
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/

11/2/28 受付中 栃木県 下都賀郡壬生町 「住宅用太陽光発電システム設置費補助
金（平成23年度）」

壬生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、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12万円

平成23年度 平成23年度 http://www.town.mibu.tochigi
.jp/benri/taiyoukou/taiyouko
u.html

11/2/28 受付中 山梨県 山梨市 「山梨市住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）」

山梨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建売住宅を購入した個人が対
象。

1kWあたり2万円
上限額は10万円

平成23年4月1日～ 平成24年1月末日 http://www.city.yamanashi.y
amanashi.jp/news/2011-
0201-0939-50.html

11/2/28 受付中 神奈川県 海老名市 「平成23年度 環境保全対策支援事業補
助金」

海老名市内の住宅や事業所に、新たに太陽光発電システムを設置
する、個人・法人が対象。

1kWあたり2万円
上限額は7万円

平成23年4月1日～ （平成23年度内） http://www.city.ebina.kanaga
wa.jp/www/contents/10800
07434092/index.html

11/3/7 受付中 長野県 茅野市 「平成23年度 茅野市太陽光発電システ
ム設置補助金」

茅野市内の住宅や併用住宅などに、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。

設置費用の10％の補助
上限額は、市内の業者が設
置する場合は20万円
それ以外の場合は10万円

平成23年4月1日～ 平成23年4月1日～ http://www.city.chino.lg.jp/ct
g/04050030/04050030.html

11/4/4 受付中 北海道 斜里郡斜里町 「住宅用太陽光発電システム設置補助事
業（平成23年度）」

斜里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新築住宅を購入する個人が対
象。
補助予算は665万円（約20件分）町内の事業者に工事を発注するこ
とが条件となる。国の太陽光発電補助金との併用も可能。

1kWあたり7万円
上限35万円

平成23年4月1日～ http://www.town.shari.hokkai
do.jp/02life/10seikatsu_kank
yo/catetemp3_life/2009-
1001-1618-22.html

11/4/4 受付中 群馬県 伊勢崎市 「平成23年度 伊勢崎市住宅用太陽光発
電システム設置費補助金」

伊勢崎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、もしくは同システム付きの住宅を市内に
新築・購入する個人が対象。
補助予定件数は各回100件。申請多数の場合は抽選が行われる。

1kWあたり5万円
上限額10万円

第1回 平成23年4月1日～
第2回 平成23年9月1日～

第1回 平成23年5月16日
第2回 平成23年10月14日

http://www.city.isesaki.lg.jp/
pcp_portal/PortalServlet?DIS
PLAY_ID=DIRECT&NEXT_DI
SPLAY_ID=U000004&CONTE
NTS_ID=8035

11/4/4 受付中 埼玉県 越谷市 「越谷市住宅用太陽光発電設備設置費
補助金（平成23年度）」

越谷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、もしくはマンションの共用部分に同シス
テムを設置する管理組合が対象。

1kWあたり3万円。上限額は、
戸建ての場合10.5万円、マン
ションの場合30万円。

平成23年5月10日～ http://www2.city.koshigaya.s
aitama.jp/kurasi/tetuduki/ka
nkyohozen/081201A_200910
28160755994/index.html

11/4/4 受付中 東京都 足立区 「平成23年度 足立区住宅用太陽光発電
システム設置費補助金」

足立区内に居住しており、住宅に太陽光発電システムを新たに設
置した個人が対象。また、集合住宅にシステムを設置した管理組合
も対象となる。
電力受給開始日から6ヵ月を経過していない場合に限る。国の補助
金制度との併用も可能。

1kWあたり7万円
上限額は30万円

平成23年度 平成23年度 http://www.city.adachi.tokyo.
jp/020/d06400214.html?ref=
rss

11/4/4 受付中 新潟県 長岡市 「長岡市住宅用太陽光発電システム導入
補助制度（新築住宅用）（平成23年度）」

長岡市内に住宅を新築・建て替えし、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10件。

1kWあたり7万円、上限額は
35万円。ただし補助経費の
1/3以内。

平成23年4月1日～ http://www.city.nagaoka.niig
ata.jp/kurashi/ondanka-
taisaku/taiyoukou-
system.html

11/4/4 受付中 新潟県 長岡市 「平成23年度 長岡市住宅省エネ・新エネ
設備等導入補助制度」

長岡市内の住宅や併用住宅（居住部分が1/2以上）に、太陽光発電
システムなどの省エネ・新エネ設備を同時に2種類以上設置する個
人が対象。

1kWあたり7万円、上限額は
35万円。ただし、設置経費の
1/3以内、総額での補助上限
額は50万円。

平成23年4月1日～ http://www.city.nagaoka.niig
ata.jp/kurashi/ondanka-
taisaku/jyutaku-energy.html

11/4/11 受付中 東京都 港区 「住宅用太陽光発電システム設置費助成
（平成23年度）」

港区内の住宅や共同住宅に、新たに住宅用太陽光発電システムを
設置する個人・管理組合が対象。

1kWあたり10万円
上限額は30万円

平成23年4月1日～ 平成24年3月19日 http://www.city.minato.tokyo
.jp/kurasi/sumai/23taiyouko
u/index.html

11/4/11 受付中 東京都 新宿区 「平成23年度 新宿区新エネルギー及び
省エネルギー機器等導入補助金制度」

新宿区内に居住または居住の予定があり、新たに住宅用太陽光発
電システムを設置する個人が対象。補助予算は各期2,500万円。

1kWあたり14万円
上限額は50万円

前期 平成23年4月15日～
後期 平成23年10月3日～

前期平成23年9月30日
後期平成24年2月29日

http://www.city.shinjuku.lg.jp
/seikatsu/file10_01_00003.ht
ml

11/4/11 受付中 東京都 墨田区 「平成23年度 地球温暖化防止設備導入
助成制度」

墨田区内で、新たに太陽光発電システム付きの住宅を購入する、も
しくは自宅に新たに太陽光発電システムを設置する場合に補助が
受けられる。集合住宅や事業所の場合も可。

1kWあたり10万円。上限額は
戸建・事業所の場合50万円、
集合住宅の場合125万円。

平成23年4月1日～ 平成24年2月29日 http://www.city.sumida.lg.jp/
sumida_info/kankyou_hozen/
ondanka_bousi/ecojyoseiseid
o.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
11/4/11 受付中 東京都 江東区 「平成23年度 江東区地球温暖化防止設

備導入助成事業（個人・住宅向け）」
江東区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個人、あるいは、区内の集合住宅の所
有者や管理組合が対象。賃貸住宅の居住者の場合、所有者の同
意を得れば可。

1kWあたり5万円。上限額は、
戸建ての場合20万円、集合
住宅の場合150万円

平成23年度 平成23年度 http://www.city.koto.lg.jp/sei
katsu/kankyo/7276/43409.h
tml

11/4/11 受付中 東京都 品川区 「新エネルギー機器導入助成事業（家庭
用）（平成23年度）」

品川区内に居住し、新たに太陽光発電システム付きの住宅を購入
する、もしくは自宅に新たに太陽光発電システムを設置する個人が
対象となる。補助予定件数は各期で15件とし、申請多数の場合は
抽選となる。

1kWあたり10万円
上限額は30万円

第1期 平成23年4月1日～
第2期 平成23年10月3日～

第1期 平成23年5月31日
第2期 平成23年11月30日

http://www.city.shinagawa.to
kyo.jp/hp/menu000013700/h
pg000013643.htm

11/4/11 受付中 東京都 大田区 「大田区住宅用太陽エネルギー利用機器
設置補助（平成23年度）」

大田区内の個人住宅・共同住宅に太陽光発電システムを設置する
個人や法人・管理組合が対象。
受付は先着順。

1kWあたり7万円
上限額は49万円

平成23年4月1日～ 平成24年2月29日 http://www.city.ota.tokyo.jp/
seikatsu/sumaimachinami/ka
nkyou/josei/taiyoenehojo/

11/4/11 受付中 東京都 杉並区 「杉並区住宅用太陽エネルギー利用機器
及び省エネルギー機器導入助成（平成23
年度）」

杉並区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
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4万円
上限額は12万円

平成23年4月4日～ 平成24年3月16日 http://www2.city.suginami.to
kyo.jp/guide/guide.asp?n1=8
0&n2=40&n3=100

11/4/11 受付中 東京都 豊島区 「平成23年度 豊島区エコ住宅普及促進
費用助成金」

豊島区内に居住または居住の予定があり、住宅に太陽光発電シス
テムを新たに設置する個人が対象。また、集合住宅の場合でも所
有者の許諾を得れば可。

1kWあたり4万円
上限額は16万円

平成23年4月1日～ 平成24年2月29日 http://www.city.toshima.lg.jp
/kankyo/ondanka/003402.ht
ml

11/4/11 受付中 東京都 武蔵野市 「太陽光利用設備・高効率給湯機器等を
設置される方への助成（平成23年度）」

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

1kWあたり3万円
上限額は10万円

平成23年4月1日～ 平成24年3月31日 http://www.city.musashino.lg
.jp/cms/guide/00/00/49/00
004967.html

11/4/11 受付中 東京都 三鷹市 「新エネルギー導入助成（平成23年度）」 三鷹市内で、新たに太陽光発電システムを設置した場合に補助が
受けられる。

1kWあたり2.5万円
上限額は10万円

平成23年度 平成23年度 http://www.city.mitaka.tokyo.
jp/c_service/000/000728.ht
ml

11/4/11 受付中 東京都 府中市 「エコハウス設備設置補助金（平成23年
度）」

府中市内に居住もしく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9
万円

平成23年4月4日～ http://www.city.fuchu.tokyo.j
p/kurasu/sekatu/kankyo/ek
ohausu/index.html

11/4/11 受付中 東京都 東村山市 「太陽光発電システム設置工事費補助金
（平成23年度）」

東村山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2kW以上の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。

設置費用の1/3、上限額は10
万円

平成23年4月1日～ 平成23年11月30日 http://www.city.higashimuray
ama.tokyo.jp/kurashi/gomi/h
ojo/taiyoukouhojyo.html

11/4/11 受付中 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（平成23年度）」

小金井市内に居住しており、住宅に自家用として、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10万円

平成22年4月1日～ 平成24年2月29日 http://www.city.koganei.lg.jp
/kakuka/kankyoubu/kankyou
seisakuka/info/newnergyhoj
o.html

11/4/11 受付中 茨城県 つくば市 「平成23年度 つくば市住宅用太陽光発電
システム設置補助制度」

つくば市内に居住または居住する予定があり、新たに住宅用太陽
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150
件。

1kWあたり3万円
上限額は9万円

平成23年4月8日～ http://www.city.tsukuba.ibar
aki.jp/173/3648/008450.html

11/4/11 受付中 千葉県 我孫子市 「平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助金」

我孫子市内に居住しており、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新築する個人が対象。

1kWあたり2.5万円
上限額は10万円

平成23年4月1日～ 平成24年2月29日 http://www.city.abiko.chiba.j
p/index.cfm/19,47178,50,752
,html

11/4/11 受付中 千葉県 君津市 「君津市住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）」

君津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
住宅用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。

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2月29日 http://www.city.kimitsu.lg.jp/
contents_detail.php?co=ser&f
rmId=3333

11/4/11 受付中 長野県 長野市 「平成23年度 長野市太陽光発電システ
ム普及促進事業補助金」

長野市内で、住宅・店舗・事業所などに新たに太陽光発電システム
を設置する個人・法人が対象

4kW以下は2.5万円/kW、4kW
を超える分は5万円/kW。上
限額は、個人で25万円、法
人で40万円。

平成23年度 平成23年度 http://www.city.nagano.naga
no.jp/pcp_portal/PortalServl
et?DISPLAY_ID=DIRECT&NE
XT_DISPLAY_ID=U000004&C
ONTENTS_ID=597711/4/11 受付中 長野県 松本市 「平成23年度 住宅用太陽光発電システ

ム設置補助金」
松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、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12万円

平成23年4月1日～ http://www.city.matsumoto.n
agano.jp/tiiki/matidukuri/kan
kyojoho/earth/pv_system/in
dex.html

11/4/11 受付中 長野県 佐久市 「平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム補助金」

佐久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3万円
上限額は12万円

平成23年4月1日～ http://www.city.saku.nagano.
jp/cms/html/category/186/i
ndex.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
11/4/11 受付中 神奈川県 平成23年度 住宅用太陽光発電補助制度 神奈川県が、県内の市町村を通じて住宅用太陽光発電補助金の上

乗せをする。各市町村に申請を行えば、自動的に県の補助金が上
乗せされて交付される。

1kWあたり1.5万円、上限額は
5.2万円

平成22年4月1日～ http://www.pref.kanagawa.jp
/osirase/05/0514/energy/p
v/subsidy.html

11/4/11 受付中 神奈川県 平塚市 「平成23年度 太陽光発電システム補助
金」

平塚市内に居住しており、住宅や併用住宅に住宅用太陽光発電シ
ステムを設置する個人が対象。補助予定件数は220件で、先着順。

1kWあたり1万円
上限額は4万円

平成23年4月1日～ 平成24年2月29日 http://www.city.hiratsuka.ka
nagawa.jp/kankyo-s/ecos-
taiyoukou.htm

11/4/11 受付中 神奈川県 逗子市 「平成23年度 逗子市住宅用太陽光発電
システム設置費補助金」

逗子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新築住宅を購入する個人が対
象。補助予定件数は40件。受付は先着順。

1kWあたり1.5万円
上限額は5.2万円

平成23年4月1日～ http://www.city.zushi.kanaga
wa.jp/syokan/kankyo/taiyou
kou/index.htm

11/4/11 受付中 神奈川県 相模原市 「住宅用太陽光発電システム設置補助
（平成23年度）―個人住宅の場合」

相模原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。補助予定件数は各期で150件。申請多数の場
合は抽選。

1kWあたり2万円
上限額は7万円

第1期 平成23年4月1日～
第2期 平成23年7月1日～
第3期 平成23年10月3日～

第1期 平成23年4月14日
第2期 平成23年7月14日
第3期 平成23年10月17日

http://www.city.sagamihara.k
anagawa.jp/kankyo/hojyo/00
1904.html

11/4/11 受付中 神奈川県 相模原市 「住宅用太陽光発電システム設置補助
（平成23年度）―共同住宅の場合」

相模原市内の共同住宅に、新たに太陽光発電システムを設置する
所有者や管理組合が対象。補助予定件数は10件。受付は先着順。

1kWあたり2万円
上限額は20万円

平成23年4月1日～ 平成23年12月28日 http://www.city.sagamihara.k
anagawa.jp/kankyo/hojyo/00
1904.html

11/4/11 受付中 神奈川県 厚木市 「平成23年度 厚木市住宅用太陽光発電
システム設置補助金」

厚木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400件。受付は先
着順。

1kWあたり1.5万円
上限額は5.2万円

平成23年4月1日～ 平成24年2月29日 http://www.city.atsugi.kanag
awa.jp/shiminbenri/kurasi/ka
nkyou/josei/d013534.html

11/4/11 受付中 神奈川県 小田原市 「住宅用太陽光発電システム設置費補助
金（平成23年度）」

小田原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133件。受付は先着順。

1kWあたり1.3万円
上限額は4.5万円

平成23年4月1日～ 平成24年3月15日 http://www.city.odawara.kan
agawa.jp/field/envi/environ/
hojyokin/p07638.html

11/4/11 受付中 神奈川県 大和市 「大和市住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）」

大和市内の住宅や併用住宅（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、第1回が100件、第2回が38件。
応募多数の場合は抽選となる。

1kWあたり1.5万円
上限額は5.2万円

第1回 平成23年4月1日～
第2回 平成23年9月1日～

第1回 平成23年4月28日
第2回 平成23年9月30日

http://www.city.yamato.lg.jp/
web/k-
soumu/solarsystem.html

11/4/11 受付中 神奈川県 大和市 「大和市住宅用太陽光発電売電補助金
（平成23年度）」

大和市内の住宅や併用住宅（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、余剰電力を売電する個人が対象。平成
23年12月31日で終了予定。

売電量1kWhあたり10円
上限額は2.1万円/年。

平成23年1月4日～ 平成23年12月28日 http://www.city.yamato.lg.jp/
web/k-
soumu/solarsystem.html

11/4/11 受付中 神奈川県 三浦郡葉山町 「住宅用太陽光発電システム設置補助金
（平成23年度）」

葉山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。補助件数は約28件。申請は先着順。

1kWあたり1.5万円
上限額は5.2万円

平成23年度 平成23年度 http://www.town.hayama.lg.jp
/about/a_12/hojyo02.html

11/4/11 受付中 神奈川県 中郡大磯町 「住宅用太陽光発電システム設置費補助
（平成23年度）」

大磯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。

1kWあたり1.5万円
上限額は5.2万円

平成23年4月1日～ 平成24年3月15日 http://www.town.oiso.kanaga
wa.jp/kurashi/kannkyou_eisei
/taiyoukouhatsuden/secchih
ojyo.html

11/4/11 受付中 神奈川県 足柄上郡中井町 「家庭用太陽光発電システム設置補助
（平成23年度）」

中井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、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25件。

1kWあたり1．5万円
上限額は5.2万円

平成23年4月1日～ http://www.town.nakai.kanag
awa.jp/forms/info/info.aspx?i
nfo_id=9232

11/4/11 受付中 神奈川県 足柄上郡開成町 「平成23年度 開成町住宅用太陽光発電
システム設置費補助」

開成町内の住宅に、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新築・購入する個人が対象。補助予定
件数は30件。申請は先着順。

1kWあたり1.5万円
上限額は5.2万円

平成23年4月1日～ 平成24年2月15日 http://www.town.kaisei.kanag
awa.jp/forms/info/info.aspx?i
nfo_id=10034

11/4/11 受付中 神奈川県 足柄上郡箱根町 「住宅用太陽光発電システム設置費補助
金（平成23年度）」

箱根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。申請は先着順。

1kWあたり2万円
上限額は6万円

平成23年4月1日～ 平成24年2月15日 http://www.town.hakone.kan
agawa.jp/hakone_j/ka/kikaku
/taiyoukouhatuden/index.ht
ml

11/4/11 受付中 神奈川県 足柄上郡山北町 「住宅用太陽光発電システム設置費補助
制度（平成23年度）」

山北町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。補助件数は、先着順
で10件。

1kWあたり2万円
上限額は6万円

平成23年4月20日～ http://www.town.yamakita.ka
nagawa.jp/contents_detail.ph
p?co=kak&frmId=441

11/4/11 受付中 神奈川県 愛甲郡愛川町 「住宅用太陽光発電設備補助事業（平成
23年度）」

愛川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。補助予定件数は57件。申請は先着順。

1kWあたり1.5万円
上限額は5.2万円

平成23年度 平成23年度 http://www.town.aikawa.kana
gawa.jp/topics/2428-1.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
11/4/11 受付中 神奈川県 愛甲郡清川村 「住宅用太陽光発電設備・太陽熱利用設

備設置補助事業（平成23年度）」
清川村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5万円
上限額は10万円

平成23年度 平成23年度 http://www.town.kiyokawa.ka
nagawa.jp/guide/sumai/busin
ess/sumai_sun.html

11/4/11 終了 神奈川県 足柄下郡湯河原
町

「湯河原町住宅用太陽光発電設備設置
補助金（平成23年度）」

湯河原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、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4万円
上限額は8万円

平成23年4月1日～　※受付
終了

平成23年4月1日～　※受
付終了

http://www.town.yugawara.k
anagawa.jp/life/kankyou/sun
light-generation.html

11/4/11 受付中 埼玉県 平成23年度　住宅用太陽光発電設備設
置補助制度

埼玉県内の住宅に太陽光発電システムを設置する個人が対象。管
理組合が集合住宅に設置する場合も可。ただし、新築住宅は対象
とならない。補助予定件数は約6,100件。申請は先着順。

1kWあたり4万円。上限額は
戸建が14万円、集合住宅が
40万円。

平成23年4月1日～ 平成23年12月15日 http://www.pref.saitama.lg.jp
/page/pv23.html

11/4/11 受付中 埼玉県 さいたま市 「さいたま市住宅用太陽光発電設備設置
補助金（平成23年度）」

自ら居住するさいたま市内の住宅や集合住宅に太陽光発電システ
ムを設置しようとする個人が対象。新たに住宅を新築する場合も対
象となる。電力受給契約の期間によって申請期間が分けられてお
り、補助予算は各期で2,500万円。申請多数の場合は抽選。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

第1期 平成23年4月1日～
第2期 平成23年7月1日～
第3期 平成23年10月3日～

第1期 平成23年4月28日
第2期 平成23年7月29日
第3期 平成23年10月31日

http://www.city.saitama.jp/w
ww/contents/126829308383
2/index.html

11/4/11 受付中 埼玉県 戸田市 「平成23年度 環境配慮型システム等設
置費補助制度」

戸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。工事着工予定日によって申請期間が異なって
おり、各期で申請多数の場合は抽選、予算に満たない場合は期間
を延長して受け付ける。

1kWあたり4万円
上限額は20万円

第1期 平成23年4月4日～
※延長して受付中
第2期 平成23年7月4日～
第3期 平成23年9月5日～
第4期 平成23年11月7日～

第1期 平成23年4月8日
※延長して受付中
第2期 平成23年7月8日
第3期 平成23年9月9日
第4期 平成23年11月11日

http://www.city.toda.saitama.
jp/453/452377.html

11/4/11 終了 埼玉県 蓮田市 「平成23年度 太陽光発電システム設置
費補助制度」

自ら居住する蓮田市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。申請多数の場合は抽選。

1件あたり5万円 平成23年4月1日～ 平成23年5月31日 http://www.city.hasuda.saita
ma.jp/citizen/life/environme
nt/taiyoukou2011.html

11/4/11 受付中 埼玉県 和光市 「平成23年度 和光市住宅用太陽光発電
システム設置補助金」

自ら居住する和光市内の住宅に、新たに太陽光発電システムを設
置する個人が対象。

kWあたり2.5万円
上限額は5万円

平成23年4月1日～ http://www.city.wako.lg.jp/ho
me/busho/_5928/_5947/_59
54/sei_6_62.html

11/4/11 受付中 埼玉県 新座市 「住宅用太陽光発電システム補助事業
（平成23年度）」

自ら居住する新座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2万円
上限額は5万円

平成23年度 平成23年度 http://www.city.niiza.lg.jp/04l
ife/appli/0902taiyoko_hatsud
en.php

11/4/11 受付中 埼玉県 行田市 「平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置補助」

行田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する個人が対象。補助予定件
数は100件。受付は先着順。

1件につき8万円 平成23年4月1日～ 平成23年12月28日 http://www.city.gyoda.lg.jp/1
5/03/11/taiyoko_23.html

11/4/11 受付中 埼玉県 羽生市 「羽生市住宅用太陽光発電装置設置補
助金（平成23年度）」

羽生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する個人が対象。既存・新築
共に可。

1kWあたり2万円、上限額は8
万円（設置経費の1/2以内）

平成23年度 平成23年度 http://www.city.hanyu.lg.jp/k
urashi/madoguchi/kankyo/0
1_life/08_kankyou/taiyoukou
/taiyoukou.html

11/4/11 受付中 埼玉県 比企郡滑川町 「滑川町住宅用太陽光発電システム設置
費補助事業（平成23年度）」

滑川町内に居住しており、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導入する個人が対象。

1件につき6万円 平成23年度 平成23年度 http://www.town.namegawa.s
aitama.jp/townsman/seikats
u/taiyoukou.htm

11/4/11 受付中 埼玉県 比企郡嵐山町 「太陽光発電・高効率給湯器等設置補助
金（平成23年度）」

嵐山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
電システムを導入する、もしくは同システム付きの住宅を新築・購入
する個人が対象。

設置費用の1/2
上限額は5万円

平成23年度 平成23年度 http://www.town.ranzan.saita
ma.jp/town/1000kurashi/103
0seikatsu/1031gomi/taiyouk
ou/index.html

11/4/11 受付中 埼玉県 比企郡ときがわ町 「ときがわ町住宅用太陽光発電システム
設置費補助金（平成23年度）」

ときがわ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
導入する、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2万円
上限額は6万円

平成23年度 平成23年度 http://www.town.tokigawa.lg.j
p/forms/info/info.aspx?info_i
d=21207

11/4/11 受付中 埼玉県 秩父郡皆野町 「住宅用太陽光発電設備設置補助制度
（平成23年度）」

皆野町内の住宅や併用住宅に新たに太陽光発電システムを導入
する、もしくは同システム付きの建売住宅を購入する個人が対象。

1件につき10万円 平成23年度 平成23年度 http://www.town.minano.sait
ama.jp/section/seikatu/546.
htm

11/4/11 受付中 埼玉県 秩父郡横瀬町 「住宅用太陽光発電システム補助金（平
成23年度）」

横瀬町内の住宅や併用住宅に新たに太陽光発電システムを導入
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年度 平成23年度 http://www.town.yokoze.sait
ama.jp/life/kurashi/kenchiku
koui.html

11/4/11 受付中 埼玉県 秩父郡東秩父村 「住宅用太陽光発電システム設置費補助
事業（平成23年度）」

東秩父村内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムを
導入する個人が対象。

1件につき10万円 平成23年度 平成23年度 http://www.vill.higashichichib
u.saitama.jp/link/106195020
4/taiyoukouhatsudenhojyo.pd
f
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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
11/4/11 受付中 埼玉県 埼玉郡宮代町 「地域内循環型エコポイント（平成23年

度）」
宮代町内に居住しており、住宅や併用住宅（居住面積が1/2以上）
に新たに太陽光発電システムを設置する個人が対象。町内で商品
の購入をすることが条件となる。

1件につき5万円 平成23年4月1日～ http://www.town.miyashiro.s
aitama.jp/WWW/wwwpr.nsf/4
91ac0d498b2b87c49256e530
0028e2d/2a32dbfa23ff69a64
92576f20017b520?OpenDoc

11/4/11 受付中 新潟県 阿賀野市 「平成23年度 住宅用太陽光発電設備補
助金制度」

阿賀野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。
市内の事業者に工事を発注すること、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4月1日～ 平成24年2月29日 http://www.city.agano.niigata
.jp/osirase/index.html#taiyou
kou

11/4/18 受付中 北海道 札幌市 市民向けエネルギーeco資金補助（平成
23年度）

札幌市内の住宅や併用住宅、共同住宅に、新たに太陽光発電シス
テムなどの省エネ機器を設置しようとする、もしくは同システム付き
の住宅を新築・購入する個人や共同住宅所有者が対象。
省エネ機器を複数同時に設置する場合は「市民向けeco＋プラス」
が適用される。

1kWにつき4万円、上限額は
12万円
「市民向けeco＋プラス」の場
合、1kWにつき9万円、上限
額は27万円

第1回 平成23年 4月11日
第2回 平成23年6月1日
第3回 平成23年7月19日第
4回 平成23年9月12日
第5回 平成23年11月1日

第1回 平成23年5月20日
第2回 平成23年7月 8日
第3回 平成23年9月2日
第4回 平成23年10月21日
第5回 平成23年12月9日

http://www.city.sapporo.jp/k
ankyo/energy/ecopro/gaiyo
u/gaiyou4.html

11/4/18 受付中 北海道 帯広市 平成23年度　太陽光発電システム導入促
進補助金

帯広市内に居住しており、太陽光発電システムを新たに設置する個
人が対象。補助予定件数は約130件。

太陽電池モジュールや配線
など、設置に要する費用の
1/2が補助され、上限は15万
円。

平成23年5月9日 平成23年12月28日 http://www.city.obihiro.hokka
ido.jp/shiminkankyoubu/kank
youka/a130601shinenerugi07
28.jsp

11/4/18 終了 北海道 北見市 北見市住宅用太陽光発電システム導入
費補助制度（平成23年度）

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。申請多
数の場合は抽選。

1kWあたり4万円
上限額は12万円

平成23年4月1日 2011/5/12 http://www.city.kitami.lg.jp/d
ocs/6448/

11/4/18 受付中 北海道 石狩市 石狩市太陽光発電システム設置費補助
金（平成23年度）

石狩市内の住宅や併用住宅（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。受付は先着順。

1kWあたり4万円
上限額は12万円

2011/4/1 http://www.city.ishikari.hokk
aido.jp/citizen/life/kankyou0
5016.html

11/4/18 受付中 北海道 岩見沢市 岩見沢市太陽光発電設備設置補助金
（平成23年度）

岩見沢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。工事施工業者は岩見沢市内の建設業者に
限る。

工事費の10％が補助され、
上限額は30万円
優遇世帯（65歳以上、障がい
者、子ども（小学生以下）の
いる世帯等を指す）の場合
は、工事費の15％が補助さ
れ、上限額は45万円

平成23年度 http://www.city.iwamizawa.h
okkaido.jp/i/kurasi/douro/tai
you.htm

11/4/18 終了 北海道 網走郡美幌町 太陽光発電システム設置モニター募集
（平成23年度）

美幌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、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。補助予定件数は、10件。太陽電池の
最大出力の合計値が2kW以上10kW未満の未使用品が対象。また、
発電システム設置後1年間は、「発生電力量」「売買電力量」「消費
電力量」「省エネ度」などについて定期報告が必要。補助予定件数
は20件で、申請多数の場合は抽選となる。

1件につき10万円 2011/4/1 2011/5/11 http://www.town.bihoro.hokk
aido.jp/keizai/syoukoukanko
u/syoukou/taiyoukoumonita.
html

11/4/18 受付中 北海道 斜里郡斜里町 「住宅用太陽光発電システム設置補助事
業（平成23年度）」

斜里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新築住宅を購入する個人が対
象。補助予算は665万円（約20件分）町内の事業者に工事を発注す
ることが条件となる。国の太陽光発電補助金との併用も可能。

1kWあたり7万円
上限は35万円

2011/4/1 http://www.town.shari.hokkai
do.jp/02life/10seikatsu_kank
yo/catetemp3_life/2009-
1001-1618-22.html

11/4/18 受付中 北海道 斜里郡清里町 住宅用太陽光発電システム導入費補助
事業（平成23年度）

清里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、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。

1kWあたり6万円
上限は30万円

2011/4/4 平成24年4月28日 http://www.town.kiyosato.ho
kkaido.jp/homepage.nsf/doc/
18C6C4B76CFCC590492575
EF0020B099?OpenDocumen
t11/4/18 受付中 北海道 河東郡上士幌町 上士幌町住宅用太陽光発電システム導

入補助金（平成23年度）
上士幌町内の住宅（新築・既築）に新たに太陽光発電システムを設
置する、又は太陽光発電システム付きの住宅を購入する個人が対
象。中古住宅購入の場合も、システムを新設する場合は可。国の補
助金制度との併用も可能。補助予定件数は8件。

1kWあたり7万円
上限額は25万円

2011/4/1 2011/10/31 http://www.kamishihoro.jp/ki
kaku/taiyoukou.html

11/4/18 受付中 北海道 河東郡鹿追町 鹿追町住宅用太陽光発電システム導入
費補助制度（平成23年度）

鹿追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。募集予定件数は20件。

1kWあたり7万円
上限額は20万円

2011/4/1 2012/1/31 http://www.town.shikaoi.hok
kaido.jp/town/n-
page/index247.html
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11/4/18 終了 北海道 中川郡幕別町 住宅太陽光発電システム導入の補助（平

成23年度）
幕別町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、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20件で、申し込み多数の場合、6月上
旬に抽選が行われる。

3kWまでは1kWあたり4万円
それ以上は1kWあたり3万円
上限は15万円。

2011/4/4 2011/5/20 http://www.town.makubetsu.l
g.jp/makubetsucho/choumin
ka/kankyoeiseikakari/peretto
_2_2.jsp

11/4/18 受付中 北海道 野付郡別海町 平成23年度 別海町住宅用太陽光発電シ
ステム補助事業

別海町内に居住もしく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、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。受付は先着順。

1kWあたり3.5万円
上限は35万円

2011/4/1 http://betsukai.jp/blog/0001
/index.php?ID=1450

11/4/18 受付中 北海道 斜里郡小清水町 住宅用太陽光発電システム導入事業補
助制度（平成23年度）

小清水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、もしくは同システム付きの建売住宅を購
入する個人が対象。平成26年度まで実施される予定。

1kWあたり7万円
上限は28万円

平成23年度 http://www.dosanko.co.jp/ko
simizu/kurasi/jyumin/cyoumi
nseikatu/index007.html

11/4/18 受付中 北海道 常呂郡佐呂間町 住宅用太陽光発電システム設置費補助
金（平成23年度）

佐呂間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、もしくは同システム付きの住宅を新築・購
入する個人が対象。メーカーが発行する施工店IDを取得した町内
の事業者に、工事を発注することが条件となる。また、この補助金
制度は平成26年度末まで実施される予定。

1kWあたり3万円 平成23年度 http://www.town.saroma.hok
kaido.jp/osirase/taiyoukouha
tuden-hojo.pdf

11/4/18 受付中 北海道 紋別郡遠軽町 住宅用太陽光発電システムモニター事業
（平成23年度）

遠軽町内に居住もしく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、もしくは同システム付きの住宅を購入す
る個人を対象に、モニター制度が設けられている。借家の場合、所
有者の同意が必要。また、町内の事業者からシステムを購入する
場合に限る。補助予定件数は50件。システム設置後1年間、定期報
告が必要となる。
太陽光発電システムを設置する住宅が町内の事業者の施工による
新築である場合は追加補助がある。

1件につき30万円
町内の事業者の施工による
新築の場合は1件につき70
万円

平成23年度 http://engaru.jp/gyousei_info
/03kikaku/sin-energy-
josei/secchi-hojo.html

11/4/18 受付中 北海道 紋別郡湧別町 湧別町クリーンエネルギー補助事業（平
成23年度）

湧別町内に居住または居住の予定があり、新たに太陽光発電シス
テム付きの住宅を購入する、もしくは同システム付きの住宅を新築・
購入する個人が対象。平成24年度末まで実施される予定。

1kWあたり21万円
上限額は84万円

平成23年度 http://www.city.kitami.lg.jp/d
ocs/6448/

11/4/18 受付中 北海道 川上郡弟子屈町 太陽光発電設置支援制度（平成23年度） 弟子屈町内に居住もしく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、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
上限は15万円

2011/4/1 http://www.town.yubetsu.lg.j
p/40gyosei/05policy/clean/t
aiyoko.html

11/4/18 受付中 北海道 上川郡和寒町 住宅用太陽光発電システム設置事業（平
成23年度）

和寒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。国の太陽光発電補助金との併
用も可能。

1kWあたり3万円
上限は15万円

平成23年度 http://www.town.wassamu.h
okkaido.jp/kakuka/soumu/m
atidukuri/syouene/syouene_
Main.html

11/4/18 受付中 東京都 港区 「住宅用太陽光発電システム設置費助成
（平成23年度）」

港区内の住宅や共同住宅に、新たに住宅用太陽光発電システムを
設置する個人・管理組合が対象。

1kWあたり10万円、上限額は
30万円

2011/4/1 2012/3/19 http://www.city.minato.tokyo
.jp/kurasi/sumai/23taiyouko
u/index.html

11/4/18 受付中 東京都 墨田区 「平成23年度 地球温暖化防止設備導入
助成制度」

墨田区内で、新たに太陽光発電システム付きの住宅を購入する、も
しくは自宅に新たに太陽光発電システムを設置する場合に補助が
受けられる。集合住宅や事業所の場合も可。

1kWあたり10万円。上限額は
戸建・事業所の場合50万円、
集合住宅の場合125万円。

2011/4/1 2012/2/29 http://www.city.sumida.lg.jp/
sumida_info/kankyou_hozen/
ondanka_bousi/ecojyoseiseid
o.html

11/4/18 受付中 東京都 杉並区 「杉並区住宅用太陽エネルギー利用機器
及び省エネルギー機器導入助成（平成23
年度）」

杉並区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
太陽光発電システムを設置する個人が対象。

1kWあたり4万円、上限額は
12万円

2011/4/4 2012/3/16 http://www2.city.suginami.to
kyo.jp/guide/guide.asp?n1=8
0&n2=40&n3=100

11/4/18 受付中 東京都 豊島区 「平成23年度 豊島区エコ住宅普及促進
費用助成金」

豊島区内に居住または居住の予定があり、住宅に太陽光発電シス
テムを新たに設置する個人が対象。また、集合住宅の場合でも所
有者の許諾を得れば可。

1kWあたり4万円、上限額は
16万円

2011/4/1 2012/2/29 http://www.city.toshima.lg.jp
/kankyo/ondanka/003402.ht
ml

11/4/18 受付中 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（平成23年度）

北区内の住宅や事業所、建築物に新たに太陽光発電システムを設
置する個人・事業者・管理組合が対象。区内に居住予定、あるいは
事業所を所有予定の場合も可。

国の補助を受ける場合は
1kWあたり4万円、上限額が8
万円
受けない場合は1kWあたり8

平成23年度 http://www.city.kita.tokyo.jp/
docs/service/300/030061.ht
m

11/4/18 受付中 東京都 荒川区 エコ助成金交付制度（平成23年度） 荒川区内で、新たに太陽光発電システムを設置する個人・事業者
が対象。

1kWあたり2万円
上限額は20万円

平成23年度 http://www.city.arakawa.toky
o.jp/ecocenter/ecojosei/23e
co_jyosei.html

11/4/18 受付中 東京都 大田区 「大田区住宅用太陽エネルギー利用機器
設置補助（平成23年度）」

大田区内の個人住宅・共同住宅に太陽光発電システムを設置する
個人や法人・管理組合が対象。

1kWあたり7万円、上限額は
49万円

2011/4/1 2012/2/29 http://www.city.ota.tokyo.jp/
seikatsu/sumaimachinami/ka
nkyou/josei/taiyoenehojo/
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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 東京都 台東区 平成23年度住宅用エコ助成金制度 台東区内に居住しており、住宅に太陽光発電システムを設置する

個人・法人や、集合住宅に同システムを設置する管理組合などが
対象。受付は先着順。

1kWあたり7.5万円
上限額は30万円

2011/4/1 http://www.city.taito.lg.jp/ind
ex/kurashi/kankyo/jyoseisei
do/donyu.html

11/4/18 受付中 東京都 板橋区 住宅用新エネルギー及び省エネルギー
機器導入補助金制度（平成23年度）

板橋区内に居住しており、住宅に太陽光発電システムを新たに設
置する個人が対象。また、集合住宅の場合でも所有者の許諾を得
れば可。

1kWあたり2.5万円
上限額は10万円

2011/4/1 2012/3/19 http://www.city.itabashi.toky
o.jp/c_kurashi/004/004900.h
tml

11/4/18 受付中 東京都 葛飾区 太陽光発電システム設置助成金（平成23
年度）

葛飾区内の住宅に、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。居住予定の場合も可。設置後、区が定める「かつしか
エコファミリー」として登録し、利用状況などの定期報告をする必要
がある。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

2011/4/1 2012/3/15 http://www.city.katsushika.lg
.jp/33/155/001548.html

11/4/18 受付中 東京都 新宿区 「平成23年度 新宿区新エネルギー及び
省エネルギー機器等導入補助金制度」

新宿区内に居住または居住の予定があり、新たに住宅用太陽光発
電システムを設置する個人が対象。補助予算は各期2,500万円。

1kWあたり14万円、上限額は
50万円

前期 平成23年4月15日
後期 平成23年10月3日

前期 平成23年9月30日
後期 平成24年2月29日

http://www.city.shinjuku.lg.jp
/seikatsu/file10_01_00003.ht
ml

11/4/18 受付中 東京都 品川区 「新エネルギー機器導入助成事業（家庭
用）（平成23年度）」

品川区内に居住し、新たに太陽光発電システム付きの住宅を購入
する、もしくは自宅に新たに太陽光発電システムを設置する個人が
対象となる。補助予定件数は各期で15件とし、申請多数の場合は
抽選となる。

1kWあたり10万円、上限額は
30万円

第1期 平成23年4月1日
第2期 平成23年10月3日

第1期 平成23年5月31日
第2期 平成23年11月30日

http://www.city.shinagawa.to
kyo.jp/hp/menu000013700/h
pg000013643.htm

11/4/18 受付中 東京都 練馬区 平成23年度　練馬区地球温暖化対策設
備設置補助制度

練馬区内に居住しており、住宅に太陽光発電システムを設置した個
人が対象。申請多数の場合は各期で抽選となる。

上限額8万円 第1期 平成23年4月15日
第2期 平成23年7月19日
第3期 平成23年11月16日

第1期 平成23年7月15日
第2期 平成23年11月15日
第3期 平成24年2月15日

http://www.city.nerima.tokyo
.jp/kurashi/shigoto/kankyo/
hojo/hojo.html

11/4/18 受付中 東京都 江東区 「平成23年度 江東区地球温暖化防止設
備導入助成事業（個人・住宅向け）」

江東区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個人、あるいは、区内の集合住宅の所
有者や管理組合が対象。賃貸住宅の居住者の場合、所有者の同
意を得れば可。

1kWあたり5万円。上限額は、
戸建ての場合20万円、集合
住宅の場合150万円

平成23年度 http://www.city.koto.lg.jp/sei
katsu/kankyo/7276/43409.h
tml

11/4/18 受付中 東京都 足立区 「平成23年度 足立区住宅用太陽光発電
システム設置費補助金」

足立区内に居住しており、住宅に太陽光発電システムを新たに設
置した個人が対象。また、集合住宅にシステムを設置した管理組合
も対象となる。

1kWあたり7万円、上限額は
30万円

平成23年度 http://www.city.adachi.tokyo.
jp/020/d06400214.html?ref=
rss

11/4/18 受付中 東京都 武蔵野市 「太陽光利用設備・高効率給湯機器等を
設置される方への助成（平成23年度）」

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

1kWあたり3万円、上限額は
10万円

2011/4/1 2012/3/31 http://www.city.musashino.lg
.jp/cms/guide/00/00/49/00
004967.html

11/4/18 受付中 東京都 東村山市 「太陽光発電システム設置工事費補助金
（平成23年度）」

東村山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2kW以上の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。

設置費用の1/3、上限額は10
万円

2011/4/1 2011/11/30 http://www.city.higashimuray
ama.tokyo.jp/kurashi/gomi/h
ojo/taiyoukouhojyo.html

11/4/18 受付中 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（平成23年度）」

小金井市内に居住しており、住宅に自家用として、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10万円

2011/4/1 2012/2/29 http://www.city.koganei.lg.jp
/kakuka/kankyoubu/kankyou
seisakuka/info/newnergyhoj
o.html

11/4/18 受付中 東京都 立川市 太陽エネルギー利用機器設置費補助金
（平成23年度）」

立川市内に居住しており、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対象。

1kWあたり3万円
上限額は15万円

2011/4/1 http://www.city.tachikawa.lg.j
p/cms-
sypher/www/service/detail.j
sp?id=4120

11/4/18 終了 東京都 町田市 平成23年度 町田市住宅用太陽光発電シ
ステム設置補助制度

町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。補助予算は1,500万円。

1kWあたり3万円
上限額は20万円

2011/5/9 2011/5/16 http://www.city.machida.toky
o.jp/kurashi/kankyo/hozen_
midori/mondaitotorikumi/kak
uhojo/2011_taiyo.html

11/4/18 新規 東京都 羽村市 平成23年度 住宅用太陽光発電システム
助成金

羽村市内に1年以上居住しており、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住宅を購入した個人が対
象。受付は各期内で先着順。

1件につき5万円 第1期 平成23年6月1日
第2期 平成23年11月1日

第1期 平成23年8月20日
第2期 平成24年1月20日

http://www.city.hamura.toky
o.jp/0000003022.html

11/4/18 受付中 東京都 三鷹市 「新エネルギー導入助成（平成23年度）」 三鷹市内で、新たに太陽光発電システムを設置した場合に補助が
受けられる。

1kWあたり2.5万円、上限額は
10万円

平成23年度 http://www.city.mitaka.tokyo.
jp/c_service/000/000728.ht
ml

11/4/18 受付中 東京都 府中市 「エコハウス設備設置補助金（平成23年
度）」

府中市内に居住もしく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9
万円

2011/4/4 http://www.city.fuchu.tokyo.j
p/kurasu/sekatu/kankyo/ek
ohausu/index.html
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11/4/18 受付中 東京都 福生市 住宅用省エネルギー・新エネルギー設備

助成金交付制度
福生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801万円で、抽選が行われる。申請
希望者は往復はがきでの応募が必要。

1kWあたり5万円、15万円 第1期 ～平成23年10月7
日
第2期 ～平成24年1月11
日

http://www.city.fussa.tokyo.j
p/life/environment/approac
h/88vtda000001mtbi.html

11/4/18 受付中 東京都 西多摩郡瑞穂町 瑞穂町住宅用環境配慮型機器購入費助
成金（平成23年度）」

瑞穂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
置した、あるいは同システム付きの住宅を購入した個人が対象。受
付は先着順。

1kWにつき5万円
上限額は15万円

2011/4/1 2012/3/30 http://www.town.mizuho.toky
o.jp/kankyou/kankyoukiki/ka
nkyoukiki.htm

11/4/18 受付中 茨城県 水戸市 平成23年度 住宅用太陽光発電システム
設置補助制度

水戸市内に居住または居住する予定があり、新たに住宅用太陽光
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

2011/4/1 http://www.city.mito.lg.jp/vie
w.rbz?of=1&amp;ik=0&amp;pn
p=14&amp;cd=946

11/4/18 受付中 茨城県 つくば市 「平成23年度 つくば市住宅用太陽光発電
システム設置補助制度」

つくば市内に居住または居住する予定があり、新たに住宅用太陽
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150
件。

1kWあたり3万円
上限額は9万円

2011/4/8 http://www.city.tsukuba.ibar
aki.jp/173/3648/008450.html

11/4/18 受付中 茨城県 日立市 平成23年度 日立市太陽光発電システム
普及促進事業

日立市内に居住または居住の予定があり、新たに住宅用太陽光発
電システムを設置する個人が対象。国による補助金交付が決定し
ていることが条件。補助予算は1,000万円。

1kWあたり3万円
上限額は10万円

2011/4/1 http://www.city.hitachi.ibara
ki.jp/viewer/info.html?id=427
4

11/4/18 受付中 茨城県 土浦市 平成23年度 土浦市環境配慮型設備（太
陽光システム・高効率給湯器）設置費補
助事業

土浦市内に、新たに太陽光発電システム付きの住宅を購入する、も
しくは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。店
舗併用住宅も可。受付は先着順。

1kWあたり4万円
上限額は16万円

2011/4/1 http://www.city.tsuchiura.lg.j
p/index.php?code=2503

11/4/18 新規 茨城県 常総市 平成23年度常総市住宅用太陽光発電シ
ステム補助制度

常総市内に居住または居住の予定があり、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する個人が対象。受付は
先着順。

1kWあたり3万円、上限10万
円

平成23年5月10日 http://www.city.joso.lg.jp/jos
o/www/documents/04191.p
df

11/4/18 受付中 茨城県 常陸太田市 家庭におけるエコ製品の設置費補助（平
成23年度）

常陸太田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10万
円

平成23年度 http://www.city.hitachiota.ib
araki.jp/index.php?code=100
2

11/4/18 受付中 茨城県 常陸大宮市 太陽光発電システム設置整備事業補助
金（平成23年度）

常陸大宮市内に居住しており、新たに住宅用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。店舗等との併用住宅も対象となる。

1kWあたり3万円
上限額は10万円

2011/4/1 2011/12/28 http://www.city.hitachiomiya.
lg.jp/reiki01/reiki_honbun/ar
06410101.html

11/4/18 受付中 茨城県 神栖市 住宅用太陽光発電システム設置促進事
業補助金（平成23年度）

神栖市内に居住または居住の予定があり、新たに住宅用太陽光発
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対象と
なる。

1kWあたり5万円
上限額は20万円

平成23年度 http://www.city.kamisu.ibara
ki.jp/dd.aspx?menuid=1723

11/4/18 受付中 茨城県 那珂郡東海村 東海村住宅用太陽光発電システム設置
整備事業補助金（平成23年度）

東海村内に居住しており、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。補
助予定件数は70件で、受付は先着順。

1kWあたり6万円
上限額は24万円

2011/4/1 http://www.vill.tokai.ibaraki.jp
/viewer/info.html?id=236&a
mp;bcn=search

11/4/18 受付中 千葉県 我孫子市 「平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助金」

我孫子市内に居住しており、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新築する個人が対象。

1kWあたり2.5万円、上限額は
10万円

2011/4/1 2012/2/29 http://www.city.abiko.chiba.j
p/index.cfm/19,47178,50,752
,html

11/4/18 受付中 千葉県 君津市 「君津市住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）」

君津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
住宅用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。

1kWあたり3万円、上限額は
12万円

2011/4/1 2012/2/29 http://www.city.kimitsu.lg.jp/
contents_detail.php?co=ser&f
rmId=3333

11/4/18 受付中 千葉県 市川市 市川市住宅用太陽光発電システム設置
助成事業（平成23年度

市川市内に居住しており、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。受
付は先着順。

1kWあたり2万円、上限額は
10万円

2011/4/1 2012/2/29 http://www.city.ichikawa.lg.jp
/env01/1221000005.html

11/4/18 受付中 千葉県 松戸市 松戸市住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）

松戸市内に居住しており、住宅（戸建）に新たに太陽光発電システ
ムを設置する、もしくは、市内に新たに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1万円、上限額3万
円

2011/4/1 2012/2/29 http://www.city.matsudo.chi
ba.jp/index/kurashi/seikatsu
kankyou/
tikyuuondanka/hojokin/hojo_
matsudo_taiyoko.html11/4/18 受付中 千葉県 習志野市 住宅用太陽光発電システム設置費補助

制度（平成23年度）
習志野市内に居住しており、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。受付は先着順。

1kWあたり2.5万円、上限額
10万円

2011/4/1 2012/2/29 http://www.city.narashino.ch
iba.jp/joho/soshiki/kankyo/s
hizenhogo/
news/jyuutakuyoutaiyoukouh
atsudenhojo/index.html
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11/4/18 受付中 千葉県 袖ケ浦市 袖ケ浦市住宅用太陽光発電システム設

置補助金（平成23年度）
袖ケ浦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。補助予定件数は30件で受付
は先着順。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
12万円

2011/4/1 http://www.city.sodegaura.c
hiba.jp/kakuka/kankyo/kanky
o/
hozenn/taiyoukouh21syuury
ou.html

11/4/18 受付中 千葉県 白井市 白井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）

白井市内に居住しており、市内の住宅や併用住宅（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、もしくは同システ
ム付きの市内の新築住宅を購入した個人が対象。受付は先着順。

1kWあたり2.5万円、上限額
10万円

2011/4/1 2012/2/29 http://city.shiroi.chiba.jp/det
ail/560465876.html

11/4/18 受付中 千葉県 市原市 平成23年度 市原市住宅用太陽光発電シ
ステム設置補助金

市原市内に居住しており、市内の住宅（併用住宅を含む）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。

1件につき2.5万円。市内業者
が施工した場合は1件につき
3.5万円。

第1期 平成23年4月1日
第2期 平成23年10月3日

第1期 平成23年9月30日
第2期 平成24年2月9日

http://www.city.ichihara.chib
a.jp/060kankyou/kankyou_sei
saku/
solarpanel/solarpanel.html

11/4/18 受付中 千葉県 船橋市 平成23年度 船橋市住宅用太陽光発電シ
ステム設置促進事業補助金

船橋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市内の住宅を購入す
る個人が対象。補助予算は合計1,500万円で、申請多数の場合は
抽選となる。

1kWあたり2万円、上限額8万
円

第1期 平成23年5月9日
第2期 平成23年9月26日

第1期 平成23年5月13日
第2期 平成23年9月30日

http://www.city.funabashi.chi
ba.jp/kurashi/kankyou/0007
/p003394.html

11/4/18 受付中 千葉県 成田市 成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）

成田市内の住宅に、新たに太陽光発電システムを設置した個人、も
しくは同システム付きの市内の住宅を購入した個人が対象。店舗と
の併用住宅も可。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12
万円

平成23年度 http://www.city.narita.chiba.j
p/sisei/sosiki/kankei/solar_e
nrgy.html

11/4/18 受付中 千葉県 旭市 「旭市太陽光発電設置費補助金（平成23
年度）」

旭市内に居住または居住の予定があり、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市内の住宅を購入する個
人が対象。平成24年度まで実施される予定。

1kWあたり2.5万円、上限額
10万円

平成23年度 http://www.city.asahi.lg.jp/se
ction/kankyo/news/2010-
0426-1004-8.html

11/4/18 受付中 千葉県 印西市 平成23年度 太陽光発電システム等設置
費補助

印西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住宅を新築・購入する個人が
対象。共同住宅にシステムを設置する管理組合も対象となる。

戸建ての場合、1kWあたり4
万円、上限額16万円。共同
住宅の場合、1kWあたり5万
円、上限額50万円

平成23年度 http://www.city.inzai.chiba.jp
/www/contents/130084449
9953/index.html

11/4/18 新規 千葉県 流山市 太陽光発電設備設置奨励事業（平成23
年度）

流山市内に1年以上居住しており、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。市内の事業者が設置することが条件と
なる。受付は先着順。

1kWあたり3万円、上限額は
12万円

2011/6/1 http://www.city.nagareyama.
chiba.jp/section/kankyouhoz
en/taiyoukou2011.htm

11/4/18 受付中 千葉県 鴨川市 平成23年度 鴨川市住宅用太陽光発電シ
ステム設置補助事業

鴨川市内に居住または居住の予定があり、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市内の住宅を購入する
個人が対象。

1kWあたり2万円、上限額8万
円

2011/4/1 2012/1/31 http://www.city.kamogawa.lg.
jp/JP/0007/0067/00002868
_7_67.html

11/4/18 受付中 山梨県 住宅用太陽光発電設備設置費補助金制
度（平成23年度）

山梨県内の既設の住宅や併用住宅に、金融機関等から融資を受
けて住宅用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468件で、受付は先着順。

補助金額については、償還
期間中の利子相当額（年利
1％、元利均等返済による）、
上限額10万円

2011/4/1 http://www.pref.yamanashi.jp
/kankyo-sozo/solar.html

11/4/18 受付中 山梨県 山梨市 「山梨市住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）」

山梨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2万円。上限10万
円

2011/4/1 2012/1/31 http://www.city.yamanashi.y
amanashi.jp/news/2011-
0201-0939-50.html

11/4/18 受付中 山梨県 中央市 中央市住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）

中央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する、もしくは同システム付き
の住宅を新築・購入する個人が対象。

1kWあたり5万円。上限額は
17.5万円

2011/4/1 http://www.city.chuo.yamana
shi.jp/sougou/benri.php?id=3
64

11/4/18 受付中 長野県 長野市 「平成23年度 長野市太陽光発電システ
ム普及促進事業補助金」

長野市内で、住宅・店舗・事業所などに新たに太陽光発電システム
を設置する個人・法人が対象

4kW以下は2.5万円/kW、4kW
を超える分は5万円/kW。上
限額は、個人で25万円、法
人で40万円。

平成23年度 http://www.city.nagano.naga
no.jp/pcp_portal/PortalServl
et?DISPLAY_ID=DIRECT&NE
XT_DISPLAY_ID=U000004&C

11/4/18 受付中 長野県 松本市 「平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置補助金」

松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、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
12万円

2011/4/1 http://www.city.matsumoto.n
agano.jp/tiiki/matidukuri/kan
kyojoho/earth/pv_system/in
dex.html

11/4/18 受付中 長野県 佐久市 「平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム補助金」

佐久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3万円、上限額は
12万円

2011/4/1 http://www.city.saku.nagano.
jp/cms/html/category/186/i
ndex.html

11/4/18 受付中 長野県 岡谷市 太陽光発電システム設置補助金－地球
にやさしい暮らし応援補助金－（平成23
年度）

岡谷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4万円
上限額は15万円

2011/4/1 http://www.city.okaya.lg.jp/o
kayasypher/www/info/detail.
jsp?id=5937
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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
11/4/18 受付中 長野県 伊那市 伊那市住宅用太陽光発電システム設置

補助金（平成23年度）
伊那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
同システム付きの市内の住宅を購入する個人が対象。賃貸の場合
は、所有者の同意があれば可。補助予算は1,800万円。

1kWあたり3万円
上限額は15万円

2011/4/1 http://www.city.ina.nagano.jp
/view.rbz?of=1&amp;ik=0&am
p;pnp=14&amp;cd=3005

11/4/18 受付中 長野県 茅野市 「住宅用新エネルギー機器等普及促進補
助金（平成23年度）」

茅野市内の住宅に、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建築する個人が対象。

設置費用の10％。上限額
は、市内の業者が設置する
場合は20万円、それ以外の
場合は10万円

2011/4/1 http://www.city.chino.lg.jp/ct
g/04050030/04050030.html

11/4/18 受付中 長野県 諏訪市 平成23年度 住宅用太陽光発電システム
設置補助金

諏訪市内の住宅に、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。

1kWあたり3万円
上限額は9万円

平成23年度 http://www.city.suwa.lg.jp/w
ww/service/detail.jsp?id=837

11/4/18 受付中 長野県 駒ヶ根市 住宅用太陽光発電システム設置補助（平
成23年度）

駒ヶ根市内の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、もしくは市内の事業所に太陽光発電システムを設
置する事業者が対象。

1kWあたり5万円、上限額は
25万円

平成23年度 http://www.city.komagane.na
gano.jp/index.php?f=hp&ci=1
0106&i=11539

11/4/18 受付中 長野県 大町市 平成23年度 太陽光発電システム補助金 大町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3万円
上限額は15万円

平成23年度 http://www.city.omachi.naga
no.jp/ctg/00007221/000072
21.html

11/4/18 受付中 長野県 東御市 住宅用太陽光発電システム設置補助事
業（平成23年度）

東御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。

1kWあたり2万円
上限額は10万円

平成23年度 http://www.city.tomi.nagano.j
p/matidukuri/zyoseijigyou/h
appy_sunshine.html

11/4/18 受付中 長野県 塩尻市 塩尻市新エネルギー設備設置費補助金
（平成23年度）

塩尻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。

1kWあたり3.5万円
上限額は15万円

2011/4/1 http://www.city.shiojiri.nagan
o.jp/ctg/320043/320043.htm
l

11/4/18 受付中 長野県 安曇野市 太陽光発電システム設置補助金（平成23
年度）

安曇野市内の住宅や併用住宅（店舗、事務所など）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12万円

2011/4/1 http://www.city.azumino.nag
ano.jp/kurashi/gomi/taiyouk
ou_hojo.html

11/4/18 受付中 長野県 木曽郡木曽町 平成23年度 木曽町新エネルギー普及促
進事業補助金

木曽町内の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10件。国の太陽光発電補助金との併用も可能。

1kWあたり3万円
上限額は15万円

2011/4/1 http://www.town-
kiso.com/kurasu/kankyo/00
1829.html

11/4/18 受付中 長野県 上高井郡高山村 住宅用太陽光発電システム設置補助制
度（平成23年度）

高山村内に居住しており、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。国の太陽光発電補助金制度との併用も可能。

1kWあたり7万円
上限額は35万円

2011/4/1 http://www.vill.takayama.nag
ano.jp/admin/general_affairs_
news/pv_system2011.html

11/4/18 受付中 長野県 埴科郡坂城町 住宅用太陽光発電システム設置事業補
助金（平成23年度）

坂城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、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との併用も可能。

1kWあたり1.5万円
上限額は7.5万円

平成23年度 http://www.town.sakaki.naga
no.jp/living/W009H0000054.h
tml

11/4/18 受付中 長野県 諏訪郡富士見町 太陽光発電システム設置補助金（平成23
年度）

富士見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。

1kWあたり3.5万円
上限額は14万円

2011/4/1 http://www.town.fujimi.nagan
o.jp/page/kensetu-seikatu-
contents11.html

11/4/18 受付中 神奈川県 平成23年度 住宅用太陽光発電補助制度 神奈川県が、県内の市町村を通じて住宅用太陽光発電補助金の上
乗せをする。各市町村に申請を行えば、自動的に県の補助金が上
乗せされて交付される。

1kWあたり1.5万円、上限額は
5.2万円

平成23年4月1日 http://www.pref.kanagawa.jp
/cnt/f6705/p20612.html

11/4/18 受付中 神奈川県 横浜市 平成23年度 住宅用太陽光・太陽熱利用
システム設置費補助事業

横浜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
個人が対象。補助件数は2,000件。

1kWあたり1.5万円
上限額は6万円

2011/4/1 2012/2/15 http://www.city.yokohama.lg.
jp/kankyo/ondan/solar/

11/4/18 受付中 神奈川県 南足柄市 南足柄市住宅用太陽光発電システム設
置等補助金制度（平成23年度）

南足柄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。

1kWあたり1万円
上限額は4万円

2011/4/1 http://www.city.minamiashig
ara.kanagawa.jp/kurashi/gom
i/kankyou/jyuutakuyou_taiyo
uhashuden.html

11/4/18 受付中 神奈川県 大和市 「大和市住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）」

大和市内の住宅や併用住宅（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、第1回が100件、第2回が38件。
余剰電力の売電補助制度もある。

1kWあたり1.5万円
上限額は5.2万円

第1回平成23年4月1日
第2回平成23年9月1日

第1回平成23年4月28日
第2回平成23年9月30日

http://www.city.yamato.lg.jp/
web/k-
soumu/solarsystem.html

11/4/18 受付中 神奈川県 相模原市 「住宅用太陽光発電システム設置補助
（平成23年度）―個人住宅の場合」

相模原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。補助予定件数は各期で150件。

1kWあたり2万円
上限額は7万円

第1期平成23年4月1日
第2期平成23年7月1日
第3期平成23年10月3日

第1期平成23年4月14日
第2期平成23年7月14日
第3期平成23年10月17日

http://www.city.sagamihara.k
anagawa.jp/kankyo/hojyo/00
1904.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 神奈川県 平塚市 「平成23年度 太陽光発電システム補助

金」
平塚市内に居住しており、住宅や併用住宅に住宅用太陽光発電シ
ステムを設置する個人が対象。補助予定件数は220件で、先着順。

1kWあたり1万円
上限額は4万円

2011/4/1 2012/2/29 http://www.city.hiratsuka.ka
nagawa.jp/kankyo-s/ecos-
taiyoukou.htm

11/4/18 受付中 神奈川県 逗子市 「平成23年度 逗子市住宅用太陽光発電
システム設置費補助金」

逗子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新築住宅を購入する個人が対
象。補助予定件数は40件。

1kWあたり1.5万円
上限額は5.2万円

2011/4/1 http://www.city.zushi.kanaga
wa.jp/syokan/kankyo/taiyou
kou/index.htm

11/4/18 受付中 神奈川県 川崎市 平成23年度 川崎市住宅用太陽光発電設
備設置補助事業

川崎市内に居住または居住の予定があり、住宅に太陽光発電シス
テムを設置する個人が対象。補助予定件数は900件。管理組合が
集合住宅に設置する場合も対象になり、補助予定件数は3件。

1kWあたり2.5万円、上限額は
8.7万円。管理組合の場合は
1kWあたり7万円、上限額は
70万円。

2011/4/1 2012/2/15 http://www.city.kawasaki.jp/
30/30titan/home/hojo/hojo.
htm

11/4/18 受付中 神奈川県 横須賀市 住宅用太陽光発電システム設置費補助
金（平成23年度）

横須賀市内に居住もしく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導入する、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230件で、受付は先
着順。

1kWあたり1.5万円
上限額は5.2万円

2011/4/15 http://www.city.yokosuka.ka
nagawa.jp/4110/kankyou_sol
ar/index.html

11/4/18 終了 神奈川県 鎌倉市 平成23年度 鎌倉市住宅用太陽光発電シ
ステム設置費補助

鎌倉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
同システム付きの新築住宅を購入する個人が対象。補助予定件数
は53件で、申請多数の場合は抽選となる。

1kWあたり1.5万円
上限額は5.2万円

2011/5/16 2011/5/27 http://www.city.kamakura.ka
nagawa.jp/kankyo/h23taiyou
kou.html

11/4/18 受付中 神奈川県 秦野市 平成23年度 住宅用太陽光発電システム
補助金

秦野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。補助件数は120件で、受付は先着順。

1kWあたり1.5万円
上限額は5万円

2011/4/15 http://navi.city.hadano.kanag
awa.jp/k-
hozen/ryokusei/ondanka/hoj
o/taiyoukouhojo2.index.html

11/4/18 終了 神奈川県 伊勢原市 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）

伊勢原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70件で、申請多
数の場合は抽選となる。

1kWあたり1.5万円
上限額は5.2万円

2011/5/16 2011/5/30 http://www.city.isehara.kana
gawa.jp/kakuka/keizai/kanky
o/solar_system.htm

11/4/18 受付中 神奈川県 綾瀬市 住宅用太陽光発電設備設置補助金（平
成23年度）

綾瀬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
住宅用太陽光発電システムを設置、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1.5万円
上限額は5.2万円

2011/4/1 2012/2/15 http://www.city.ayase.kanag
awa.jp/hp/page000019700/h
pg000019607.htm

11/4/18 受付中 神奈川県 厚木市 「平成23年度 厚木市住宅用太陽光発電
システム設置補助金」

厚木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400件。

1kWあたり1.5万円
上限額は5.2万円

2011/4/1 2012/2/29 http://www.city.atsugi.kanag
awa.jp/shiminbenri/kurasi/ka
nkyou/josei/d013534.html

11/4/18 受付中 神奈川県 小田原市 「住宅用太陽光発電システム設置費補助
金（平成23年度）」

小田原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133件。

1kWあたり1.3万円
上限額は4.5万円

2011/4/1 2012/3/15 http://www.city.odawara.kan
agawa.jp/field/envi/environ/
hojyokin/p07638.html

11/4/18 受付中 神奈川県 中郡大磯町 「住宅用太陽光発電システム設置費補助
（平成23年度）」

大磯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。

1kWあたり1.5万円
上限額は5.2万円

2011/4/1 2012/3/15 http://www.town.oiso.kanaga
wa.jp/kurashi/kannkyou_eisei
/taiyoukouhatsuden/secchih
ojyo.html

11/4/18 受付中 神奈川県 足柄上郡中井町 「家庭用太陽光発電システム設置補助
（平成23年度）」

中井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、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25件。

1kWあたり1.5万円
上限額は5.2万円

2011/4/1 http://www.town.nakai.kanag
awa.jp/forms/info/info.aspx?i
nfo_id=9232

11/4/18 受付中 神奈川県 足柄上郡開成町 「平成23年度 開成町住宅用太陽光発電
システム設置費補助」

開成町内の住宅に、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新築・購入する個人が対象。補助予定
件数は30件。

1kWあたり1.5万円
上限額は5.2万円

2011/4/1 2012/2/15 http://www.town.kaisei.kanag
awa.jp/forms/info/info.aspx?i
nfo_id=10034

11/4/18 受付中 神奈川県 足柄下郡箱根町 「住宅用太陽光発電システム設置費補助
金（平成23年度）」

箱根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2万円
上限額は6万円

2011/4/1 2012/2/15 http://www.town.hakone.kan
agawa.jp/hakone_j/ka/kikaku
/taiyoukouhatuden/index.ht
ml

11/4/18 受付中 神奈川県 足柄上郡山北町 「住宅用太陽光発電システム設置費補助
制度（平成23年度）」

山北町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。補助件数は、先着順
で10件。

1kWあたり2万円
上限額は6万円

2011/4/20 http://www.town.yamakita.ka
nagawa.jp/contents_detail.ph
p?co=kak&frmId=441

11/4/18 受付中 神奈川県 高座郡寒川町 平成23年度 寒川町住宅用太陽光発電シ
ステム設置補助金

寒川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、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20件で受付は先着順。

1kWあたり1.5万円
上限額は5.2万円

2011/4/25 http://www.town.samukawa.k
anagawa.jp/life-
part/kankyou/taiyoukouhatu
den/taiyoukouhatsudenhojyo
.html
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11/4/18 受付中 神奈川県 中郡二宮町 住宅用太陽光発電システム設置費補助

事業（平成23年度）
二宮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、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1.5万円
上限額は5.2万円

2011/4/1 http://www.town.ninomiya.ka
nagawa.jp/kankyo/kankyou/t
aiyoukou_2010.html

11/4/18 受付中 神奈川県 足柄上郡大井町 住宅用太陽光発電システム補助制度（平
成23年度）

大井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1.1万円
上限額は3.7万円

2011/4/1 http://www.town.oi.kanagawa
.jp/kurashi/kankyo/taiyo_sys
tem.html

11/4/18 受付中 神奈川県 足柄上郡松田町 平成23年度 住宅用太陽光発電システム
設置費補助制度

松田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、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20件、受付は先着順。

1kWあたり1万円
上限額は3.5万円

2011/4/1 2011/12/28 http://town.matsuda.kanaga
wa.jp/10_kakuka/kankyoukeiz
ai/taiyoukou/H23/index_H23.
html

11/4/18 受付中 神奈川県 足柄下郡湯河原
町

「湯河原町住宅用太陽光発電設備設置
補助金（平成23年度）」

湯河原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、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4万円
上限額は8万円

2011/4/1 http://www.town.yugawara.k
anagawa.jp/life/kankyou/sun
light-generation.html

11/4/18 受付中 神奈川県 三浦郡葉山町 「住宅用太陽光発電システム設置補助金
（平成23年度）」

葉山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。補助件数は約28件。

1kWあたり1.5万円
上限額は5.2万円

平成23年度 http://www.town.hayama.lg.jp
/about/a_12/hojyo02.html

11/4/18 受付中 神奈川県 愛甲郡愛川町 「住宅用太陽光発電設備補助事業（平成
23年度）」

愛川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。補助予定件数は57件。

1kWあたり1.5万円
上限額は5.2万円

平成23年度 http://www.town.aikawa.kana
gawa.jp/topics/2428-1.html

11/4/18 受付中 神奈川県 愛甲郡清川村 「住宅用太陽光発電設備・太陽熱利用設
備設置補助事業（平成23年度）」

清川村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5万円
上限額は10万円

平成23年度 http://www.town.kiyokawa.ka
nagawa.jp/guide/sumai/busin
ess/sumai_sun.html

11/4/18 受付中 埼玉県 平成23年度　住宅用太陽光発電設備設
置補助制度

埼玉県内の住宅に太陽光発電システムを設置する個人が対象。管
理組合が集合住宅に設置する場合も可。ただし、新築住宅は対象
とならない。補助予定件数は約6,100件。

1kWあたり4万円。上限額は
戸建が14万円、集合住宅が
40万円。

2011/4/1 平成23年12月15日 http://www.pref.saitama.lg.jp
/page/pv23.html

11/4/18 受付中 埼玉県 さいたま市 「さいたま市住宅用太陽光発電設備設置
補助金（平成23年度）」

自ら居住するさいたま市内の住宅や集合住宅に太陽光発電システ
ムを設置しようとする個人が対象。新たに住宅を新築する場合も対
象となる。電力受給契約の期間によって申請期間が分けられてお
り、補助予算は各期で2,500万円。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

第1期 平成23年4月1日
第2期 平成23年7月1日
第3期 平成23年10月3日

第1期 平成23年4月28日
第2期 平成23年7月29日
第3期 平成23年10月31日

http://www.city.saitama.jp/w
ww/contents/126829308383
2/index.html

11/4/18 受付中 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（平成23年度）

坂戸市内に居住しており、住宅や店舗兼用住宅（居住部分が1/2以
上）に新たに太陽光発電システムを導入する個人が対象。受付は
先着順。

1件につき3万円 平成23年度 http://www.city.sakado.lg.jp/
10,1536,37,234.html

11/4/18 受付中 埼玉県 所沢市 所沢市おひさまエネルギー利用促進事業
補助金（平成23年度）

所沢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・購入する個人が対
象。補助予算は合計1,400万円。

1kWあたり2万円
上限額は7万円

前期 平成23年4月12日
後期 平成23年9月1日

前期 平成23年8月31日
後期 平成24年2月24日

http://www.city.tokorozawa.s
aitama.jp/kurashi/seikatukan
kyo/kankyo/ondankataisaku/
kasomu_ondanka_ohisama/in
dex.html11/4/18 受付中 埼玉県 加須市 平成23年度 加須市住宅用太陽光発電シ

ステム設置費補助金
加須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する、もしくは同システム付き
の住宅を建築する（新築・改築）する個人が対象。補助予定件数は
60件で、受付は各期で先着順。

1件につき5万円 前期 平成23年5月10日
後期 平成23年10月3日

前期 平成23年8月31日
後期 平成24年1月31日

http://www.city.kazo.lg.jp/hp
/page000008800/hpg000008
799.htm

11/4/18 受付中 埼玉県 川口市 平成23年度 川口市地球高温化対策活動
支援金

川口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住宅を購入した個人が対象。申
請期間は、受給開始予定日によって変わる。申請多数の場合は各
期で抽選。

1件あたり10万円 第1期 平成23年11月1日
第2期 平成24年2月17日

第1期 平成23年11月22日
第2期 平成24年3月9日

http://www.city.kawaguchi.lg.
jp/kbn/28010317/28010317.
html

11/4/18 受付中 埼玉県 蓮田市 「平成23年度 太陽光発電システム設置
費補助制度」

自ら居住する蓮田市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。

1件あたり5万円 2011/4/1 http://www.city.hasuda.saita
ma.jp/citizen/life/environme
nt/taiyoukou2011.html

11/4/18 受付中 埼玉県 和光市 「平成23年度 和光市住宅用太陽光発電
システム設置補助金」

自ら居住する和光市内の住宅に、新たに太陽光発電システムを設
置する個人が対象。

kWあたり2.5万円
上限額は5万円

2011/4/1 http://www.city.wako.lg.jp/ho
me/busho/_5928/_5947/_59
54/sei_6_62.html

11/4/18 受付中 埼玉県 行田市 「平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置補助」

行田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する個人が対象。補助予定件
数は100件。

1件につき8万円 2011/4/1 http://www.city.gyoda.lg.jp/1
5/03/11/taiyoko_23.html
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11/4/18 受付中 埼玉県 越谷市 「越谷市住宅用太陽光発電設備設置費

補助金（平成23年度）」
越谷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、もしくはマンションの共用部分に同シス
テムを設置する管理組合が対象。

1kWあたり3万円。上限額は、
戸建ての場合10.5万円、マン
ションの場合30万円。

2011/5/10 http://www2.city.koshigaya.s
aitama.jp/kurasi/tetuduki/ka
nkyohozen/081201A_200910
28160755994/index.html

11/4/18 受付中 埼玉県 川越市 平成23年度 住宅用太陽光発電システム
設置事業補助金

川越市内に居住しており、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新築・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

2011/4/11 2012/1/31 http://www.city.kawagoe.sait
ama.jp/www/contents/1299
211515448/index.html

11/6/20 終了 埼玉県 熊谷市 住宅用太陽光発電システム補助金（平成
23年度）

自ら居住する熊谷市内の住宅や集合住宅に太陽光発電システムを
設置しようとする個人・管理組合が対象。新たに戸建住宅を新築す
る場合も対象となる。

1kWあたり2.5万円、上限額は
10万円
管理組合の場合は上限額25
万円

2011/4/1 2012/2/15 http://www.city.kumagaya.lg.j
p/appare/appare/taiyoko/jy
utaku.html

11/6/20 終了 埼玉県 飯能市 飯能市住宅用太陽光発電システム設置
補助制度（平成23年度）

飯能市内に居住または居住の予定があり、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。既存・新築共に可。
国や県の太陽光発電補助金との併用も可能。

1kWあたり3万円
上限額は10.5万円

2011/4/20 2012/2/29 http://www.city.hanno.saitam
a.jp/kankyo/taiyoukou.htm

11/4/18 受付中 埼玉県 狭山市 狭山市太陽光発電システム設置費補助
制度（平成23年度）

狭山市内に居住しており、住宅や店舗兼用住宅（居住部分が1/2以
上）に新たに太陽光発電システムを導入する個人が対象。予定件
数は40件で、受付は先着順。

1kWあたり5万円
上限額は5万円

2011/4/22 http://www.city.sayama.saita
ma.jp/kurashi/gomi/jyosei/2
3taiyoukouhojyoseid.html

11/4/18 終了 埼玉県 鴻巣市 太陽光発電・高効率給湯器設置費補助
金（第1期）（平成23年度）

鴻巣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。補
助予定件数は45件。また、設置の際はなるべく市内の施工業者に
発注すること。受付は先着順。

1kWあたり2万円
上限額は5万円

2011/4/1 2011/4/15 http://www.city.kounosu.sait
ama.jp/10,9317,40,432.html

11/6/20 終了 埼玉県 深谷市 平成23年度 深谷市住宅用太陽光発電シ
ステム設置費補助金

深谷市内に居住し、住宅や店舗併用住宅（居住用部分が1/2以上）
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
の住宅を新築する個人が対象。補助予算は1,020万円。尚、「市内
事業者枠」が設けられており、市内の事業者と設置工事契約をする
場合に適用される。予算は約240万円。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

2011/4/1 http://www.city.fukaya.saita
ma.jp/kankyou/taiyoko.html

11/4/18 受付中 埼玉県 草加市 草加市地球温暖化防止活動補助金（平
成23年度）

草加市内に居住または居住の予定があり、住宅（既存・新築）に新
たに太陽光発電システムを設置する、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1万円
上限額は3.5万円

2011/4/6 https://www.city.soka.saitam
a.jp/hp/page000017000/hpg
000016954.htm

11/4/18 受付中 埼玉県 朝霞市 住宅用太陽光発電システム設置費補助
制度（平成23年度）

朝霞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、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。受付は先着順。

1kWあたり7万円
上限額は25万円

2011/4/1 2012/2/29 http://www.city.asaka.saitam
a.jp/guide/life/ese/05.html

11/4/18 受付中 埼玉県 志木市 太陽光発電システム設置費補助制度（平
成23年度）

自ら居住する志木市内の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。

1kWあたり2万円
上限額は8万円

2011/4/1 2012/1/31 http://www.city.shiki.lg.jp/37,
10877,161,912.html

11/4/18 受付中 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（平成23年度）

自ら居住する桶川市内の住宅（既存・新築）に、新たに太陽光発電
システムを設置する個人が対象。

1kWあたり2万円
上限額は7万円

2011/4/14 http://www.city.okegawa.lg.jp
/cts/403000/10130n/10130
n.html

11/4/18 受付中 埼玉県 戸田市 「平成23年度 環境配慮型システム等設
置費補助制度」

戸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。工事着工予定日によって申請期間が異なって
おり、各期で申請多数の場合は抽選、予算に満たない場合は期間
を延長して受け付ける。

1kWあたり4万円
上限額は20万円

第1期 平成23年4月4日
第2期 平成23年7月4日
第3期 平成23年9月5日
第4期 平成23年11月7日

第1期 平成23年4月8日
※延長して受付中
第2期 平成23年7月8日
第3期 平成23年9月9日
第4期 平成23年11月11日

http://www.city.toda.saitama.
jp/453/452377.html

11/4/18 受付中 埼玉県 新座市 「住宅用太陽光発電システム補助事業
（平成23年度）」

自ら居住する新座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2万円
上限額は5万円

平成23年度 http://www.city.niiza.lg.jp/04l
ife/appli/0902taiyoko_hatsud
en.php

11/4/18 受付中 埼玉県 羽生市 「羽生市住宅用太陽光発電装置設置補
助金（平成23年度）」

羽生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する個人が対象。既存・新築
共に可。

1kWあたり2万円、上限額は8
万円（設置経費の1/2以内）

平成23年度 http://www.city.hanyu.lg.jp/k
urashi/madoguchi/kankyo/0
1_life/08_kankyou/taiyoukou
/taiyoukou.html

11/4/18 受付中 埼玉県 東松山市 平成23年度東松山市住宅用太陽光発電
設備設置補助金

東松山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、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2万円、上限7万円 平成23年4月1日 平成24年2月29日 http://www.city.higashimatsu
yama.lg.jp/conveni/living/kan
kyo/taiyoukou.htm
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11/4/18 受付中 埼玉県 秩父郡東秩父村 平成23年度東秩父村住宅用太陽光発電

システム設置費補助金
東秩父村内に居住しており、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件につき10万円 平成23年度 http://taiyoukou-
hatsuden.com/hojo-
blog/cat61/23-47.html

11/4/18 受付中 埼玉県 大里郡寄居町 平成23年度寄居町住宅用太陽光発電シ
ステム設置費補助金

寄居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、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10
万円

平成23年4月1日 平成23年12月28日 http://www.town.yorii.saitam
a.jp/modules/xfguide/article.
php?articleid=249

11/4/18 受付中 埼玉県 北足立郡伊奈町 伊奈町住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）

伊奈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。

1kWあたり2万円
上限額は7万円

2011/4/1 http://www.town.saitama-
ina.lg.jp/live/product/taiyouk
ou.html

11/4/18 受付中 埼玉県 入間郡毛呂山町 平成23年度 住宅用太陽光発電システム
設置事業補助金制度

毛呂山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。

1kWあたり3万円
上限額は10万円

2011/4/1 2012/1/20 http://www.town.moroyama.s
aitama.jp/www/contents/12
95425253145/index.html

11/4/18 受付中 埼玉県 比企郡滑川町 「滑川町住宅用太陽光発電システム設置
費補助事業（平成23年度）」

滑川町内に居住しており、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導入する個人が対象。

1件につき6万円 平成23年度 http://www.town.namegawa.s
aitama.jp/townsman/seikats
u/taiyoukou.htm

11/4/18 受付中 埼玉県 比企郡嵐山町 「太陽光発電・高効率給湯器等設置補助
金（平成23年度）」

嵐山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
電システムを導入する、もしくは同システム付きの住宅を新築・購入
する個人が対象。

設置費用の1/2
上限額は5万円

平成23年度 http://www.town.ranzan.saita
ma.jp/town/1000kurashi/103
0seikatsu/1031gomi/taiyouk
ou/index.html

11/4/18 受付中 埼玉県 比企郡ときがわ町 「ときがわ町住宅用太陽光発電システム
設置費補助金（平成23年度）」

ときがわ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
導入する、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2万円
上限額は6万円

平成23年度 http://www.town.tokigawa.lg.j
p/forms/info/info.aspx?info_i
d=21207

11/4/18 受付中 埼玉県 秩父郡皆野町 「住宅用太陽光発電設備設置補助制度
（平成23年度）」

皆野町内の住宅や併用住宅に新たに太陽光発電システムを導入
する、もしくは同システム付きの建売住宅を購入する個人が対象。

1件につき10万円 平成23年度 http://www.town.minano.sait
ama.jp/section/seikatu/546.
htm

11/4/18 受付中 埼玉県 秩父郡横瀬町 「住宅用太陽光発電システム補助金（平
成23年度）」

横瀬町内の住宅や併用住宅に新たに太陽光発電システムを導入
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年度 http://www.town.yokoze.sait
ama.jp/life/kurashi/kenchiku
koui.html

11/4/18 受付中 埼玉県 南埼玉郡宮代町 「住宅用太陽光発電システム設置費補助
事業（平成23年度）」

東秩父村内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムを
導入する個人が対象。

1件につき10万円 平成23年度 http://www.town.miyashiro.s
aitama.jp/WWW/wwwpr.nsf/4
91ac0d498b2b87c49256e530
0028e2d/2a32dbfa23ff69a64

11/4/18 受付中 埼玉県 南埼玉郡白岡町 平成23年度白岡町住宅用太陽光発電シ
ステム設置事業補助金

白岡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2万円、上限7万円 平成23年5月10日 http://www.town.shiraoka.sai
tama.jp/guide_k/seikatsu/s_e
nergy.html

11/4/18 受付中 栃木県 足利市 平成23年度 足利市住宅用太陽光発電シ
ステム設置費補助金

足利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
人が対象となる。

1kWあたり2万円
上限額は10万円

2011/5/6 http://www.city.ashikaga.toc
higi.jp/page/taiyou.html

11/4/18 受付中 栃木県 佐野市 住宅用新エネルギー及び省エネルギー
機器導入補助金制度（平成23年度）

佐野市内に居住または居住の予定があり、新たに太陽光発電シス
テム付きの住宅を購入する、もしくは自宅に新たに太陽光発電シス
テムを設置する個人が対象となる。賃貸の場合も、所有者の同意
があれば可。

1kWあたり2万円
上限額は8万円

2011/4/1 http://www.city.sano.lg.jp/ko
moku/kankyou/02/11.html

11/4/18 受付中 栃木県 鹿沼市 鹿沼市新エネルギー設備導入費補助金
（平成23年度）

鹿沼市内に居住し、新たに太陽光発電システム付きの住宅を購入
する、もしくは自宅に新たに太陽光発電システムを設置する個人が
対象となる。

1kWあたり2万円
上限額は8万円

2011/4/25 2012/1/31 http://www.city.kanuma.toch
igi.jp/7,5807,124,449.html

11/4/18 受付中 栃木県 日光市 平成23年度 日光市住宅用太陽光発電シ
ステム設置費補助金

日光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
や県の補助金との併用も可能。補助予定件数は120件。

1kWあたり3万円
上限額は15万円

2011/4/1 http://www.city.nikko.lg.jp/ka
nkyou/guide/tochi/hatsuden
/h23_hojokin.html

11/4/18 受付中 栃木県 小山市 平成23年度 小山市住宅用太陽光発電シ
ステム設置費補助金

小山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住宅を購入した個人が対象。高
効率給湯器を同時に設置した場合は補助金が上乗せされる。

1kWあたり1.5万円、上限額は
4.5万円。高効率給湯器を同
時に設置した場合は1kWあた
り2.5万円、上限額は7.5万円
となる。

2011/4/1 http://www.city.oyama.tochig
i.jp/cgi-bin/odb-
get.exe?WIT_template=AC02
0000&WIT_oid=icityv2::Conte
nts::586511/4/18 受付中 栃木県 真岡市 平成23年度住宅用太陽光発電システム

設置補助事業
真岡市内の住宅に、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。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

2011/4/4 2012/3/30 http://www.city.moka.tochigi.
jp/kankyouka/kankyoukanew
s036.htm
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11/4/18 受付中 栃木県 大田原市 太陽光発電システム設置費補助金（平成

23年度）
大田原市内に居住または居住の予定があり、住宅や事業所に新た
に太陽光発電システムを設置する個人・事業者が対象。受付は先
着順。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

2011/4/8 2012/2/24 http://www.city.ohtawara.toc
higi.jp/6,88,19.html

11/4/18 受付中 栃木県 矢板市 平成23年度 矢板市住宅用太陽光発電シ
ステム設置費補助金

矢板市内に居住または居住の予定（1年以内）があり、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となる。

1kWあたり3万円、上限額は
12万円

シャープ製のシステムを設置
した場合は、

2011/4/1 2012/2/24 http://www.city.yaita.tochigi.j
p/osirase/kankyouka/seiei/s
inene.htm

11/4/18 受付中 栃木県 下野市 住宅用太陽光発電システム設置費補助
制度（平成23年度）

下野市内に居住しており、住宅や併用住宅（既築・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。国や県の太陽光発電補助金との併用も可
能。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

2011/4/1 http://www.city.shimotsuke.l
g.jp/hp/page000006700/hpg
000006631.htm

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

栃木市内に居住しており、新たに住宅用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。

1kWあたり2.5万円
上限額は10万円

平成23年度 http://www.city.tochigi.lg.jp/
hp/page000006000/hpg0000
05099.htm

11/4/18 受付中 栃木県 河内郡上三川町 上三川町住宅用太陽光発電システム設
置費補助金（平成23年度）

上三川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
や県の太陽光発電補助金との併用も可能。受付は先着順。

1kWあたり2万円
上限額は8万円

2011/4/1 2012/3/31 http://www.town.kaminokaw
a.tochigi.jp/f_juminseikatu/en
vironmental-
safeguards/taiyoukou.htm

11/4/18 受付中 栃木県 芳賀郡益子町 益子町住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）

益子町内に居住しており、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個人が対象。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

平成23年度 http://www.town.mashiko.toc
higi.jp/h0203.html

11/4/18 受付中 栃木県 下都賀郡岩舟町 住宅用新エネルギー及び省エネルギー
機器導入補助金制度（平成23年度）

岩舟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2万円
上限額は8万円

平成23年度 http://www.town.iwafune.toc
higi.jp/cat2/cat144/post-
254.html

11/4/18 受付中 栃木県 芳賀郡芳賀町 平成23年度 太陽光発電システム設置支
援事業

芳賀町内に居住または1年以内に居住の予定があり、住宅に新た
に太陽光発電システムを設置する、もしくは同システム付きの住宅
を購入する個人が対象となる。補助予定件数は40件で、受付は先
着順。国や県の補助金制度との併用も可能。

1kWあたり4万円
上限額は15万円

2011/4/1 2012/3/31 http://www.town.haga.tochigi
.jp/kurashi/kurashi/seikatsu
/taiyoukou.html

11/4/18 受付中 群馬県 前橋市 平成23年度 住宅用太陽光発電システム
設置費補助事業

前橋市内に居住し、住宅や店舗併用住宅（居住用部分が1/2以上）
に住宅用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

前期 平成23年4月1日
後期 平成23年9月1日

前期 平成23年8月31日
後期 平成24年2月29日

http://www.city.maebashi.gu
nma.jp/ctg/06900226/06900
226.html

11/4/18 受付中 群馬県 高崎市 平成23年度 太陽光発電システム導入補
助制度

高崎市内に居住し、住宅や店舗併用住宅（居住用部分が1/2以上）
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3.5万円
上限額は10万円

2011/4/1 2012/2/15 http://www.city.takasaki.gun
ma.jp/soshiki/kankyou/solarl
ight/solarlight.htm

11/4/18 受付中 群馬県 沼田市 平成23年度 沼田市住宅用太陽光発電シ
ステム設置補助金

沼田市内の住宅や併用住宅（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50件で、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.city.numata.gun
ma.jp/life/seikatu/taiyo23.ht
ml

11/4/18 受付中 群馬県 館林市 住宅用太陽光発電システム設置補助金
（平成23年度）

館林市内に居住または居住する予定があり、住宅に新たに太陽光
発電システムを設置する、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3.5万円
上限額は10万円

2011/4/4 http://www.city.tatebayashi.
gunma.jp/kankyo/taiyoukou/
taiyoukou.hosei.html

11/4/18 受付中 群馬県 伊勢崎市 「平成23年度 伊勢崎市住宅用太陽光発
電システム設置費補助金」

伊勢崎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、もしくは同システム付きの住宅を市内に
新築・購入する個人が対象。補助予定件数は各回100件。申請多数
の場合は抽選が行われる。

1kWあたり5万円
上限額は10万円

第1回 平成23年4月1日
第2回 平成23年9月1日

第1回 平成23年5月16日
第2回 平成23年10月14日

http://www.city.isesaki.lg.jp/
pcp_portal/PortalServlet?DIS
PLAY_ID=DIRECT&NEXT_DI
SPLAY_ID=U000004&CONTE
NTS_ID=8035

11/4/18 受付中 群馬県 みどり市 みどり市住宅用太陽光発電システム設置
補助事業（平成23年度）

みどり市内に居住しており、住宅や店舗併用住宅（居住面積が1/2
以上）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年度 http://www.city.midori.gunma
.jp/section/00kousitu/05kika
ku/taiyoukou.html

11/4/18 受付中 群馬県 安中市 平成23年度安中市住宅用太陽光発電シ
ステム設置補助金

安中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、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6万円、上限15万
円

平成23年4月1日 http://www.city.annaka.gunm
a.jp/seikatsu_kankyou/solar.h
tml

11/4/18 受付中 群馬県 利根郡川場村 平成23年度川場村住宅用太陽光発電シ
ステム設置補助金

川場村内に居住しており、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6件で、受付は先着順。

1kWあたり3万円、上限15万
円

平成23年度 http://www.vill.kawaba.gunm
a.jp/topic/img/40.pdf
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11/4/18 受付中 群馬県 利根郡みなかみ

町
平成23年度みなかみ町住宅用省エネル
ギー設備設置費補助金

みなかみ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、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10
万円

平成23年度 http://www.town.minakami.g
unma.jp/cgi-
bin/amusa?main.Orbis._News.
ViewNews(1277)

11/4/18 受付中 群馬県 佐波郡玉村町 平成23年度 住宅用太陽光発電システム
設置補助制度

玉村町に居住しており、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住宅を購入した個人が対象。

1kWあたり3万円
上限額は9万円

平成23年度 http://www.town.tamamura.l
g.jp/kurashi/kankyou/taiyoko
u.html

11/4/18 受付中 群馬県 邑楽郡明和町 住宅用太陽光発電システム設置整備事
業費補助金（平成23年度）

明和町内に居住しており、新たに住宅用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

平成23年度 http://www.town.meiwa.gun
ma.jp/kurashi/hojokin/hojoki
n.htm

11/4/18 受付中 群馬県 邑楽郡邑楽町 住宅用太陽光発電システム設置費補助
金（平成23年度）

邑楽町内に居住しており、住宅や併用住宅（居住部分が1/2以上）
に新たに住宅用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。

1kWあたり2万円
上限額は6万円

平成23年度 http://www.town.ora.gunma.j
p/gateway/anzen/kankyo/ta
iyo/taiyo.html

11/4/18 終了 新潟県 平成23年度 新潟県民間施設省エネ・新
エネ設備導入補助事業（一般住宅）

新潟県内（新潟市を除く）に居住する個人が、自らが居住する既存
の一戸建て住宅において、2種類以上の省エネ設備*1や新エネ設
備*2を導入する場合、補助金が交付される。
*1省エネ設備とは…エネルギー効率の向上やエネルギーの転換に
より、既設の設備と比較して二酸化炭素の排出削減に寄与する設
備（高効率給湯器、高効率照明、断熱改修など）
*2新エネ設備とは…太陽光、風力、地熱などの自然エネルギーを
利用可能にする設備（太陽光発電設備など）

1kWあたり7万円（経費の1/3
以内）

平成23年4月13日 平成23年5月13日 http://www.pref.niigata.lg.jp/
kankyokikaku/125538130569
0.html

11/4/18 受付中 新潟県 柏崎市 平成23年度 柏崎市住宅用太陽光発電シ
ステム設置事業補助金

柏崎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4万円
上限額は20万円

2011/4/11 http://www.city.kashiwazaki.
niigata.jp/detail/4167183144.
html

11/4/18 受付中 新潟県 長岡市 「長岡市住宅用太陽光発電システム導入
補助制度（新築住宅用）（平成23年度）」

長岡市内に住宅を新築・建て替えし、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
35万円。ただし補助経費の
1/3以内。

2011/4/1 http://www.city.nagaoka.niig
ata.jp/kurashi/ondanka-
taisaku/taiyoukou-
system.html

11/4/18 受付中 新潟県 阿賀野市 「平成23年度 住宅用太陽光発電設備補
助金制度」

阿賀野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。
市内の事業者に工事を発注すること、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

2011/4/1 2012/2/29 http://www.city.agano.niigata
.jp/osirase/index.html#taiyou
kou

11/4/18 終了 新潟県 糸魚川市 住宅用太陽エネルギー利用設備設置補
助（平成23年度）

糸魚川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。市内の事業者に
設置工事を発注することが条件となる。申請多数の場合は抽選とな
る。

1kWあたり7万円
上限額は28万円

2011/5/31 http://www.city.itoigawa.lg.jp
/dd.aspx?menuid=3297

11/4/18 終了 新潟県 見附市 平成23年度見附市新エネルギー導入促
進事業補助金

見附市内の住宅（新築、既存）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13日 平成23年5月13日 http://www.city.mitsuke.niiga
ta.jp/ctg/00275010/0027501
0.html

11/4/25 受付中 北海道 士別市 平成23年度士別市新エネルギー導入促
進支援事業

市内の住宅（店舗等との兼用住宅を含む）に太陽光発電システムを
設置する個人を対象とする。

１kwあたり7万円
上限額は21万円

平成23年4月18日 http://www.city.shibetsu.lg.jp
/www/contents/125057370
2808/index.html

11/4/25 受付中 北海道 釧路市 平成23年度釧路市住宅用太陽光発電シ
ステム導入補助金

釧路市内で自ら居住する又は居住しようとする住宅（店舗等との併
用住宅を含む）に、市内の事業者から購入した太陽光発電システム
を設置する個人、または、太陽光発電システム付きの新築住宅を市
内の事業者から購入する個人が対象。

1kwあたり5万円
上限額は15万円

平成23年5月10日 http://www.city.kushiro.hokk
aido.jp/icity/browser?Action
Code=content&ContentID=1
269848658237&SiteID=0000
000000000

11/4/25 受付中 北海道 勇払郡安平町 安平町住宅用太陽光発電システムの補
助（平成23年度）

安平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、もしくは同システム付きの住宅を建設する
個人が対象。受付は先着順。

1kWあたり7万円
上限額は21万円

平成23年4月1日 http://www.town.abira.lg.jp/n
ews_info/news_info_942.php

11/4/25 受付中 北海道 勇払郡安平町 安平町住宅用太陽光発電システムの補
助（平成23年度）

安平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、もしくは同システム付きの住宅を建設する
個人が対象。受付は先着順。

1kWあたり7万円
上限額は21万円

平成23年4月1日 http://www.town.abira.lg.jp/n
ews_info/news_info_942.php

11/4/25 受付中 北海道 河東郡音更町 平成23年度音更町住宅用太陽光発電シ
ステム普及促進事業補助金

町内に住んでいる、または住む予定があり、町内に太陽光発電シス
テムを設置する人を対象とする。

補助対象経費の1/3、上限額
は15万円

平成23年5月2日 http://www.town.otofuke.hok
kaido.jp/life/mainichi-
seikatu/gami-
kankyou/taiyoukou-

11/4/25 受付中 北海道 河東郡士幌町 平成23年度士幌町住宅用太陽光発電シ
ステム導入補助金

町内に住宅を有する者、また有する予定があり、太陽光発電システ
ムを新たに設置する個人が対象。施工事業者は町内の事業者に限
る。

1kwあたり7万円
上限額は28万円

平成23年度 http://www.shihoro.jp/hp/ne
ws.htm#総務課

16 / 25 ページ

http://www.city.shibetsu.lg.jp/www/contents/1250573702808/index.html
http://www.city.shibetsu.lg.jp/www/contents/1250573702808/index.html
http://www.city.shibetsu.lg.jp/www/contents/1250573702808/index.html
http://www.city.kushiro.hokkaido.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1269848658237&SiteID=0000000000000
http://www.city.kushiro.hokkaido.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1269848658237&SiteID=0000000000000
http://www.city.kushiro.hokkaido.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1269848658237&SiteID=0000000000000
http://www.city.kushiro.hokkaido.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1269848658237&SiteID=0000000000000
http://www.city.kushiro.hokkaido.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1269848658237&SiteID=0000000000000
http://www.town.abira.lg.jp/news_info/news_info_942.php
http://www.town.abira.lg.jp/news_info/news_info_942.php
http://www.town.abira.lg.jp/news_info/news_info_942.php
http://www.town.abira.lg.jp/news_info/news_info_942.php
http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/life/mainichi-seikatu/gami-kankyou/taiyoukou-hozyo.html
http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/life/mainichi-seikatu/gami-kankyou/taiyoukou-hozyo.html
http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/life/mainichi-seikatu/gami-kankyou/taiyoukou-hozyo.html
http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/life/mainichi-seikatu/gami-kankyou/taiyoukou-hozyo.html
http://www.shihoro.jp/hp/news.htm
http://www.shihoro.jp/hp/news.htm


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
11/4/25 受付中 北海道 河西郡芽室町 平成23年度芽室町住宅用太陽光発電シ

ステム導入費補助金
町内の自宅に住宅用太陽光発電を新設する、もしくは太陽光発電
システムが設置された住宅を購入される個人が対象。

1kwあたり6万円
上限額は24万円

平成23年4月25日 http://www.town.memuro.lg.j
p/dairy/oshirase/H21/0508/
sun.htm

11/4/25 受付中 東京都 小平市 平成23年度新エネ・省エネ機器設置モニ
ター助成

小平市内に居住または居住の予定があり、住宅に太陽光発電シス
テムを設置しようとする個人が対象。補助予定件数は110件。受付
は先着順。

1kWあたり5万円
上限額は10万円

平成23年4月12日 http://www.city.kodaira.toky
o.jp/oshirase/020/020095.ht
ml

11/4/25 終了 東京都 調布市 平成23年度調布市居住環境改善資金補
助金

市内にある住宅に太陽光発電システムを設置する、または同シス
テム付きの住宅を新築する個人を対象とする。助成件数は10件で、
件数をこえると抽選になる。

工事費の10％、上限額20万
円

平成23年6月6日 平成23年6月10日 http://www.city.chofu.tokyo.j
p/www/contents/13012788
29826/index.html

11/4/25 終了 埼玉県 入間市 入間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）

入間市内に居住しており、住宅や店舗兼用住宅（居住部分が1/2以
上）に新たに太陽光発電システムを導入する個人が対象。補助予
算は400万円で、申請多数の場合は抽選となる。

1kWあたり2万円
上限額は5万円

平成23年4月25日 平成23年5月13日 http://www.city.iruma.saitam
a.jp/sumai_kurashi/sumai_kan
kyo/taiyoukou.html

11/4/25 受付中 埼玉県 本庄市 平成23年度本庄市太陽光発電システム
設置補助事業

本庄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
太陽光発電システム付きの住宅（新築）を購入した個人が対象。国
が実施する住宅用太陽光発電導入支援対策に係る補助事業を受
けていることが条件。

1kWあたり3万円
上限額は10.5万円

平成23年5月10日 http://www.city.honjo.lg.jp/C
MS/topics/osirase/kankyo1
10401-1.html

11/4/25 受付中 神奈川県 藤沢市 平成23年度藤沢市住宅用太陽光発電シ
ステム設置費補助金

藤沢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。受
付は先着順。

1kWあたり4万円
上限額は12万円

平成23年5月9日 http://www.city.fujisawa.kan
agawa.jp/toshi/page100014.s
html

11/4/25 受付中 神奈川県 座間市 座間市住宅用太陽光発電設備設置補助
金（平成23年度）

座間市内の住宅や併用住宅（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。受付は先着順となる。

1kWあたり1.5万円
上限額は5.2万円

平成23年4月25日 平成24年2月24日 http://www.city.zama.kanaga
wa.jp/www/contents/11907
85723581/index.html

11/4/25 受付中 神奈川県 茅ヶ崎市 平成23年度茅ヶ崎市太陽光発電装置設
置費補助金

茅ヶ崎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。
補助予定件数は250件で、受付は先着順。

1kWあたり2万円
上限額は7万円

平成23年4月15日 平成24年2月24日 http://www.city.chigasaki.kan
agawa.jp/kankyo/syoene/tai
yokohatsuden/004445.html

11/4/25 受付中 神奈川県 足柄下郡真鶴町 平成23年度真鶴町住宅用太陽光発電設
備設置費

真鶴町内の住宅に太陽光発電システムを設置する、または同シス
テムが設置された住宅を購入する個人が対象。

1kWあたり4万円
上限額は8万円

平成23年度 http://www.town-
manazuru.jp/setsubi_hojokin.
html

11/4/25 受付中 栃木県 那須郡那須町 平成23年度　那須町太陽光発電システム
設置費補助金

那須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
同システム付きの町内の住宅を購入する個人が対象。受付は先着
順。

1kWあたり3万円
上限額10万円

平成23年4月15日 http://www.town.nasu.lg.jp/h
p/page000001800/hpg00000
1750.htm

11/4/25 受付中 群馬県 邑楽郡板倉町 板倉町住宅用太陽光発電システム設置
補助金

邑楽郡板倉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）を購入する個人が
対象。

1kWあたり2.5万円
上限額は10万円

平成23年4月1日 http://www.town.itakura.gun
ma.jp/service/kurashi-
20.html

11/4/25 受付中 山梨県 南アルプス市 平成23年度南アルプス市住宅用太陽エ
ネルギーシステム設置費補助金

市内に住所があり、自ら居住する市内の住宅等に対象システムを
設置した、または対象システム付きの住宅等（新築に限る）を購入し
た人が対象。

1件につき5万円 平成23年度 http://www.city.minami-
alps.yamanashi.jp/kurashi/ku
rasu/kankyou/ondanka-
taisaku/solar-energy-

11/4/25 受付中 山梨県 北杜市 平成23年度北杜市住宅用太陽光発電シ
ステム設置費補助金

北杜市内の自ら居住する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2.5万円、上限20
万円

平成23年度 http://www.city.hokuto.yama
nashi.jp/hokuto_wdm/html/e
nvironment/33500234857.ht
ml

11/4/25 受付中 新潟県 新潟市 平成23年度新潟市住宅用太陽光発電シ
ステム設置・省エネ改修支援事業

新潟市内の住宅に太陽光発電システムを設置し、同時に省エネ改
修を行う個人が対象。受付は先着順。

1kWあたり7万円、上限35万
円

平成23年5月6日 http://www.city.niigata.jp/inf
o/jukankyo/03sumai/0308tai
youkou/0308taiyoukou.htm

11/4/25 受付中 新潟県 魚沼市 平成23年度新エネルギー等利用機器普
及促進事業補助金

市内に居住している個人及び事業所がある法人が、新たに太陽光
発電システムを設置する際、補助を受けることができる。

1kWあたり5万円、上限15万
円

平成23年4月1日 平成24年2月29日 http://www.city.uonuma.niiga
ta.jp/modules/infotopic/inde
x.php?content_id=221

11/5/2 終了 埼玉県 秩父市 平成23年度　秩父市住宅リフォーム等資
金助成事業

自己居住用住宅のリフォーム（改修）工事等を行った場合に、その
経費の一部を助成

（工事費50万円以上）一律10
万円、（工事費20～50万円未
満）一律5万円

平成23年5月23日 平成23年5月27日 http://www.city.chichibu.lg.jp
/menu3591.html

11/5/16 終了 茨城県 笠間市 平成23年度笠間市住宅用太陽光発電シ
ステム設置費補助金

笠間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。補助予定件数は61件で、申請
多数の場合は抽選となる。

1kWあたり6万円
上限25万円。

平成23年4月1日 平成23年5月31日 http://www.city.kasama.lg.jp/
cgi-
bin/upsys/view_hp.cgi?mode
=news&mode2=detail&n_no=1
630&type=0
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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
11/5/2 受付中 栃木県 平成23年度 住宅用太陽光発電システム

等設置支援事業費補助金
栃木県内に居住または居住の予定があり、県内の住宅に太陽光発
電システムと高効率給湯器を併設する個人が対象。高効率給湯器
には、エコキュート、エコジョーズ、エコフィール、エコウィル、エネ
ファームが該当する。
補助予定件数は3,000件。

1kWあたり2万円
上限額6万円

第1期：平成23年4月18日～
平成23年6月30日
第2期：平成23年7月1日～
平成23年9月30日
第3期：平成23年10月3日～
平成23年12月28日
第4期：平成24年1月5日～
平成24年3月1日

http://www.pref.tochigi.lg.jp/
d02/eco/kankyou/ondanka/
2011pvhojo.html

11/5/2 受付中 栃木県 さくら市 さくら市住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）

さくら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。住宅完成後に居住予定(1年以内）の場合も
可。国や県の補助金制度との併用も可能。申請多数の場合は抽選
となる。

1kWあたり2万円、上限8万円 平成23年5月10日 平成23年6月10日 http://www.city.tochigi-
sakura.lg.jp/index/kannkyouk
a/taiyou/taiyou_top.htm

11/5/2 受付中 栃木県 芳賀郡市貝町 住宅用太陽光発電システム設置費補助
金（平成23年度）

市貝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。

1kWあたり3万円、上限額は
12万円

平成23年4月1日 http://www.town.ichikai.tochi
gi.jp/forms/info/info.aspx?inf
o_id=20894

11/5/2 受付中 栃木県 芳賀郡茂木町 平成23年度茂木町住宅用太陽光発電シ
ステム設置費補助金

町内に住所を有しており、太陽光発電システムを設置する個人が対
象。補助件数は10件程度を予定。

1kWあたり3万円、上限12万
円

平成23年4月1日 http://www.town.motegi.toch
igi.jp/motegi/nextpage.php?c
d=000000717&syurui=2&lev=
2&hidchangemoji=2

11/5/2 受付中 群馬県 平成23年度 群馬県住宅用太陽光発電設
備等導入費補助金

群馬県内に居住、または居住の予定があり、住宅に新たに太陽光
発電システムと省エネ設備を同時に設置する、あるいは同システム
付きの住宅を新築・購入する個人が対象。
予算額は8億円。
※省エネ設備とは：LED照明、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）、太陽熱温水器、エネファーム（家庭用
燃料電池）

1kWあたり2.4万円
上限額は8万円

平成23年5月6日 平成24年2月24日 http://www.pref.gunma.jp/04
/e0100040.html

11/5/2 受付中 群馬県 吾妻郡長野原町 長野原町太陽光発電システム設置費補
助金（平成23年度）

長野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。

1kWあたり2万円、上限6万円 平成23年度 http://www.town.naganohara.
gunma.jp/gomi/index.html#si
mekiri

11/5/2 受付中 群馬県 藤岡市 平成23年度藤岡市住宅用太陽光発電シ
ステム設置費補助金

藤岡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。

1kWあたり7万円、上限4kW、
28万円、出力小数点2桁未満
四捨五入、補助金1,000円未
満切り捨て

平成23年度 http://www.city.fujioka.gunm
a.jp/f_kankyo/solar.htm

11/5/2 終了 新潟県 平成23年度 新潟県民間施設省エネ・新
エネ設備導入補助事業（一般住宅）

新潟県内（新潟市を除く）に居住する個人が、自らが居住する既存
の一戸建て住宅において、2種類以上の省エネ設備や新エネ設備
を導入する場合、補助金が交付される。

1kWあたり7万円（経費の1/3
以内）。全体での補助上限額
は50万円。

平成23年4月13日 平成23年5月13日 http://www.pref.niigata.lg.jp/
kankyokikaku/125538130569
0.html

11/5/2 受付中 北海道 上川郡東神楽町 平成23年度 東神楽町住宅用太陽光発電
システム設置補助事業

東神楽町内に居住または居住の予定があり、住宅や併用住宅にに
新たに太陽光発電システムを設置する個人が対象。申込順に補助
を決定する。

1kWあたり7万円
上限は21万円

平成23年4月20日 平成23年11月30日 http://www.town.higashikagu
ra.lg.jp/01oshirase/01news/t
aiyoukou-zyoseih23.html

11/5/2 受付中 北海道 常呂郡置戸町 平成23年度置戸町住宅用太陽光発電シ
ステム導入支援制度

町内に居住し、もしくは居住する予定の町内の住宅に太陽光発電シ
ステムを新たに設置する方、または太陽光発電システム付の新築
住宅を購入する方が対象。平成２３年４月１日以降に設置される方
が対象。

1KWあたり7万円
上限額は28万円

平成23年12月29日 http://www.town.oketo.hokka
ido.jp/okemain/sinn/oketo/9
9osirase/juutaku/taiyoukou.h
tml

11/5/16 受付中 群馬県 富岡市 平成23年度富岡市住宅用新エネルギー
機器設置補助金

富岡市に居住しており、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。受付
は先着順。

1kWあたり3.5万円
上限10万円。

平成23年度 http://www.city.tomioka.lg.jp
/unit/004/001/2010/03/pos
t-40.html

11/5/16 受付中 新潟県 佐渡市 平成23年度佐渡市クリーンエネルギー活
用事業補助金

佐渡市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5万円
上限20万円。

平成23年4月1日 平成24年3月1日 http://www.city.sado.niigata.j
p/l_guide/c_system/ot/c_en.
shtml

11/5/16 終了 千葉県 我孫子市 平成23年度 住宅用太陽光発電システム
設置費補助金

我孫子市内に居住しており、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新築する個人が対象。

1kWあたり2.5万円
上限額は10万円

平成23年4月1日 2012/2/29　※受付終了 http://www.city.abiko.chiba.j
p/index.cfm/19,47178,50,752
,html

11/5/16 受付中 千葉県 館山市 住宅用太陽光発電システム設置費補助
金（平成23年度）

館山市内の住宅に、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市内の新築住宅を購入する個人が対象。

1kWあたり2万円
上限額は8万円

平成23年5月2日 http://www2.city.tateyama.c
hiba.jp/Guide/?stoid=20577

11/5/16 終了 千葉県 千葉市 平成23年度　住宅用太陽光発電設備設
置費助成制度

千葉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。補助予定件数は130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9万円

平成23年5月6日 平成23年5月13日 http://www.city.chiba.jp/tos
hi/kenchiku/jutakuseisaku/0
3_taiyo.html
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11/5/16 追加・再

開
神奈川県 大和市 大和市住宅用太陽光発電システム設置

費補助金（平成23年度）
大和市内の住宅や併用住宅（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、第1回が100件、第2回が38件。
余剰電力の売電補助制度もある。

1kWあたり1.5万円
上限額は5.2万円

第1回 平成23年4月1日～
平成23年4月28日
※予算枠に達しなかったた
め、5月2日以降に先着順で
受付中
第2回 平成23年9月1日～

http://www.city.yamato.lg.jp/
web/k-
soumu/solarsystem.html

11/5/16 新規 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 平成23年度杉戸町住宅用太陽光発電シ
ステム設置費補助金

杉戸町内の住宅（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。受付は先着順。

1件につき5万円 平成23年6月1日 http://www.town.sugito.lg.jp/
cms/page4902.html

11/5/16 終了 埼玉県 狭山市 狭山市太陽光発電システム設置費補助
制度（平成23年度）

狭山市内に居住しており、住宅や店舗兼用住宅（居住部分が1/2以
上）に新たに太陽光発電システムを導入する個人が対象。予定件
数は40件で、受付は先着順。

1kWあたり5万円
上限額は5万円

平成23年4月22日 　※受付終了 http://www.city.sayama.saita
ma.jp/kurashi/gomi/jyosei/2
3taiyoukouhojyoseid.html

11/5/16 終了 埼玉県 さいたま市 さいたま市住宅用太陽光発電設備設置
補助金（平成23年度）

自ら居住するさいたま市内の住宅や集合住宅に太陽光発電システ
ムを設置しようとする個人が対象。新たに住宅を新築する場合も対
象となる。電力受給契約の期間によって申請期間が分けられてお
り、補助予算は各期で2,500万円。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

第1期 平成23年4月1日～
平成23年4月28日　※受付
終了
第2期 平成23年7月1日～
平成23年7月29日
第3期 平成23年10月3日～

http://www.city.saitama.jp/w
ww/contents/126829308383
2/index.html

11/5/16 受付中 埼玉県 秩父郡小鹿野町 平成23年度小鹿野町住宅用太陽光発電
設備設置費補助金

小鹿野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。

一律5万円 平成23年5月2日 http://www.town.ogano.lg.jp/
menyu/kouhou/pdf/1105pdf
/11050405.pdf
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11/5/16 受付中 北海道 千歳市 平成23年度 千歳市エコチャレンジ補助金 千歳市内に居住または居住の予定があり、住宅（既存・新築）に新

たに太陽光発電システムなどの環境配慮型機器を2種類以上設置
する個人が対象。

1kWあたり6万円
上限額は20万円

平成23年5月26日 平成23年10月31日 http://www.city.chitose.hokk
aido.jp/index.cfm/71,46234,1
03,html

11/5/16 受付中 北海道 厚岸郡浜中町 平成23年度浜中町住宅用太陽光発電シ
ステム導入への支援制度

浜中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
助予定件数は10件。

1kWあたり4万円
上限20万円

平成23年度 http://www.townhamanaka.jp
/coho/2011-05.pdf

11/5/23 終了 東京都 青梅市 地球温暖化対策住宅用機器設置費補助
金交付制度（平成23年度）

青梅市内に1年以上居住しており、住宅に太陽光発電システムを設
置する個人が対象。借家・共有・区分所有の場合も、所有者の同意
を得れば可能。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20日 http://www.city.ome.tokyo.jp
/kankyo/syoene_josei.html

11/5/23 受付中 東京都 清瀬市 平成23年度清瀬市地球温暖化防止対策
設備設置補助金

清瀬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。

設置費の10％、上限額は20
万円

平成23年4月1日 http://www.city.kiyose.lg.jp/
hp/page000005000/hpg0000
04958.htm

11/5/23 新規 東京都 世田谷区 平成23年度住宅用太陽光発電システム
設置費補助

世田谷区内の住宅や店舗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・購入する個人が対象。
補助予定件数は100件で、申請者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

平成23年6月1日 平成23年6月30日 http://www.city.setagaya.tok
yo.jp/030/d00033770.html

11/5/23 新規 東京都 日野市 太陽光発電システム及び高効率給湯機
器設置補助金（平成23年度）

日野市内のエコ住宅（※）、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エコ住宅を購入する個人が対象。平
成22年12月28日～平成23年12月27日の間に設置が完了すること
が条件となる。補助予定件数は30件。
※エコ住宅とは、以下のいずれかを満たす住宅を指す
・日野市のエコひいきな住宅仕様書に基づく住宅
・長期優良住宅
・住宅版エコポイント制度で認定された住宅

1件につき10万円 平成23年11月1日 平成23年12月28日 http://www.city.hino.lg.jp/ind
ex.cfm/1,72682,170,1637,htm
l

11/5/23 受付中 東京都 文京区 平成23年度文京区太陽光発電システム
設置費助成

文京区内の戸建住宅・賃貸共同住宅に居住している個人や、分譲
共同住宅の管理者・管理組合で、新たに太陽光発電システムを設
置する者が対象。
一般助成の補助予定件数は40件で、申請多数の場合抽選。耐震
改修との併用助成はの補助予定件数は2件で、受付は先着順。
また、売電した総電力量に対し、1kWhあたり30円（上限額は年間5
万円）を助成する制度もある。

一般助成の場合、1kWあたり
5万円、上限15万円。耐震改
修併用助成の場合、1kWあ
たり15万円、上限45万円。

一般助成 平成23年6月1日
～平成23年6月30日
耐震改修併用助成 平成23
年6月1日～平成23年10月
31日

http://www.city.bunkyo.lg.jp/
sosiki_busyo_kankyo_hozen_e
nergy.html

11/5/23 受付中 東京都 町田市 平成23年度 町田市住宅用太陽光発電シ
ステム設置補助制度（受付延長）

町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。補助予算は1,500万円。

1kWあたり3万円
上限額は20万円

平成23年5月20日 http://www.city.machida.toky
o.jp/kurashi/kankyo/hozen_
midori/mondaitotorikumi/kak
uhojo/2011_taiyo.html

11/5/23 受付中 東京都 目黒区 平成23年度目黒区住宅用新エネルギー
及び省エネルギー機器設置費助成（前期
募集分）

目黒区内に居住または居住の予定があり、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個人、もしくは集合
住宅の共有部分にシステムを設置する管理組合が対象となる。前
期の補助予定件数は45件。

設置費用の1/3
上限額は12万円

平成23年6月1日 平成23年6月30日 http://www.city.meguro.toky
o.jp/kurashi/shizen/mondai/
ondanka_taisaku/taiyokohats
uden/index.html

11/5/23 新規 千葉県 船橋市 平成23年度 船橋市住宅用太陽光発電シ
ステム設置促進事業補助金

船橋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市内の住宅を購入す
る個人が対象。補助予算は合計1,500万円で、申請多数の場合は
抽選となる。

1kWあたり2万円
上限額8万円

第1期 平成23年5月9日～
平成23年5月13日　※受付
終了
第2期 平成23年9月26日～
平成23年9月30日

http://www.city.funabashi.chi
ba.jp/kurashi/kankyou/0007
/p003394.html

11/5/23 受付中 山梨県 南都留郡道志村 平成23年度道志村エコライフ促進事業助
成金

道志村内に居住しており、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。

1kWあたり3万円、上限10万
円

平成23年度 http://www.vill.doshi.lg.jp/ka
/info.php?if_id=181

11/5/23 受付中 長野県 下伊那郡阿南町 太陽光発電システム設置費補助金（平成
23年度）

阿南町内に住所を有し、自ら居住する、または居住する予定の町内
の住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。
国の太陽光補助金の交付を受けていることが条件。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

平成23年度 http://www.town.anan.nagan
o.jp/kurasinojouhou/hojyokin
taiyoukou.html

11/5/23 受付中 長野県 中野市 中野市住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）

中野市内の住宅に新たに太陽光発電システムを設置した、または
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15万円

平成23年度 http://www.city.nakano.naga
no.jp/city/kankyo/topic/ond
anka/sunlight.htm

11/5/23 受付中 長野県 南佐久郡佐久穂
町

佐久穂町太陽光発電システム設置補助
金（平成23年度）

佐久穂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。平成24年度まで実施される予定。

1kWあたり7万円
上限額は30万円

平成23年度 http://www.town.sakuho.nag
ano.jp/hp/menu000002200/
hpg000002184.htm

11/5/23 受付中 埼玉県 北本市 北本市住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）

北本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。

1件につき5万円 平成23年6月1日 http://www.city.kitamoto.sait
ama.jp/kurashi/gomi/taiyouk
ou-hojyo.htm
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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 終了 埼玉県 越谷市 越谷市住宅用太陽光発電設備設置費補

助金（平成23年度）
越谷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、もしくはマンションの共用部分に同シス
テムを設置する管理組合が対象。

1kWあたり3万円。上限額は、
戸建ての場合10.5万円、マン
ションの場合30万円。

平成23年5月10日 受付終了 http://www2.city.koshigaya.s
aitama.jp/kurasi/tetuduki/ka
nkyohozen/081201A_200910
28160755994/index.html

11/5/23 受付中 栃木県 塩谷郡塩谷町 平成23年度塩谷町住宅用太陽光発電シ
ステム設置費補助金

塩谷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。

7月中に竣工した場合は、
1kWあたり3.5万円、上限額は
14万円。8月1日以降に竣工
した場合は、1kWあたり2.4万

平成23年4月1日 平成24年1月31日 http://www.town.shioya.tochi
gi.jp/forms/info/info.aspx?inf
o_id=9217

11/5/23 受付中 群馬県 北群馬郡榛東村 平成23年度榛東村住宅用太陽光発電シ
ステム設置整備事業費補助金

榛東村内に居住しており、住宅に新たに住宅用太陽光発電システ
ムを設置した、もしくは同システム付きの市内の住宅を購入した個
人が対象。国や県が実施する太陽光発電補助金との併用も可能。

1kWあたり5万円
上限20万円

平成23年度 http://www.vill.shinto.gunma.
jp/benri/taiyoukou.htm

11/5/23 受付中 群馬県 渋川市 平成23年度渋川市住宅用太陽光発電シ
ステム設置費補助制度

渋川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住宅を市内に新築・購入した個人
が対象。国の太陽光発電補助金の交付を受けていることが条件。
受付は先着順。

平成22年度までに国の補助
金を申請している場合は、
1kWあたり7万円、上限20万
円。平成23年度に申請を行う
場合は、1kWあたり6万円、上
限18万円。

平成23年度 http://www.city.shibukawa.gu
nma.jp/kurashi/kankyou/hoj
oseido/taiyoukou.html

11/5/23 終了 新潟県 上越市 平成23年度上越市環境保全設備整備促
進事業補助金

上越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
同システム付きの市内の住宅を購入する個人が対象。

1kWあたり2万円
上限6万円

平成23年4月15日 平成23年5月31日 http://www.city.joetsu.niigat
a.jp/soshiki/kankyo/shinene
-hojyo.html

11/5/23 受付中 新潟県 十日町市 十日町市住宅用太陽光発電システム設
置補助金（平成23年度）

十日町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・購入する個人が
対象。

1kWあたり7万円
上限額は28万円

平成23年度 http://www.city.tokamachi.lg.
jp/kurashi/00479.html

11/5/23 受付中 北海道 旭川市 平成23年度 旭川市個人住宅用新エネ・
省エネ設備等導入促進補助金（前期）

旭川市内の住宅（既存・新築）に新たに太陽光発電システムを設置
する個人が対象。国が実施する太陽光発電補助金制度との併用が
可能。前期の補助予定件数は50件。

1kWあたり7万円
上限額は21万円

平成23年5月24日 平成23年7月22日 http://www.city.asahikawa.ho
kkaido.jp/files/kankyohozen/
shinene-syoene/shinene-
syoene2.htm

11/5/23 受付中 北海道 網走市 平成23年度　住宅用太陽光発電システム
モニターの募集

網走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新築住宅を購入する個人が対象。補助
予定件数は25件で、受付は先着順。

1件につき9万円 平成23年6月1日 平成23年8月31日 http://www.city.abashiri.hokk
aido.jp/230boen_kankyou/10
0kankyo/030newenergy.html

11/5/23 受付中 北海道 苫小牧市 平成23年度 苫小牧市住宅用太陽光発電
システム設置費補助金交付事業

苫小牧市内の住宅や併用住宅（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20件で、申請多数の場合は抽
選となる。

1kWあたり4万円
上限額は12万円

平成23年5月2日 平成23年6月30日 http://www.city.tomakomai.h
okkaido.jp/kankyo-
hozen/soumu/solor/index_so
lor.html

11/5/23 終了 北海道 夕張郡長沼町 平成23年度長沼町住宅用太陽光発電シ
ステムモニター補助事業

長沼町内に居住もしく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、又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。

1kWあたり6万円
上限は18万円

平成23年5月9日 平成23年5月20日 http://www.maoi-
net.jp/gyosei/newenergy2/n
ewenergy5_1.htm

11/5/30 終了 東京都 青梅市 地球温暖化対策住宅用機器設置費補助
金交付制度（平成23年度）

青梅市内に1年以上居住しており、住宅に太陽光発電システムを設
置する個人が対象。借家・共有・区分所有の場合も、所有者の同意
を得れば可能。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20日 http://www.city.ome.tokyo.jp
/kankyo/syoene_josei.html

11/5/30 終了 東京都 町田市 平成23年度 町田市住宅用太陽光発電シ
ステム設置補助制度

町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。補助予算は1,500万円。

1kWあたり3万円
上限額は20万円

平成23年5月20日 第1期の受付終了。第2期
は9月頃実施される予定。

http://www.city.machida.toky
o.jp/kurashi/kankyo/hozen_
midori/mondaitotorikumi/kak
uhojo/2011_taiyo.html

11/5/30 終了 茨城県 つくば市 平成23年度 つくば市住宅用太陽光発電
システム設置補助制度

つくば市内に居住または居住する予定があり、新たに住宅用太陽
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150
件。

1kWあたり3万円
上限額は9万円

平成23年4月8日 http://www.city.tsukuba.ibar
aki.jp/173/3648/008450.html

11/5/30 終了 千葉県 君津市 君津市住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）

君津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
住宅用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。

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2月29日 http://www.city.kimitsu.lg.jp/
contents_detail.php?co=ser&f
rmId=3333

11/5/30 終了 千葉県 袖ケ浦市 袖ケ浦市住宅用太陽光発電システム設
置補助金（平成23年度）

袖ケ浦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。補助予定件数は30件で受付
は先着順。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12万円

平成23年4月1日 http://www.city.sodegaura.c
hiba.jp/kakuka/kankyo/kanky
o/hozenn/taiyoukouh21syuu
ryou.html

11/5/30 終了 神奈川県 中郡二宮町 住宅用太陽光発電システム設置費補助
事業（平成23年度）

二宮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、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1.5万円
上限額は5.2万円

平成23年4月1日 http://www.town.ninomiya.ka
nagawa.jp/kankyo/kankyou/t
aiyoukou_2010.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
11/5/30 終了 群馬県 伊勢崎市 平成23年度 伊勢崎市住宅用太陽光発電

システム設置費補助金
伊勢崎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、もしくは同システム付きの住宅を市内に
新築・購入する個人が対象。補助予定件数は各回100件。申請多数
の場合は抽選が行われる。

1kWあたり5万円
上限額は10万円

第1回 平成23年4月1日
第2回 平成23年9月1日

平成23年5月16日　※受
付終了
第2回 平成23年10月14日

http://www.city.isesaki.lg.jp/
pcp_portal/PortalServlet?DIS
PLAY_ID=DIRECT&NEXT_DI
SPLAY_ID=U000004&CONTE
NTS_ID=8035

11/5/30 受付中 北海道 磯谷郡蘭越町 蘭越町住宅エコ化支援事業（平成23年
度）

蘭越町に居住しており、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・購入する個人が対象。

1kWあたり2.4万円
上限額は24万円

平成23年度 http://www.town.rankoshi.ho
kkaido.jp/modules/news/arti
cle.php?storyid=376

11/5/30 受付中 北海道 雨竜郡北竜町 北竜町住宅用太陽光発電システム設置
補助金（平成23年度）

北竜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。国が実施する補助金との併用
が可能。

1kWあたり7万円
上限額は21万円

平成23年度 http://www.town.hokuryu.ho
kkaido.jp/guide/jutaku/taiyo
ukouhatuden.jsp

11/5/30 受付中 北海道 北広島市 平成23年度 北広島市住宅用太陽光発電
システム設置事業補助金

北広島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、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。補助予定件数は25件。

1kWあたり5万円
上限額は15万円

平成23年4月8日 平成24年1月31日 http://www.city.kitahiroshim
a.hokkaido.jp/hotnews/files/
00001200/00001264/201103
24163144.pdf

11/5/30 終了 北海道 中川郡幕別町 住宅太陽光発電システム導入の補助（平
成23年度）

幕別町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、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20件で、申し込み多数の場合、6月上
旬に抽選が行われる。

3kWまでは1kWあたり4万円
それ以上は1kWあたり3万円
上限は15万円。

平成23年4月4日 平成23年5月20日 http://www.town.makubetsu.l
g.jp/makubetsucho/choumin
ka/kankyoeiseikakari/peretto
_2_2.jsp

11/5/30 受付中 北海道 日高郡新ひだか
町

太陽光発電設置補助金 新ひだか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。

1kWあたり4.8万円 平成23年度 http://www.pref.hokkaido.lg.j
p/kz/sge/taiyoukouhatsuden
.pdf11/5/30 終了 北海道 北斗市 住宅用太陽光発電システム設置補助金

（平成23年度）
北斗市内に居住または居住の予定があり、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。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。

1kWあたり4.8万円
上限額は19.2万円

平成23年5月31日 http://www.city.hokuto.hokk
aido.jp/modules/info/conten
t0048.html

11/5/30 終了 北海道 夕張郡長沼町 平成23年度長沼町住宅用太陽光発電シ
ステムモニター補助事業

長沼町内に居住もしく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、又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。

1kWあたり6万円
上限は18万円

平成23年5月9日 平成23年5月20日 http://www.maoi-
net.jp/gyosei/newenergy2/n
ewenergy5_1.htm

11/5/30 受付中 北海道 勇払郡厚真町 太陽光発電設置補助金 厚真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7万円
上限額は20万円

平成23年度 http://www.pref.hokkaido.lg.j
p/kz/sge/taiyoukouhatsuden
.pdf

11/6/6 新規 東京都 西東京市 住宅用太陽光発電システム等設置助成
金（平成23年度）

西東京市内に居住しており、平成22年中に、住宅に新たに太陽光
発電システムを設置した、もしくは新たに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15件で、申請多数の場合は
抽選となる。

1kWあたり4万円
上限額は8万円

平成23年11月1日 平成23年11月30日 http://www.city.nishitokyo.lg.
jp/kurasi/kankyo/hojo/syoe
ne_josei.html

11/6/6 受付中 東京都 武蔵村山市 住宅用新エネルギー利用機器等設置費
補助制度（平成23年度）

武蔵村山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住宅を購入した個人が対象。
賃貸の場合は、所有者の同意を得る必要がある。増設の場合は対
象外。

1kWあたり2万円
上限額は6万円

平成23年度 http://www.city.musashimura
yama.lg.jp/kankyo/3421/004
125.html

11/6/6 受付中 千葉県 四街道市 平成23年度四街道市住宅用太陽光発電
システム設置費補助金

平成23年4月1日以降に工事請負契約をして、自ら居住する市内の
住宅や新築住宅に、未使用品である発電システムを設置した人を
対象とする。

１ｋｗあたり2.5万円
上限額は10万円

平成23年6月1日 http://www.city.yotsukaido.c
hiba.jp/kurashi/kankyo/kank
yohozen/taiyokohojoseido.ht
ml

11/6/6 受付中 長野県 東筑摩郡山形村 山形村新エネルギー普及促進事業補助
金（平成23年度）

山形村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3万円
上限額は12万円

平成23年度 http://www.vill.yamagata.nag
ano.jp/forms/info/info.aspx?i
nfo_id=1575

11/6/6 終了 埼玉県 入間郡毛呂山町 平成23年度 住宅用太陽光発電システム
設置事業補助金制度

毛呂山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。

1kWあたり3万円
上限額は10万円

平成23年4月1日 平成24年1月20日 http://www.town.moroyama.s
aitama.jp/www/contents/12
95425253145/index.html

11/6/6 終了 埼玉県 鴻巣市 太陽光発電・高効率給湯器設置費補助
金（平成23年度）

鴻巣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。設
置の際はなるべく市内の施工業者に発注すること。

1kWあたり2万円
上限額は5万円

第1期 平成23年4月1日
第2期 平成23年9月1日

平成23年4月15日　※受
付終了
平成23年9月8日

http://www.city.kounosu.sait
ama.jp/10,9317,40,432.html

11/6/6 終了 埼玉県 秩父市 平成23年度　秩父市住宅リフォーム等資
金助成事業

自己居住用住宅のリフォーム（改修）工事等を行った場合に、その
経費の一部を助成

（工事費50万円以上）一律10
万円
（工事費20～50万円未満）一
律5万円

平成23年5月23日 平成23年5月27日 http://www.city.chichibu.lg.jp
/secure/5352/230409.pdf

11/6/6 受付中 栃木県 下都賀郡野木町 住宅用太陽光発電システム設置補助金
（平成23年度）

野木町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。

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3月31日 http://www.town.nogi.tochigi.
jp/kurasi/seikatsu11.htm

22 / 25 ページ

http://www.town.rankoshi.hokkaido.jp/modules/news/article.php?storyid=376
http://www.town.rankoshi.hokkaido.jp/modules/news/article.php?storyid=376
http://www.town.rankoshi.hokkaido.jp/modules/news/article.php?storyid=376
http://www.town.hokuryu.hokkaido.jp/guide/jutaku/taiyoukouhatuden.jsp
http://www.town.hokuryu.hokkaido.jp/guide/jutaku/taiyoukouhatuden.jsp
http://www.town.hokuryu.hokkaido.jp/guide/jutaku/taiyoukouhatuden.jsp
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/files/00001200/00001264/20110324163144.pdf
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/files/00001200/00001264/20110324163144.pdf
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/files/00001200/00001264/20110324163144.pdf
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/files/00001200/00001264/20110324163144.pdf
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sge/taiyoukouhatsuden.pdf
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sge/taiyoukouhatsuden.pdf
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sge/taiyoukouhatsuden.pdf
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sge/taiyoukouhatsuden.pdf
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sge/taiyoukouhatsuden.pdf
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sge/taiyoukouhatsuden.pdf
http://www.city.nishitokyo.lg.jp/kurasi/kankyo/hojo/syoene_josei.html
http://www.city.nishitokyo.lg.jp/kurasi/kankyo/hojo/syoene_josei.html
http://www.city.nishitokyo.lg.jp/kurasi/kankyo/hojo/syoene_josei.html
http://www.city.musashimurayama.lg.jp/kankyo/3421/004125.html
http://www.city.musashimurayama.lg.jp/kankyo/3421/004125.html
http://www.city.musashimurayama.lg.jp/kankyo/3421/004125.html
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/kankyo/kankyohozen/taiyokohojoseido.html
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/kankyo/kankyohozen/taiyokohojoseido.html
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/kankyo/kankyohozen/taiyokohojoseido.html
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/kankyo/kankyohozen/taiyokohojoseido.html
http://www.vill.yamagata.nagano.jp/forms/info/info.aspx?info_id=1575
http://www.vill.yamagata.nagano.jp/forms/info/info.aspx?info_id=1575
http://www.vill.yamagata.nagano.jp/forms/info/info.aspx?info_id=1575
http://www.town.nogi.tochigi.jp/kurasi/seikatsu11.htm
http://www.town.nogi.tochigi.jp/kurasi/seikatsu11.htm


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
11/6/6 受付中 栃木県 下都賀郡壬生町 住宅用太陽光発電システム設置費補助

金（平成23年度）
壬生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、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12万円

平成23年4月1日 http://www.town.mibu.tochigi
.jp/benri/kankyo/taiyoukou/
taiyoukou.html

11/6/6 終了 北海道 網走郡大空町 太陽光発電システム導入補助金（平成23
年度）

大空町町内の自宅に太陽光発電システムを設置予定の方、または
自ら居住するために町内に太陽光発電システム付の住宅を購入す
る方が対象。

1kWあたり4万円
上限額は10万円

1次募集 ～平成23年5月31
日　※受付終了

http://www.city.asahikawa.ho
kkaido.jp/files/kankyohozen/
gnd_minkanhojo/GND_minkan
hojo.htm

11/6/6 受付中 北海道 網走郡津別町 津別町太陽光発電システム導入支援事
業補助金（平成23年度）

町内に住所を有する方で、町内において自ら居住する住宅等に新
たに太陽光発電システムを設置する、または自ら居住するため太
陽光発電システム付きの住宅等（新築のものに限る。）を購入する
個人が対象。

1kWあたり4万円
上限額は12万円

平成23年度 http://www.pref.hokkaido.lg.j
p/kz/kke/taiyoukouhatsuden
.pdf

11/6/6 受付中 北海道 上川郡下川町 下川町快適住まいづくり促進事業（平成
23年度）

下川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。平
成25年度まで実施される予定。

1件につき30万円 平成23年4月1日 http://www.town.shimokawa.
hokkaido.jp/cgi-bin/odb-
get.exe?WIT_template=AC02
000&Cc=7DB146101738&DM

11/6/6 受付中 北海道 上川郡東川町 東川町住宅太陽光発電システム設置補
助制度（平成23年度）

東川町に住所を有し、自らが居住する一戸建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7万円
上限額は21万円

平成23年度 http://town.higashikawa.hokk
aido.jp/topics/details.php?id=
508

11/6/6 受付中 北海道 上川郡比布町 太陽光発電設置補助金（モニター制度）
（平成23年度）

比布町内に居住しており、太陽光発電システムを設置する個人が
対象。

1件につき12万円 平成23年度 http://www.pref.hokkaido.lg.j
p/kz/kke/taiyoukouhatsuden
.pdf

11/6/6 受付中 北海道 中川郡本別町 平成23年度本別町住宅用太陽光発電シ
ステム補助金

自ら居住する町内の住宅および店舗兼住宅等に設置する方を対象
とし町内業者が住宅用太陽光発電システムを設置する場合に限り
ます。募集件数は20件。

１ｋｗあたり7万円
上限額は28万円

平成23年6月1日 平成23年12月9日 http://www.town.honbetsu.h
okkaido.jp/living/environ/sol
arpower.html

11/6/13 受付中 東京都 昭島市 住宅用新エネルギー機器等普及促進補
助金（平成23年度）

昭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。申請期間は対象機器の設置時期によって違
う。

1kWあたり2万円
上限額は10万円

第1期 平成23年6月1日～
第2期 平成23年9月1日～
第3期 平成23年12月1日～
第4期 平成24年2月14日～

平成23年6月30日
平成23年9月30日
平成23年12月28日
平成24年3月16日

http://www.city.akishima.lg.jp
/0800kankyo/812chikyukank
yo/04000521kankyo03.htm

11/6/13 受付中 茨城県 古河市 古河市住宅用環境配慮型設備導入補助
金（平成23年度）

古河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。補助予定件数は180件で、受付
は先着順。

1kWあたり4万円
上限額は12万円

平成23年6月1日 平成23年9月30日 http://www.city.ibaraki-
koga.lg.jp/06renewal/kurasi/
gomi/taiyokou/hojyo.htm

11/6/13 受付中 神奈川県 伊勢原市 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）

伊勢原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70件で、申請多
数の場合は抽選となる。

1kWあたり1.5万円
上限額は5.2万円

平成23年5月16日 平成23年5月30日 http://www.city.isehara.kana
gawa.jp/kakuka/keizai/kanky
o/solar_system.htm

11/6/13 受付中 埼玉県 八潮市 八潮市新エネルギー等活用システム設置
費補助金（平成23年度）

自ら居住する市内の既存住宅または新築住宅に、住宅用太陽光発
電設備と他の省エネ設備などを組み合わせて導入する個人が対
象。受付は先着順。

補助対象経費の1/3、上限額
は20万円。

平成23年6月1日 平成23年12月28日 http://www.city.yashio.lg.jp/
www/contents/1286259100
036/index.html

11/6/13 終了 埼玉県 行田市 平成23年度 住宅用太陽光発電システム
設置補助

行田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する個人が対象。補助予定件
数は100件。

1件につき8万円 平成23年4月1日 平成23年12月28日 http://www.city.gyoda.lg.jp/1
5/03/11/taiyoko_23.html

11/6/13 終了 埼玉県 蓮田市 平成23年度 太陽光発電システム設置費
補助制度

自ら居住する蓮田市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。

1件あたり5万円 平成23年4月1日 平成23年5月31日 http://www.city.hasuda.saita
ma.jp/citizen/life/environme
nt/taiyoukou2011.html

11/6/13 終了 埼玉県 入間市 入間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）

入間市内に居住しており、住宅や店舗兼用住宅（居住部分が1/2以
上）に新たに太陽光発電システムを導入する個人が対象。補助予
算は400万円。

1kWあたり2万円
上限額は5万円

平成23年4月25日 http://www.city.iruma.saitam
a.jp/sumai_kurashi/sumai_kan
kyo/taiyoukou.html

11/6/13 終了 新潟県 糸魚川市 住宅用太陽エネルギー利用設備設置補
助（平成23年度）

糸魚川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。市内の事業者に
設置工事を発注することが条件となる。申請多数の場合は抽選とな
る。

1kWあたり7万円
上限額は28万円

平成23年5月31日 http://www.city.itoigawa.lg.jp
/dd.aspx?menuid=3297
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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
11/6/13 終了 新潟県 上越市 平成23年度上越市環境保全設備整備促

進事業補助金
上越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
同システム付きの市内の住宅を購入する個人が対象。

1kWあたり2万円
上限6万円

平成23年4月15日 平成23年5月31日 http://www.city.joetsu.niigat
a.jp/uploaded/attachment/3
6278.pdf

11/6/13 終了 北海道 北斗市 住宅用太陽光発電システム設置補助金
（平成23年度）

北斗市内に居住または居住の予定があり、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。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。

1kWあたり4.8万円
上限額は19.2万円

平成23年5月31日 http://www.city.hokuto.hokk
aido.jp/modules/info/conten
t0048.html

11/6/20 受付中 北海道 阿寒郡鶴居村 住宅用太陽光発電システム導入に対する
助成（平成23年度）

鶴居村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。施工業者は、村内に本社を持
つ法人事業者であることが条件となる。

1kWあたり7万円
上限額は21万円

平成23年度 http://www.vill.tsurui.lg.jp/ts
urui/PD_Cont.nsf/0/33D7A1
2EC9989E3C492576D5002E
CA41?OpenDocument

11/6/20 受付中 北海道 足寄郡足寄町 新エネルギー導入補助募集（平成23年
度）

足寄町で、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5万円
上限額は20万円

平成23年度 http://www.pref.hokkaido.lg.j
p/kz/kke/taiyoukouhatsuden

11/6/20 受付中 北海道 上川郡新得町 住宅用太陽光発電システム導入費補助
金（平成23年度）

町内の住宅に住宅用太陽光発電システムを新設する個人が対象。 1kWあたり7万円
上限額は28万円

平成24年1月31日 http://www.shintoku-
town.jp/kurashi/sumai/jyosei
/solar

11/6/20 受付中 北海道 十勝郡浦幌町 浦幌町太陽光発電システム導入事業補
助金（平成23年度）

浦幌町内に在住し、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20万円

平成23年度 http://www.pref.hokkaido.lg.j
p/kz/kke/taiyoukouhatsuden

11/6/20 受付中 北海道 中川郡池田町 住宅用太陽光発電導入支援補助（平成
23年度）

町内に住所を有する、または有する予定があり、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7万円
上限額は20万円

平成23年度 http://www.pref.hokkaido.lg.j
p/kz/kke/taiyoukouhatsuden

11/6/20 受付中 北海道 中川郡豊頃町 豊頃町住宅用太陽光発電システム導入
補助金（平成23年度）

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。

1kWあたり7万円
上限額は28万円

平成23年度 http://www.toyokoro.jp/reiki_
int/reiki_honbun/aa19705671
.html

11/6/20 受付中 北海道 河西郡更別村 更別村太陽光発電システム導入補助金
（平成23年度）

村内に住所を有する、または有する予定があり、自ら居住する住宅
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。

1kWあたり7万円
上限額は20万円

平成23年度 http://www.sarabetsu.jp/reik
i/reiki_int/reiki_honbun/aa19
104641.html

11/6/20 受付中 北海道 河西郡中札内村 中札内村住宅用太陽光発電システム導
入費補助金（平成23年度）

中札内村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7万円
上限額は28万円

平成23年度 http://www.vill.nakasatsunai.l
g.jp/page_1678.html

11/6/20 受付中 東京都 あきる野市 あきる野市新エネルギー・省エネルギー
機器設置費補助金（平成23年度）

市内在住で、居住する住宅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15日 平成23年6月28日 http://www.city.akiruno.toky
o.jp/contents_detail.php?co=
ser&frmId=1654

11/6/20 受付中 東京都 八王子市 八王子市居住環境整備補助金（平成23
年度）

市内の住宅や併用住宅、共同住宅のうち、自己の居住の用に供す
る専有部分に太陽光発電システムを設置する個人が対象。契約業
者または施工業者が、八王子市内の事業者であることが条件とな

設置工事費の20％以内
上限額は10万円。

平成23年6月1日 http://www.city.hachioji.toky
o.jp/seikatsu/jutaku/029164.
html

11/6/20 受付中 茨城県 鹿嶋市 平成23年住宅用太陽光発電システム設
置補助

鹿嶋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。受付は先着順。

1kWあたり5万円
上限額は20万円

平成23年6月6日 http://city.kashima.ibaraki.jp
/info/detail.php?no=5260

11/6/20 受付中 長野県 下伊那郡喬木村 喬木村住宅用太陽光発電システム設置
補助金（平成23年度）

喬木村内に居住しており、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。

1kWあたり3万円
上限額は10万円

平成23年度 http://www.vill.takagi.nagano.
jp/ritstki/data/reiki/hen06/0
6050.htm

11/6/20 受付中 埼玉県 久喜市 住宅用太陽光発電システム設置費補助
金（平成23年度）

市内の自ら居住または居住する予定の住宅に、住宅用太陽光発電
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。受付は先着順。

1kWあたり2万円
上限額は8万円

平成23年7月1日 http://www.city.kuki.lg.jp/kur
ashi/kankyo/hojokin/taiyoko.
html

11/6/20 終了 埼玉県 日高市 平成23年度日高市住宅用太陽光発電シ
ステム設置費補助制度

日高市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。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

平成23年6月6日 平成23年6月10日 http://www.city.hidaka.lg.jp/
6,16661,16,190.html

11/6/20 受付中 群馬県 吾妻郡東吾妻町 東吾妻町住宅用太陽光発電システム設
置補助金（平成23年度）

町内の住宅（併用住宅を含む）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が設置された新築住宅を購入する個人
が対象になる。

町内の事業者が施工する場
合、1kWあたり4万円、上限20
万円。
町外の事業者が施工する場
合、1kWあたり2.5万円、上限
20万円。

平成23年度 http://www1.town.higashiaga
tsuma.gunma.jp/www/conten
ts/1253940543963/index.ht
ml

11/6/20 受付中 新潟県 燕市 燕市新エネルギー設備等導入設置費補
助金（平成23年度）

市内の住宅や事業所において太陽光発電システムを導入する者が
対象。

補助対象経費の1/10
上限額は15万円

平成23年度 http://www.city.tsubame.niig
ata.jp/guide/life/shinenehojo
kin.html

11/6/27 新規 東京都 住宅用創エネルギー機器等（太陽光発電
システム）導入促進事業（平成23年度）

都内の住宅（戸建・集合住宅）に、新たに住宅用太陽光発電システ
ムを新規に設置された個人や法人が対象。平成24年度まで実施さ
れる予定。

1kWあたり10万円、上限額は
100万円。集合住宅の場合
は、100万円×住宅戸数が上
限となる。

平成23年6月21日 http://www.tokyo-
co2down.jp/sou-energy/

11/6/27 新規 長野県 下伊那郡高森町 高森町太陽光発電システム設置補助金
（平成23年度）

高森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や、
事業用の建築物に同システムを設置する事業者が対象。

1kWあたり2万円
上限額は10万円

平成23年度 http://www.town.takamori.na
gano.jp/contents/07000041.
html

11/6/27 新規 群馬県 吾妻郡高山村 高山村住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）

村内に住所を有しているで、者自らが居住する住宅に設置する発
電システムについて補助を行う。

1kWあたり7万円
上限20万円

平成23年度 http://vill.takayama.gunma.jp
/benri/9-1.html

11/6/27 新規 群馬県 吾妻郡嬬恋村 嬬恋村住宅改修等助成金（平成23年度） 嬬恋村に1年以上居住しており、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。平成25年度末まで実施される予定。

費用の20％
上限額は20万円

平成23年度 http://www.vill.tsumagoi.gun
ma.jp/index.php?id=74#type0
02_74_3
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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
11/6/27 新規 群馬県 吾妻郡中之条町 住宅用太陽光発電システム設置費補助

金（平成23年度）
中之条町に居住しており、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2万円
上限額は8万円
また、町内の業者に設置工
事を発注する場合は、
1kWあたり4万円
上限額は16万円

平成23年度 http://www.town.nakanojo.gu
nma.jp/4-keizai/taiyoko-
hatuden/hojo.shtml

11/6/27 新規 群馬県 邑楽郡千代田町 住宅用太陽光発電システム設置補助金
（平成23年度）

千代田町内に居住しており、住宅や併用住宅（居住部分が1/2以
上）に新たに住宅用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。

1kWあたり3万円
上限額は10万円

平成23年度 http://www.town.chiyoda.gun
ma.jp/kankyou/taiyoukouhat
uden.htm

11/6/27 新規 群馬県 甘楽郡甘楽町 太陽光発電設置補助金 甘楽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3.5万円
上限10万円

平成23年度 http://www.town.kanra.gunm
a.jp/cgi-bin/odb-
get.exe?WIT_template=AC02
0000&WIT_oid=icityv2::Conte
nts::2633

11/6/27 新規 新潟県 胎内市 住宅用太陽光発電システム設置の補助
制度（平成23年度）

自ら居住する市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7万円
上限額は21万円

平成23年4月1日 http://www.city.tainai.niigata.
jp/tayori/20110401/tainai20
11040120.pdf

11/6/27 新規 新潟県 妙高市 妙高市住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）

自ら居住する市内の住宅に、新たに太陽光発電システムを設置す
る個人が対象。市内事業者が工事する住宅用太陽光発電システム
を設置する。または、市内事業者から同システムが設置された建売
住宅を購入することが条件となる。

1kWあたり3.5万円
上限額は10万円

平成23年4月1日 平成24年1月31日 http://www.city.myoko.niigat
a.jp/guide_seikatu/kurasi/17
kankyou-2.html
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