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） 九州・沖縄地方

助成制度の概要
実施自治体

制度名称

方法

佐賀県

鹿島市

太陽光発電設備設置事 補助金
業費補助金

佐賀県

上峰町

上峰町住宅用太陽光 申請
発電システム設置補助

佐賀県

唐津市

（仮称）唐津市低炭素 補助金
社会推進事業

長崎県

平戸市

地球温暖化対策設備 補助金
等導入促進事業補助
金

熊本県

熊本市

熊本市省エネルギー機 補助金
器等導入推進事業補
助金

補助金額・限度額

対象

実施期間

備考
（制度 URL 、その他）

担当部署

（償還方法・利率等）

(1)個人住宅(事故の居住用)、併用住宅(個人住 最大出力値（kW/小
宅と一体になった店舗等)において、全量売電 数点以下 2 桁未満
していない
切捨て）に 2 万円を
(2)鹿島市の住民基本台帳に登録、市税の滞納 乗じて得た額
がない(暴力団関係は除く)
（最大 6 万円）
(3)太陽電池モジュールが 10kW 未満、対象経
費が 1kW 当たり 65 万以下(税抜き)である
(4)申請日の属する年度末(3 月 31 日)までに完
了見込みである
(5)県内事業者が設置に係る工事を行う
町内に設置するもの
１kW2 万円、上限 8
万

令和 4 年 4 https://www.city.saga- 環境下水道課
月 1 日～令 kashima.lg.jp/main/204.h 0954(63)3416
和 5 年 3 月 tml
31 日
（ただし、予
算上限に達し
た場合は、そ
の時点で終
了）

https://www.town.kamim 住民課環境係
ine.lg.jp/kiji003125/index.
html
補助対象設備を導入する市民
補助対象経費の 2 R5 年度から
市民環境部環境課
分の 1 以内とし、10 （予定）
万円を上限
太陽電池モジュールの最大出力 1kW 当り
100,000 円（上限）
単年
令和 3 年度まで
20,000 円（上限 10 万円）
（商工物産課）
※1,000 円未満の端数が生じた場合は、切り
令和 4 年度～（市
捨てた額
民課）
高効率給湯器
設置費用×1/2 以
令和 4 年度～（市
内
民課）
100,000 円（上限）
①【太陽光発電設備導入補助金】
1 件につき 8 万円
2022 年 5 月 https://www.city.kumam 環境局
(1) 補助金の交付に係る申込みの日において、太陽光発
30 日～2023 oto.jp/hpKiji/pub/detail.a 温暖化・エネルギー
電設備を導入した戸建住宅（本市に所在するものに限る。）
年 3 月 10 日 spx?c_id=5&id=19867&cla 対策室
に自ら居住し、又は生計を一にする家族が居住する者であ
（事業所向け ss_set_id=2&class_id=96
ること（当該者又は当該家族が当該居住地に住民登録が
は別）
ある場合に限る。）。
(2) 補助対象事業に係る契約の発注者であること。
(3) 市税の滞納がないこと。
(4) 熊本市暴力団排除条例第２条第２号及び第３号の規
定に該当しない者であること。
⑦【蓄電池導入補助金】
(1) 補助金の交付に係る申込みの日において、蓄電池を
導入した戸建住宅（本市に所在するものに限る。）に自ら居
住し、又は生計を一にする家族が居住する者であること（当
該者又は当該家族が当該居住地に住民登録がある場合に
限る。）
(2) 補助対象事業に係る契約の発注者であること。
(3) 市税の滞納がないこと。
(4) 熊本市暴力団排除条例第２条第２号及び第３号の規
定に該当しない者であること。
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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） 九州・沖縄地方

助成制度の概要
実施自治体
熊本県

八代市

制度名称
八代市住宅用太陽光 補助
発電システム設置費補
助金

方法

補助金額・限度額

対象

実施期間

備考
（制度 URL 、その他）

担当部署

（償還方法・利率等）
【対象者】
【太陽光発電システ R4.4.1～予算 http://www.city.yatsushi 市民環境部環境課
(1)市内に居住または居住を予定する者。
ム】
がなくなり次 ro.lg.jp/kiji00317138/inde
(2)対象システム（または蓄電池）を既に設置していない 1kW あたり 15,000 円 第終了
x.html
こと。
（上限 50,000 円）
（3）電力会社と電灯契約及び余剰電力の受給契約
【蓄電池】
を結ぶ個人であること。
定額 50,000 円
(4)世帯員全員に市税等の滞納がないこと。
※ただし市内業者と
【対象システム及び対象蓄電池】
業務請負契約を締結
（太陽光発電システム）
(1)自ら居住する専用住宅又は併用住宅（法人名義 した場合は 20,000 円
上乗せ
及び賃貸用を除く）に設置するもの。
(2)対象住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線
と逆潮流有りで連結するもの。
(3)設置前に使用されたものでないこと。
(4)交付申請日の属する年度末日までに設置を完了す
るもの。
（定置式リチウムイオン蓄電池）
(1)太陽光発電システム設置住宅に設置するもの。
(2)太陽光発電システムで発電した電気を貯めて、夜
間、災害時等にその電気を使用できるもの。
(3)・(4)太陽光発電システムと同じ。等
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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） 九州・沖縄地方

助成制度の概要
実施自治体
熊本県

制度名称

方法

上天草市 上天草市住宅用省エネ 補助金
ルギー設備設置費補
助金

補助金額・限度額

対象

実施期間

備考
（制度 URL 、その他）

担当部署

（償還方法・利率等）

【補助対象者】
太陽光発電システム R4.4.1～
次のすべての要件を満たす個人とします。
1 件当たり上限 5 万 R5.1.31（予算
（1）本市に居住し、又は実績報告時までに住民登録を有
円
がなくなり次
し、自ら居住する専用住宅又は併用住宅（これらのうち賃貸
家庭用燃料電池シス
第終了）
用のものを除く。以下「対象住宅」という。）に対象設備を設
テム（エネファーム）
置する方
（2）対象設備の設置工事を行っていない方
1 件当たり上限 10 万
（3）過去に同一の対象設備に関する本市の補助金の交付 円
を受けていない方
定置用リチウムイオ
（4）交付申請をした日の属する年度の 3 月 10 日までに、
ン蓄電システム
対象設備の設置を完了できる方
（5）対象設備のうち、太陽光発電システムを設置しようとす 1 件当たり上限 10 万
る場合は、電力会社と電灯契約及び余剰電力の受給契約 円
を結ぶことのできる方
エネルギー管理シス
（6）市税等を滞納していない方
テム（HEMS）
【対象設備】
1 件当たり上限 1 万
太陽光発電システム
（1）対象住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆 円
潮流有りで連結するものであること。
（2）太陽電池の公称最大出力が 10 キロワット未満であるこ
と。
（3）太陽光モジュールが、次のアからウまでのいずれかの
規格等に適合していること。
ア.国際電気標準会議の規格又は日本工業規格に適合し
ているものであること。
イ.一般社団法人電気安全環境研究所の認証を受けてい
るものであること。
ウ.一般社団法人太陽光発電協会ＪＰＥＡ代行申請センタ
ーにおいて設備認定に係る型式登録がされているものであ
ること。
家庭用燃料電池システム（エネファーム）
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、一般社団法人燃料電池普及促進協会の
指定を受けているものであること。
定置用リチウムイオン蓄電システム
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であること。
エネルギー管理システム
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こと。
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https://www.city.kamiam 市民生活部
akusa.kumamoto.jp/q/avi 環境衛生課
ew/317/15692.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） 九州・沖縄地方

助成制度の概要
実施自治体

制度名称

方法

補助金額・限度額

対象

実施期間

備考
（制度 URL 、その他）

担当部署

（償還方法・利率等）

熊本県

天草市

天草市住宅用太陽光 補助金
発電システム設置費補
助金

【対象者】
○住宅用太陽光発 令和 4 年 4
・自らが居住する市内の住宅に対象システムを設置する 電システム※商品券 月 1 日～令
者、又は対象システムが設置された市内の建売住宅を自ら
を交付
和5年3月
居住するために購入する者
1
件あたり
5
万円（た
10 日
・電力会社と電灯契約を締結する者
だし、市内に本店、
（予算がなく
・市税等の滞納がないこと
【対象システム】
支店、営業所等を置 なり次第終
○住宅用太陽光発電システム
く事業者が対象シス 了）
・発電した電気を住宅で消費し、余剰の電気を低圧配電線
テムの施工を行う場
に逆潮流させるもの
・経済産業大臣から 10kW 未満の太陽光発電設備の認定 合は 10 万円）
○蓄電システム※商
を受けたもの
・未使用品であるもの
品券を交付
○蓄電システム
1 件あたり 5 万円（た
・蓄電容量が 2kWh 以上であること
だし、市内に本店、
・国が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ティブ(SⅡ)が認めたもの、又 支店、営業所等を置
く事業者が対象シス
は市長がそれと同等と認めたもの
・住宅に電気を供給するために設置され、常時太陽光発電 テムの施工を行う場
システムと接続し、同システムが発電した電気を充放電す 合は 10 万円）
るもの
・未使用品であるもの

http://www.city.amakusa 市民生活部
.kumamoto.jp/kiji0031116 市民生活課
/index.html

熊本県

南関町

家庭用再生可能エネル 補助金
ギー導入促進事業助
成金

https://www.town.nanka 税務住民課
n.lg.jp/
環境対策係

熊本県

菊陽町

菊 陽 町 住 宅 用 太 陽 熱 補助金
温水器等設置費補助
金

・助成金の交付を受けることができる者は、次 補助対象経費の 20% 令和 3 年度
の各号のいずれにも該当 する者とする。
以内（上限 5 万円） ～
⑴ 住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）
第５条の規定により、本町の住民 基本台帳に
記録され、かつ、生活の本拠を本町に有する者
であること。
⑵ 同一世帯全員が暴力団員による不当な行
為の防止等に関する法律（平成 ３年法律第 77
号）第２条第２号から第５号に規定する暴力団
の構成員でないこと。
⑶ 同一世帯全員が町税等を滞納していないこ
と。
自ら所有し居住する町内の住宅に温水器等を 補助対象経費の 5 令和 4 年度
設置又は温水器等を設置した住宅を購入する 分の 1（消費税を除き
方で、同一生計者を含め、町税を滞納していな 千円未満切り捨て、
い方
限度額 5 万円）
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https://www.town.kikuyo 環境生活課
.lg.jp/kiji0031456/index.h
tml

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） 九州・沖縄地方

助成制度の概要
実施自治体

制度名称

方法

補助金額・限度額

対象

実施期間

備考
（制度 URL 、その他）

担当部署

（償還方法・利率等）

熊本県

南小国町 南小国町太陽光発電 補助金
設備等導入促進事業
補助金

【対象者】
1 事業につき 1 回
令和 4 年 4 https://www.town.minam まちづくり課
・町内に居住する個人または町内に事業所を有する法人 （太陽光発電設備） 月 1 日～令 ioguni.lg.jp/news/2022/1 企画商工観光係
・申請時点で、本町の町税等を滞納していないこと
及び（風力発電設
和 5 年 3 月 830.html
・自己所有かつ町内に所在する住宅若しくは事業所又はそ
備）
31 日（予算の
の敷地内に発電設備等を購入し設置するもの
・発電設備の公称最
範囲内）
【設備要件】
（太陽光発電設備）及び（風力発電設備）
大出力の合計値に 2
・公称最大出力の合計値が 1 キロワット以上 10 キロワット 万円を乗じて得た
未満のもの
額、上限 20 万円
・未使用品であること
・発電により得られる電力の全部または一部を自家消費す （蓄電池設備）
・蓄電池購入及び設
ることが可能な構造となっていること
（蓄電池設備）
置に係る補助対象経
・発電設備と同時に購入・設置すること
費の総額と 10 万円
・蓄電容量 5 キロワットアワー以上かつグリーンモード又は
のいずれかの低い方
太陽光活用モード対応であること
・蓄電容量 1 キロワットアワー当たりの機器費（蓄電池本体 の額
のみ）が 20 万円以下であること
・一般社団法人環境共創イニシアチブが登録及び公表する
蓄電システム登録済製品一覧に掲載されている製品であ
ること、又はそれと同等以上の性能を有することを証明でき
る製品であること
・本補助金を活用して設置する発電設備から充電するとと
もに、当該蓄電池により供給される電力を同発電設備の設
置場所含む一の需要場所で使用するものであること
・未使用品であること

熊本県

高森町

熊本県

嘉島町

居住する町内の住宅（店舗及び併用住宅含む） 1 件あたり 5 万円
令和 4 年度
に最大出力 4 キロワット以上の発電システムを
新規に設置する者。
・嘉島町に住所を有する方。ただし、新築住宅に設置 １kW あたり 15,000 円 令和 4 年度
する場合は完了報告時に設置住所に住民登録を有 上限 50,000 円
（予算の範囲
する方。
内で令和 5
・町内に自己の居住用に建築されている家屋または
年 2 月まで
建築を予定している家屋に未使用の太陽光発電シ
受付））

高 森 町 住 宅 用 太 陽 光 補助金
発電システム設置費補
助金
嘉島町住宅用太陽光 補助金
発電設置費補助金

ステムを設置する方。
・町税(町民税、固定資産税、国民保険税および軽自
動車税)を滞納していない方。
・申請日以降に太陽光発電システムの設置工事に
着手し、当該年度の 3 月 31 日までに工事を完了す
る方。
・電力会社と電灯契約を締結することができる方。
※補助対象は次の数値のいずれかが 10 キロワット
未満である必要があります。
ア 太陽電池の公称最大出力
イ パワーコンディショナーの定格出力

5

本 年 度 分 に 関 し て は 補 政策推進課
助上限に達したため受付
終了
https://www.town.kuma 都市計画課環境係
motokashima.lg.jp/q/aview/20
0/1524.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） 九州・沖縄地方

助成制度の概要
実施自治体

制度名称

方法

熊本県

益城町

益城町省エネルギー機 補助金
器設置費補助金

熊本県

山都町

山都町山の都創造事 補助金
業補助金
（山の都のエコライフ支
援事業）

補助金額・限度額

対象

実施期間

備考
（制度 URL 、その他）

担当部署

（償還方法・利率等）

益城町に居住又は転入する者で、町内の既存 蓄電池＋太陽光発 令和 4 年度 https://www.town.mashi 住民課
住宅または町内に新築する住宅（店舗等との 電システム（10kW 未 受付期間は、 ki.lg.jp/kiji0033091/index. 環境衛生係
併用住宅を含む）に新たに蓄電池システムを設 満）：10 万円
申請する年 html
置する者。
蓄電池のみ：8 万円 度の 4 月 1
世帯全員が町税を滞納していない者。
予算の範囲内：200 日から 2 月
設置工事が申請年度の 3 月 31 日までに完了 万円（補正無）
末までになり
する者。
ます。
住宅用太陽光発電システム
・住宅用太陽光発電 令和 4 年度
環境水道課
・町内に住所を有する個人及び事業者で、自らが居 システムを構成する
住する町内の既存住宅及び新築住宅（店舗等との 太陽電池モジュール
併用住宅を含む）に太陽光発電システムを設置しよ の最大出力 1kW 当
うとする者
たり 2 万円
・低圧配電線及び逆潮流有りで連結されているもの
・補助限度額 10 万
であって、未使用であるもの
円）
住宅用太陽熱利用システム
・補助対象経費の
・自らが居住する町内の既存住宅及び新築住宅（店 1/5 以内
舗等との併用住宅を含む）に太陽熱李勝システムを ・補助限度額 3 万円
設置しようとする者
・太陽熱エネルギーを集めて給湯に利用する太陽熱
温水器または不凍液等を強制循環する集熱器と貯
熱層等から構成されるものであって、未使用であるも
の。

熊本県

氷川町

氷川町住宅用新エネル 補助
ギー等導入促進事業
費補助金交付規則

(1)町内に住所を有するもの、又は賃貸人の承
諾が得られた住宅等を借りているもの、若しく
は町内に新築又は購入し、住居を町内に定め
るもの
(2)町税に滞納のないもの

6

【太陽光利用発電施
R4.4.1～予算 https://www.town.hikawa 町民課
設】
がなくなり次 .kumamoto.jp/kiji0032613
1kW あたり 25,000 円 第終了
/index.html
（上限 100,000 円）
【太陽熱利用施設】
・自然循環型
事業費の 1/5 以内（上
限 25,000 円）
・強制循環型
事業費の 1/5 以内（上
限 50,000 円）
【CO2 冷媒ヒートポンプ
給湯器】
太陽光利用発電施設と
同時に設置する場合に
限り事業費の 1/2 以内
（上限 100,000 円）

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） 九州・沖縄地方

助成制度の概要
実施自治体

制度名称

方法

熊本県

多良木町 多良木町住宅リフォー 補助金
ム事業補助金

熊本県

山江村

熊本県

あさぎり町あさぎり町個人用住宅 助成金
新増築及びリフォーム
助成事業

山 江 村 住 宅 用 太 陽 光 補助金
発電システム設置費補
助金

補助金額・限度額

対象

（償還方法・利率等）
【対象建築物】
補助対象経費の
建築から 3 年以上経過した町内に存する建築物で、 20％以内
住宅及び住宅に附属する倉庫
（上限 20 万円）
【補助対象者】
複数回の利用は不
（１）本町の住民基本台帳に記録されている者、又は
可(1 回限り)
町内に移転を予定し、本町の住民基本台帳に登録
を予定している者
（２）該当建築物に居住（居住を予定）している者又は
貸家目的に所有しているもの
（３）徴税及び公共料金等を滞納していない者
（４）補助対象工事について、本町で実施している他
の補助金又は助成金の交付を受けていない者。

実施期間
平成 30 年度
～

備考
（制度 URL 、その他）

担当部署
建設課

・山江村に居住し、又は居住を予定する者
対象システムを構成 平成 25 年 4 https://www.vill.yamae.lg 企画調整課
・交付申請をした日の属する年度の末日まで する太陽電池モジュ 月 1 日～
.jp/pagetop/kurashi/sum
に、対象システムの設置を完了すること。
ールの最大出力の
ai/2/788.html
・電力会社と電灯契約及び余剰電力の受給契 数値に 15,000 円を乗
約を結ぶことができる個人であること。
じた額とし、5 万円を
・その属する世帯のすべての者が村民税等を 上限とする。
滞納していないこと。
・過去にこの要項による補助金の交付を受けて
いないこと。
【対象者】
新増築及びリフォー R2.4～3 年間 例規
商工観光課
（1）町内に住所を有する個人で、工事代金の全 ム：工事費の１割。上 の時限
（https://www.town.asagi
てを口座振り込みで支払う者。
限 50 万円。
ri.lg.jp/reiki/reiki_honbun
（2）世帯全員に町税等の滞納がなく、あさぎり 住宅用太陽光発電：
/r002RG00000919.html)
町暴力団排除条例第 2 条第 1 号又は 2 号に 工事費の 1 割。上限
該当しない者。
20 万円。
【対象要件】
あさぎり町内に住所を有する事業者が施工す
るもの。
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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） 九州・沖縄地方

助成制度の概要
実施自治体

制度名称

方法

補助金額・限度額

対象

実施期間

備考
（制度 URL 、その他）

担当部署

（償還方法・利率等）

熊本県

苓北町

苓北町住宅用太陽光 補助金
発電システム等設置費
補助金交付要綱

補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者 【太陽光発電システ 【受付期間】 https://reihokuとする。
ム】
令和 4 年 4 kumamoto.jp/19967/
（１） 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」とい
1
件あたり
10
万円と
月 1 日～令
う。）が、自ら居住する
する。
和5年1月
町内の専用住宅又は併用住宅（これらのうち賃貸用のもの
ただし、町外に本店、
31 日（予算の
を除く）に対象システムを設置する者又は設置済みの建売
住宅を購入する者であること。
支店、営業所等を置 範囲内）
（２） 対象システムを設置する住宅に居住し住民登録をし く事業者が対象シス
ている者であること。
テムの施工を行う場
（３） 町税等を滞納していないこと。
（４） 対象システムのうち、太陽光システムを設置する場合 合は 5 万円とす
る。
は、第８条の規定による
実績報告時までに電力会社と電灯契約及び余剰電力の受 【蓄電システム】
給契約をしていること。
1 件あたり 10 万円と
（５） 同一年度内に、この要綱に基づく同じ種類の助成を
する。
受けていないこと。
（６） 第５条に規定する交付決定の前に、対象システムの ただし、町外に本店、
支店、営業所等を置
工事に着工していないもの。
建売の場合は、対象システムが設置された建物の引き渡し く事業者が対象シス
がされていないもの。
テムの施工を行う場
（７） 第５条の規定により交付申請をした日の属する年度
合は 5 万円とする。
末までに、対象システムの設置を完了すること。

宮崎県

宮崎市

宮崎市太陽光発電シス 補助金
テム等導入促進補助金

策定中

宮崎県

都城市

都城市住宅リフォーム 申請方式
促進事業（令和 3 年度
新規事業）

策定中

企画政策課

策定中

現在、要綱策定段階の 環境政策課
ため未定。
策定次第、市ホームペー
ジに掲載する予定。
申請者が居住かつ所有して 商工観光部
補助対象者…市内に居住し、住民登録を有す 20 万円以上の工事。 R4.4.1～
る者等、一定の条件を満たした者。
補助対象経費の
R5.1.31(受付 いる住宅の増改築・修繕等 商工政策課
の工事に対する補助制度に ℡：0986-23-2983
補助対象住宅等…補助対象者の居住の用に 10％(1,000 円未満切 期間)
おける対象工事に含まれ
供する等、一定の条件を満たした施設。
り捨て)上限 10 万円
る。なお、太陽光発電シス
テムの設置に関して、収益
を得る場合(売電等)の製品
購入費は除く。設置工事代
のみ対象。

宮崎県

串間市

自家消費型新エネルギ 補助金
ー導入促進事業

自ら居住するために用いる市内の住宅に太陽
光発電パネルと住宅用蓄電池を同時に設置す
る方
もしくは、太陽光発電パネルをすでに設置して
いて新たに住宅用蓄電池を購入し設置する方
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太陽光発電パネルと住宅 令和 4 年 4 先着順、予算の範囲内
用蓄電同時設置
月 1 日から
・市内業者利用時 20 万円 予算に達し次
・市外業者利用時 10 万円 第終了
住宅用蓄電を追加設置
・市内業者利用時 10 万円
・市外業者利用時 5 万円

市民生活課
直通
0987-72-1356

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） 九州・沖縄地方

助成制度の概要
実施自治体
宮崎県

制度名称

方法

五ヶ瀬町 五ヶ瀬町移住者向け住 補助金
宅建築支援事業補助
金

補助金額・限度額

対象

実施期間

備考
（制度 URL 、その他）

担当部署

（償還方法・利率等）

補助対象経費の 2 分 R4.4.1～
住宅の新築・増改築の工事に要する費用が
の 1 以内の額
100 万円以上であり、下記に該当する方
R5.3.31
（１）新築等により新たに町内に世帯で移住する （上限 100 万円）
また、下記に該当があ
者で、町税等の滞納がない者
（２）補助金交付後、5 年以上居住し、町内会組 る場合は補助額に加算
する。
織に加入する者
・子ども加算 10 万円
（３）移住して 3 年経過していない者
・太陽光パネル設置

予算の範囲内で交付

企画課
企画調整ｸﾞﾙｰﾌﾟ
0982-82-1717

加算 10 万円

五ヶ瀬町空き家利活用 補助金
促進支援補助金

空き家の所有者または利用者が、空き家の改 補助対象経費の 2 分
修及び不要物の撤去に要する費用に対し補助 の 1 以内の額
（上限 160 万円）
金を交付する。
補助対象者…一定の条件を満たす者

鹿児島県 鹿児島市 太陽光 de ゼロカーボ 補助金
ン促進事業補助金

また、下記に該当する
場合は補助額に加算す
る。
・子ども加算 10 万円
・太陽光パネル設置
加算 10 万円

市税の滞納がなく、鹿児島市内に本社・営業所を有する 個人住宅
事業者が設置工事等を行う場合で、以下の区分に応じ、右 15,000 円 /kW
欄に掲げる要件を満たす者。ただし、これまでに対象システ
上限 150,000 円
ムのいずれかの設置に際し、市から補助金を受けている場
(10 kW 未満)
合を除く。
共同住宅
【個人住宅】
(1) 自ら所有する個人住宅に、対象システムを設置し所有 20,000/kW
する者又は、対象システムが設置された個人住宅を購入す 上限 200,000 円
る者（以下「設置者等」という。）で、実績報告書の提出日に
(10kW 未満）
おいて、対象システムを設置した市内の住宅に住民票を有
する者。(2) 設置者等で、実績報告書の提出日において、
やむを得ない事由により対象システムを設置した市内の住
宅に住民票を有しない者であって、かつ同日において当該
住宅に生計を一にする親族が住民票 を有している者。
(3) 自ら所有する貸与住宅に、対象システムを設置し所有
する者又は、対象システムが設置された住宅を購入し、貸
与住宅とする者。
【共同住宅】
(1) 太陽光発電システムを設置し所有する共同住宅（分譲）
の管理組合又は共同住宅 （貸与）の所有者(2) 太陽光
発電システムが設置された共同住宅（分譲・貸与）を購入す
る場合 ① 共同住宅（分譲）の管理組合 ② 共同住宅（貸
与）の所有者
太陽光発電システムを自らが所有する建物
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H28～
https://www.city.kagoshi 再生可能エネルギ
（太陽光補助 ma.lg.jp/kankyo/kankyo/ ー推進課
は H16～） saiene/zeroenehojyo.htm
l

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） 九州・沖縄地方

助成制度の概要
実施自治体

制度名称

方法

鹿児島県 薩摩川内 地球にやさしい)環境整 補助金
市
備補助金事業

鹿児島県 肝付町

地球にやさしい環境・エ 補助金
ネルギー政策事業補助
⾦制度

沖縄県

沖縄市

沖縄市住宅用太陽光・ 補助金
省エネ設備設置補助金

沖縄県

嘉手納町 嘉手納町住宅リフォー 補助金
ム支援事業補助金

補助金額・限度額

対象

実施期間

備考
（制度 URL 、その他）

担当部署

（償還方法・利率等）

下記の 5 つすべてを満たしている者
30,000 円/kW
・自ら居住・使用する住宅・事務所等に太陽光発電設備を 上限 200,000 円
設置する予定の者（個人，法人等）。又は自住・使用するた （10kW 未満）
めに太陽光発電設備の設置済み建売住宅・事務所等を購
入する予定の者。
・市内の施工業者により太陽光発電設備を設置する予定の
者。
・補助金の完了報告書提出の日までに，自ら居住，又は事
務所の使用を始めている者。
・市税等を滞納していない者。
・太陽光発電設備を設置し、非常時等に市民への電源供給
等の協力すること。
１ 自らが居住する町内の住宅に発電システムを設置した 15,000 円 /kW
者、または設置済みの建売住宅を購入した購入した者
上限 70,000 円
2 平成 24 年 4 月 1 日以降に新たに発電システムを設置 （10kW 未満）
し、電力会社と電力受給を開始した者
3 町内に住所を有する者
4 町税等を滞納していない者
5 発電システム設置後に町から求めがあった場合、発電量
データの提供等の協力ができる者
6 補助額には限りがありますので、補助申請前に必ず確認
をすること
上記のすべての条件をみたす者

H23 ～

https://jisedai-energy- 産業戦略課
satsumasendai.jp/inform
ation/18597/

H28.4.1～

https://kimotsuki住民課
town.jp/soshiki/juminka/
2/4/769.html

太陽光発電システ R4.4.1～
・市内に住所を有する個人であること
ム：1 件 5 万円
・市税等の滞納の無い事
R5.3.31
・市の求める報告に協力できること
ＣＯ₂冷媒ヒートポンプ
・.対象設備を設置した日（太陽光発電システム 給湯器：1 件 3 万
においては電力会社と電力の受給を開始した 円
日）の翌日から６カ月以内又は設置した（電力
の受給を開始した）年度の 3 月 31 日までに
申請できること
町民が自己の所有する住宅を町内の施工業者 経費の 1/2 又は 30 R4.6～
（法人にあっては本店、個人にあっては本町に 万円のいずれか低い R4.12
額
住民票を有する者に限る。）を利用して実施す
るリフォーム工事を対象とする。
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https://www.city.okinawa 市民部環境課
.okinawa.jp/k017002/chiikikankyou/kanky
ou/energy/332.html

https://www.town.kaden 都市建設課
a.okinawa.jp/info/n6595.
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） 九州・沖縄地方

助成制度の概要
実施自治体

制度名称

方法

沖縄県

石垣市

石垣市住宅用太陽光 補助金
発電システム設置補助
事業

沖縄県

与那原町 与那原町住宅用太陽 口座振込
光発電システム設置補
助金交付要綱

補助金額・限度額

対象

実施期間

備考
（制度 URL 、その他）

担当部署

（償還方法・利率等）

３万円
条件を満たす市民
・市税を滞納していない石垣市民
・稼働状況について、市の求める情報提供に協
力できること
・同一世帯で過去に該当補助金を受けていな
いこと
・前年 10 月 1 日から今年 9 月末までに電力会
社と需給契約を行った 10kW 未満の個人住宅
用システムであること
・リース契約によるシステムでないこと
(1) 町内に住所を有する者で、自らが居住する住宅 ３万円／世帯
に対象システムを設置又は対象システムを設置した
新築住宅を購入した者であること。
(2) 電力会社と電灯契約及び電力受給契約を締結
できる者であること。
(3) 与那原町補助金等の交付に関する規則（昭和
53 年規則第 1 号）第 5 条第 4 号に規定する町税等
を滞納していないこと。
(4) 同一世帯で過去に補助金の交付を受けていない
こと。
(5) 対象システムを設置する建物が、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を受
けていること。
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募集申請期 本市 HP 及び広報誌に 市民保健部環境課
間は令和 4 募集期間中掲載（10 月
年 10 月中 頃）
（約 1 か月
間）

H24.4.1～

https://www.town.yonab 生活環境安全課
aru.okinawa.jp/topics/pd
f/infoSunSystemHojoSta
rt.pdf

