
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 佐賀県 平成23年度 住宅用太陽光発電に係る
補助事業

佐賀県内の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2.5万円
上限額は10万円

平成23年4月6日 http://www.pref.saga.lg.jp/w
eb/kurashi/_1262/kan-
torikumi/_52760.html

11/3/28 受付中 長崎県 佐世保市 「平成23年度 佐世保市住宅用太陽光
発電設備設置費補助金」

佐世保市内に居住または居住の予定があり、平成23年4月1日以
降、住宅や併用住宅に太陽光発電システムを設置する個人が対
象。新たに同システム付きの住宅を購入する場合も可。また、賃
貸の場合は、所有者の同意を得れば対象となる。
申請期間などは未定。

1件あたり6万円 平成23年度 平成23年度 http://www.city.sasebo.nag
asaki.jp/www/contents/128
2780817897/index.html

11/4/4 受付中 福岡県 久留米市 「平成23年度 久留米市住宅用太陽光
発電システム設置費補助金」

久留米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。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1.5万円
上限額は6万円

平成23年4月1日～ http://www.city.kurume.fuk
uoka.jp/1050kurashi/2100k
ankyougomi/3160hojyo/200
9-0406-1737-458.html

11/4/4 受付中 大分県 日田市 「平成23年度 日田市住宅用太陽光発
電システム設置補助金」

日田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、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140件。受付は先着順となる。

1kWあたり3万円
上限額は9万円

平成23年3月25日～
（平成23年度も継続）

http://www.city.hita.oita.jp/
kankyo/page_00121.html

11/4/18 受付中 福岡県 福岡市 「平成23年度 福岡市住宅用新エネル
ギー設備等設置補助」

福岡市内の戸建住宅・賃貸共同住宅・分譲共同住宅の所有者や
管理組合で、住宅に新たに太陽光発電システム（未使用・2kW以
上）を設置する、もしくは同システム付きの住宅を購入する者が
対象。補助予定件数は1,000件で、受付は先着順。

1件につき10万円 2011/4/1 2012/1/31 http://www.city.fukuoka.lg.j
p/kankyo/ondan/life/shin-
ene-hojo.html

11/4/18 受付中 福岡県 宗像市 平成23年度 宗像市住宅用太陽光発電
システム設置費補助制度

宗像市内の住宅や併用住宅に、新たに太陽光発電システムを設
置する個人が対象。新築住宅・既存住宅共に可。申請者が住宅
の所有者でない場合は、所有者の同意が必要。また、国の補助
金の交付が決定していることが条件。

1kWあたり2.5万円、上限額は10万円 2011/4/1 http://www.city.munakata.lg
.jp/shinai/keyword/keyword
_inf.php?contents_id=13546
&div_id=24&keywd_id=

11/4/18 受付中 福岡県 古賀市 住宅用太陽光発電設置費補助制度（平
成23年度）

古賀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。

1kWあたり2.5万円、上限額は10万円 2011/4/1 http://www.city.koga.fukuok
a.jp/cityhall/work/kankyo/0
13.php

11/4/18 受付中 福岡県 福津市 平成23年度 住宅用新エネルギー設備
等設置補助事業

福津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。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2.5万円、上限額は10万円 2011/4/1 2012/3/31 http://www.city.fukutsu.lg.jp
/shisei/newsDetail.php?SE
Q=7558

11/4/18 受付中 福岡県 豊前市 平成23年度 豊前市住宅用太陽光発電
システム設置費補助金

豊前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。受付は先着

1kWあたり3万円、上限額は10万円 2011/4/20 2011/12/28 http://www.city.buzen.lg.jp/
kankyo/hojo/taiyoukou.html

11/4/18 受付中 福岡県 飯塚市 平成23年度飯塚市住宅用太陽光発電
システム設置補助金

飯塚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。

1kWあたり2万円
上限額は8万円

平成23年4月1日 http://www.city.iizuka.lg.jp/
05seikatsu/kankyo/solar_po
wer/index.php

11/4/18 受付中 福岡県 朝倉郡筑前町 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助金

筑前町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しようとする、もしくは同システム
付きの住宅を購入する個人が対象。受付は先着順。

1kWあたり2.5万円、上限額は10万円 2011/4/1 http://www.town.chikuzen.f
ukuoka.jp/167.htm

11/4/18 受付中 福岡県 三潴郡大木町 地球温暖化防止対策支援事業（平成23
年度）

大木町内の住宅に新たに太陽光発電システムを設置しようとす
る個人が対象。募集件数は48件で、受付は先着順。

1kWあたり1.5万円、上限額は4.5万円 2011/4/1 http://www.town.oki.fukuok
a.jp/kurashi/seikatsukankyo
u/seikatsu_56.htm

11/4/18 受付中 福岡県 築上郡吉富町 住宅用太陽光発電設備及び太陽熱利
用設備設置費補助金（平成23年度

吉富町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5万円、上限額は20万円 2011/5/9 2011/8/31 http://www.town.yoshitomi.l
g.jp/p/1/8/4/26/

11/4/18 受付中 福岡県 築上郡上毛町 平成23年度 上毛町住宅用太陽光発電
システム設置費補助金

上毛町内の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。
受付は先着順。

1kWあたり5万円、上限額は20万円 2011/4/13 http://www.town.koge.lg.jp/
3456.htm

11/4/18 受付中 福岡県 三井郡大刀洗町 大刀洗町住宅用太陽光発電システム設
置補助金（平成23年度）

大刀洗町内の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を受けているこ
とが条件となる。受付は先着順。同制度は、平成24年度末まで実
施される予定。

1kWあたり3万円、上限額は9万円 平成23年度 http://www.town.tachiarai.f
ukuoka.jp/kiji/upload/p9586
9_86_21taiyoukou_hatsuden_
youkou.pdf
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11/4/18 受付中 福岡県 田川郡香春町 平成23年度 香春町住宅用太陽光発電

設置補助金
香春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
設置しようとする個人が対象。募集件数は15件で、受付は先着
順。

1kWあたり2万円、上限額は8万円 2011/5/10 http://www.town.kawara.fuk
uoka.jp/soshiki/soumu/kika
ku/jyuutakutaiyoukou_hojo.h
tml

11/4/18 受付中 佐賀県 平成23年度 住宅用太陽光発電に係る
補助事業

佐賀県内の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3,000件。

1kWあたり2.5万円
上限額は10万円

平成23年度 http://www.pref.saga.lg.jp/w
eb/kurashi/_1262/kan-
torikumi/_52760.html

11/4/18 受付中 佐賀県 武雄市 平成23年度 武雄市住宅用太陽光発電
システム設置補助金

武雄市内に居住しており、住宅（既存・新築）に新たに太陽光発
電システムを設置する個人が対象。受付は先着順。
なお、4月1日～6月30日までに設置工事に着手した場合は、8月
31日までに申請を行うこと。

1kWあたり3万円
上限額は10万円

2011/4/1 2012/3/30 http://www.city.takeo.lg.jp/i
nfo/2010/06/post-419.html

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

神埼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。補助件
数は170件。

1件につき20万円 2011/4/1 http://www.city.kanzaki.sag
a.jp/atweb/evdata-569.html

11/4/18 受付中 長崎県 長崎市 長崎市太陽光発電設備設置費補助金
（平成23年度）

長崎市内の住宅、併用住宅、共同住宅（賃貸の場合は所有者の
同意が必要）に太陽光発電システムを設置する個人が対象。

10kW未満の太陽光発電システム1基
につき6万円

2011/4/1 平成24年3月16日 http://www1.city.nagasaki.n
agasaki.jp/kankyo/hozen/o
ntai/taiyou/taiyou.html

11/4/18 受付中 長崎県 島原市 島原市太陽光発電設備設置費補助金
（平成23年度）

島原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。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120件で、受付は先着順。

1件につき6万円 2011/4/1 http://www.city.shimabara.l
g.jp/life/pub/detail.aspx?c_i
d=36&id=95&q=%E5%A4%AA
%E9%99%BD%E5%85%89%E7%
99%BA%E9%9B%BB&radiobu
tton=4&now_P=1&show_num11/4/18 受付中 長崎県 諫早市 諫早市住宅用太陽光発電システム導入

費補助金（平成23年度）
諫早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。補助予定件数は350件で、受付は先着順。

1件につき6万円 2011/4/1 http://www.city.isahaya.nag
asaki.jp/of/05_seikatuk/05_
kankyou/taiyoukou/taiyou.h

11/4/18 受付中 長崎県 大村市 太陽光発電システム設置補助制度（平
成23年度）

大村市内に居住しており、住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。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件につき6万円 2011/4/1 2012/3/31 http://www.city.omura.naga
saki.jp/info/prev.asp?fol_id=
11235

11/4/18 受付中 長崎県 対馬市 対馬市住宅用太陽光発電設備導入費
補助金（平成23年度）

対馬市内に居住または居住の予定があり、住宅や併用住宅に太
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
新築する個人が対象。賃貸の場合も、所有者の許可があれば対
象となる。平成23年度の4月1日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。補助予定件数は50件。

1kWにつき3万円
上限額は10万円

2011/4/1 2012/3/16 http://www.city.tsushima.na
gasaki.jp/policy/post_40.ht
ml

11/4/18 受付中 長崎県 雲仙市 一般住宅用太陽光発電システム導入費
補助金（平成23年度）

雲仙市内に居住または居住の予定があり、住宅や併用住宅に太
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
新築する個人が対象。賃貸の場合も、所有者の許可があれば対
象となる。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50件で、受付は先着順。

1kWにつき3万円
上限額は10万円

2011/4/1 2012/2/28 http://www.city.unzen.naga
saki.jp/info/prev.asp?fol_id=
9722

11/4/18 受付中 長崎県 南島原市 南島原市太陽光発電設備設置費補助
金（平成23年度）

南島原市内に居住または居住の予定があり、住宅や併用住宅に
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
を新築する個人が対象。賃貸の場合も、所有者の許可があれば
対象となる。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110件で、受付は先着順。

1件につき6万円 2011/4/1 2012/2/29 http://www.city.minamishim
abara.lg.jp/life/pub/Detail.a
spx?c_id=31&id=598&pg=1&t
ype=list

11/4/18 受付中 長崎県 佐世保市 「平成23年度 佐世保市住宅用太陽光
発電設備設置費補助金」

佐世保市内に居住または居住の予定があり、平成23年4月1日以
降、住宅や併用住宅に太陽光発電システムを設置する個人が対
象。

1件あたり6万円 平成23年度 http://www.city.sasebo.nag
asaki.jp/www/contents/128
2780817897/index.html

11/4/18 受付中 熊本県 八代市 平成23年度 八代市太陽光発電システ
ム設置費補助金

八代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。申請日の
翌日から起算して、３０日以内に工事着工が予定されているもの
に限り先着順に受付。補助予定件数は200件。受付は先着順。

1kWあたり1.5万円
上限額は5万円

2011/4/1 http://www.city.yatsushiro.
kumamoto.jp/list/list_view.p
html?catid=130101&arid=27
105

11/4/18 受付中 熊本県 水俣市 太陽光発電・太陽熱利用システム設置
補助事業（平成23年度）

水俣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。受付は先着順で、約40
件。国や県の太陽光発電補助金制度との併用も可能。また、6月
に要綱を改定し、水俣市内の業者に工事を発注する場合は補助
金額が増額される予定。

1kWあたり5万円
上限額は20万円

2011/4/1 http://www.city.minamata.lg
.jp/306.htm

11/4/18 受付中 熊本県 玉名市 玉名市住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）

玉名市内に居住しており、住宅や店舗併用住宅（新築・改築）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5万円
上限額は15万円

平成23年4月1日 2012/1/31 http://www.city.tamana.lg.jp
/kankyo/kankyouhozenkaka
ri/tamanashitaiyokohojo23_
4.html
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11/4/18 受付中 熊本県 山鹿市 平成23年度 山鹿市住宅用太陽光発電

システム設置費補助金
山鹿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。

1kWあたり3万円
上限額は15万円

2011/4/1 2012/1/31 http://www.city.yamaga.ku
mamoto.jp/www/contents/
1283920472832/index.html

11/4/18 受付中 熊本県 菊池市 平成23年度 菊池市住宅用太陽光発電
システム設置費補助金

菊池市内に居住しており、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しようとする個人が対象。受付は先着順。

1kWあたり5万円
上限額は15万円

2011/4/1 平成24年2月29日 http://www.city.kikuchi.kum
amoto.jp/LifeIndex/living/e
nvitaiyoukouhojyo.html

11/4/18 受付中 熊本県 宇土市 宇土市住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）

宇土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
住宅を新築する個人が対象。

1kWあたり2万円
上限額は8万円

2011/4/18 http://www.city.uto.kumam
oto.jp/q/aview/56/178.html

11/4/18 受付中 熊本県 天草市 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ムに対する支援制度

天草市内に居住しており、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。

1kWあたり5万円
上限額は20万円

2011/4/1 http://www.city.amakusa.ku
mamoto.jp/info/pub/detail.a
sp?c_id=131&id=112&mst=1
07&q=%91%BE%97z%8C%F5&
Search=on&radiobutton=4&11/4/18 受付中 熊本県 合志市 合志市住宅用太陽光発電システム設置

費補助金（平成23年度）
合志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。平成21・22年度に、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2万円
上限額は8万円

2011/4/1 2012/3/30 http://www.city.koshi.lg.jp/li
fe/pub/detail.asp?c_id=26&i
d=1039&q=%91%BE%97z%8C
%F5&Search=on&radiobutto
n=4&now_P=1&show_num=211/4/18 受付中 熊本県 玉名郡玉東町 玉東町住宅用太陽光発電システム設置

費補助金（平成23年度）
玉東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。国または県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2万円
上限額は10万円

2011/4/1 2012/2/29 http://www.town.gyokuto.ku
mamoto.jp/solarsystem/sol
arsystem.html

11/4/18 受付中 熊本県 玉名郡南関町 平成23年度 南関町住宅用太陽光発電
システム設置費補助金

南関町内に居住しており、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個人が対象。国または県の太
陽光発電補助金の交付が決定していることが条件。補助件数は
２０件を予定。

1kWあたり3.5万円
上限額は10.5万円

2011/4/1 http://www.town.nankan.lg.j
p/life/pub/detail.asp?c_id=3
2&id=356&q=%91%BE%97z%8
C%F5%94%AD%93d&Search=
on%2C+%83T%83C%83g%93%
E0%8C%9F%8D%F5&radiobut11/4/18 受付中 熊本県 玉名郡和水町 和水町太陽光発電システム設置費補助

制度（平成23年度）
和水町内に居住しており、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個人が対象。国や県の太陽光
発電補助金制度との併用も可能。受付は先着順

1kWあたり1.5万円
上限額は6万円

2011/4/1 http://www.town.nagomi.lg.j
p/kihon/pub/detail.aspx?c_i
d=29&id=190&pg=1

11/4/18 受付中 熊本県 玉名郡長洲町 平成23年度長洲町住宅用太陽光発電
システム設置費補助金

長洲町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。

1kWあたり2万円
上限額は6万円

平成23年4月1日 http://www.town.nagasu.lg.j
p/life/pub/detail.aspx?c_id=
70&type=top&id=597

11/4/18 受付中 熊本県 阿蘇郡高森町 平成23年度高森町住宅用太陽光発電
システム設置費補助金

高森町内に居住しており、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。

1kWあたり2万円
上限額は8万円

平成23年度 http://www.town.takamori.k
umamoto.jp/life/pub/detail.
aspx?c_id=31&id=59&q=%E5
%A4%AA%E9%99%BD%E5%85

11/4/18 終了 熊本県 上益城郡山都町 住宅用太陽光発電システム設置費補助
（平成23年度）

山都町内の住宅（既存・新築）に新たに太陽光発電システムを設
置する個人が対象。店舗等との併用住宅も可。補助予定件数は
10件。

1kWあたり2万円
上限額は10万円

2011/4/20 2011/5/19 http://www.town.yamato.ku
mamoto.jp/kankyo/taiyouko
unetsu.jsp

11/4/18 終了 熊本県 上益城郡山都町 住宅用太陽光発電システム設置費補助
（平成23年度）

山都町内の住宅（既存・新築）に新たに太陽光発電システムを設
置する個人が対象。店舗等との併用住宅も可。補助予定件数は
10件。

1kWあたり2万円
上限額は10万円

2011/4/20 2011/5/19 http://www.town.yamato.ku
mamoto.jp/kankyo/taiyouko
unetsu.jsp

11/4/18 受付中 熊本県 天草郡苓北町 平成23年度苓北町住宅用太陽光発電
システム設置費補助金

益城町内に居住しており、住宅（既存・新築）に新たに太陽光発
電システムを設置する個人が対象。受付は先着順。

1kWあたり5万円
上限額は20万円

平成23年4月1日 http://www.reihoku-
kumamoto.jp/municipal/info
_detail.php?id=217

11/4/18 受付中 熊本県 菊池郡大津町 大津町住宅用太陽光発電システム設置
補助金（平成23年度）

大津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
設置しようとする個人が対象。国の太陽光発電補助金の交付を
受けることが条件。また、大津町内で製造された太陽光発電シス
テムを設置する場合は、1kWあたり6万円の補助が受けられ、上
限額は40万円。上限額は共に、国の補助金との合計額。受付は

1kWあたり3万円
上限額は30万円

2011/4/1 http://www.town.ozu.kuma
moto.jp/view.php?pageId=42
07

11/4/18 受付中 大分県 平成23年度 住宅用太陽光発電と省エ
ネ設備導入に対する補助金

大分県内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムと
省エネ設備を同時にを設置する個人・法人が対象。同システム付
きの住宅を新築する場合も対象となる。
対象となる省エネ設備は、エコキュート、エコジョーズ、エコフィー
ル、エコウィル、太陽熱利用システム、LED照明（5万円以上）。
太陽光発電については、3kW以上のものとし、国の補助金の交付
が決定していることが条件。省エネ設備については、国の補助金
との併用は不可。

1件あたり10万円 平成23年4月4日 http://www.pref.oita.jp/sos
hiki/13020/taiyokou.html
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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 受付中 大分県 日田市 「平成23年度 日田市住宅用太陽光発

電システム設置補助金」
日田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、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3万円
上限額は9万円

2011/3/25 http://www.city.hita.oita.jp/
kankyo/page_00121.html

11/4/18 受付中 大分県 中津市 平成23年度 中津市住宅用太陽光発電
システム設置補助金

中津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。補助予定件数は約200件で、受付は先着
順。国の太陽光発電補助金制度との併用も可能。

1kWあたり3万円
上限額は10万円

2011/4/1 2012/3/31 http://www.city-
nakatsu.jp/modules/seikats
u/index.php?id=246

11/4/18 新規 宮崎県 宮崎市 平成23年度 宮崎市太陽光発電システ
ム設置促進事業補助金

宮崎市内の住宅（戸建・共同住宅）に、新たに住宅用太陽光発電
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。宮崎市内の施工業者と工事契約を結ぶことおよび
平成２４年３月３１日までに売電が開始できる場合が対象条件と
なる。補助金交付予定件数は500件程度で、申請多数の場合は

1kWあたり2万円
上限は8万円

2011/5/23 2011/6/30 http://www.city.miyazaki.mi
yazaki.jp/www/contents/12
43317828828/index.html

11/4/18 終了 宮崎県 串間市 平成23年度 串間市住宅用太陽光発電
システム設置事業

串間市内の住宅に新たに住宅用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市内の住宅を購入する個人が対
象。

1kWあたり5万円
上限は20万円

2011/4/18 2012/2/24 http://www.city.kushima.mi
yazaki.jp/modules/d3downl
oads/index.php?page=single
file&cid=1&lid=11

11/4/18 受付中 宮崎県 日向市 日向市住宅用太陽光発電システム設置
費補助事業（平成23年度）

日向市内に居住しており、住宅や併用住宅（新築・既存）に新た
に太陽光発電システムを設置する、また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1000万円で、補助予定件
数は90件。受付は先着順。

1kWあたり3万円
上限額は10万円
宮崎県内で製造されたシステムを設
置する場合は、
1kWあたり5万円
上限額は15万円

平成23年度 http://www.city.hyuga.miya
zaki.jp/note/tetuzuki_jyosei
kin.html#05

11/4/18 受付中 鹿児島県 鹿児島市 平成23年度 住宅用太陽光発電導入促
進事業補助制度

鹿児島市内の住宅に新たに太陽光発電システムを設置する、も
しくは市内に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1500件。

1kWあたり3.5万円
上限額は10.5万円

2011/4/1 2012/3/31 http://www.city.kagoshima.l
g.jp/_1010/shimin/4kankyor
icicle/warming/_38779/_385
12/_39798.html

11/4/18 受付中 鹿児島県 鹿屋市 平成23年度 住宅用地球温暖化対策設
備（エコハウス設備）設置補助事業

鹿屋市内に居住しており、住宅（新築・既存共に可）に新たに太
陽光発電システムなどの「エコハウス設備（※）」を、市内の業者
から購入して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。また、1世帯あたり1設備のみの補
助とし、太陽光発電システム分の補助予定件数は約150件。※
「エコハウス設備」は他に、太陽熱温水器、エコキュート、エコ
ジョーズ、エコフィール、エコウィルがある。

1kWあたり3万円
上限額は10万円

平成23年度 http://www.e-
kanoya.net/htmbox/kankyo
u/ecoeco_h.html

11/4/18 受付中 鹿児島県 志布志市 平成23年度 志布志市住宅用太陽光発
電導入支援対策費補助金

志布志市内に居住しており、住宅（新築・既存共に可）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。条件は、国の太陽光発電補助金の対象
となるシステム。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

平成23年度 http://www.city.shibushi.lg.j
p/www/contents/12768253
18132/index.html

11/4/25 受付中 福岡県 久留米市 平成２３年度久留米市住宅用太陽光発
電システム設置費補助金交付事業

自ら居住する市内の住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1.5万円
上限額は6万円

平成23年4月1日 http://www.city.kurume.fuk
uoka.jp/1050kurashi/2100k
ankyougomi/3160hojyo/200
9-0406-1737-458.html

11/4/25 受付中 福岡県 うきは市 平成23年度うきは市住宅用太陽光発電
システム設置補助金

うきは市内に居住しており、平成23年度中に、自ら居住する住宅
に太陽光発電システムを設置しようとする者。受付は先着順。

1kwあたり1.5万円
上限額は6万円

平成23年4月25日 http://www.city.ukiha.fukuo
ka.jp/life/pub/detail.aspx?c_
id=35&type=top&id=119

11/4/25 受付中 福岡県 筑後市 平成23年度 筑後市新エネルギー生活
支援事業補助金

筑後市内の既存住宅もしくは新築の住宅に設備を設置する、もし
くは筑後市内で設備設置済の建売住宅を購入する個人が対象。

1kwあたり2.5万円
上限額は7.5万円

平成23年4月1日 http://www.city.chikugo.fuk
uoka.jp/kurashi/kankyou/ka
nkyou_134.htm

11/4/25 受付中 佐賀県 嬉野市 平成23年度嬉野市住宅用太陽光発電
システム設置補助金制度

嬉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3万円
上限額は10万円

平成23年4月1日 http://www.city.ureshino.lg.j
p/main/146.html

11/4/25 受付中 佐賀県 西松浦郡有田町 平成23年度有田町住宅用太陽光発電
システム設置費補助金

西松浦郡有田町内の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2万円
上限額は8万円

平成23年4月1日 http://www.town.arita.lg.jp/i
ndex2.php?q=260&p=12009

11/4/25 受付中 佐賀県 杵島郡江北町 住宅用太陽光発電システム設置費補助
金（平成23年度）

江北町内に居住しており、住宅や併用住宅（既存・新築）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20件。

1kWあたり5万円
上限額20万円

平成23年度 http://www.saganet.ne.jp/bi
kkie/taiyoukouhatuden.html
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11/4/25 受付中 大分県 平成23年度 住宅用太陽光発電と省エ

ネ設備導入に対する補助金
大分県内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムと
省エネ設備を同時にを設置する個人・法人が対象。同システム付
きの住宅を新築する場合も対象となる。対象となる省エネ設備
は、エコキュート、エコジョーズ、エコフィール、エコウィル、太陽熱
利用システム、LED照明（5万円以上）。太陽光発電については、
3kW以上のものとし、国の補助金の交付が決定していることが条
件。省エネ設備については、国の補助金との併用は不可。

1件あたり10万円 平成23年4月5日 平成24年1月20日 http://www.pref.oita.jp/sos
hiki/13020/pv.html

11/4/25 受付中 熊本県 上天草市 平成23年度住宅用太陽光発電システム
設置費補助金

上天草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40件。

1kWあたり5万円
上限額は20万円

平成23年4月21日 平成23年11月30日 http://www.kamiamakusa-
c.kumamoto-sgn.jp/

11/4/25 受付中 宮崎県 日南市 平成23年度日南市住宅用太陽光発電
システム設置費補助事業

日南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
は太陽光発電システム付きの住宅（新築）を購入する個人が対
象。補助件数は１００件程度（予算額　１０，０００千円）。

1kWあたり3万円
上限額は10万円

平成23年4月18日 http://www.city.nichinan.lg.j
p/modules/contents01/ind
ex.php?content_id=600

11/4/25 受付中 鹿児島県 出水市 平成23年度出水市住宅用太陽光発電
設置事業補助金

自ら居住する出水市内の既存住宅及び新築住宅に、J-PECが実
施する「住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金」の対象とな
る太陽光発電システムを設置する、または当該発電システムを
設置済みの建売住宅を購入する個人が対象になる。

1kWあたり2.5万円、上限7.5万円 平成23年度 http://www.city.izumi.kagos
hima.jp/update/934.asp

11/5/2 受付中 佐賀県 平成23年度佐賀県住宅用太陽光発電
導入促進事業補助金

佐賀県内の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。県内の事業者が設置工事を行うこと、国の太陽光発電補
助金の交付を受けることが条件となる。

1kWあたり2.5万円
上限額は10万円

平成23年4月6日 http://www.pref.saga.lg.jp/w
eb/kurashi/_1262/kan-
torikumi/_52760.html

11/5/2 受付中 長崎県 一般住宅省エネ設備設置促進事業（平
成23年度）

長崎県内に居住しており、住宅や併用住宅に太陽光発電システ
ムと省エネ設備（※）を同時に設置する個人が対象。
補助予定件数は1,370件で、受付は先着順。なお、条件を満たせ
ば、省エネ設備を2つ以上設置する場合も補助対象となる。
※対象となる省エネ設備：太陽熱温水器（自然循環型・強制循環
型）、エコキュート（CO2冷媒ヒートポンプ給湯器）、エコジョーズ・
エコフィール（潜熱回収型ガス給湯器）、エコウィル（ガスエンジン
給湯器）、エネファーム（家庭用燃料電池）、ヒートポンプ式温水
床暖房システム、断熱フィルムの設置工事、LED照明など

1件あたり8万円。ただし、どちらかひ
とつの設備が県内製造品であれば、
1件あたり9万円、両方が県内製造品
であれば1件につき10万円。

平成22年4月25日 平成24年1月31日 http://www.pref.nagasaki.jp
/kankyo/mirai/taiyoko/top.
html

11/5/2 受付中 熊本県 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム等導入に係る熊本県補助金

熊本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
設置した個人が対象。

1件につき5万円 平成23年5月9日 http://www.pref.kumamoto.j
p/site/solar/juutakuyo-
taiyoko.html

11/5/2 受付中 熊本県 宇土市 宇土市住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）

宇土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2万円
上限8万円

平成23年4月18日 http://www.city.uto.kumam
oto.jp/q/aview/56/178.html

11/5/16 受付中 長崎県 南松浦郡新上五島
町

住宅用太陽光発電設備設置補助金（平
成23年度）

新上五島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。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。

1件につき8万円 平成23年5月1日 平成24年2月29日 http://official.shinkamigoto.
net/index.php?itemid=1711

11/5/16 新規 熊本県 熊本市 平成23年度 太陽光発電システム設置
費補助

熊本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。設置期間が、平成22年4月1日～平成23
年1月31日であること、また、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。申請多数の場合は抽選と

1kWあたり2万円
上限額は10万円

平成23年6月1日 平成23年8月31日 http://www.city.kumamoto.
kumamoto.jp/Content/Web
/asp/kiji_detail.asp?LS=14&I
D=6904&pg=1&sort=0

11/5/16 終了 大分県 杵築市 住宅用太陽光発電システム設置費補助
事業（平成23年度）

杵築市内に居住または居住の予定があり、住宅等や併用住宅に
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20件で、申請多数の場合は抽選となる。

1kWあたり5万円
上限額は15万円

平成23年5月9日 平成23年5月31日 http://www.city.kitsuki.lg.jp
/modules/itemmanager/ind
ex.php?like=0&level=4&genr
eid=1&itemid=1&storyid=21
5711/5/23 受付中 福岡県 みやま市 平成23年度住宅用太陽光発電システム

設置事業補助金
みやま市内の住宅（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

1kWあたり3万円
上限額は12万円

平成23年5月2日 平成24年2月29日 http://www.city.miyama.lg.jp
/info/prev.asp?fol_id=4659

11/5/23 受付中 福岡県 大川市 平成23年度　大川市住宅用太陽光発電
設備設置費補助金

大川市内の既存住宅もしくは新築の住宅（併用住宅を含む）に対
象システムを設置する個人が対象。

1kWあたり3万円、上限12万円 平成23年5月16日 http://www.city.okawa.fuku
oka.jp/info/110415taiyou.ht

11/5/23 受付中 熊本県 葦北郡芦北町 平成23年度住宅用太陽光発電システム
設置費補助金

芦北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3.5万円
上限額は14万円

平成23年度 http://www.ashikita-
t.kumamoto-
sgn.jp/www/contents/1303
372528564/index.html

11/5/23 受付中 沖縄県 中頭郡西原町 平成23年度 西原町新エネルギー導入
助成金

西原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。申請多数の場合は抽選。

1件につき2万円 平成23年10月3日 平成23年10月31日 http://www.town.nishihara.o
kinawa.jp/news/newenergy.

11/5/23 受付中 沖縄県 島尻郡南風原町 南風原町住宅用太陽光発電システム補
助金交付事業（平成23年度）

南風原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。

1件当たり3万円 平成23年度 http://www.town.haebaru.o
kinawa.jp/hhp.nsf/2503695d
263bd5414925756a0027ceb
b/9ccd7c8171eb950e49257
87600002fbc?OpenDocume5 / 6 ページ
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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
11/5/30 受付中 佐賀県 佐賀市 平成23年度佐賀市住宅用太陽光発電

システム設置支援事業補助金
佐賀市内に居住しており、戸建住宅に太陽光発電システムを設
置する、または市内のシステム付き建売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。

1kWあたり3万円
上限額は10万円

平成23年5月2日 http://obnsccca.web.fc2.co
m/html/menu10.html

11/6/6 新規 福岡県 北九州市 住宅用太陽光発電システム設置補助金
交付事業（平成23年度）

北九州市内に居住、または居住予定で、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。受付は先着順。

1kWあたり3万円
上限額は7万円

平成23年7月1日 平成24年2月29日 http://www.city.kitakyushu.l
g.jp/kankyou/file_0356.html

11/6/6 受付中 沖縄県 宮古島市 平成23年度宮古島市住宅用太陽光発
電システム設置補助金

宮古島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。申請多数の場合は抽選となる。

1kWあたり4万円
上限額は16万円

第1期平成23年6月1
日
第2期平成23年10月3

平成23年6月30日
平成23年10月28日

http://www.city.miyakojima.l
g.jp/site/view/contview.jsp
?cateid=34&id=1411&page=

11/6/13 終了 佐賀県 杵島郡江北町 住宅用太陽光発電システム設置費補助
金（平成23年度）

江北町内に居住しており、住宅や併用住宅（既存・新築）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20件。

1kWあたり5万円
上限額20万円

平成23年度
※受付終了

http://www.town.kouhoku.s
aga.jp/taiyoukouhatuden.ht

11/6/13 受付中 熊本県 菊池郡菊陽町 菊陽町住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）

菊陽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
は同システム付きの住宅を購入する個人が対象。

1kWあたり1.5万円
上限額は6万円

平成23年度 http://www.town.kikuyo.lg.jp
/soshiki/8/taiyoukou.html

11/6/13 受付中 熊本県 上益城郡山都町 住宅用太陽光発電システム設置費補助
（平成23年度）

山都町内の住宅（既存・新築）に新たに太陽光発電システムを設
置する個人が対象。店舗等との併用住宅も可。補助予定件数は
10件。

1kWあたり2万円
上限額は10万円

平成23年6月15日 http://www.town.yamato.ku
mamoto.jp/kankyo/taiyouko
unetsu_2.jsp

11/6/13 終了 大分県 杵築市 住宅用太陽光発電システム設置費補助
事業（平成23年度）

杵築市内に居住または居住の予定があり、住宅等や併用住宅に
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20件で、申請多数の場合は抽選となる。

1kWあたり5万円
上限額は15万円

平成23年6月17日 http://www.city.kitsuki.lg.jp
/modules/itemmanager/ind
ex.php?like=0&level=4&genr
eid=1&itemid=1&storyid=26
28

11/6/20 受付中 佐賀県 杵島郡白石町 平成23年度住宅用太陽光発電システム
設置補助金

白石町内に居住しており、住宅や併用住宅に太陽光発電システ
ムを設置した、もしくは同システム付きの住宅を購入した個人が

1kWあたり3万円
上限額は10万円

平成23年5月9日 平成24年3月30日 http://www.town.shiroishi.lg
.jp/view.php?pageId=2394

11/6/20 受付中 鹿児島県 霧島市 霧島市住宅用太陽光発電導入支援対
策費補助金（平成23年度）

霧島市内の住宅や店舗併用住宅（既存・新築）に新たに太陽光
発電システムを設置した、もしくは市内に同システム付きの住宅
を購入した個人が対象。国の太陽光発電システム設置補助金の

1kWあたり3万円、5kWを超える分に
ついては1kWあたり2万円。
上限額は24.9万円。

平成23年4月1日 http://www.city-
kirishima.jp/modules/page0
14/index.php?id=55

11/6/27 新規 長崎県 五島市 五島市住宅用太陽光発電設備設置費
補助金

市内に住所を有しており、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。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件につき6万円 平成23年度 http://www.city.goto.nagasa
ki.jp/pc/environment/index
11.html

11/6/27 新規 熊本県 阿蘇郡西原村 平成23年度太陽光発電システム設置費
補助金

西原村に住所を有しており、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
上限額は12万円

平成23年4月1日 平成24年1月31日 http://www.vill.nishihara.ku
mamoto.jp/kikaku/h23_taiyo
ukouhojo.htm

11/6/27 新規 熊本県 球磨郡多良木町 多良木町緊急地域経済対策事業（住宅
リフォーム）（平成23年度）

多良木町内の住宅に太陽光発電システムを設置する個人が対
象。

補助対象工事費の20％
上限20万円

平成23年度 http://www.town.taragi.lg.jp
/q/aview/1/2232.html
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