や事務所との併用住宅を含
む）に使用するために設置をしようとする人 
（３）住宅の供給者等から補助対象設備が予め
設置された市内の住宅を自ら居住するために
取得しようとする人 
（４）市税などに滞納がない人 
（５）既築住宅に設置 
※自然循環型は補助対象外 

〇太陽熱利用システ
ム 
上限 5 万円 

令和 4 年 4
月 1 日から
令和 5 年 1
月 16 日まで
※申請金額
が予算額に
達した場合は
受付終了 

https://www.city.minami
boso.chiba.jp/000001648
1.html 

南房総市 
建設環境部 
環境保全課 
電話：0470-33-
1053 

千葉県 匝瑳市 住宅用太陽光発電シス
テム設置費補助金 
住宅用太陽光発電シス
テム導入奨励金 

補助金 
奨励金 

〇太陽光発電設備 
次のいずれにも該当する方 
(1)匝瑳市の区域内に住所を有し、かつ、住民
基本台帳に記録されている方（発電システムの
設置完了時に住民登録をする方を含む） 
(2)自ら居住し若しくは居住しようとする住宅に
新たに発電システムを設置しようとする者方 
(3)発電した電力について電気事業者と特定契
約を締結している方 
(4)設備の設置費を負担し、設備を所有する方 
(5)匝瑳市の市税及び国民健康保険税に未納
がない方 

〇太陽光発電設備 

◇補助金 

・既築住宅 １kW 当たり 2

万円上限 9 万円 

・新築住宅 １kW 当たり 2

万円上限 4 万円 

◇奨励金（同額の匝瑳共

通商品券をもってあてる） 

・既築住宅 １kW 当たり 1

万円上限 4 万 5 千円 

・新築住宅 １kW 当たり 1

万円上限 2 万円 

令和 4 年 4
月 1 日から
開始 
※補助金の
申請総額が
予算枠に達し
た時点で終
了 

https://www.city.sosa.lg.j
p/page/page000179.html 

匝瑳市 
環境生活課 
環境班 
電話：0479-73-
0088 

千葉県 香取市 香取市住宅用設備等
脱炭素化促進事業補
助金 

補助金 〇太陽光発電設備 
次のいずれにも該当する方 

(1) 市内において自ら居住し若しくは居住しようとする住宅
に、設備の導入を請け負うことができる業者の施工によっ
て新たに設置する方。又は省エネシステムが設置された建

売住宅を購入する方 
(2) 省エネシステムを自ら購入し、所有する方 
(3) 市税を滞納していない方 

(4) 完了までに当該住宅に居住し、本市へ住民登録を完了
している方 
(5) 実績報告までに電気事業者と当該設備により発電した

電気に係る特定契約を締結する方 
〇太陽熱利用システム 
次のいずれにも該当する方 

(1) 市内において自ら居住し若しくは居住しようとする住宅
に、設備の導入を請け負うことができる業者の施工によっ
て新たに設置する方。又は省エネシステムが設置された建

売住宅を購入する方 
(2) 省エネシステムを自ら購入し、所有する方 
(3) 市税を滞納していない方 

(4) 完了までに当該住宅に居住し、本市へ住民登録を完了
している方 

〇太陽光発電設備 
新築住宅・既築住宅 
1KW あたり 2 万円上
限 4 万円 
〇太陽熱利用システ
ム 
上限 5 万円 

令和 4 年 4
月 1 日から
令和 5 年 3
月 10 日まで 
※予算枠を
超えた時点で
受付終了 

https://www.city.katori.lg
.jp/living/kankyohozen/s
hoene/hojokinseido.html  

香取市 
生活経済部 
環境安全課 
電話：0478-50-
1248 

https://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000016481.html
https://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000016481.html
https://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000016481.html
https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000179.html
https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000179.html
https://www.city.katori.lg.jp/living/kankyohozen/shoene/hojokinseido.html
https://www.city.katori.lg.jp/living/kankyohozen/shoene/hojokinseido.html
https://www.city.katori.lg.jp/living/kankyohozen/shoene/hojokinseido.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） 

千葉県 山武市 山武市住宅用設備等
脱炭素化促進事業補
助金 

補助金 〇太陽熱利用システム 
市内に所在する住宅に未使用の住宅用脱炭素
化設備等を導入する方。 

〇太陽熱利用システ
ム 
上限 5 万円 

令和４年５月
16 日（月曜日）
から 
※補助金の申
請が予算枠を
超えた時点で
受付終了。 

https://www.city.sammu.
lg.jp/page/page004344.ht
ml 
 

山武市 
建設環境部 
環境保全課 
電話：0475-80-
1163 

千葉県 大網白里市 大網白里市住宅用設
備等脱炭素化促進事
業補助金 

補助金 〇太陽熱利用システム 
・補助対象設備を設置した住宅に自ら居住し、
住宅の所在地に住民登録があること。 
・市税を滞納していない者。 
※詳細は市ホームページを参照のこと。 

〇太陽熱利用システ
ム 
上限 5 万円 

令和 4 年 5 月
2 日から令和 5
年 2 月 28 日ま
で 
（先着順） 
 ※補助金申
請総額が予算
額に達した時
点で受付終了 

https://www.city.oamishi
rasato.lg.jp/0000012171.
html 

大網白里市 
地域づくり課 
環境対策班 
電話：0475-70-
0386 

千葉県 酒々井町 酒々井町住宅用設備
等脱炭素化促進事業
補助金 

補助金 〇太陽光発電設備 
１．自ら居住、または居住予定している町内の
住宅に住宅用太陽光発電システムを設置する
方。 
２．エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）又は定
置用リチウムイオン蓄電システムのいずれか
の設備を設置する方。 
３．電気事業者と発電した電気に係る特定契約
を締結する方。 

〇太陽光発電設備 
１kW 当たり 3 万円 
新築住宅（上限６万
円） 

令和 4 年 4
月 1 日から
令和 5 年 3
月 10 日まで     
（先着順） 
※補助金申
請総額が予
算額に達した
時点で受付
終了 

https://www.town.shisui.
chiba.jp/docs/20190328
00012/ 

酒々井町 
経済環境課 
環境対策室 
電話：043-496-
1171 

千葉県 栄町 栄町住宅用設備等脱
炭素化促進事業補助
金 

補助金 〇太陽熱利用システム 
集熱器により太陽の熱エネルギーを集めて給
湯又は空調等に利用するシステムで、動力を
利用して熱媒等を循環させるもののうち、（一
財）ベターリビングにより優良住宅部品（BL 部
品）として認定を受けているもの。ただし、集熱
方式が「自然循環型」に分類されるものを除く。 

〇太陽熱利用システ
ム 
上限 5 万円 

令和４年６月
１日から開始 
※補助金申
請総額が予
算額に達した
時点で受付
終了 

http://www.town.sakae.c
hiba.jp/page/page005165
.html 

栄町 
環境協働課環境班 
電話：0476-33-
7710 

千葉県 神埼町 神崎町住宅用太陽光
発電システム設置補助
金 

補助金 〇太陽光発電設備 
町内において自ら居住する住宅に新たに太陽
光発電設備を設置する場合 

〇太陽光発電設備 
１kW 当たり 2 万円 
上限 8 万円 

令和 4 年 4
月 1 日から
開始 
※予算枠を
超えた時点で
受付終了 

http://www.town.kozaki.c
hiba.jp/01kurashi/living/t
aiyoko.html 

神崎町 
町民課生活環境係 
電話：0478-72-
2113 

https://www.city.sammu.lg.jp/page/page004344.html
https://www.city.sammu.lg.jp/page/page004344.html
https://www.city.sammu.lg.jp/page/page004344.html
https://www.city.sammu.lg.jp/page/page004344.html
https://www.city.oamishirasato.lg.jp/0000012171.html
https://www.city.oamishirasato.lg.jp/0000012171.html
https://www.city.oamishirasato.lg.jp/0000012171.html
https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2019032800012/
https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2019032800012/
https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2019032800012/
http://www.town.sakae.chiba.jp/page/page005165.html
http://www.town.sakae.chiba.jp/page/page005165.html
http://www.town.sakae.chiba.jp/page/page005165.html
http://www.town.kozaki.chiba.jp/01kurashi/living/taiyoko.html
http://www.town.kozaki.chiba.jp/01kurashi/living/taiyoko.html
http://www.town.kozaki.chiba.jp/01kurashi/living/taiyoko.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） 

千葉県 多古町 多古町住宅用省エネル
ギー設備設置補助金 

補助金 〇太陽光発電設備 

次のいずれにも該当する方 
(1) 町内に住所を有すること 
(2) 世帯全員が町税等を滞納していないこと 

(3) 自ら居住または居住を予定している町内の住宅（併用
住宅を含む）に補助対象設備を設置すること 
(4) 設備の設置費を負担し、設備を所有すること 

(5) 補助事業を実施するものが住宅の所有者でない場合
又は共有者がいる場合は、全ての所有者または共有者か
ら補助事業の実施について同意を得ていること 

(6) 発電した電力について電気事業者との間で特定契約を
締結すること 
(7) 既築住宅に設置する場合は、エネルギー管理システム

(HEMS)または定置用リチウムイオン蓄電システムを設置済
みであるか同時に設置すること 
〇太陽熱利用システム 

次のいずれにも該当する方 
(1) 町内に住所を有すること 
(2) 世帯全員が町税等を滞納していないこと 

(3) 自ら居住または居住を予定している町内の住宅（併用
住宅を含む）に補助対象設備を設置すること 
(4) 設備の設置費を負担し、設備を所有すること 

(5) 補助事業を実施するものが住宅の所有者でない場合
又は共有者がいる場合は、全ての所有者または共有者か
ら補助事業の実施について同意を得ていること 

（自然循環型は補助対象外） 

〇太陽光発電設備 
１kW 当たり 4 万円 
上限 18 万円   
〇太陽熱利用システ
ム 
上限 10 万円 

令和 4 年 4
月 1 日から
概ね令和 5
年 2 月末日
まで 
※予算額に
達した時点で
受付終了 

http://www.town.tako.chi
ba.jp/docs/20180119000
71/ 

多古町 
生活環境課 
電話：0479-76-
5406 

千葉県 東庄町 東庄町脱炭素化のた
めの住宅用設備等設
置補助金 

補助金 〇太陽光発電設備 
自ら居住又は居住予定の町内の住宅に未使用の太
陽光発電システムを設置した者 
住宅を販売する事業者等により未使用の太陽光発
電システムがあらかじめ設置された町内に所在する
住宅を取得した者 
〇太陽熱利用システム 
自ら居住する町内の住宅に未使用の省エネルギー
システム（太陽熱利用システム）を設置した者 
住宅を販売する事業者等により未使用の太陽熱利
用設備があらかじめ設置された町内に所在する住宅
を取得した者 

〇太陽光発電設備 
1kW 当たり 4 万円 
上限 8 万円 
〇太陽熱利用システ
ム 
5 万円 

令和 4 年 4
月 1 日から
開始 

https://www.town.kujuku
ri.chiba.jp/0000000724.ht
ml 

東庄町 
町民課生活環境係 
電話：0478-86-
6072 

http://www.town.tako.chiba.jp/docs/2018011900071/
http://www.town.tako.chiba.jp/docs/2018011900071/
http://www.town.tako.chiba.jp/docs/2018011900071/
https://www.town.kujukuri.chiba.jp/0000000724.html
https://www.town.kujukuri.chiba.jp/0000000724.html
https://www.town.kujukuri.chiba.jp/0000000724.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） 

千葉県 九十九里町 九十九里町住宅用設
備等脱炭素化促進事
業補助金 

補助金 〇太陽熱利用システム 

補助対象者 
九十九里町暴力団排除条例（平成２４年九十九里町条例
第１０号）第２条第２号に規定する暴力団員を除く。 

（１） 町内に住所を有すること（町への実績報告の日までに
住民基本台帳に記録をする場合を含む。）。 
（２） 町に納付すべき税を滞納していないこと。 

（３） 設備の設置費等を負担し、設備を所有すること 
（４） 補助対象設備を設置する住宅が第三者が所有する場
合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を

得ている者 
・未使用の太陽熱利用システム 
 設備を設置する住宅は、次のいずれかに該当すること。 

  ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する町内
に所在する住宅 
  イ 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するた

めに町内に新築する住宅 
  ウ 補助事業を実施する者の居住の用に供するために
取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業者等によ

りあらかじめ設置された町内に所在する住宅 
  エ 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居
住する町内に所在する住宅 

〇太陽熱利用システ
ム 
５万円 

令和 4 年 4
月 1 日から
開始         
※補助金の
申請総額が
予算枠に達し
た時点で終
了 

https://www.town.kujuku
ri.chiba.jp/0000000725.ht
ml 

九十九里町 
まちづくり課 
環境係 
電話：0475-70-
3167 

千葉県 芝山町 芝山町住宅用太陽光
発電システム設置補助
金 

補助金 〇太陽光発電設備 
町内において自ら居住する住宅に新たに太陽
光発電設備を設置する方 
補助対象設備設置工事着工までに住宅の建築
工事が完了していること。 
HEMS または定置用リチウムイオン蓄電システ
ムを設置すること。 

〇太陽光発電設備 
1kW 当たり 2 万円 
上限 9 万円 

令和 4 年 4
月 1 日より開
始 
※予算が無く
なり次第終了 

https://www.town.shibay
ama.lg.jp/0000004810.ht
ml 

芝山町 
まちづくり課 
環境下水道係 
電話：0479-77-
3908 

千葉県 長生村 長生村住宅用設備等
脱炭素化促進事業補
助金 

補助金 〇太陽熱利用システム 
村内の住宅に家庭用燃料電池システム（エネフ
ァーム）、定置用リチウムイオン蓄電システム、
窓の断熱改修、太陽熱利用システム、電気自
動車又はＶ２Ｈ充放電設備を導入する者 

〇太陽熱利用システ
ム 
5 万円 

令和 4 年 7
月 1 日より開
始 
※予算が無く
なり次第終了 

https://www.vill.chosei.c
hiba.jp/0000001829.html 
 

長生村 
下水環境課 
電話：0475-32-
2494 

千葉県 御宿町 御宿町住宅用設備等
脱炭素化促進事業補
助金 

補助金 〇太陽熱利用システム 
町内において自ら居住又は居住を予定してい
る住宅に太陽熱利用システムを設置する場合
（自然循環型は補助対象外） 

〇太陽熱利用システ
ム 
上限５万円 

令和 4 年 4
月 1 日から
令和 5 年 1
月 27 日 
先着順で受
付 
予算額に達し
た時点で受
付終了 

https://www.town.onjuku
.chiba.jp/sub1/7/77.html 

御宿町 
全町公園課 
環境・美化推進係 
電話：0470-68-
6694 

https://www.town.kujukuri.chiba.jp/0000000725.html
https://www.town.kujukuri.chiba.jp/0000000725.html
https://www.town.kujukuri.chiba.jp/0000000725.html
https://www.town.shibayama.lg.jp/0000004810.html
https://www.town.shibayama.lg.jp/0000004810.html
https://www.town.shibayama.lg.jp/0000004810.html
https://www.vill.chosei.chiba.jp/0000001829.html
https://www.vill.chosei.chiba.jp/0000001829.html
https://www.town.onjuku.chiba.jp/sub1/7/77.html
https://www.town.onjuku.chiba.jp/sub1/7/77.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） 

東京都 都 災害にも強く健康にも
資する断熱・太陽光住
宅普及拡大事業 

補助金 助成対象機器（太陽熱利用機器）の所有者・集
合住宅の管理組合・リース事業者 
（国・地方公共団体を除く。） 

機器費と工事費の
1/2 
（45 万円/戸まで） 

申請受付：令
和 4 年度～
令和 6 年度
（予定） 

https://www.tokyo-
co2down.jp/subsidy/adia
batic_solor 

環境局地球環境エ
ネルギー部 
地域エネルギー課 
03-5388-3533 

    助成対象機器（太陽光発電設備）の所有者・集
合住宅の管理組合・リース事業者 
（国・地方公共団体を除く。） 
 
※ 高断熱窓、高断熱ドア、蓄電池システム及
びエコキュートの導入と併せて設置した場合に
補助 

・新築住宅 

[3kW 以下の場合] 12 万円
／kW（上限 36 万円） 
[3kW を超える場合] 10 万

円／kW（最大 500 万円／
棟） 
［ただし 3kW を超え 3.6kW

未満の場合］一律 36 万円 
・既存住宅 
[3kW 以下の場合] 15 万円

／kW（上限 45 万円） 
[3kW を超える場合] 12 万
円／kW（最大 600 万円／

棟） 
［ただし 3kW を超え 3.75kW
未満の場合］一律 45 万円 

   

 

  東京ゼロエミ住宅導入
促進事業 

助成金 都内の新築住宅（戸建住宅・集合住宅等）。た
だし、床面積の合計が 2,000 ㎡未満のもの 

戸建住宅：最大 210 万
円/戸 
集合住宅：最大 170 万
円/戸 
太陽光発電設備を設置
した場合は追加補助 
3kW まで：12 万円/kW
（上限 36 万円） 
3kW 超：10 万円/kW（上
限 500 万円） 

申請受付：令
和 4 年度～
令和 6 年度
（予定） 

制度全般について 
https://www.kankyo.metr
o.tokyo.lg.jp/climate/hom
e/tokyo_zeroemission_ho
use/index.html 
助成金の申請について 
https://www.tokyo-
co2down.jp/subsidy/toky
o_zero_emission_house 

環境局地球環境エ
ネルギー部 
環境都市づくり課 
03-5388-3536 

東京都 千代田区 千代田区省エネルギー
改修等助成制度 

助成金 ①区内の既存建築物の所有者（区分所有を含
む） 
②所有者の承諾を得ている者 

対象経費の 20％（上
限額：75 万円） 

令和 4 年 4
月 1 日～令
和 5 年 2 月
15 日 

http://www.city.chiyoda.l
g.jp/koho/machizukuri/k
ankyo/hojo/sho-
ene.html 

環境まちづくり部 
環境政策課 
エネルギー対策係 

東京都 中央区 中央区自然エネルギー
及び省エネルギー機器
導入費助成制度 

補助金 (1)区内の住宅に太陽光発電システムを設置す
る区民(2)区内の共同住宅の共用部分に太陽
光発電システムを設置する区民、管理組合、中
小企業者等 

○一般助成 10 万円
/kW（上限 35 万円）
○中央エコアクト認
証取得 15 万円/kw
（上限 42 万円） 

令和 4 年 4
月 1 日から
令和 5 年 3
月 31 日※予
算が無くなり
次第終了 

http://www.city.chuo.lg.jp/
kankyo/seisaku/taisaku/ki
kijosei/ecojosei_jutaku.html 

環境土木部 
環境課 
ゼロカーボン推進係 

https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/adiabatic_solor
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/adiabatic_solor
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/adiabatic_solor
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/home/tokyo_zeroemission_house/index.html
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/home/tokyo_zeroemission_house/index.html
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/home/tokyo_zeroemission_house/index.html
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/home/tokyo_zeroemission_house/index.html
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/tokyo_zero_emission_house
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/tokyo_zero_emission_house
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/tokyo_zero_emission_house
http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/hojo/sho-ene.html
http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/hojo/sho-ene.html
http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/hojo/sho-ene.html
http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/hojo/sho-ene.html
http://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/seisaku/taisaku/kikijosei/ecojosei_jutaku.html
http://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/seisaku/taisaku/kikijosei/ecojosei_jutaku.html
http://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/seisaku/taisaku/kikijosei/ecojosei_jutaku.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） 関東地方 

31 

 

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） 

東京都 港区 港区創エネルギー・省エ
ネルギー機器等助成事
業 

助成金 太陽光発電システム 
【機器要件等】 
・対象者は、機器の設置後、自ら電力会社と電力受
給契約を締結できる者であること 
・一般財団法人電気安全環境研究所（JET）又は国
際電気標準会議（IEC）の IECEE-PV-FCS 制度に加
盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認
証を受けたものであること 
・太陽電池の公称最大出力又はパワーコンディショ
ナの定格出力のいずれかが 10kW 未満であること 
・余剰電力については、逆流されるもの 
・未使用のもの 

最大出力に応じて 
100,000 円/kW 
（上限 400,000 円） 

令和 4 年 4
月 1 日から
令和 5 年 3
月 31 日まで 
（交付申請受
付は令和 5
年 2 月 28 日
まで、完了報
告受付は令
和 5 年 3 月
20 日まで） 

http://www.city.minato.t
okyo.jp/chikyukankyou/k
ankyo-
machi/kankyo/hojo/j-
taiyoko.html  

環境リサイクル支
援部 
環境課地球環境係 
03-3578-2111 
（内線 2496～98）  

東京都 新宿区 令和 4 年度新宿区個
人住宅用新エネルギー
及び省エネルギー機器
等導入補助金制度 

補助金 太陽光発電システム（個人住宅用） 
【対象者】 
⑴ 新宿区内に居住又は居住する予定の方で、その
住宅に補助対象機器等を自ら使用する目的で設
置、又は施工する方 
⑵ 導入しようとする機器等が、未使用のものであ
り、施工前であること 
⑶ 過去に本制度に基づく同一機器の補助を受けて
いないこと 
【機器要件】 
一般財団法人電気安全環境研究所(JET)若しくは、
IECEE(国際電気標準会議電気機器・部品適合性試
験認証制度)に基づく認証機関による太陽電池モジ
ュール認証をうけたもの。 

100,000 円/ｋＷ 
・kW は小数点第三位
以下を切り捨て 
・1,000 円未満切り捨
て 
上限額 300,000 円 

令和 4 年 4
月 11 日(月)
～令和 5 年 2
月 10 日(金) 

令和 5 年 2 月 28 日(火)
までに設置完了報告書
及び添付書類を提出す
ること 
http://www.city.shinjuku.
lg.jp/seikatsu/kojinshoen
ergy.html 

環境清掃部 
環境対策課 
環境計画係 

東京都 文京区 文京区新エネルギー・
省エネルギー設備設置
費助成 

補助金 ①区内の住宅（個人名義のみ対象）で、自らが
所有し居住している区民 
②区内の管理組合等  
※建物の所有者全員の同意を得ていること 

１kW あたり 5 万円
（上限 20 万円まで） 

令和 4 年 5
月 2 日～令
和 5 年 2 月
28 日まで 

http://www.city.bunkyo.l
g.jp/bosai/kankyo/hozen
/energy.html 

資源環境部 
環境政策課 
環境調整係 

東京都 台東区 再生可能エネルギー機
器等助成金 

設置補助 区内の戸建、共同住宅に太陽光発電システム
を導入する者 

1kW あたり 5 万円 
（戸建住宅：上限 20
万円、共同住宅：上
限 50 万円） 

通年 
※予算がなく
なり次第終了 

http://www.city.taito.lg.jp
/index/kurashi/kankyo/j
yoseiseido/saiene.html 

環境清掃部環境課 
普及啓発担当 
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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） 

東京都 江東区 地球温暖化防止設備
導入助成事業 

助成金 区内に住宅を所有する個人 
区内分譲マンションの管理組合 

太陽電池モジュール
の公称最大出力の
合計値 1kw 当たり 5
万円（個人住宅の場
合は上限 20 万円、
集合住宅の場合は
上限 150 万円） 

令和 4 年 4 月
1 日～令和 5
年 3 月 31 日
（交付申請受
付は令和 5 年
3 月 15 日ま
で、完了報告
書受付は令和
5 年 3 月 31 日
まで） 

https://www.city.koto.lg.j
p/380201/machizukuri/k
ankyo/sedo/30jyosei.ht
ml 

環境清掃部 
温暖化対策課 
環境調整係 

東京都 品川区 太陽光発電システム
（家庭用）設置助成 

助成金付与 以下の要件を備えている方 

・区内で未使用の機器を設置した住宅に居住、所有

または賃借している 

・機器設置工事が完了していること 

・機器の設置日が令和３年４月１日以降であること 

・区内在住で住民税を滞納していないこと 

・過去にこの制度に基づく同一システムの助成を受

けていないこと 

助成額：１kW 当たり
3 万円（上限 9 万円） 
予算総額：315 万円 

令和 4 年 4
月 1（金）～ 
令和 5 年 3
月 31 日（金） 

https://www.city.shinaga
wa.tokyo.jp/PC/kankyo/
kankyo-kankyo/kankyo-
kankyo-
zyosei/hpg000032926.ht
ml 

都市環境部環境課 
環境管理係 

東京都 杉並区 再生可能エネルギー等
の導入助成及び断熱
改修等省エネルギー対
策助成金 

補助金 杉並区内建物に対象機器を導入する杉並区民
の方 
※杉並区外に居住で完了報告までに杉並区民
になる方を含む 
※賃貸住宅を所有する方を含む 

・強制循環式ソーラーシス

テム： 1 ㎡あた り 2 万
円、（限度額 6 万円） 
・自然循環式太陽熱温水

器： 1 ㎡あたり 1 万円（限
度額 2 万円） 
・太陽光発電システム：

1kW あたり 4 万円（限度
額 12 万円） 

令和 4 年 4
月 8 日から
令和 5 年 2
月 27 日まで
の申し込み
分 

http://www.city.suginami
.tokyo.jp/guide/gomi/syo
uene/1004921.html 

環境課 
環境活動推進係 

東京都 豊島区 豊島区エコ住宅普及促
進費用助成金 
(一般住宅) 

助成金 新エネルギー・省エネルギー機器を導入した一
般住宅に対し、その経費の一部を助成する。 

太陽光発電システム： 
出力１kW あたり 2 万円 
（上限 8 万円） 

H20 年 4 月
から 

http://www.city.toshima.l
g.jp/149/machizukuri/shi
zen/ecojutaku/003402.ht
ml  

環境清掃部環境政
策課 

  豊島区エコ住宅普及促
進費用助成金 
(一般住宅) 

助成金 新エネルギー・省エネルギー機器を導入した一
般住宅に対し、その経費の一部を助成する。 

住宅用自然循環式 
太陽熱温水器： 
2 万円（一律） 
住宅用強制循環式 
ソーラーシステム： 
5 万円（一律） 

H20 年 4 月
から 

  

  豊島区エコ住宅普及促
進費用助成金 
(集合住宅共用部分) 

助成金 新エネルギー・省エネルギー機器を導入した集
合住宅に対し、その経費の一部を助成する。 

太陽光発電システ
ム： 
出力 1kW あたり 2 万
円 
（上限 8 万円） 

H23 年 4 月
から 

http://www.city.toshima.l
g.jp/149/machizukuri/shi
zen/ecojutaku/15040717
13.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） 

東京都 北区 新エネルギー及び省エ
ネルギー機器等導入助
成 

補助金 区内に居住又は居住予定の方で、その住宅に
自ら使用する目的で助成対象機器等を購入
し、設置又は施工する方 

【太陽光発電システ
ム】 
1kW あたり 8 万円、
上限 20 万円(区内業
者による施工の場
合、1kW あたり 9.6 万
円、上限 24 万円) 

令和 4 年 4
月 1 日から
令和 5 年 3
月 15 日まで 
※予算が無く
なり次第終了 

http://www.city.kita.toky
o.jp/kankyo/jutaku/kank
yo/hojo/energy/jose-
info.html  

生活環境部環境課 
環境政策係      
03(3908)8603 

東京都 荒川区 荒川区地球温暖化防
止及びヒートアイランド
対策事業(エコ助成金
制度) 

助成金 以下の全てを満たす場合を対象とする。 
○区内の住宅、事業所、集合住宅の共有部の
いずれかに施工すること。 
○個人は住民税及び国民健康保険料を完納、
法人は法人都民税を完納していること。 
○建築物の屋根等に設置し、電力会社と電力
受給契約等を締結できること。 
○㈶電気安全環境研究所の「太陽電池モジュ
ール認証」を受けているもの又は同等以上の
性能、品質が確認できること。 

太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ
1kW 当たり 5 万円(区
外業者施工上限 25
万円、区内業者施工
上限 30 万円) 

令和 4 年 4
月 1 日～令
和 5 年 2 月
15 日 

https://www.city.arakaw
a.tokyo.jp/a024/kankyou
/shoene_ondantaisaku/4
eco_jyosei.html  

環境課 
℡03-3802-3111 
内線 482         

東京都 練馬区 練馬区再生可能エネル
ギー・省エネルギー設
備設置補助事業 

補助金 自ら居住している区内の住宅に 2kW 以上の太
陽光発電システムを設置し、電力会社と受給契
約をした区民 

1 件あたり上限 5 万
円（機器費および設
置費用から国等の補
助金額を差し引いた
額の 1/2 の額と 5 万
円とを比較し低い額) 

（申請受付期
間）令和 4 年
4 月 15 日か
ら令和５年 3
月 15 日まで 

https://www.city.nerima.
tokyo.jp/kurashi/shigoto
/kankyo/hojo/Subsidy_O
view_top.html  

環境課 
地球温暖化対策係 

東京都 足立区 太陽光発電システム設
置費補助金 

補助金 区内の建物に設置した個人、事業者、集合住
宅の所有者、分譲マンション管理組合 

対象経費の 1/3 また
は 1kW あたり 6 万円
のいずれか小さい額 
【上限額】 
住宅・事業者 24 万
円/分譲マンション管
理者 60 万/公益的
施設 120 万円 
※区内事業者と契約
して設置した場合、2
割増額 

R4.4.11～
R5.2.28 

https://www.city.adachi.t
okyo.jp/kankyo/kurashi/
kankyo/joseiseido.html  

環境政策課 
03-3880-5935 

  太陽熱利用システム設
置費補助金 

補助金 区内の建物に設置した個人、事業者、集合住
宅の所有者、分譲マンション管理組合 

対象経費の 1/3 また
は集熱器の面積 1
㎡あたり 3 万円のい
ずれか小さい額 
【上限額】10 万円 
※区内事業者と契約
して設置した場合、2
割増額 

R4.4.11～
R5.2.28 
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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） 

東京都 葛飾区 かつしかエコ助成金
（個人住宅用・集合住
宅用） 

補助金 ①対象システムを区内の住宅に新たに設置す
る個人 
②対象システムを区内の集合住宅の共用部分
に、新たに設置するオーナー又は管理組合 

太陽光発電システ
ム：8 万円/kW（限度
額 40 万円） 
※蓄電池を併設する
場合は助成額全体に
5 万円を加算 

令 42 年 4 月
1 日～令和 5
年 3 月 31 日 

個人住宅用 
http://www.city.katsushi
ka.lg.jp/kurashi/1000062
/1023018/1023057.html 
集合住宅用 
http://www.city.katsushi
ka.lg.jp/kurashi/1000062
/1023018/1023058.html 

環境課環境計画係 
03-5654-8228 
又は 03-5654-8531 

東京都 江戸川区 住宅リフォーム資金融資
あっせん制度 

融資あっせん、
利子補給 

申込みから融資決定まで 40 日程度着工を待てる
ことを条件とした、建築基準法等の関係法令を遵
守している区内の既存住宅であり、次の各号のい
ずれかに該当すること。                  
(1) 所有者が居住している住宅 
(2) 工事完了後 3 ヶ月以内に所有者が居住する
住宅                                           
※住宅の形態により対象となる施工部分が異なり
ます（住宅の形態によっては対象外となる場合も
あります） 

・10 万円から 500 万円ま
で（１万円単位）、工事見
積額の 80%以内 
・元利均等または元本均
等の月賦返済 
・返済期間は融資額によ
り異なる             
・年利 2.0%（ただし、太陽
光発電システムの設置
工事で融資利率の優遇
措置に該当する工事は
年利
0.9％）                               

通年 https://www.city.edogawa.
tokyo.jp/e017/kurashi/su
mai/sumaiguide/jyutakurif
omusikinyusi.html 
着工前申請 

福祉部 
福祉推進課住宅係 
03(5662)0517 

東京都 武蔵野市 効率的なエネルギー活
用推進助成制度 

補助金 ① 令和４年４月１日から令和５年３月 31 日までに
助成対象機器・設備（以下、「助成対象設備」という）
を設置・改修すること。 
② 住民基本台帳法の規定により、武蔵野市の住民
基本台帳に記載されていること。 
③ 武蔵野市内に居住し、自宅に自家用として助成
対象設備を新たに設置・改修すること。 
④ 賃貸住宅または使用貸借住宅の場合は、その所
有者から助成対象設備の設置・改修について同意を
得ていること。 
⑤ 同じ助成対象設備について武蔵野市の「環境改
善整備資金融資あっせん制度」を利用していないこ
と。 
⑥ 建築基準法その他関連法令を遵守して設置・改
修すること。 

○太陽光 
3 万円に最大出力キ
ロワット（小数点以下
第２位までが算定対
象）を乗じた額または
機器の購入費用の
1/2 相当額のいずれ
か低い額 
※上限…5 キロワット 

令和 4 年 4
月 1 日から
予算が無くな
り次第終了 

http://www.city.musashi
no.lg.jp/kurashi_guide/sh
ouene_eco/josei_assen/1
005095.html 

環境部環境政策課 
計画係 
電話番号：0422-
60-1841（直通） 

http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000062/1023018/1023057.html
http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000062/1023018/1023057.html
http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000062/1023018/1023057.html
http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000062/1023018/1023058.html
http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000062/1023018/1023058.html
http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000062/1023018/1023058.html
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e017/kurashi/sumai/sumaiguide/jyutakurifomusikinyusi.html
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e017/kurashi/sumai/sumaiguide/jyutakurifomusikinyusi.html
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e017/kurashi/sumai/sumaiguide/jyutakurifomusikinyusi.html
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e017/kurashi/sumai/sumaiguide/jyutakurifomusikinyusi.html
http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/shouene_eco/josei_assen/1005095.html
http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/shouene_eco/josei_assen/1005095.html
http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/shouene_eco/josei_assen/1005095.html
http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/shouene_eco/josei_assen/1005095.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） 

東京都 三鷹市 新エネルギー・省エネ
ルギー設備設置助成
金 

助成金 太陽光発電システム： 
市内に居住しており、自ら所有し使用するため
に設備（中古品を除く）を設置した方。ただし、
設置後 6 ヶ月以内の設備に限る。 

①自ら発注して設備を
設置した場合 
1kW あたり 2 万円、上
限 10 万円まで 
②新たに購入した建物
にあらかじめ設備がつ
いていた場合 
1 万 5 千円 

令和 4 年 4
月 1 日～令
和 5 年 3 月
31 日。ただ
し、予算の範
囲内で先着
順 

https://www.city.mitaka.l
g.jp/c_service/095/0956
63.html  

生活環境部 
環境政策課 
担当：平山 
0422-29-9612 
（直通） 

太陽熱利用システム： 
市内に居住しており、自ら所有し使用するため
に設備（中古品を除く）を設置した方。ただし、
設置後 6 ヶ月以内の設備に限る。 

①自ら発注して設備を
設置した場合 
強制循環式ソーラーシ
ステム 5 万円、自然循
環式太陽熱温水器 2
万円 
②新たに購入した建物
にあらかじめ設備がつ
いていた場合 
1 万 5 千円 

 

東京都 昭島市 昭島市住宅用新エネル
ギー機器等普及促進
補助金 

補助金 【個人住宅】 
(１) 市内に住所を有する者で、市内の住宅（賃貸住宅等の
場合にあっては、当該住宅の所有者から機器等を設置す

ることについて同意を得ているものに限る。）に機器等を購
入して設置し、又は機器等を設置した住宅を市内において
購入したものであること。 

(２) 建築の計画段階において、事前に市と協議を行い、市
が認めた住宅供給事業者（住宅の建築及び販売を業として
行う者をいう。以下同じ。）であって、市内に第三者に販売

することを目的とした概ね 100 棟以上の個人住宅を新築
し、当該住宅において機器等を設置したものであること。 
２ 設置した機器等が、設置当時未使用のものであったこ

と。 
３ 納期が到来している市税及び国民健康保険税を完納し
ていること。 

【集合住宅】 
１ 市内に住所を有する個人（個人事業主を含む。以下同
じ。）若しくは法人又は管理組合等のうち、市内に集合住宅

を所有するもので、当該集合住宅（賃貸住宅等の場合にあ
っては、当該住宅の所有者から当該機器を設置することに
ついて同意を得ているものに限る。）に機器等を購入し、設

置するものであること。 
２ 設置した機器等が、設置当時未使用のものであったこ
と。 

３ 個人にあっては、納期が到来している市税及び国民健
康保険税を完納していること。 
４ 法人にあっては、納期が到来している法人市民税を完

納していること。 

○太陽光発電：1ｋW 
あたり 1 万 5,000 円
(ただし上限 6 万円) 
○太陽熱ソーラーシ
ステム：5 万円 
○太陽熱温水器：2
万 5000 円 

機器設置完
了が R4/1/1
～R4/12/31 
の機器を対
象に
R4/12/1～
R5/1/31 の
期間申請受
付 

https://www.city.akishim
a.lg.jp/s068/020/010/01
0/040/020/20170331085
540.html 

環境部環境課 
計画推進係 
(直通電話： 
042-544-4331) 

https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/095/095663.html
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/095/095663.html
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/095/095663.html
https://www.city.akishima.lg.jp/s068/020/010/010/040/020/20170331085540.html
https://www.city.akishima.lg.jp/s068/020/010/010/040/020/20170331085540.html
https://www.city.akishima.lg.jp/s068/020/010/010/040/020/20170331085540.html
https://www.city.akishima.lg.jp/s068/020/010/010/040/020/20170331085540.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） 

東京都 小金井市 小金井市住宅用新エネ
ルギー機器等普及促進
補助金 

補助金 市の住民票に記載され、自らの居住の用に供する住

宅に自家用として未使用の住宅用太陽光発電シス

テム（一般財団法人電気安全環境研究所が行う太

陽電池モジュールの認証を受けたもの又はこれに準

ずる性能を持つもので、市長が認めるもの）を新たに

設置し、納期の経過した市町村税等を完納し、電力

会社と受給契約をする方 

1kW 当たり、3 万円、
上限 10 万円 

令和 4 年 4
月 1 日から
令和 5 年 3
月 17 日まで
（予算がなく
なり次第終
了） 

http://www.city.koganei.l
g.jp/kurashi/473/hozyoki
n/jyuutakuyousinnene.ht
ml 
 

環境部環境政策課
環境係 

    市の住民票に記載され、自らの居住の用に供
する住宅に自家用として未使用の住宅用太陽
熱温水器（自然循環式）（一般財団法人ベター
リビングが行う優良住宅部品の認定を受けたも
の）を新たに設置し、納期の経過した市町村税
等を完納している方 

1 万 5 千円    

    市の住民票に記載され、自らの居住の用に供
する住宅に自家用として未使用の住宅用太陽
熱ソーラーシステム（一般財団法人ベターリビ
ングが行う優良住宅部品の認定を受けたもの）
を新たに設置し、納期の経過した市町村税等を
完納している方 

3 万円    

東京都 東村山市 東村山市住宅用太陽
光発電システム設置費
補助金 

補助金 令和 3 年 10 月 1 日（金）～令和 4 年 9 月 30
日（金）に自己が所有し、居住している住宅に
新規に太陽光発電システムを設置した方 

1kW あたり 3 万円
（上限 10 万円） 

令和 4 年 7
月 1 日（金）
～令和 4 年
10 月 21 日
（金） 

https://www.city.higashi
murayama.tokyo.jp/kuras
hi/gomi/hojo/taiyoukouh
ojyo/index.html 

環境資源循環部 
環境保全課 

東京都 国分寺市 国分寺市住宅用太陽
光発電機器等設置助
成金 

助成金 
事後申請 

下記の（１）（２）のいずれかに該当する者に対し，そ
の経費の一部を助成する。 
（１）市内に住宅を所有する者であって，当該住宅に
新たに助成対象機器を設置したもの 
（２）助成対象機器が設置された市内の住宅を購入
した者 
（この他に助成対象機器等の引渡しを受けた年度内
に申請できること，市税を完納していること等の一定
の要件有） 

1kW 当たり 20,000 円 
上限 80,000 円 
（出力（kW）は小数点
以下第 2 位を四捨五
入する。） 

令和 4 年 4
月 1 日～令
和 5 年 3 月
31 日 

https://www.city.kokubu
nji.tokyo.jp/kurashi/1011
090/1011425/1002416.h
tml 

まちづくり部 
まちづくり計画課 

  国分寺市住宅改修資
金融資あっせん制度 

融資あっせん 市民が家屋の増築，改築，修繕又は太陽熱利
用温水器の設置を行う場合，特定金融機関に
市が融資あっせんを行い，年３％を上限として
その利子の一部を補給する。 
（市内に３年以上居住し，引き続き居住の見込
みのある者，市税を完納していること等一定の
要件有） 

(1)融資の種類と金額 
①増築・改築・修繕工事     
工事額の 80％以内かつ
30 万円以上 400 万円まで 
②太陽熱利用温水器設置
工事   
工事額の 80％以内かつ
10 万円以上 50 万円まで 
(2)利率 
1.975％（本人負担 0.0％・
市補助 1.975％） 

通年（予算が
なくなり次第
終了） 

https://www.city.kokubu
nji.tokyo.jp/kurashi/kout
suu/jutaku/1002264.html 

市民生活部経済課 

http://www.city.koganei.lg.jp/kurashi/473/hozyokin/jyuutakuyousinnene.html
http://www.city.koganei.lg.jp/kurashi/473/hozyokin/jyuutakuyousinnene.html
http://www.city.koganei.lg.jp/kurashi/473/hozyokin/jyuutakuyousinnene.html
http://www.city.koganei.lg.jp/kurashi/473/hozyokin/jyuutakuyousinnene.html
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kurashi/gomi/hojo/taiyoukouhojyo/index.html
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kurashi/gomi/hojo/taiyoukouhojyo/index.html
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kurashi/gomi/hojo/taiyoukouhojyo/index.html
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kurashi/gomi/hojo/taiyoukouhojyo/index.html
https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/1011090/1011425/1002416.html
https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/1011090/1011425/1002416.html
https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/1011090/1011425/1002416.html
https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/1011090/1011425/1002416.html
https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/koutsuu/jutaku/1002264.html
https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/koutsuu/jutaku/1002264.html
https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/koutsuu/jutaku/1002264.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） 

東京都 国立市 国立市住宅用スマート
エネルギー関連システ
ム設置費補助金 

対象機器を設
置後、既定の
様式に記入
し、各種必要
書類を揃えて
窓口にて申請 

①象期間内に、市内の住宅に HEMS 機器を設
置完了し、太陽光発電システム等を設置した住
宅 
②対象期間内に市内の住宅に太陽熱利用シス
テム等を設置した住宅 

①5 万円 
②4 万円 

令和 4 年 4
月 1 日～令
和 5 年 3 月
31 日（予算額
に達した時点
で、受付終
了） 

https://www.city.kunitac
hi.tokyo.jp/machi/town1
2/town13/ondankataisak
u/1465447569706.html 

生活環境部 
環境政策課 
環境政策係 

東京都 狛江市 令和 4 年度 狛江市地
球温暖化対策住宅用
設備導入助成金 

助成金 ○共通事項 

・市内に住所を有し、かつ居住する方（予定を含む。） 
・個人の場合は、市内に住所を有し、かつ市税の滞納がな
い方 

・未使用の助成対象機器等を新たに導入する方または未
使用の機器等が導入された住宅を購入する方 
・共有者または別に所有者がいる住宅に機器等を設置する

場合は、それらの同意を得た方 
○個人住宅 
（共同住宅の専有部分を含む） 

・助成対象機器等を導入する住宅に居住し（予定を含
む。）、当該機器等を自ら使用する方 
・太陽光発電システムの設置と同時又は設置の前にホー

ムエネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）の設置を完了してい
なければならない。 
○共同住宅の共用部分等 

・市内に共同住宅を所有し（予定を含む。）、助成対象機器
等を当該住宅の住人で共用する方 
・分譲共同住宅の場合は、管理組合の総会で同意を得ら

れた方 

太陽電池モジュール
公称最大出力（小数
点以下第 3 位は切
捨て）1 キロワット当
たり 2 万円。【限度額
8 万円、ただし共同
住宅の共有部分に設
備を導入する場合は
限度額 20 万円。】 

令和 4 年 4
月 1 日(金曜
日）～令和 5
年 1 月 31 日
（火曜日） 

https://www.city.komae.t
okyo.jp/index.cfm/41,120
796,313,2006,html 

環境政策課環境係 

東京都 清瀬市 新エネルギー機器等設
置補助金 

補助金 
（設置後申請） 

【個人住宅】 
①市内の住宅所在地に住民登録があり、実際
に居住している方。 
②申込時に納期が到来している住民税を完納
している者。または非課税の決定を受けている
方。 
③市内の住宅に新たに補助対象機器等を設置
した方、または補助対象機器等が設置された
住宅を購入し、居住している方。 

・太陽光発電システ
ム 
1kW あたり 3 万円 
（交付上限 10 万円） 
・家庭用燃料電池 
5 万円 
・蓄電池 
5 万円 

令和 4 年 
4 月 1 日から
令和 5 年 
3 月 31 日 

https://www.city.kiyose.l
g.jp/kurashi/gomi/kanky
ouhozen/1003845/10085
22.html 

市民環境部環境課 

         

https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/machi/town12/town13/ondankataisaku/1465447569706.html
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/machi/town12/town13/ondankataisaku/1465447569706.html
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/machi/town12/town13/ondankataisaku/1465447569706.html
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/machi/town12/town13/ondankataisaku/1465447569706.html
https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/41,120796,313,2006,html
https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/41,120796,313,2006,html
https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/41,120796,313,2006,html
https://www.city.kiyose.lg.jp/kurashi/gomi/kankyouhozen/1003845/1008522.html
https://www.city.kiyose.lg.jp/kurashi/gomi/kankyouhozen/1003845/1008522.html
https://www.city.kiyose.lg.jp/kurashi/gomi/kankyouhozen/1003845/1008522.html
https://www.city.kiyose.lg.jp/kurashi/gomi/kankyouhozen/1003845/1008522.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） 

東京都 武蔵村山市 安心安全・エコ住宅等改
修助成事業補助金 

設置後申請 住宅用強制循環式ソーラーシステム 
以下の①、②を満たす場合に補助をする。 
①実施期間内に自ら居住する市内の住宅に市
内事業者から購入等をした未使用の補助対象
機器を設置する。 
②住宅の所有者全員が市税を滞納していない
こと。 

5,500 円に該当補助
対象機器の集熱器
の面積(㎡を単位と
し、小数点以下第３
位を四捨五入)を乗じ
て得た額とし、30,000
円を限度とする。 

令和 4 年 4
月 1 日から
令和 5 年 3
月 31 日 

https://www.city.musash
imurayama.lg.jp/kurashi/
seikatsu/1012248/10009
53.html 

産業観光課 

    住宅用自然循環式太陽熱温水器 
以下の①、②を満たす場合に補助をする。 
①実施期間内に自ら居住する市内の住宅に市
内事業者から購入等をした未使用の補助対象
機器を設置する。 
②住宅の所有者全員が市税を滞納していない
こと。 

3,000 円に該当補助
対象機器の集熱器
の面積(㎡を単位と
し、小数点以下第３
位を四捨五入)を乗じ
て得た額とし、10,000
円を限度とする。 

   

東京都 多摩市 令和 4 年度多摩市住
宅用創エネルギー・省
エネルギー機器等導入
補助金 

補助金 ・申請日において市内に住所を有する方（住民
基本台帳に記載されている方） 
・新たに購入した未使用の補助対象機器を自ら
が居住する住宅（申請日において住所を有する
住宅であって自らが所有する住宅でない場合
は、補助対象機器を設置することについて当該
住宅の所有者の同意を得ている方に限る）に
設置し、及び使用を開始した方 
・市民税及び固定資産税の滞納がない方 
など 

住宅用太陽光発電シ
ステム（余剰売電） 
市内事業者利用の
場合…3 万円/kW 
市外事業者利用の
場合…2 万円/kW 
 
共に上限 5kW 

令和 4 年 4
月 1 日～令
和 5 年 1 月
31 日までに
設置完了 

申請受付期間 
令和 5 年 1 月 5 日～1
月 31 日 

環境部環境政策課 

         

https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/seikatsu/1012248/1000953.html
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/seikatsu/1012248/1000953.html
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/seikatsu/1012248/1000953.html
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/seikatsu/1012248/1000953.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） 

東京都 羽村市 環境配慮事業助成 ｴｺﾎﾟｲﾝﾄ付与
による助成 

太陽熱利用システム： 
・1 月 1 日から 12 月 31 日までに工事及び支払が完
了したもの 
・一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品認定
を受けたもの、又は同等以上の性能を持つもの 
・対象ｼｽﾃﾑから住宅等の部分に太陽熱の供給を行
うものであって、蓄熱層を地上（耐震性のある陸屋根
を含む）部分に有するもの 
・未使用の機器を用いるもの 
・助成対象工事の完成日の属する月の後 12 月分の
電気及び燃料の使用量を報告すること 

対象経費の 2 分の 1 
限度額 
優先 （市内業者施工）
100,000 ﾎﾟｲﾝﾄ 
一般（市外業者施工）
50,000 ﾎﾟｲﾝﾄ 
※1 ﾎﾟｲﾝﾄ 1 円、市内で
ﾎﾟｲﾝﾄ分の買い物、飲
食等の領収書を提出
し、同ﾎﾟｲﾝﾄ額を還元 

5 月 1 日～1
月 31 日まで 
※予算額に
達し次第終
了 

http://www.city.hamura.t
okyo.jp/0000004638.html 

産業環境部 
環境保全課 

    太陽光発電システム： 
・1 月 1 日から 12 月 31 日までに工事及び支払が完
了したもの 
・一般財団法人電気安全環境研究所が行う太陽電
池モジュールの認定を受けているもの又は同等以上
の性能を持つもの 
・公称最大出力 2kW 以上のもの 
・長期間の使用に耐えうるよう、適切に設置されたもの 
・未使用の機器を用いるもの 
・電力会社の送配電線と逆潮流が可能な状態で連
携したもの 
・助成対象工事の完成日の属する月の後 12 月分の
購入電力量及び太陽光発電ｼｽﾃﾑによる発電量を
報告すること 

対象経費の 2 分の 1 
限度額 
優先 （市内業者施工）

150,000 ﾎﾟｲﾝﾄ又は 16,000
ﾎﾟｲﾝﾄ/kW のいずれか低
い方 

一般（市外業者施工）
80,000 ﾎﾟｲﾝﾄ又は 8,000 ﾎﾟ
ｲﾝﾄ/kW のいずれか低い

方 
※1 ﾎﾟｲﾝﾄ 1 円、市内でﾎﾟｲ
ﾝﾄ分の買い物、飲食等の

領収書を提出し、同ﾎﾟｲﾝﾄ
額を還元 

   

東京都 日の出町 日の出町住宅用太陽
エネルギー利用機器設
置費補助金交付制度 

 ・【対象設置期間】令和 4 年 1 月 1 日～12 月 31
日 
・他は検討中（詳細については令和４年１１月に
広報予定） 

 【申請受付期
間】令和 5 年
1 月 4 日～1
月 31 日予定 

 生活安全安心課 
環境リサイクル係 

  日の出町エコ住宅促進
利用機器設置費補助
金交付制度 

 ・【対象設置期間】令和 4 年 4 月 1 日～12 月 31
日 
・他は検討中（詳細については令和４年１１月に
広報予定） 

 【申請受付期
間】令和 5 年
1 月 4 日～1
月 31 日予定 

  

神奈川
県 

県 太陽光発電初期費用
ゼロ促進事業費補助 

補助金 【対象者】 
県内において太陽光発電の設置に係る初期費
用が不要なサービスを提供している事業者 
【対象経費】太陽光発電の設計費、設備費、工
事費 （発電出力 5kW 未満が要件） 
蓄電池を併せて導入する場合は、蓄電池の設
計費、設備費、工事費 

【補助額】〇太陽光発
電 
補助率 1/3 
※発電出力１kW 当た
り 5 万円を乗じた額と
のいずれか低い額 
〇蓄電池 
補助率 1/3 
（上限 12 万円） 

  産業労働局産業部 
エネルギー課 
045-210-4115 

http://www.city.hamura.tokyo.jp/0000004638.html
http://www.city.hamura.tokyo.jp/0000004638.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） 

神奈川
県 

県 共同住宅用自家消費
型太陽光発電等導入
費補助 

補助金 【対象者】 
県内の分譲共同住宅の管理組合 
県内の賃貸共同住宅を所有する個人又は法人 
【対象経費】太陽光発電、蓄電池及び災害用電
気設備の設計費、設備費、工事費 

【補助額】 
補助率 1/3 
（上限 100 万円） 

  産業労働局産業部 
エネルギー課 
045-210-4115 

  エネルギー自立型住宅
促進事業費補 
助 

補助金 【対象者】 
・ZEH、ZEH＋、ZEH Oriented の導入 
住宅の建築主（新築）、購入者（建売）、所有者
（既築） 
・省エネ改修 
住宅の所有者（既築） 
【対象経費】 
（共通）材料費、設備費、工事費 

【補助額】 
補助率 1/3 
上限 
ZEH：15 万円/戸(25 万
円/戸) 
ZEH＋：20 万円/戸(25
万円/戸) 
ZEH Oriented：10 万円/
戸(15 万円/戸) 
省エネ改修：7.5 万円/
戸 
※括弧内は、中小工務
店が施工する場合 

  産業労働局産業部 
エネルギー課 
045-210-4115 

神奈川
県 

横浜市 横浜市省エネ住宅補助
助制度 

補助金 市内中小事業者（100 万円以上の工事の場合
に限る） 

補助対象となる建材・設

備等ごとに設定した補助
金額の合計額 
（上限金額） 

・断熱等性能等級７レベ
ル:（戸建新築、改修）200
万円/戸、（共同改修）60

万/戸 
・断熱等性能等級６レベ
ル:（戸建新築、改修）150

万円/戸 
・断熱等性能等級４レベ
ル:（戸建改修）50 万円/

戸、（共同改修）15 万/戸 
・自治会町内会館：（新築、
改修）40 万/戸 

 https://www.city.yokoha
ma.lg.jp/kurashi/sumaiku
rashi/jutaku/sien/shoen
e/event/ 

建築局住宅政策課 
045-671-2922 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumaikurashi/jutaku/sien/shoene/event/
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumaikurashi/jutaku/sien/shoene/event/
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumaikurashi/jutaku/sien/shoene/event/
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumaikurashi/jutaku/sien/shoene/event/
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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） 

神奈川
県 

川崎市 川崎市住宅用創エネ・
省エネ・蓄エネ機器導
入補助事業 
（スマートハウス補助
金） 

補助金 【対象者】 
①居住している又は居住を予定している市内
の個人住宅に対し別途定めるとおりシステム等
を導入する個人 
②居住している又は居住を予定している市内
の共同住宅の専有部分に対し別途定めるとお
りシステム等を導入する個人 
③市内の共同住宅の共用部分に対し別途定め
るとおりシステム等を導入する共同住宅の所有
者 
④市内の共同住宅の共用部分に対し別途定め
るとおりシステム等を導入する共同住宅の管理
組合 

【補助対象システム等と補

助金額】 
①エネルギー管理装置：１
万円 

②太陽光発電システム：１
kW あたり 2 万円(上限 10
万円) 

③家庭用燃料電池システ
ム：3 万円 
④定置用リチウムイオン蓄

電池：1 万円 
/kWh(上限 10 万円) 
⑤V2H：5 万円(EV・PHV を

同 時 に 新 規 導 入 し た 場
合、駆動用バッテリーの総
電力量（kWh）あたり 1 万円

を加算する(ただし加算す
る限度額は③と合わせて
上限 10 万円)） 

⑥ZEH：10 万円 
⑦ZEH+：13 万円 
⑧ZEH Oriented：10 万円 

⑨LCCM 住宅：13 万円 
⑩パワーコンディショナ メ
ンテナンス：5 万円 

⑪CASBEE 戸建の環境効
率の評価結果が「Ａ」以上：
5 万円 

⑫開口部断熱：5 万円又は
経費の 1/10 のどちらか低
い額 

⑬高効率照明：10 万円又
は経費の 1/10 のどちらか
低い額 

【条件】 
補助の条件、各システム
等の仕様等については下

記 HP 参照。 
http://www.city.kawasaki.j
p/300/page/000 

0032302.html 

 http://www.city.kawasaki
.jp/300/page/000003230
2.html 

脱炭素戦略推進室 
044-200-2514 

http://www.city.kawasaki.jp/300/page/000
http://www.city.kawasaki.jp/300/page/000
http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000032302.html
http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000032302.html
http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000032302.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） 

神奈川
県 

相模原市 住宅用スマートエネル
ギー設備等導入奨励
事業 

補助金 【対象者】 
・自ら居住する市内の住宅に対象設備を設置した人 
・自ら居住するために対象設備が設置された市内の
建売住宅を購入した人 
【補助メニュー】 
①太陽光発電システムと、リチウムイオ 
ン蓄電池又は V2H の同時設置※1 
②既設の太陽光発電システムに、リチウムイオン蓄
電池又は V2H の追加設置※1 
③ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）※2 
※1①及び②については、太陽光発電システムと家
庭用リチウムイオン蓄電池又は V2H との連携が条
件 
※2③は LCCM 住宅による加算あり。 

太 陽 光 発 電 シ ス テ ム
と、リチウムイオン蓄電
池又は V2H の同時設
置：6 万円既設の太陽
光発電システムに、リチ
ウムイオン蓄電池又は
V2H の追加設置：3 万
円 
ZEH：15 万円（LCCM 加
算：＋10 万円） 
※申請件数が予定件数
を超過した場合は抽選 

 https://www.city.sagami
hara.kanagawa.jp/kurashi
/kankyo/hojyo/1008083.
html 

環境経済局ゼロカ
ーボン推進課 
042-769-8240 

神奈川
県 

横須賀市 よこすかエコポイント ポイント等 横須賀市地球温暖化対策地域協議会実施事
業 
①太陽光発電システム②家庭用燃料電池シス
テム（エネファーム）③家庭用エネルギー管理
システム（HEMS）④定置用リチウムイオン蓄電
システム⑤窓の断熱改修を設置・購入した個人 

１件につき 5,000 円
分～16,000 円分のポ
イント等 

 https://ecoyoko.com/ 横須賀市地球温暖
化対策地域協議会 
（環境部ゼロカーボ
ン推進課内） 
046-822-8524 

神奈川
県 

平塚市 勤労者生活資金貸付
制度 

融資 市内に居住又は市内の同一事業所に１年以上
勤務する個人で、本人の居住用住宅に太陽光
発電設備を設置する者 

貸付 300 万円以内 
償還 10 年以内 
利率 年 1.00％（別途
保証率年 0.7%～1.2%が
上乗せされます。) 
※利率は金融機関との
協議により変更となる
可能性があります。 

 https://www.city.hiratsu
ka.kanagawa.jp/kigyo/pa
ge-c_01581.html 

産業振興部 
産業振興課 
0463-21-9758 
（直通） 

神奈川
県 

鎌倉市 鎌倉市住宅用再生可
能エネルギー・省エネ
機器等設置費補助金 

補助金 【対象者及び施設】 
・住宅に、右記の設備を１つ以上設置する個人
等 
・電気自動車を新車として購入した、市内在住
の個人または市内に事務所・事業所をもつ法
人 ※割賦販売等により購入した場合で、所有
者が割賦販売業者、ローン提携販売業者等で
あるときを含む。リース車両は対象外。 

ＨＥＭＳ 上限 1 万円太陽

光発電 上限 3 万円（1 万
円/kW）家庭用燃料電池 
上限 4 万円定置用リチウ

ムイオン蓄電システム 上
限 4 万円電気自動車充給
電器 上限 2 万円 

※市が定める条件に該当
する場合は、ネット・ゼロ・
エネルギー・ハウス（ZEH）

加算として、補助額に 5 万
円を加算電気自動車の購
入に対し 2 万円を補助 

 https://www.city.kamaku
ra.kanagawa.jp/kankyo/s
aiseihojyo.html 

環境部環境政策課 
0467-61-3421 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kankyo/hojyo/1008083.html
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kankyo/hojyo/1008083.html
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kankyo/hojyo/1008083.html
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kankyo/hojyo/1008083.html
https://ecoyoko.com/
https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kigyo/page-c_01581.html
https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kigyo/page-c_01581.html
https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kigyo/page-c_01581.html
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kankyo/saiseihojyo.html
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kankyo/saiseihojyo.html
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kankyo/saiseihojyo.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） 関東地方 

43 

 

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） 

神奈川
県 

藤沢市 住宅用太陽光発電シス
テム設置費補助事業 

補助金 自ら居住する住宅等に太陽光発電システムを
設置する個人 

①1kW 当たり 1.5 万円（上
限 5 万円） 
②燃料電池システム（エネ
ファーム）を同時設置する
場合は 5 万円を加算 
③燃料電池システム（エネ
ファーム）と定置用リチウ
ムイオン蓄電池を同時設
置する場合は 10 万円を加
算補助予定件数 
①150 件 
②①のうち 20 件  
③①のうち 50 件 

 https://www.city.fujisaw
a.kanagawa.jp/kankyous/
machizukuri/kankyo/hojo
/taiyoko2.html 

環境総務課 

神奈川
県 

小田原市 小田原市地球温暖化
対策推進事業費補助
金 

補助金 ① 太陽光発電省エネ見える化 
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスを購入等する
個人 
② 太陽光発電 
自ら居住する市内の住宅に太陽光は鵜殿設備
を失地する個人 

① 10 万円/件 
② 5 万円/件 

 https://www.city.odawar
a.kanagawa.jp/field/envi/
zerocarbon/subsidy/ 

環境部ゼロカーボ
ン推進課 
0465-33-1426 

神奈川
県 

逗子市 カーボンニュートラル推
進補助金 

補助金 ①市内に住所を有する個人で、自らが居住
する住宅に、太陽光発電設備及び定置式蓄
電池システムを設置する者 
②市内に住所を有する個人で、自らが居住
する住宅に、家庭用燃料電池システム 
（エネファーム）を設置する者 
③市内に住所を有する個人で、自らが居住す
る住宅に、ＨＥＭＳ機器を設置する者 

①上限 15 万円/件 
②上限 5 万円/件 
③上限 1 万円/件 

 https://www.city.zushi.ka
nagawa.jp/syoka 

環境都市部 
環境都市課 
046-872-8123 

神奈川
県 

厚木市 厚木市スマートハウス
導入奨励金 

補助金 ①太陽光発電を設置した場所に住所登録を有した個人
で、自ら利用し、市税の滞納がない方 
②蓄電池等を設置した場所に住所登録を有した個人

で、自ら利用し、市税の滞納がない方 
③ＨＥＭＳを設置した場所に住所登録を有した個人で、
自ら利用し、市税の滞納がない方 

④家庭用燃料電池を設置した場所に住所登録を有した
個人で、自ら利用し、市税の滞納がない方 
⑤太陽光発電システム、HEMS、蓄電池を同時に設置

し、その場所に住所登録を有した個人で、自ら利用し、
市税の滞納がない方 
⑥①において、6kW 以上設置された方 

⑦①において、既存住宅に設置された方 
⑧①において、居住誘導区域外から居住誘導区域内に新
たに住居を購入し、転居した方 

①1kW 当たり 1 万円上
限 6 万円 
補助予定件数 140 件 
②１台につき、5 万円補
助予定件数 100 件 
③１台につき、1 万円補
助予定件数 40 件 
④１台につき、5 万円補
助予定件数 10 件 
⑤１件につき、5 万円補
助予定件数 20 件 
⑥１件につき、2 万円補
助予定件数 50 件 
⑦１件につき、10 万円
補助予定件数 20 件 
⑧１件につき、５万円補助
予定件数 15 件 

  環境農政部 
環境政策課 
046-225-2749 

  厚木市ゼロ・エネルギ
ー・ハウス導入奨励金 

補助金 ZEH を建設した場所に住所登録を有した個人
で、自ら居住し、市税の滞納がない方で、国又
は県の ZEH に係る補助金の交付を受けている
方 

１件当たり 10 万円 
補助予定件数 10 件 

   

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kankyous/machizukuri/kankyo/hojo/taiyoko2.html
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kankyous/machizukuri/kankyo/hojo/taiyoko2.html
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kankyous/machizukuri/kankyo/hojo/taiyoko2.html
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kankyous/machizukuri/kankyo/hojo/taiyoko2.html
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/zerocarbon/subsidy/
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/zerocarbon/subsidy/
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/zerocarbon/subsidy/
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/syoka
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/syoka
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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） 

神奈川
県 

大和市 大和市住宅用再生可
能エネルギー・省エネ
ルギーシステム等設置
費補助金 

補助金 ①当該年度内に市内の自ら居住する住宅にこれか
らシステムを設置する方で、 
「大和市住宅用再生可能エネルギー・省エネルギー
システム等設置費補助金交付要綱」に定める条件を
満たす方。（着工前に申請することが必須。）リチウ
ムイオン蓄電池は、太陽光発電システムと併せて設
置する場合に補助。 
②当該年度内に市内の自ら居住する住宅にこれか
らシステムを設置する方で、 
「大和市住宅用再生可能エネルギー・省エネルギー
システム等設置費補助金交付要綱」に定める条件を
満たす方。（着工前に申請することが必須。） 

①太陽光発電システ
ム 
出力 1kW 当たり 1.0
万円、 
上限 4.0 万円 
リチウムイオン蓄電
池 
補助金額 3 万円（上
限） 
②補助金額 4 万円
（上限） 

 https://www.city.yamato.
lg.jp/gyosei/kurashi/kan
kyo/hojo_josei/15961.ht
ml 

環境施設農政部 
環境総務課 
046-260-5493 

神奈川
県 

海老名市 海老名市環境保全対
策支援事業 

補助金 市税及び国民健康保険税を滞納していない者であって、次

のいずれかに該当するもの。 
①～⑦ 
・現に市内に住所を有し、居住している者であって、自己が

居住している建物等に補助対象設備等の設置又は購入（リ
ース取引による取得を含む。以下同じ。）をする者 
・市内に事業所を有する法人又は個人であって、市内の事

業所等に補助対象設備等の設置又は購入をする事業者 
①～⑤のみ 
・市内に自己が居住するために建設する住居用の建物等

に補助対象設備等を設置する者 
・市内に自己が居住するために補助対象設備等があらかじ
め設置された新築住宅を購入する者 

①1kW 当たり 2 万円
(上限 20 万円) 
②１施設   6 万円 
③１施設    7 万円 
④１施設    1 万円 
⑤１申請   2 万円 
⑥１台      15 万円 
⑦１台      40 万円 

 https://www.city.ebina.k
anagawa.jp/guide/kurash
i/hozen/1009701.html 

経済環境部 
環境政策課 
046-235-4912 

神奈川
県 

座間市 スマートハウス関連設
備設置補助金 

補助金 自ら居住する市内の住宅に住宅用太陽光発電
システム、エネファーム、リチウムイオン蓄電
池、又はＨＥＭＳを設置する個人。 

住宅用太陽光発電シ
ステム：1kW 当たり
1.2 万円、上限 4 万
円エネファーム：4 万
円リチウムイオン蓄
電池：4 万円 HEMS
（ヘムス）：0.8 万円 

 https://www.city.zama.ka
nagawa.jp 

環境経済部 
環境政策課 
046-252-7675 

神奈川
県 

綾瀬市 綾瀬市住宅用太陽光
発電設備設置補助金 

補助金 市内に住所を有する個人で、自らが居住する
住宅に、太陽光発電システムを設置する者 

1kW 当たり 1 万円上
限 3 万円 

 http://www.city.ayase.ka
nagawa.jp/hp/page000 

市民環境部 
環境保全課 
0467-70-5619 

    市内の共同住宅に補助対象設備を設置し、補
助対象設備によって発電された電力の一部又
は全部を当該共同住宅で使用する管理組合、
個人、団体又は法人。 

1kW 当たり 1 万円上
限 10 万円 

   

神奈川
県 

葉山町 葉山町再生可能エネル
ギーシステム等設置補
助金 

補助金 町内に住所を有する者（町内に住居を新築又
は建て替えのため町外に居住している者を含
む。） 
①太陽光発電②燃料電池(エネファーム)③蓄
電池（定置用リチウム蓄電システム） 

①1kW当たり1.5 万円
上限 5 万円 
②5 万円 
③5 万円 

 https://www.town.hayam
a.lg.jp/kurashi/sumai/4/
4/3788.html 

環境部環境課 
046-876-1111 
内線 452 

https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/kurashi/kankyo/hojo_josei/15961.html
https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/kurashi/kankyo/hojo_josei/15961.html
https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/kurashi/kankyo/hojo_josei/15961.html
https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/kurashi/kankyo/hojo_josei/15961.html
https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/kurashi/hozen/1009701.html
https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/kurashi/hozen/1009701.html
https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/kurashi/hozen/1009701.html
https://www.city.zama.kanagawa.jp/
https://www.city.zama.kanagawa.jp/
http://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000
http://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000
https://www.town.hayama.lg.jp/kurashi/sumai/4/4/3788.html
https://www.town.hayama.lg.jp/kurashi/sumai/4/4/3788.html
https://www.town.hayama.lg.jp/kurashi/sumai/4/4/3788.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） 

神奈川
県 

寒川町 寒川町ゼロカーボン推
進対策設備等導入補
助金 

補助金 ・町内に住民登録のある個人であること。 
・町税等の滞納がないこと。 
※この他にも補助対象設備等によって条件が
ことなるため、詳しくは HP を確認。 

対象設備等 1 件の導
入に対し 5 万円 
※住宅用太陽光発電
システムの場合、設
置 し た 専 用 住 宅 が
ZEH の認定を受けた
場合は、100,000 円 

 http://www.town.samuka
wa.kanagawa.jp/soshiki/k
ankyokeizai/kankyo/kank
yohozen/info/zerocarbo
n_hojyokinn/14806.html 

環境経済部環境課 
0467-74-1111 

  寒川町住宅リフォーム
等建築工事推進助成
事業 

商品券交付 【対象者】 

・町に住民登録している者 
・申請者が対象住宅に居住していること・町税等の滞納が
ないこと（対象住宅居住者全員） 

【対象工事】 
・町内建築業者が請け負う対象工事費 
（税抜）が 20 万円以上の工事 

・電気設備工事（太陽光発電システムの設置、オール電化
住宅工事、その他省エネ化改修工事などいずれも配線工
事が伴うもの） 

・その他リフォーム工事（床、壁、窓、天井、屋根、ガラス及
びサッシ等の断熱改修工事など） 
※本助成事業は住宅のリフォームを対象としており、その

一部として上記に示す工事を対象にしている 

・住宅リフォームの対象
工事費 20 万円（税抜）
以上の工事に対して、
対象工事の 5％ 
（千円未満切り捨て、上
限 3 万円） 
・同一の建築工事に対
して町の他の助成制度
を利用する場合は、助
成不可 
・店舗併用住宅は、居
住部分が対象（居住部
分の面積を按分） 

 http://www.town.samuka
wa.kanagawa.jp/kurashi/j
utaku/1364365039141.ht
ml 

環境経済部 
産業振興課 
0467-74-1111 

神奈川
県 

大磯町 大磯町住宅用スマート
エネルギー設備導入費
補助金 

補助金 町内において自ら居住する住宅に、ＨＥＭＳ機
器と併せて、住宅用太陽光発電システム、家庭
用燃料電池システム、定置用リチウムイオン蓄
電システム及び電気自動車充給電器のうち１
つ以上の設備を設置する者に対し補助金を交
付する。 

・ＨＥＭＳ機器：上限１万円 

・住宅用太陽光発電システ
ム：1 万 5 千円／ kW、上
限 5 万 2 千円 

・家庭用燃料電池システ
ム：上限 5 万円 
・定置用リチウムイオン蓄

電システム：上限 
5 万円 
・電気自動車充給電器：上

限 5 万円 

 http://www.town.oiso.ka
nagawa.jp/soshiki/sangy
okankoubu/kankyo/tanto
/kankyou/seisaku/13956
46408781.html 

産業環境部環境課 
0463-72-4438 

神奈川
県 

中井町 中井町住宅用太陽光
発電システム設置補助
金 

補助金 ・町内の自ら居住するための住宅に、申請年度
内にシステムの設置又は新築のシステム付き
の住宅の購入が完了できる者 
・町税に滞納のない者 
・環境家計簿モニターに協力できる者 

1kW 当たり 1.5 万円
上限 5.2 万円 

  環境上下水道課 
0465-81-3903 

神奈川
県 

大井町 大井町スマートエネル
ギー設備導入費補助
金 

補助金 ・自ら居住する町内の住宅に対象設備を設置し
た個人 
・自ら居住するために対象設備が設置された町
内の建売住宅を購入した個人 

（太陽光発電）1kW 当た
り 1.1 万円上限 3.7 万
円 補助予定件数 30
件 
（HEMS）定額１万円  
補助予定件数 20 件（蓄
電池）定額５万円 補助
予定件数 20 件 

 https://www.town.oi.kan
agawa.jp/soshiki/9/smar
tenergy.html 

生活環境課 
0465-85-5010 

http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/kankyokeizai/kankyo/kankyohozen/info/zerocarbon_hojyokinn/14806.html
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/kankyokeizai/kankyo/kankyohozen/info/zerocarbon_hojyokinn/14806.html
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/kankyokeizai/kankyo/kankyohozen/info/zerocarbon_hojyokinn/14806.html
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/kankyokeizai/kankyo/kankyohozen/info/zerocarbon_hojyokinn/14806.html
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/kankyokeizai/kankyo/kankyohozen/info/zerocarbon_hojyokinn/14806.html
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/kurashi/jutaku/1364365039141.html
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/kurashi/jutaku/1364365039141.html
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/kurashi/jutaku/1364365039141.html
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/kurashi/jutaku/1364365039141.html
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/sangyokankoubu/kankyo/tanto/kankyou/seisaku/1395646408781.html
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/sangyokankoubu/kankyo/tanto/kankyou/seisaku/1395646408781.html
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/sangyokankoubu/kankyo/tanto/kankyou/seisaku/1395646408781.html
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/sangyokankoubu/kankyo/tanto/kankyou/seisaku/1395646408781.html
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/sangyokankoubu/kankyo/tanto/kankyou/seisaku/1395646408781.html
https://www.town.oi.kanagawa.jp/soshiki/9/smartenergy.html
https://www.town.oi.kanagawa.jp/soshiki/9/smartenergy.html
https://www.town.oi.kanagawa.jp/soshiki/9/smartenergy.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） 

神奈川
県 

松田町 スマートハウス整備促
進事業費補助 

補助金 ・電灯契約を結んでいる個人であり、設置する
建物は、住居として使用されているものである
こと（店舗、事務所等との兼用は可とする。）。 
・設置する建物が、補助金の交付を受けようと
する者（以下「申請者」という。）の所有物でない
場合は、書面による所有者の設置承諾書を受
けていること。 
・町税等に滞納がないこと。 

太陽光発電 1kW 当た
り 1 万円上限 5 万円 
補助予定件数 5 件 
HEMS 設置 1 万円 
補助予定件数 5 件家
庭用燃料電池システ
ム等 定額 50,000 円
予定件数 12 件 

  環境上下水道課 
0465-83-1227 

神奈川
県 

箱根町 スマートエネルギー導
入促進事業 

補助金 庁内に住所を有し、自ら居住する町内の住宅
に対象設備を設置した個人。 

①住宅用太陽光発電シス

テム：上限：50,000 円/件 
件数：10 件 
②家庭用燃料電池システ

ム：上限：50,000 円/件 件
数：3 件 
③HEMS：上限：10,000 円/

件 件数：10 件 
④定置用リチウムイオン蓄
電池：上限：50,000 円/件 

件数：5 件 
⑤V2H 放充電設備：上限：
50,000 円/件 件数：3 件 

  環境整備部環境課 
0460-85-9565 

神奈川
県 

真鶴町 住宅用太陽光発電導
入促進事業補助金 

補助金 【対象者】町内の自ら居住するための住宅に、
申請年度内にシステムの設置又はシステム付
住宅（未使用のもの）の購入が完了できる者 

【補助額】 
１万円/㎾（上限６万
円） 

 http://www.town.manazu
ru.kanagawa.jp/soshiki/z
eimuchomin/chominseika
tsu/2054.html 

税務町民課 
0465-68-1131 

神奈川
県 

湯河原町 住宅用スマートエネル
ギー設備設置費補助
金 

補助金 町内において、自ら居住するための住宅（店舗
等併用住宅を含む）に新たに対象設備（太陽光
発電システム、ＨＥＭＳ、定置用リチウムイオン
蓄電池、Ｖ２Ｈ）を設置する方または、対象設備
付新築住宅を購入する方 

【太陽光発電システム】 
1kW あたり 15,000 円 

52,000 円を上限 
【HEMS】 
導入費の 1/2 以内 

10,000 円を上限 
【定置用リチウムイオン畜
電池】導入費の 1/2 以内 

50,000 円を上限 
【V2H】 
導入費の 1/2 以内 

50,000 円を上限 

  環境課保全係 
0465-63-2111 

http://www.town.manazuru.kanagawa.jp/soshiki/zeimuchomin/chominseikatsu/2054.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） 

神奈川
県 

愛川町 スマートエネルギー設
備導入費補助金 

補助金 自ら所有し居住する町内の住宅にスマートエネ
ルギー設備を設置し、自ら電力会社と電力受給
契約を締結しようとする個人 

①太陽光発電システム 太

陽光発電システムを構成
する太陽電池モジュール
の公称最大出力値（キロ

ワット表示とし、小数点以
下第２位未満は切り捨て
る。）に 10,000 円を乗じ 

て得た額（1,000 円未満切
捨て）とし、30,000 円を上
限 

②住宅用蓄電池システム
住宅用蓄電池システム導
入費の 1/2：50,000 円を上

限 
③ＨＥＭＳ導入費の 1/2：
10,000 円を上限 

④家庭用燃料電池システ
ム 家庭用燃料電池システ
ム導入費の 1/2：50,000 円

を上限 
⑤太陽熱利用システム 太
陽熱利用システムの導入

費の 1/2：30,000 円を上限 
⑥太陽光発電システムを
構成する太陽電池モジュ

ールを公称最大出力値 5.0
キロワット以上設置した場
合は、大容量加算として、 

20,000 円 

  環境経済部環境課 
046-285-2111 

神奈川
県 

清川村 清川村地球温暖化防
止対策事業 

補助金 村の区域内で、自ら居住の用に供する建物に
住宅用太陽光発電設備を設置しようとする者 

1kW当たり1.5 万円上
限 5 万円 

合計で 6 件 https://www.town.kiyoka
wa.kanagawa.jp/soshiki/z
eimujumin/2266.html 

税務住民課 
046-288-3849 

    村の区域内で、自ら居住の用に供する建物に
住宅用太陽熱利用設備を設置しようとする者 

設置費用の 10％ 
上限 5 万円 
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