
住宅用太陽光発電　補助金情報

日付 状況 都道府県 自治体 制度名 対象者、注意点 補助金額 実施期間（始） 実施期間（終） 情報URL
11/4/18 新規 国 平成23年度 住宅用太陽光発電導入支

援対策費補助金
住宅に新たに太陽光発電システムを設置する個人が対象。補助
予定件数は17万件。

1kWあたり4.8万円 2011/4/12 2011/12/22 http://www.j-pec.or.jp/

11/3/7 受付中 兵庫県 神戸市 「平成23年度 神戸市住宅用太陽光発
電システム設置補助制度」

平成22年度以降、国の補助制度を利用して、神戸市内の住宅に
太陽光発電システムを導入する個人が対象。補助予定件数は
1,100件。その他詳細は未定。

1kWあたり2万円
上限は6万円

平成23年度 平成23年度 http://www.city.kobe.lg.jp/li
fe/recycle/environmental/
ecohome/ecohome2010.ht
ml

11/4/11 受付中 京都府 亀岡市 「住宅用太陽光発電システム設置事業
補助金（平成23年度）」

亀岡市内に居住しており、住宅や併用住宅（居住部分が1/2以
上）に新たに太陽光発電システムを設置した個人が対象。国の
補助金の交付が決定していることが条件。受付は先着順。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

平成23年度 平成23年度 http://www.city.kameoka.ky
oto.jp/contents_detail.php?c
o=ser&frmId=9971

11/4/11 受付中 兵庫県 小野市 「小野市太陽光発電システム設置補助
金制度（平成23年度）」

小野市内に居住または居住の予定があり、住宅に新たに太陽光
発電システムを設置する個人が対象。受付は先着順。

1kWあたり3.5万円
上限額は10万円

平成23年4月1日～ http://cms.city.ono.hyogo.jp
/p/1/8/10/1/9/

11/4/18 受付中 大阪府 堺市 堺市太陽光発電システム設置費補助金
（平成23年度）

堺市内に居住または居住の予定があり、住宅や店舗併用住宅に
新たに太陽光発電システムを設置する、もしくは同システム付き
の住宅を購入する個人が対象。補助予定件数は2,000件で、受付
は先着順。

1kWあたり7万円。上限額は、戸建の
場合28万円、共同住宅の場合70万
円

2011/4/15 2012/3/15 http://www.city.sakai.lg.jp/c
ity/info/_kanto/warm/subsi
dy.html

11/4/18 受付中 大阪府 池田市 池田市住宅用太陽光発電システム設置
費補助制度（平成23年度）

池田市内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムを
設置する、もしくは同システム付きの住宅を新築する個人が対
象。受付は先着順。

1kWあたり2.5万円
上限額は10万円

2011/4/1 2012/3/12 http://www.city.ikeda.osaka
.jp/kakuka_annai/shimin_sei
katsubu/kankyou_yasasii/tai
youkou_hojo.html

11/4/18 受付中 大阪府 茨木市 平成23年度 茨木市住宅用太陽光発電
システム設置事業補助制度

茨木市内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムを
設置した個人が対象。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

2011/4/1 2012/2/29 http://www.city.ibaraki.osak
a.jp/kikou/kankyos/kankyo_
boshyuu/027042.html

11/4/18 受付中 京都府 京都市 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置助成制度

京都市内で、戸建や集合住宅（共用部分）に新たに太陽光発電
システムを設置する個人・区分所有者・管理組合が対象。補助予
定件数は約1,120件。

1kWあたり4万円、上限額は16万円
景観規制区域において所定の手続
きを行った上で設置した場合は1kW
あたり6万円、上限額は24万円

2011/4/1 2011/12/28 http://www.city.kyoto.lg.jp/
kankyo/page/0000099119.h
tml

11/4/18 受付中 京都府 舞鶴市 舞鶴市住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）

舞鶴市内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムを
設置する、もしくは同システム付きの住宅を購入する個人が対
象。平成22年4月以降に、国の太陽光発電補助金の交付が決定
していることが条件。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

2012/2/29 http://www.city.maizuru.kyo
to.jp/modules/shiminp/inde
x.php?content_id=29

11/4/18 受付中 京都府 宇治市 宇治市住宅用太陽光発電システム設置
事業補助金（平成23年度）

宇治市内において、居住する住宅に新たに太陽光発電システム
を設置した、もしくは同システム付きの新築住宅を購入した個人
が対象。国の補助金の交付が決定していることが条件。受付は
先着順。

1kWあたり2万円、上限額は10万円
（平成23年度に国の補助金申請をし
た場合）

2011/4/1 2011/2/29 http://www.city.uji.kyoto.jp/
0000005644.html

11/4/18 受付中 京都府 長岡京市 長岡京市住宅用太陽光発電システム設
置補助金（第1次募集）（平成23年度）

長岡京市内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システム
を設置した個人が対象。国の太陽光発電補助金の交付が決定し
ていることが条件。補助予算は100万円で、申請多数の場合は抽
選となる。

1kWあたり3万円
上限額は10万円

2011/5/2 2011/8/31 http://www.city.nagaokakyo
.kyoto.jp/contents/0301008
2.html

11/4/18 受付中 京都府 京田辺市 京田辺市住宅用太陽光発電システム設
置補助金（平成23年度）

京田辺市内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システム
を設置する個人が対象。補助予算は700万円で、受付は先着順。
国の太陽光発電補助金の交付が決定していることが条件。受付
は先着順。

1kWあたり3万円
上限額は10万円

2012/3/30 http://www.kyotanabe.jp/0
000001778.html

11/6/20 終了 京都府 八幡市 八幡市住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）

八幡市内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムを
設置した、もしくは同システム付きの新築住宅を購入した個人が
対象。国の太陽光発電補助金の交付が決定していることが条
件。

1kWあたり3万円
上限額は10万円

平成23年度 http://www.city.yawata.kyot
o.jp/living/kankyo/page6

11/4/18 受付中 京都府 城陽市 平成23年度城陽市住宅用太陽光発電
システム設置補助金

城陽市内に居住しており、住宅や併用住宅に新たに太陽光発電
システムを設置した、もしくは同システム付きの住宅を購入した個
人が対象。国が実施する太陽光発電補助金の交付が決定してい
ることが条件。

1kWあたり2.5万円、上限10万円 平成24年3月30日 http://www.city.joyo.kyoto.j
p/living/environment/prese
rvation/copy2_of_taiyoukou
/?searchterm=%E5%A4%AA%
E9%99%BD%E5%85%89
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11/4/18 受付中 滋賀県 野洲市 エコハウス普及促進補助金（平成23年

度）
野洲市内に居住または居住の予定があり、住宅や併用住宅に断
熱工事と太陽光発電システムの設置を同時に行う個人が対象。
受付は先着順。

1kWあたり7万円
上限額は25万円

2011/4/15 2012/2/29 http://www.city.yasu.lg.jp/d
oc/kankyoukeizaibu/kankyo
useisakuka/ecohouse.html

11/4/18 受付中 滋賀県 東近江市 太陽光発電システム設置補助制度（平
成23年度）

東近江市内に居住しており、住宅や併用住宅、その敷地内に新
たに太陽光発電システムを設置する個人が対象。国の補助金制
度との併用も可能。補助金は地域商品券（太陽の恵み三方よし
商品券）で支払われる。補助予算は1,700万円で受付は先着順。

1kWあたり2万円
上限額は10万円

平成23年度 http://www.city.higashiomi.
shiga.jp/0000002130.html

11/4/18 受付中 滋賀県 高島市 高島市住宅用太陽光発電システム設置
補助金（平成23年度）

高島市内に居住または居住の予定があり、住宅や併用住宅に新
たに太陽光発電システムを設置する、もしくは同システム付きの
住宅を購入する個人が対象。市内の事業者から購入することが
条件となる。

1kWあたり3万円
上限額は10万円

2011/4/1 http://www.city.takashima.s
higa.jp/icity/browser?Actio
nCode=content&ContentID
=1250827920709&SiteID=0

11/4/18 受付中 滋賀県 愛知郡愛荘町 平成23年度愛荘町住宅用太陽光発電
システム補助制度

愛荘町内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムを
設置する個人が対象。受付は先着順。

1kWあたり3万円、上限12万円 平成23年4月1日 平成23年7月31日 http://www.town.aisho.shig
a.jp/main/whats_new/taiyos
hisutem.html

11/4/18 受付中 兵庫県 小野市 「小野市太陽光発電システム設置補助
金制度（平成23年度）」

小野市内に居住または居住の予定があり、住宅に新たに太陽光
発電システムを設置する個人が対象。

1kWあたり3.5万円
上限額は10万円

2011/4/1 http://cms.city.ono.hyogo.jp
/p/1/8/10/1/9/

11/4/18 受付中 兵庫県 豊岡市 豊岡市太陽光発電システム設置補助事
業（平成23年度）

豊岡市内に居住または居住の予定があり、住宅や併用住宅に新
たに太陽光発電システムを設置する個人が対象。補助予定件数
は75件で受付は先着順。

1kWあたり5万円
上限額は20万円

2011/4/1 http://www.city.toyooka.lg.j
p/www/contents/12972949
19636/index.html

11/4/18 終了 兵庫県 加古川市 平成23年度 加古川市省エネアップ支援
事業（市民向け）

加古川市内に居住または居住の予定があり、住宅に新たに省エ
ネ機器を複合的に導入する、もしくは省エネ機器付きの住宅をを
購入する個人が対象。受付は先着順。窓の断熱改修を2ヶ所以
上行うことが必須で、それ以外の省エネ機器（※）を1つ以上同時
に設置することが条件となる。※省エネ機器：太陽光発電システ
ム（10kW未満）、太陽熱利用システム、エコキュート、エコウィル、
エコジョーズ、エコフィール、エネファーム、高効率型照明器具
（LED照明など5ヶ所以上）

補助対象経費の1/3の補助
上限額は20万円

2011/4/1 2011/4/28 http://www.city.kakogawa.h
yogo.jp/index.cfm/6,32660,
23,76,html

11/4/18 受付中 兵庫県 たつの市 平成23年度 たつの市住宅用太陽光発
電システム設置補助制度

たつの市内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システム
を設置した、もしくは同付きの住宅を購入した個人が対象。補助
予算は2,000万円。

1kWあたり3万円、上限額は12万円
市内の業者に設置工事を発注する
場合は1kWあたり4万円、上限額は16
万円

2011/4/1 http://www.city.tatsuno.lg.j
p/kankyou/taiyoukou20100
331.html

11/4/18 受付中 兵庫県 洲本市 洲本市住宅用太陽光発電システム設置
費補助制度（平成23年度）

洲本市内に居住しており、住宅や併用住宅に新たに太陽光発電
システムを設置した、もしくは同システム付きの住宅を新築・購入
した個人が対象。

1kWあたり2万円、上限額は8万円
三洋電機製のシステムを設置した場
合は1kWあたり3万円、上限額は12万
円

平成23年度 http://www.city.sumoto.hyo
go.jp/shiminseikatsubu/kan
kyou/taiyoukou.html

11/4/18 受付中 奈良県 大和高田市 住宅用太陽光発電システム設置費補助
金（平成23年度）

大和高田市内の住宅に新たに太陽光発電システムを設置した、
もしくは同システム付きの新築住宅を購入した個人が対象。補助
予定件数は30件で、受付は先着順。国の太陽光発電補助金の
交付が決定していることが条件。

1件あたり10万円 2011/4/1 平成24年3月30日 http://www.city.yamatotaka
da.nara.jp/life/gomi-
eisei/jutaku-solar.html

11/4/18 受付中 奈良県 生駒市 平成23年度 生駒市住宅用太陽光発電
システム設置費補助金

生駒市内の住宅に新たに太陽光発電システムを設置した、もしく
は同システム付きの住宅を購入した個人が対象。補助予定件数
は80件で、受付は先着順。

1件あたり5万円 平成23年度 http://www.city.ikoma.lg.jp/
topic/topic_index.php?act=d
tl&id=4097

11/4/18 受付中 和歌山県 和歌山市 和歌山市住宅用太陽光発電システム導
入促進補助金（平成23年度）

和歌山市内に居住しており、自宅や併用住宅に太陽光発電シス
テムを設置した個人が対象。平成23年1月1日～平成23年12月
31日に電力会社との電力受給契約を締結することが条件となる。

1kWhあたり25円、上限額は10万円 平成23年度 http://www.city.wakayama.
wakayama.jp/menu_1/gyous
ei/iso/solarhojokin/index.ht
ml

11/4/18 受付中 和歌山県 有田郡有田川町 住宅用太陽光発電設備の補助制度（平
成23年度）

有田川町内に居住しており、自宅に太陽光発電システムを設置
する、もしくは同システム付きの住宅を購入する個人が対象。

1kWあたり2.5万円
上限額は12.5万円

2011/4/1 http://www.town.aridagawa.
lg.jp/kurashi_06/ppg01.html

11/4/18 受付中 和歌山県 有田郡広川町 住宅用太陽光発電システム設置費補助
金交付制度（平成23年度）

広川町内に居住または居住の予定があり、自宅に太陽光発電シ
ステムを設置する個人が対象。

1kWあたり7万円
上限額は28万円

平成23年度 http://www.town.hirogawa.
wakayama.jp/kurashi/taiyou
kouhatsuden.html
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11/4/25 受付中 京都府 綾部市 住宅用太陽光発電システム設置費 補

助金制度（平成23年度）
綾部市内に居住または居住の予定があり、住宅に新たに太陽光
発電システムを設置した個人が対象。国が実施する太陽光発電
補助金の交付が決定していることが条件。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

平成23年度 http://www.city.ayabe.kyot
o.jp/view.rbz?cd=4869

11/4/25 受付中 京都府 久世郡久御山町 平成23年度久御山町太陽光発電システ
ム設置費補助金

久世郡久御山町内の住宅に新たに太陽光発電システムを設置
する、もしくは太陽光発電システム付きの住宅（新築）を購入する
個人および中小企業者が対象。

1kWあたり5万円
上限額は25万円

平成23年4月1日 http://www.town.kumiyama.
kyoto.jp/contents_detail.php
?co=ser&frmId=147

11/4/25 受付中 滋賀県 長浜市 平成23年度長浜市地球温暖化防止対
策補助金

市内に住所を有する個人又は小規模企業者で、自らが所有する
住宅、店舗、事務所、倉庫等の敷地及び建物に太陽光発電シス
テムを設置する人 、市内の施工業者が工事を行うことが条件。

1件につき15万円 平成23年度 http://www.city.nagahama.s
higa.jp/index.cfm/9,5757,47,
333,html

11/4/25 受付中 兵庫県 神戸市 平成23年度　神戸市住宅用太陽光発電
システム設置補助制度

国の補助金制度を利用して、神戸市内の住宅に太陽光発電シス
テムを導入する個人が対象。補助予定件数は1,100件で、受付は
先着順。

1kWあたり2万円
上限は6万円

平成23年4月18日 平成24年3月15日 http://www.city.kobe.lg.jp/li
fe/recycle/environmental/
ecohome/ecohome2011.ht
ml

11/5/2 受付中 大阪府 大阪市 平成23年度大阪市太陽光発電普及促
進事業補助金

大阪市内で、戸建て住宅に新たに太陽光発電システムを設置す
る、個人が対象。

1kWあたり7万円
上限28万円

平成23年4月22日 平成24年1月31日 http://www.city.osaka.lg.jp/
kankyo/page/0000023735.h
tml

11/5/2 受付中 滋賀県 平成23年度 滋賀県個人住宅用太陽光
発電導入・省エネグリーン化推進補助
金

滋賀県内に居住しており、住宅（既存・新築）に新たに太陽光発
電システム設置と断熱工事を同時に実施した個人が対象。太陽
光発電については、国が実施する太陽光発電補助金の交付が
決定していること、断熱工事は省エネ基準を満たすものであるこ
とが条件。また、新築の場合は、断熱工事がトップランナー基準
か省エネ基準を満たすものであることが条件となる。
補助予定件数は250件。受付は先着順となる。

1kWにつき3万円、上限額は12万円 平成23年4月25日 平成24年3月14日 http://www.pref.shiga.jp/ho
do/e-
shinbun/de02/20110425.ht
ml

11/5/16 受付中 大阪府 岸和田市 平成23年度岸和田市住宅用太陽光発
電システム導入補助金

岸和田市内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システム
を設置する個人が対象。市内の事業者に設置工事を発注するこ
とが条件となる。補助予算は、各期で400万円。受付は先着順。

1kWあたり4万円
上限16万円

第1期 平成23年6月1
日～平成23年9月30
日
第2期 平成23年10月
1日～平成24年1月31

http://www.city.kishiwada.o
saka.jp/soshiki/28/hatuden
-zyosei.html

11/5/16 受付中 大阪府 南河内郡河南町 平成23年度 河南町住宅用太陽光発電
システム設置費補助金

河南町内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムを
設置する、もしくは同システム付きの住宅を購入する個人が対
象。国の太陽光発電補助金の交付が決定していることが条件。
補助予定件数は20件で、申請多数の場合は抽選となる。

1kWあたり3万円
上限額は10.5万円

平成23年6月1日 平成23年12月22日 http://www.town.kanan.osa
ka.jp/kakuka_oshirase/mach
idukuri_suishinka/taiyoukou.
html

11/5/16 終了 兵庫県 加古川市 平成23年度 加古川市省エネアップ支援
事業（市民向け、二次募集）

加古川市内に居住または居住の予定があり、住宅に新たに省エ
ネ機器を複合的に導入する、もしくは省エネ機器付きの住宅をを
購入する個人が対象。受付は先着順。窓の断熱改修を2ヶ所以
上行うことが必須で、それ以外の省エネ機器（※）を1つ以上同時
に設置することが条件となる。※省エネ機器：太陽光発電システ
ム（10kW未満）、太陽熱利用システム、エコキュート、エコウィル、
エコジョーズ、エコフィール、エネファーム、高効率型照明器具
（LED照明など5ヶ所以上）

補助対象経費の1/3の補助
上限額は20万円

平成23年5月9日 平成23年5月31日 http://www.city.kakogawa.h
yogo.jp/index.cfm/6,32660,
23,76,html

11/5/23 受付中 京都府 与謝郡与謝野町 平成23年度与謝野町住宅新築改修等
補助金

与謝野町内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システム
を設置する個人が対象。町内の事業者が行うことが条件。

補助対象事業費の15％以内、上限
20万円

平成24年3月31日 http://www.town-
yosano.jp/wwwg/info/detail.
jsp?common_id=47966

11/5/23 新規 大阪府 貝塚市 貝塚市住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）

貝塚市内の住宅や併用住宅（既存・新築）に新たに太陽光発電
システムを設置する、もしくは同システム付きの住宅を購入する
個人が対象。補助予算は600万円で、補助予定件数は30件。申
請多数の場合は抽選となる。

1kWあたり5万円
上限額は20万円

平成23年6月13日 平成23年8月12日 http://www.city.kaizuka.lg.jp
/kakuka/kankyo/kankyoseis
aku/topics/taiyoukouhojyo.
html

11/5/23 受付中 大阪府 高槻市 平成23年度高槻市住宅用太陽光発電
システム設置費補助金

高槻市内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムを
設置した個人が対象。補助予定件数は200件。受付は先着順。

1kWあたり2.5万円
上限10万円

平成23年5月23日 平成24年2月29日 http://www.city.takatsuki.os
aka.jp/db/kankyo/hojo_h22a
.html

11/5/23 受付中 大阪府 豊中市 太陽光発電システム等の設置費用補助
金交付制度（平成23年度）

豊中市内に居住または居住の予定があり、住宅や店舗併用住宅
に新たに太陽光発電システムを設置する個人が対象。分譲共同
住宅の共有部分にシステムを設置する管理組合も対象となる。
受付は先着順。

戸建ての場合、1kWあたり3万円、上
限額は12万円。共同住宅の場合は
上限額60万円。

平成23年5月2日 http://www.city.toyonaka.o
saka.jp/top/kankyou/hojo_j
oseikin/oshirase/taiyoukou
shuuryou.html
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住宅用太陽光発電　補助金情報

日付 状況 都道府県 自治体 制度名 対象者、注意点 補助金額 実施期間（始） 実施期間（終） 情報URL
11/5/23 受付中 大阪府 枚方市 平成23年度枚方市住宅用太陽光発電

システム設置及び省エネ設備導入補助
金

枚方市内に居住しており、既存の住宅や併用住宅（居住部分が
1/2以上）に、太陽光発電システムと省エネ設備を設置した個人
が対象。補助予定件数は40件で、受付は先着順。

1kWあたり4万円
上限が16万円

平成23年5月16日 平成23年11月30日 http://www.city.hirakata.os
aka.jp/freepage/gyousei/K
ANKYOU/work/gnd-
h23hojyo.htm

11/5/23 受付中 兵庫県 宍粟市 平成23年度 宍粟市再生可能エネル
ギー利用促進事業

宍粟市内に居住している個人や事業者が、住宅等に新たに太陽
光発電システムを設置する場合、補助が受けられる。

市内の施工業者が設置する場合は、
1kWあたり7万円、上限額は28万円
市外の施工業者が設置する場合は、
1kWあたり5万円、上限額は20万円

平成23年度 http://www.city.shiso.lg.jp/k
urashi/eisei/page3

11/5/23 受付中 兵庫県 姫路市 姫路市住宅用太陽光発電普及促進事
業（平成23年度）

姫路市内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムを
設置する、もしくは同システム付きの住宅を購入する個人が対
象。国が実施する太陽光発電補助金の交付が決定していること
が条件となる。受付は先着順。

1kWあたり2万円、上限額は6万円。
また、市内の事業者が工事を行った
場合は、上限額が7万円になる。

平成23年5月16日 平成24年1月31日 http://www.city.himeji.lg.jp/
s40/2212468/_3993/_20366
/_20367.html

11/5/23 受付中 和歌山県 住宅用太陽光発電設備導入促進事業
補助金（平成23年度）

和歌山県内に居住しており。住宅に新たに太陽光発電システム
を設置する、もしくは同システム付きの新築住宅を購入する個人
が対象。

既存の住宅に設置する場合、1kWあ
たり3万円、上限額は15万円。新築そ
の他の住宅に設置する場合は、1kW
あたり2万円、上限額は10万円。

平成23年度 http://www.pref.wakayama.l
g.jp/prefg/032000/econet/i
ndex.html

11/6/6 新規 大阪府 和泉市 和泉市住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）

和泉市内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムを
設置した個人が対象。補助予定件数は約125件。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

平成23年7月1日 平成24年1月31日 http://www.city.izumi.osaka.
jp/entry.aspx?id=3653

11/6/6 受付中 大阪府 東大阪市 東大阪市住宅用太陽光発電設備普及
促進事業補助金（平成23年度）

東大阪市内に居住しており、住宅や併用住宅に新たに太陽光発
電システムを設置する個人が対象。補助予定件数は50件で、受
付は先着順。国の太陽光発電補助金の交付が決定していること
が条件。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

平成23年6月1日 平成23年7月29日 http://www.city.higashiosak
a.osaka.jp/120/120090/ond
anka/solar.html

11/6/6 新規 兵庫県 川西市 住宅用太陽光発電システム設置補助金
（平成23年度）

川西市内に居住しており、住宅（店舗等との併用住宅を含む）に
国が定める太陽光発電システムを新たに設置した、または市内
において国が定める太陽光発電システムが設置された住宅を購
入した個人が対象。国が実施する太陽光発電補助金の交付を受
けることが条件。受付は先着順。

1kWあたり3万円
上限額は10万円

平成23年7月11日 平成24年3月31日 http://www.city.kawanishi.h
yogo.jp/gomi_kankyo/kanky
o/oshirase2.html

11/6/20 受付中 滋賀県 大津市 平成23年度太陽光発電システム設置補
助金制度

市内に所在する住宅（併用住宅や賃貸住宅を含む）に太陽光発
電システムを設置する個人または法人が対象。国が実施する太
陽光発電補助金の交付が決定していることが条件。

1kWあたり1万円
上限額は3万円

平成23年6月15日 http://www.city.otsu.shiga.j
p/www/contents/13033679
55060/index.html

11/6/27 新規 兵庫県 赤穂市 平成23年度赤穂市住宅用太陽光発電
システム設置補助金

赤穂市内に居住しており、住宅や併用住宅に太陽光発電システ
ムを設置した、もしくは、市内において同システムが設置された新
築住宅を購入した個人が対象。

市外の施工業者を利用する場合、
1kWあたり3万円
上限額は12万円
市内の施工業者を利用する場合は、
1kWあたり4万円
上限額は16万円

平成23年4月1日 http://www.city.ako.hyogo.j
p/section/shimin/kankyou/
taiyoukou.html

11/6/27 終了 兵庫県 明石市 住宅用太陽光発電設備設置補助金（平
成23年度）

明石市内の住宅に新たに太陽光発電システムを設置する、もしく
は同システム付きの住宅を購入する個人が対象。国が実施する
太陽光発電補助金の交付を受けることが条件。補助予算は650
万円で、申請多数の場合は抽選となる。

1kWあたり2万円
上限額は6万円
市内の事業者が工事を行った場合
は、
1kWあたり4万円

平成23年5月2日 平成23年6月10日 http://www.city.akashi.hyog
o.jp/kankyou/earth_kankyou
_ka/ecoist/news/2011/taiy
okohojo23.htm
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