
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/

11/4/4 受付中 鳥取県 倉吉市 「倉吉市住宅用太陽光発電システム等
導入促進事業費補助金（平成23年度）」

倉吉市内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムや
新エネ・省エネ設備を設置する個人が対象。集合住宅や賃貸住
宅も対象となる。補助予定件数は60件。 ※新エネ・省エネ設備：
高効率給湯器（エコキュート、エコジョーズ、エコフィール）、エネ
ファーム（家庭用燃料電池）、LED照明、太陽熱温水器、小型風
力発電機など。国が実施する太陽光発電補助金制度との併用も
可能。省エネ設備については、国の補助金との併用は不可。

太陽光発電システム単独の場合、
1kWあたり2.5万円、上限額は10万
円。新エネ・省エネ設備との併設の
場合、1kWあたり7.5万円、上限額は
30万円。

平成23年4月1日～ 平成24年3月31日 http://www.city.kurayoshi.lg
.jp/p/gyousei/div/sangyouk
ankyou/kankyou/10/

11/4/4 受付中 鳥取県 境港市 「境港市住宅用太陽光発電システム等
導入促進事業費補助金（平成23年度）」

境港市内に居住しており、住宅や併用住宅に、新たに太陽光発
電システムと省エネ設備（※）を同時に設置する個人が対象。
※省エネルギー設備：LED照明器具（複数台）、高効率給湯器、
太陽熱温水器、小型風力発電設備、薪ストーブ、ペレットストー
ブ。平成23年6月1日以降の契約分からは、県内の業者が施工を
行うことが条件。

1kWあたり5万円
上限20万円

平成23年4月5日～ http://www.city.sakaiminato
.lg.jp/index.php?view=7422

11/4/4 受付中 香川県 三豊市 「平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助事業」

三豊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5万円
上限額は20万円

平成23年4月7日～ 平成24年3月1日 http://www.city.mitoyo.lg.jp
/forms/info/info.aspx?info_i
d=6990

11/4/11 受付中 広島県 福山市 「平成23年度 福山市住宅用太陽光発
電システム設置費補助事業」

福山市内に居住または居住の予定があり、住宅や併用住宅に新
たに太陽光発電システムを設置する、もしくは同システム付きの
住宅を購入する個人が対象。受付は先着順。

1件につき5万円 平成23年4月1日～ 平成24年3月10日 http://www.city.fukuyama.hi
roshima.jp/life/detail.php?h
dnKey=8378

11/4/11 受付中 広島県 福山市 「平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム及び省エネルギー設備整備費補助事
業」

福山市内に居住または居住の予定があり、住宅や併用住宅に、
太陽光発電システムと省エネルギー設備を同時に設置する、もし
くは同システム付きの住宅を購入する個人が対象。※省エネル
ギー設備とは：LED照明、断熱材、複層ガラス・二重窓などの窓
断熱設備、エコキュート、エコジョーズ、エコフィール

1件につき7万円 平成23年4月1日～ 平成24年3月10日 http://www.city.fukuyama.hi
roshima.jp/life/detail.php?h
dnKey=8379

11/4/11 受付中 広島県 安芸郡坂町 「坂町住宅用太陽光発電システム等普
及促進事業補助金（平成23年度）」

坂町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。太陽光発電システムと省エネ設備
を同時に設置する事が条件。省エネ設備の対象となるのは、LED
照明、断熱材、複層ガラス、窓ガラス用熱遮断フィルムなど。補助
予定件数は25件。受付は先着順。

1件につき7万円 平成23年4月1日～ 平成24年2月28日 http://www.town.saka.hiros
hima.jp/sakacho/kankyoubo
usai/juutakuyoutaiyoukouha
tsudenhojokin.htm

11/4/11 受付中 島根県 安来市 「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）」

安来市内の住宅（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。市内事業者が設置することが条件
となる。

1kWあたり7万円
上限額は21万円

平成23年4月1日～ 平成24年3月31日 http://www.city.yasugi.shim
ane.jp/p/1/5/2/1/1/1/16/

11/4/11 受付中 鳥取県 米子市 「平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置費一部補助」

米子市内に居住しており、住宅や併用住宅に、新たに太陽光発
電システムと省エネ設備（※）を同時に設置する、もしくは同シス
テム付きの住宅を購入する個人が対象。※省エネルギー設備：
LED照明器具、高効率給湯器、太陽熱温水器、小型風力発電設
備、薪ストーブ、ペレットストーブ

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16日 http://www.yonago-
city.jp/section/kankyoseisa
ku/kansei20110330.htm

11/4/18 受付中 広島県 広島市 平成23年度 広島市住宅環境性能向上
補助金

広島市内に居住しており、戸建住宅や分譲共同住宅に新たに太
陽光発電システムを設置しようとする個人・管理共同組合が対
象。建売住宅の購入も対象となり、賃貸の場合、所有者の承諾を
得れば可。工事費が20万円以上であることが条件。

1件あたり5万円 2011/4/1 平成24年2月24日 http://www.city.hiroshima.lg
.jp/www/contents/0000000
000000/1270527180800/in
dex.html

11/4/18 受付中 広島県 福山市 平成23年度 福山市住宅用太陽光発電
システム設置費補助事業

福山市内に居住または居住の予定があり、住宅や併用住宅、集
合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。
省エネ設備と同時に設置する場合は別の補助金が適用される。
また、市内のモデル地区内に太陽光発電システムを設置する場
合も、別の補助金が適用される。

1件につき5万円
省エネ設備との併設の場合、1件に
つき7万円

2011/4/1 2012/3/10 http://www.city.fukuyama.hi
roshima.jp/life/detail.php?h
dnKey=8378
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11/4/18 受付中 広島県 呉市 住宅用太陽光発電システム設置費補助

金（平成23年度）
呉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。
受付は先着順。
省エネ設備を同時に設置する場合は別の補助金が適用される。

1kWあたり2万円、上限額は8万円
省エネ設備を同時に設置する場合は
1件につき7万円

2011/4/11 http://www.city.kure.lg.jp/~
kankyo/solar_hojo1.html

11/4/18 受付中 広島県 三原市 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助事業

三原市内に居住または居住の予定があり、住宅や併用住宅に新
たに太陽光発電システムを設置する、もしくは同システム付きの
住宅を購入する個人が対象。補助予算は3,978万円で、補助予定
件数は200件程度。

1kWあたり4万円
上限額は20万円

2011/4/1 http://www.city.mihara.hiro
shima.jp/shisei/kakuka/kan
kyou-
seisaku/kanrika/kankyoukei
hatu/taiyoukou/taiyoukou.h
tm

11/4/18 受付中 広島県 尾道市 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム等普及促進事業補助金

尾道市内に居住または居住の予定があり、住宅や併用住宅に新
たに太陽光発電システムを設置する、もしくは同システム付きの
住宅を新築・購入する個人が対象。省エネ設備（※）を併設する
場合は補助金が上乗せされる。
※省エネルギー設備とは：LED照明、断熱材、被層ガラス、窓ガラ
ス用熱遮断フィルム、エコキュート（CO2冷媒ヒートポンプ給湯
器）、エコジョーズ（潜熱回収型ガス給湯器）

1件につき6万円。省エネ設備を併設
する場合は1件につき7万円

2011/4/1 http://www.city.onomichi.hi
roshima.jp/kankyo/warming
/warming.html

11/4/18 受付中 広島県 東広島市 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム等設置費補助金（第1期)

東広島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、もしくは同システム付きの住宅を購入する個人が対
象。また、下記のような省エネルギー機器を同時に設置する場合
は、補助金が上乗せされる。※省エネルギー設備とは：LED照
明、断熱材、被層ガラス、窓ガラス断熱フィルム、エコキュート
（CO2冷媒ヒートポンプ給湯器）、エコジョーズ（潜熱回収型ガス給
湯器）、太陽熱温水器など。エコジョーズ、エコキュートは、国の補
助金制度との併用は不可。

1件につき5万円。省エネ設備との併
設の場合は1件につき7万円。

2011/4/4 2011/8/31 http://www.city.higashihiros
hima.hiroshima.jp/soshiki/1
8/taiyoukouhojo23.html

11/4/18 受付中 広島県 安芸高田市 安芸高田市住宅用太陽光発電システム
等普及促進事業補助金（平成23年度）

安芸高田市内に居住または居住の予定があり、住宅や併用住宅
に新たに太陽光発電システムを設置する、もしくは同システム付
きの住宅を新築・購入する個人が対象。

1kWあたり3.5万円
上限額は14万円

2011/4/1 http://www.akitakata.jp/site
/page/section/siminseikatu
/taiyoukou23/

11/4/18 受付中 広島県 江田島市 住宅用太陽光発電システム等設置補助
制度（平成23年度）

江田島市内に居住または居住の予定があり、住宅や併用住宅に
太陽光発電システムと省エネルギー設備を同時に設置する、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。※省エネルギー設備とは：LED照明、断熱材、被層ガラス、窓
ガラス断熱フィルム、エコキュート（CO2冷媒ヒートポンプ給湯
器）、エコジョーズ（潜熱回収型ガス給湯器）

1件につき7万円 2011/4/1 2012/3/9 http://www.city.etajima.hiro
shima.jp/cms/modules/sma
rtsection/item.php?itemid=8
36

11/4/18 受付中 広島県 大竹市 住宅用太陽光発電システム等設置補助
金（平成23年度）

大竹市内の住宅に新たに太陽光発電システムと省エネ設備※を
設置する、もしくは両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40件。※省エネルギー設備とは：LED照
明、断熱材、被層ガラス、窓ガラス用熱遮断フィルム、エコキュー
ト（CO2冷媒ヒートポンプ給湯器）、エコジョーズ（潜熱回収型ガス
給湯器）。

1件につき7万円 平成23年度 http://www.city.otake.hiros
hima.jp/clink/taiyokohatude
nhojyo.html

11/4/18 受付中 広島県 府中市 府中市住宅用太陽光発電システム等普
及促進事業補助金（平成23年度）

府中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と省エネルギー設備（※）を同時に設置
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。受付は先着順。※省エネルギー設備とは：LED照明、断熱
材、被層ガラス、窓ガラス用熱遮断フィルム、エコキュート（CO2冷
媒ヒートポンプ給湯器）、エコジョーズ（潜熱回収型ガス給湯器）
住宅版エコポイント制度との併用は不可。受付は先着順。

1件につき7万円 2011/4/1 http://www.city.fuchu.hiros
hima.jp/kurashi/taiyokohojo
/index.html

11/4/18 受付中 広島県 安芸郡海田町 海田町住宅用太陽光発電システム等普
及促進事業補助金（平成23年度）

海田町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。ただし、太陽光発電システムと省
エネ設備を同時に設置する場合に限る。省エネ設備の対象とな
るのは、LED照明、断熱材（厚さ20mm以上）、複層ガラス、窓ガラ
ス用熱遮断フィルム、エコキュート（CO2冷媒ヒートポンプ給湯
器）、エコジョーズ（潜熱回収型ガス給湯器）。

1件あたり7万円 平成23年4月1日 平成24年3月31日 http://www.town.kaita.lg.jp/
soshiki/detail.php?lif_id=407
5
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11/4/18 受付中 広島県 安芸郡熊野町 平成23年度　住宅用太陽光発電システ

ム等設置費補助金
熊野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、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。

1件につき10万円。 平成23年4月1日 平成24年4月15日 http://www.town.kumano.hi
roshima.jp/www/contents/
1301565311654/html/com
mon/other/4d9459ce011.p
df11/4/18 受付中 広島県 山県郡北広島町 北広島町住宅用太陽光発電システム等

普及促進事業（平成23年度）
北広島町内の住宅や店舗併用住宅に、新たに太陽光発電システ
ム及び省エネルギー機器を設置する、もしくは、両システム付き
の住宅を購入する個人が対象。賃貸の場合も、所有者の同意を
得れば可。対象となる省エネルギー機器は、LED照明、断熱材、
複層ガラス、窓ガラス用熱遮断フィルム、エコジョーズ、エコ
キュート。国の補助金との併用は不可。

1件につき7万円 平成23年4月1日 平成23年12月28日 http://www.town.kitahiroshi
ma.lg.jp/kikakuka/assist-
taiyoko.jsp

11/4/18 受付中 広島県 豊田郡大崎上島町 大崎上島町住宅用太陽光発電システム
等普及促進事業補助金（平成23年度）

大崎上島町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と省エネ設備を同時に設置す
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。省エネ設備の対象となるのは、LED照明、断熱
材（厚さ20mm以上）、複層ガラス、窓ガラス用熱遮断フィルム、エ
コジョーズ、エコキュート。

1件につき7万円 平成23年4月18日 平成24年1月31日 http://www.town.osakikamiji
ma.hiroshima.jp/index.php?a
ction=pages_view_main&amp
;block_id=14&amp;active_act
ion=journal_view_main_detail
&amp;post_id=83#_14

11/4/18 受付中 広島県 世羅郡世羅町 住宅用太陽光発電システム設置費補助
金（平成23年度）

世羅町内の住宅に、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3万円
上限額は10万円
省エネルギー設備を設置する場合
は、1件につき7万円が上乗せ。

平成23年4月5日 http://www.town.sera.hiros
hima.jp/Contents/ePage.as
p?CONTENTNO=507&PNO
=16

11/4/18 受付中 広島県 神石郡神石高原町 神石高原町住宅用太陽光発電システム
等設置費補助金（平成23年度）

神石高原町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。

1kWあたり5万円
上限額は20万円

平成23年4月1日 平成23年7月29日 http://www.jinsekigun.jp/p/
town/introduction/formatio
n/kankyoueisei/kankyoueis
ei/eco/hatuden/

11/4/18 受付中 広島県 安芸郡坂町 「坂町住宅用太陽光発電システム等普
及促進事業補助金（平成23年度）」

坂町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。太陽光発電システムと省エネ設備
を同時に設置する事が条件。
省エネ設備の対象となるのは、LED照明、断熱材、複層ガラス、
窓ガラス用熱遮断フィルムなど。補助予定件数は25件。

1件につき7万円 2011/4/1 2012/2/28 http://www.town.saka.hiros
hima.jp/sakacho/kankyoubo
usai/juutakuyoutaiyoukouha
tsudenhojokin.htm

11/4/18 受付中 岡山県 岡山市 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置等補助事業

岡山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が
対象。補助予定件数は500件程度で、受付は先着順。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

2011/4/1 http://www.city.okayama.jp
/kankyou/kankyouhozen/ka
nkyouhozen_00195.html

11/4/18 受付中 岡山県 倉敷市 平成23年度 倉敷市住宅用太陽光発電
システム設置費補助制度

倉敷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。国の太陽光発電補助金の交付が決定していることが条件。

1kWあたり2.5万円
上限額は10万円

2011/4/4 2012/3/30 http://www.city.kurashiki.ok
ayama.jp/dd.aspx?menuid=8
074

11/4/18 受付中 岡山県 笠岡市 平成23年度 笠岡市住宅用太陽光発電
システム設置費補助制度

笠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。国や県の補助金制度との併用も可能。補助予算は2,520万
円。

1kWあたり4万円、上限額は28万円。
市内業者が設置する場合は1kWあた
り5万円、上限額35万円。

2011/4/27 http://www.city.kasaoka.ok
ayama.jp/soshiki/11/23taiy
ou-hozyo.html

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

総社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。

1kWあたり2万円
上限額は8万円

2011/6/1 http://www.city.soja.okaya
ma.jp/kankyo_machidukuri/k
ankyo_eisei/enerugi/taiyouk
ouhatsuden.jsp

11/4/18 受付中 岡山県 浅口市 平成23年度浅口市住宅用太陽光発電
システム設置事業費補助金

浅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
設置する個人が対象。補助予定件数は50件。

1kWあたり6万円
上限額は24万円

平成23年4月1日 https://www.enavi-
okayama.jp/SinseiPotal/out
side/gyoseibefore.do?dispat
ch=initialize&precode=33&g

11/4/18 終了 岡山県 勝田郡奈義町 平成23年度 奈義町住宅用太陽光発電
システム設置補助金

奈義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12万円

平成23年4月1日 平成23年5月31日 http://www.town.nagi.okaya
ma.jp/cms-
sypher/www/service/detail.
jsp?id=5502

11/4/18 受付中 岡山県 浅口郡里庄町 平成23年度 太陽光発電システム設置
費補助制度

里庄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。補助予算は800万円で、申請多数の場合
は抽選となる。

1kWあたり7万円
上限額は35万円

2011/6/1 2011/6/30 http://www.town.satosho.ok
ayama.jp/
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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 山口県 環境やまぐち省エネ住宅普及促進事業

（やまぐちエコハウス補助金）（平成23年
度）

■一般枠
山口県内に居住または居住する予定があり、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。太陽光発
電システムに加え、省エネ・グリーン化製品を2製品以上導入す
ることが条件となる。ただし、省エネ・グリーン化製品は導入経費
合計が24万円以上で、対象製品のうち1製品以上が県産製品で
あることとする。
■県産木材利用促進枠
山口県内に居住または居住する予定があり、優良県産木材を使
用して住宅を新築する個人が対象。太陽光発電システムや省エ
ネ・グリーン化製品（2製品以上）を導入する際、補助金の交付を
受けることができる。ただし、省エネ・グリーン化製品は、導入経
費合計が補助金額の3倍以上で、対象製品のうち1製品以上が県
産製品であることとする。
また、県産木材利用促進総合対策事業補助金を受けることも条
件となる。

1kWあたり2万円、上限額が8万円 平成24年3月30日 http://eco.pref.yamaguchi.lg
.jp/ondan/torikumi/ecohou
se/ecohouse.html

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

山口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、もしくは同システム付きの住宅を購入する個人が対
象。補助予算は1,360万円で、受付は先着順。

1kWあたり1万円、上限額は4万円 平成22年4月1日 http://www.city.yamaguchi.l
g.jp/dannai/soshiki/kankyo/
hozen/taiyohojokinn.html

11/4/18 受付中 鳥取県 鳥取市 鳥取市住宅用自然エネルギー導入促進
事業費補助金（平成23年度）

鳥取市内に居住しており、住宅等（店舗併用住宅、事務所、共同
利用施設を含む）に新たに太陽光発電システムを設置する個人
が対象。同時に省エネ設備（※）を設置する場合は補助金が上乗
せされる。※省エネ設備：小型風力発電設備、薪ストーブ、ペレッ
トストーブ、太陽熱温水器、LED照明器具、高効率給湯器

1kWあたり3.4万円、上限額は13.6万
円
省エネ設備との併設の場合は1kWあ
たり4.8万円、上限額は19.2万円

平成23年度 http://www.city.tottori.lg.jp
/www/contents/119095503
2778/index.html

11/4/18 受付中 鳥取県 米子市 「平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置費一部補助」

米子市内に居住しており、住宅や併用住宅に、新たに太陽光発
電システムと省エネ設備（※）を同時に設置する、もしくは同シス
テム付きの住宅を購入する個人が対象。※省エネルギー設備：
LED照明器具、高効率給湯器、太陽熱温水器、小型風力発電設
備、薪ストーブ、ペレットストーブ

1kWあたり3万円
上限額は12万円

2011/4/1 2012/3/16 http://www.yonago-
city.jp/section/kankyoseisa
ku/kansei20110330.htm

11/4/18 受付中 鳥取県 倉吉市 「倉吉市住宅用太陽光発電システム等
導入促進事業費補助金（平成23年度）」

倉吉市内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムや
新エネ・省エネ設備を設置する個人が対象。集合住宅や賃貸住
宅も対象となる。補助予定件数は60件。 ※新エネ・省エネ設備：
高効率給湯器（エコキュート、エコジョーズ、エコフィール）、エネ
ファーム（家庭用燃料電池）、LED照明、太陽熱温水器、小型風
力発電機など。国が実施する太陽光発電補助金制度との併用も
可能。省エネ設備については、国の補助金との併用は不可。

太陽光発電システム単独の場合、
1kWあたり2.5万円、上限額は10万
円。新エネ・省エネ設備との併設の
場合、1kWあたり7.5万円、上限額は
30万円。

2011/4/1 2012/3/31 http://www.city.kurayoshi.lg
.jp/p/gyousei/div/sangyouk
ankyou/kankyou/10/

11/4/18 受付中 鳥取県 境港市 「境港市住宅用太陽光発電システム等
導入促進事業費補助金（平成23年度）」

境港市内に居住しており、住宅や併用住宅に、新たに太陽光発
電システムと省エネ設備（※）を同時に設置する個人が対象。
※省エネルギー設備：LED照明器具（複数台）、高効率給湯器、
太陽熱温水器、小型風力発電設備、薪ストーブ、ペレットストー
ブ。平成23年6月1日以降の契約分からは、県内の業者が施工を
行うことが条件。

1kWあたり5万円
上限20万円

2011/4/5 http://www.city.sakaiminato
.lg.jp/index.php?view=7422

11/4/18 受付中 鳥取県 東伯郡北栄町 平成23年度 北栄町住宅用太陽光発電
システム等設置費補助金

北栄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
発電システムと省エネ機器を同時に設置する個人が対象。補助
予算は720万円で、受付は先着順。国の太陽光発電補助金の交
付が決定していることが条件。※省エネルギー設備：LED照明器
具（複数台）、高効率給湯器、太陽熱温水器、小型風力発電設
備、薪ストーブ、ペレットストーブ

1kWあたり9万円
上限額は36万円

2011/4/1 2012/1/10 http://www.e-
hokuei.net/mkpage/hyouzi_
editor.php?sid=2717&listmo
de=

11/4/18 受付中 鳥取県 西伯郡大山町 大山町住宅用太陽光発電システム等設
置費補助金（平成23年度）

大山町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個人が対象。賃貸の場合は、所有者
の同意があれば可。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7.2万円
上限額は28.8万円

2011/4/1 http://www.daisen.jp/p/1/1
0/2/39/

4 / 10 ページ



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 鳥取県 八頭郡八頭町 平成23年度 八頭町住宅用太陽光発電

システム等設置補助金
八頭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。補助予算は1,080万円で、約24件分。同時
に省エネ設備（※）を設置する場合は補助金が上乗せされる。※
省エネ設備：小型風力発電設備、薪ストーブ、ペレットストーブ、
太陽熱温水器、LED照明器具、高効率給湯器

1kWあたり3万円、上限額は12万円
同時に省エネ設備を設置する場合
1kWあたり9万円、上限額は36万円

平成23年度 http://www.town.yazu.totto
ri.jp/dd.aspx?itemid=3222

11/4/18 受付中 鳥取県 東伯郡三朝町 住宅用太陽光発電システム設置費等補
助金（平成23年度）

三朝町内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムと
省エネ設備（※）を同時に設置する個人が対象。国の太陽光発電
補助金の交付を受けることが条件となる。※省エネ設備：LED照
明、高効率給湯器（エコキュート、エコジョーズ、エコフィール、エ
ネファーム）、太陽熱温水器、小型風力発電機、ペレットストー
ブ、まきストーブ

1kWあたり7万円、上限額は28万円 平成23年度 http://www.town.misasa.tot
tori.jp/315/319/326/764/3
726.html

11/4/18 受付中 鳥取県 東伯郡湯梨浜町 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム等設置費補助金

湯梨浜町内に居住しており、住宅や併用住宅に、新たに太陽光
発電システムと省エネ設備（※）を同時に設置する、もしくは同シ
ステム付きの住宅を購入する個人が対象。集合住宅に設置する
場合も可。※省エネルギー設備：LED照明器具（複数台）、高効率
給湯器、太陽熱温水器、小型風力発電設備、ペレットストーブ

1kWあたり7.5万円
上限額は30万円

平成23年度 http://www.yurihama.jp/pag
e.cgi?p=4653

11/4/18 受付中 鳥取県 東伯郡琴浦町 琴浦町住宅用太陽光発電等導入推進
補助金（平成23年度）

琴浦町内に居住しており、住宅や併用住宅に太陽光発電システ
ムを設置する、もしくは同システム付きの住宅を購入する個人が
対象。集合住宅についても対象となる。省エネ設備（※）と併設す
る場合は補助金が上乗せされる。※省エネ設備：高効率給湯器
（エコキュート、エコジョーズ、エコフィール）、エネファーム（家庭用
燃料電池）、LED照明、太陽熱温水器、小型風力発電機など。

1kWあたり5万円、上限額は20万円
省エネ設備と同時設置の場合、1kW
あたり7.5万円、上限額は30万円

平成23年度 http://www.town.kotoura.to
ttori.jp/cms/index1340.html

11/4/18 受付中 鳥取県 日野郡日南町 日南町住宅用太陽光発電等導入推進
事業費補助金（平成23年度）

日南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
発電システムと省エネ設備（※）を同時に設置する個人が対象。
太陽光発電システムについては、国が実施する補助金との併用
が可能。※省エネ設備：LED照明、高効率給湯器（エコキュート、
エコジョーズ、エコフィールなど）、エネファーム、太陽熱温水器、
小型風力発電機、ペレットストーブ、まきストーブ

1kWあたり6万円
上限額は24万円

平成23年度 http://www.town.nichinan.lg
.jp/p/1/15/7/9/2/

11/4/18 受付中 鳥取県 日野郡江府町 江府町住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）

江府町内の住宅に新たに太陽光発電システムを設置した個人が
対象。国の太陽光発電補助金の交付を受けることが条件となる。

1kWあたり7.5万円
上限額は30万円

平成23年度 http://www.town-
kofu.jp/s_site/taiyoukou/tai
youkou_top.html

11/4/18 受付中 島根県 松江市 松江市住宅用太陽光発電導入促進事
業費補助金交付制度（平成23年度）

松江市内に居住しており、住宅や併用住宅（新築、既存）に新た
に太陽光発電システムを設置する個人が対象。ただし、市内の
施工業者に工事を発注する場合に限る。

1kWあたり4.8万円
上限額は14.4万円

2011/4/6 http://www1.city.matsue.sh
imane.jp/kankyou/eco/taiy
oko/taiyoko.html

11/4/18 受付中 島根県 安来市 「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）」

安来市内の住宅（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。市内事業者が設置することが条件
となる。

1kWあたり7万円
上限額は21万円

2011/4/1 2012/3/31 http://www.city.yasugi.shim
ane.jp/p/1/5/2/1/1/1/16/

11/4/18 受付中 島根県 浜田市 浜田市住宅用太陽光発電システム設置
事業補助金（平成23年度）

浜田市内の住宅に、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新築・購入する個人が対象。市内の
事業者に設置工事を依頼する、または市内の事業者から住宅を
購入することが条件となる。補助予算は960万円で、受付は先着
順。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

2011/4/1 http://www.city.hamada.shi
mane.jp/kurashi/kankyou/o
ndanka/juutakuyoutaiyouko
uhojokin.html

11/4/18 受付中 島根県 出雲市 平成23年度 出雲市太陽光発電システ
ム設置費補助金

出雲市内の住宅（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。ただし、市内の施工業者に設置工事を発注
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。補助予定件数は100件程度。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

2011/4/1 2012/1/20 http://www.city.izumo.shim
ane.jp/www/contents/1301
013810440/index.html

11/4/18 受付中 島根県 益田市 益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）

益田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。市内の事業者が施工を行う
ことが条件となる。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

平成23年度 http://www.city.masuda.lg.j
p/soshiki/25/detail-
6741.html
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11/4/18 受付中 島根県 大田市 平成23年度 大田市太陽光発電導入促

進事業費補助金
大田市内の住宅（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。国の補助金制度との併用も可能。

1kWあたり6万円
上限額は24万円

平成23年度 http://www.city.ohda.lg.jp/3
145.html

11/4/18 受付中 香川県 高松市 平成23年度 高松市太陽光発電システ
ム設置費補助制度

高松市内の、住宅や併用住宅、事業所等に新たに太陽光発電シ
ステムを設置する個人が対象。新たに同システム付きの住宅を
新築・購入する場合も可。

1kWあたり3万円
上限額は15万円

2011/4/4 2012/3/30 http://www.city.takamatsu.
kagawa.jp/1357.html

11/4/18 受付中 香川県 三豊市 「平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助事業」

三豊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5万円
上限額は20万円

2011/4/7 2012/3/1 http://www.city.mitoyo.lg.jp
/forms/info/info.aspx?info_i
d=6990

11/4/18 受付中 香川県 観音寺市 観音寺市住宅用太陽光発電システム設
置費補助金（平成23年度）

観音寺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しようとする個人が対象。

1kWあたり5万円
上限額は10万円

前期 2011/4/1
後期 2011/10/1

前期 2011/5/31
後期 2011/11/30

http://www.city.kanonji.kag
awa.jp/info/w72/080318-
2.html

11/4/18 受付中 香川県 坂出市 平成23年度坂出市住宅用太陽光発電
システム設置事業補助金

坂出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。省エネ設備を同時に設置する場合は上乗せ補助が

1kWあたり5万円
上限額は20万円

平成23年4月1日 平成24年2月29日 http://www.city.sakaide.lg.jp
/kurasi/kankyou/sakaidesit
aiuoukou.html

11/4/18 受付中 香川県 仲多度郡まんのう町 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置補助事業

まんのう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40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4月1日 平成24年2月29日 http://www.town.manno.lg.j
p/life/detail.php?hdnKey=21
10

11/4/18 受付中 徳島県 徳島市 徳島市住宅のエコ対策支援事業（平成
23年度）

徳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
発電システムと省エネ機器を同時に設置する、もしくは両システ
ム付きの住宅を購入する個人が対象。補助予定件数は225件。
国の太陽光発電補助金との併用も可能。対象となる省エネ機器
は、LED照明、エコキュート（自然冷媒ヒートポンプ給湯器）、エコ
ジョーズ（潜熱回収型給湯器）、エコウィル（ガスエンジン給湯

1件につき8万円 2011/4/1 2011/12/22 http://www.city.tokushima.t
okushima.jp/kankyo_hozen/
gaiyo87.html

11/4/18 受付中 徳島県 阿波市 阿波市住宅用太陽光発電システム導入
補助金（平成23年度）

阿波市内の住宅（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。店舗等との併用住宅も対象となる。国が実
施する太陽光発電補助金の交付が決定していることが条件とな
る。。補助予算は180万円で、受付は国の補助金交付の決定順
（発行日順）となる。

1kWあたり2万円
上限額は10万円

2011/5/2 http://www.city.awa.lg.jp/it
winfo/i4666/

11/4/18 終了 徳島県 美馬市 太陽光発電システム及び高効率給湯器
設置補助（平成23年度）

美馬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
発電システムと高効率給湯機（エコキュート、エコジョーズなど）を
複合的に設置する個人が対象。補助予定件数は24件で、申請多
数の場合は抽選となる。

1件につき50万円 2011/5/22 2011/5/22 http://www.city.mima.lg.jp/
5/217/001963.html

11/4/18 終了 徳島県 板野郡松茂町 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助事業（追加募集）

松茂町内に居住しており、自らが居住する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5万円
上限額は20万円

2011/4/7 2011/4/26 http://www.town.matsushig
e.tokushima.jp/soshiki/7/jy
uutakutaiyou.html

11/4/18 終了 徳島県 板野郡北島町 北島町住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）

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

1kWあたり2.5万円
上限額は10万円

2011/4/18 2011/5/31 http://www.town.kitajima.lg.j
p/kurashi/seikatu/taiyouko
u.html

11/4/18 受付中 愛媛県 松山市 平成23年度 太陽光発電システム補助
制度（個人向け）

松山市内の、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。受付は先着順。

1kWあたり6万円、上限額は18万円 2011/4/1 2012/3/31 http://www.city.matsuyama.
ehime.jp/kankyouj/1204268
_968.html

11/4/18 受付中 愛媛県 新居浜市 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助制度

新居浜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。

1kWあたり3万円、上限額は12万円 2011/4/1 http://www.city.niihama.lg.jp
/soshiki/detail.php?lif_id=11
673

11/4/18 受付中 愛媛県 西条市 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム導入促進事業補助金

西条市内の住宅に、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12万円
（補助対象経費の5％以内）

2011/4/1 http://www.city.saijo.ehime.
jp/downl/shokorosei/e_taiy
oukou.html

11/4/18 受付中 愛媛県 四国中央市 平成23年度 四国中央市住宅用太陽光
発電システム設置補助金

四国中央市内の住宅に新たに太陽光発電システムを設置した、
もしくは同システム付きの市内の住宅を購入した個人が対象。国
の補助金の交付が決定していることが条件。受付は先着順。

1kWあたり3万円、上限額は12万円 平成23年4月20日 https://www.city.shikokuch
uo.ehime.jp/modules/news1
/article.php?storyid=500

11/4/18 受付中 愛媛県 東温市 太陽光発電システム・太陽熱高度利用
システムの設置補助事業（平成23年度）

東温市内に居住しており、住宅や店舗併用住宅に、新たに太陽
光発電システムを設置する個人が対象。

1kWあたり4万円、上限額は16万円 平成23年度 http://www.city.toon.ehime.
jp/life/life_detail.php?lif_id=9
75&task=0
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11/4/18 受付中 愛媛県 今治市 平成23年度今治市住宅用太陽光発電

システム設置費補助金
今治市内に居住しており、住宅や併用住宅に新たに太陽光発電
システムを設置した、もしくは同システム付きの住宅を購入した個
人が対象。国が実施する太陽光発電補助金の交付を受けること
が条件。

1kWあたり2.5万円
上限額は10万円

平成23年度 http://www.city.imabari.ehi
me.jp/seikan/taiyou/index.h
tml

11/4/18 受付中 愛媛県 南宇和郡愛南町 住宅用太陽光発電システム設置費補助
金交付制度（平成23年度）

愛南町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個人が対象。補助予算は840万円
（30件分）。

1kWあたり7万円、上限額は28万円 平成23年度 http://www.town.ainan.ehim
e.jp/news/detail.html?gmen
u=2&lmenu=1&new_rec=221

11/4/18 受付中 高知県 南国市 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助金

南国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となる。補助予算は680万
円で、補助予定件数は40件。国の太陽光発電補助金を申請する
ことが条件。補助件数は50件。

1kWあたり4万円
上限額は16万円

2011/4/1 http://www.city.nankoku.ko
chi.jp/life/life_dtl.php?hdnKe
y=1923

11/4/18 受付中 高知県 高岡郡檮原町 平成23年度梼原町新エネルギー等活用
施設設置費補助金

檮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個人が対象。

1kWあたり20万円
上限80万円

平成23年度 http://www.town.yusuhara.k
ochi.jp/mt_admin/mt-
search.cgi?search=%E5%A4%
AA%E9%99%BD%E5%85%89&I

11/4/25 受付中 広島県 竹原市 平成23年度竹原市住宅用太陽光発電
システム等設置費補助金

竹原市内の住宅に太陽光発電システムと省エネルギー設備を設
置する個人が対象。

1kWあたり3.5万円
上限額は14万円

平成23年度 http://www.city.takehara.lg.j
p/machitukuri/kankyou/taiy
oukou-hojo.html

11/4/25 受付中 広島県 廿日市市 平成23年度廿日市市住宅用太陽光発
電システム等普及促進事業補助金

廿日市市内の自ら居住又は居住する予定の住宅に太陽光発電
システムと省エネルギー設備を設置する個人が対象

1件につき7万円 平成23年4月1日 平成24年1月31日 http://www.city.hatsukaichi.
hiroshima.jp/kankyo_seikats
u/kankyo/taiyoko_h.html

11/4/25 受付中 広島県 庄原市 平成23年度庄原市住宅用太陽光発電
システム等設置事業補助金

庄原市内の自ら居住又は居住する予定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3.5万円
上限額は14万円

平成23年度 http://www.city.shobara.hir
oshima.jp/shinshi/kakubuno
page/kankyoukensetubu/ka
nkyoueiseika/taiyokohojo.as

11/4/25 受付中 広島県 三次市 平成23年度三次市住宅用太陽光発電
システム等設置事業補助金

三次市内の住宅に太陽光発電システムと省エネルギー設備を設
置する個人が対象。

1kWあたり3.5万円
上限額は14万円

平成23年4月1日 http://www.city.miyoshi.hiro
shima.jp/kankyo_m/shinene
/taiyoukou_hojyo23.jsp

11/4/25 受付中 広島県 安芸郡府中町 平成23年度府中町住宅用太陽光発電
システム等普及促進事業補助金

安芸郡府中町市内の自ら居住又は居住する予定の住宅に太陽
光発電システムと省エネルギー設備を設置する個人が対象。

1件につき7万円 平成23年4月1日 http://www2.town.fuchu.hir
oshima.jp/cgi-bin/odb-
get.exe?WIT_template=AC0
20000&WIT_oid=icityv2::Con

11/4/25 受付中 岡山県 井原市 平成23年度井原市住宅用太陽光発電
システム設置費補助金

井原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。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

平成23年度 http://www.city.ibara.okaya
ma.jp/cms-
sypher/www/service/detail.
jsp?id=1393

11/4/25 受付中 岡山県 加賀郡吉備中央町 成23年度吉備中央町住宅用太陽光発
電システム設置費補助金

加賀郡吉備中央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。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2.4万円
上限額は9.6万円

平成23年4月1日 平成24年3月31日 http://www.town.kibichuo.lg
.jp/index.php?action=pages_
view_main&active_action=jo
urnal_view_main_detail&post_
id=339&comment_flag=1&blo
ck_id=267#_26711/4/25 受付中 岡山県 小田郡矢掛町 平成23年度矢掛町住宅用太陽光発電

システム設置費補助金
矢掛町内に居住しており、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住宅を購入する個人が対象。

1kWあた4.8万円
上限額は19.2万円

平成23年4月20日 http://www.town.yakage.lg.j
p/recruit/solarhojo.html

11/4/25 受付中 山口県 環境やまぐち省エネ住宅普及促進事業
（やまぐちエコハウス補助金）（平成23年
度）

■一般枠
山口県内に居住または居住する予定があり、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。太陽光発
電システムに加え、省エネ・グリーン化製品を2製品以上導入す
ることが条件となる。ただし、省エネ・グリーン化製品は導入経費
合計が24万円以上で、対象製品のうち1製品以上が県産製品で
あることとする。
■県産木材利用促進枠
山口県内に居住または居住する予定があり、優良県産木材を使
用して住宅を新築する個人が対象。太陽光発電システムや省エ
ネ・グリーン化製品（2製品以上）を導入する際、補助金の交付を
受けることができる。ただし、省エネ・グリーン化製品は、導入経
費合計が補助金額の3倍以上で、対象製品のうち1製品以上が県
産製品であることとする。
また、県産木材利用促進総合対策事業補助金を受けることも条
件となる。
※対象となる省エネ・グリーン化製品は、高効率給湯機（エコ
キュート、エコジョーズ、エコフィールなど）・太陽熱温水器・燃料
電池・緑化・LED街灯・断熱材など多数。

1kWあたり2万円
上限額が8万円

平成24年3月30日 http://www.pref.yamaguchi.l
g.jp/press/201104/018595.
html
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11/4/25 受付中 山口県 防府市 防府市住宅用太陽光発電システム設置

費補助金（平成23年度）
国の補助金を受けて、防府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が対象。

1kWあたり1.05万円 平成23年度 http://www.city.hofu.yamag
uchi.jp/soshiki/15/taiyouko
u.html

11/4/25 受付中 山口県 岩国市 平成23年度岩国市住宅用太陽光発電
システム設置費補助金

J－PECの申込受理決定通知書の交付を受けて太陽光発電シス
テムを設置する者が対象。

1kWあたり3.5万円、上限14万円 平成23年4月1日 http://www.city.iwakuni.yam
aguchi.jp/www/contents/1
245807715836/index.html

11/4/25 受付中 山口県 光市 平成23年度光市住宅用太陽光発電シ
ステム設置費補助金

光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。補助可能件数は100件程度。

1kWあたり3.5万円、上限14万円 平成23年4月1日 平成24年1月31日 http://www.city.hikari.lg.jp/
seisaku/taiyoukou-

11/4/25 受付中 山口県 周南市 平成23年度周南市住宅用太陽光発電
システム設置費補助金

平成22年度以降の国の太陽光発電導入支援対費設置費補助金
の交付申請をし、補助金の交付を受けられる人が対象。受付は
100件を予定しており受付は予算の範囲内での先着順となる。

1kWあたり1万円、上限4万円 平成23年度 http://www.city.shunan.lg.jp
/section/kankyo/sun_subsi
dy/sun_subsidy_top.jsp

11/4/25 受付中 山口県 玖珂郡和木町 平成23年度和木町住宅用太陽光発電
システム設置費補助金

国の補助金を受けていて、自ら居住するための町内の住宅に対
象システムを新たに設置する個人が対象。

1kWあたり3.5万円、上限14万円 平成23年4月1日 http://www.town.waki.lg.jp/l
ife/detail.html?navi=1&lif_id=

11/4/25 受付中 鳥取県 西伯郡日吉津村 平成23年度日吉津村住宅用太陽光発
電システム導入経費支援補助金

日吉津村に居住しており、太陽光発電システムと省エネ設備を設
置する個人が対象
太陽光発電設備の施工を県内事業者に限定する。

1kwあたり15万円
上限額は60万円

平成23年5月2日 平成24年1月31日 http://www.hiezu.jp/index.p
hp?view=4805

11/4/25 受付中 香川県 香川郡直島町 平成23年度直島町住宅用太陽光発電
システム設置事業補助金

直島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5万円
上限額は20万円

平成24年1月31日 http://www.town.naoshima.
kagawa.jp/itwinfo/i293/

11/4/25 受付中 愛媛県 伊予市 平成23年度伊予市太陽光発電システム
設置事業費補助金

伊予市内の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・法人が対象。国が実施する太
陽光発電補助金の交付が決定していることが条件。市内の法人
が10kW以上のシステムを設置する場合も対象となる。

1kWあたり7万円、上限額は28万円。
法人の場合は1件につき100万円。

平成23年度 http://www.city.iyo.lg.jp/life
/life_detail.php?lif_id=1457&t
ask=

11/4/25 受付中 愛媛県 北宇和郡鬼北町 平成23年度鬼北町住宅用太陽光発電
システム設置費補助金

北宇和郡鬼北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年度 http://www.town.kihoku.ehi
me.jp/topics/news/topics6
26.html

11/4/25 受付中 高知県 土佐市 平成23年度土佐市住宅用太陽光発電
システム設置費補助金

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3万円
上限額は12万円

平成23年5月2日 http://www.city.tosa.lg.jp/lif
e/detail.php?hdnKey=793

11/4/25 受付中 高知県 四万十市 平成23年度四万十市住宅用太陽光発
電システム設置費補助金

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。予
算額は240万円。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

平成23年4月20日 http://www.city.shimanto.lg.
jp/city-office/info/c-
board.cgi?cmd=ntr;tree=129
2;id=#1292

11/4/25 終了 高知県 安芸市 平成23年度安芸市住宅用太陽光発電
システム設置費補助金

安芸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。市税等を滞納していない方。平成23年度の予算額120万
円。予算額を超えた場合には、抽選。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

平成23年5月9日 平成23年5月31日 http://www.city.aki.kochi.jp
/life/dtl.php?hdnKey=609

11/5/2 受付中 広島県 山県郡安芸太田町 安芸太田町住宅用太陽光発電システム
等普及促進事業補助金（平成23年度）

安芸太田町内に居住または居住の予定があり、住宅に新たに太
陽光発電システムと省エネ設備を設置する個人が対象。
省エネ設備：LED照明、断熱材、複層ガラス、窓ガラス用熱遮断
フィルム、エコジョーズ、エコキュート

1件につき7万円 平成23年4月1日 平成23年12月28日 http://www.akiota.jp/jyumin
/page_000009.html

11/5/2 終了 岡山県 平成23年度 太陽光発電・省エネ設備設
置促進補助金（住宅用）

岡山県内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムと
省エネ設備を同時に設置する、もしくは県内の同システム付きの
住宅を購入する個人が対象。補助予定件数は700件で、申請多
数の場合は抽選となる。省エネ設備で対象となるのは、エコ
キュート、エコジョーズ、エコフィール、複層ガラス、LED照明

1kWあたり3万円
上限額は12万円

平成23年5月6日 平成23年5月13日 http://www.pref.okayama.jp
/soshiki/detail.html?lif_id=9
6586

11/5/2 受付中 鳥取県 八頭郡智頭町 住宅用太陽光発電システム等設置費補
助金

智頭町内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムと
省エネ設備を設置する個人が対象。施工事業者は県内の事業者
に限る。

詳細確認中 平成23年5月2日 http://cms.sanin.jp/p/chizu
/kikaku/5/

11/5/2 受付中 鳥取県 八頭郡若桜町 平成23年度南部町住宅用太陽光発電
システム設置費補助金

自宅に太陽光発電システムと省エネ機器を設置された人を対象
に、設置費用を一部補助。詳細確認中。

上限33万円 平成23年度 http://www.town.wakasa.tot
tori.jp/dd.aspx?itemid=3200
#itemid3200

11/5/2 受付中 島根県 邑智郡美郷町 美郷町新エネルギー設備導入促進事業
補助金（平成23年度）

美郷町内に居住しており、住宅や事業所に太陽光発電システム
を導入する個人・事業者が対象。

1kWあたり5万円、上限額20万円 平成23年度 http://www.town.shimane-
misato.lg.jp/shinchaku/hyou
zi.php?no=10926

11/5/2 受付中 島根県 鹿足郡津和野町 平成23年度津和野町太陽光発電システ
ム等導入促進事業補助金

住宅用太陽光発電システムまたは省エネルギー設備（エコキュー
トなどの高効率給湯器）を設置される人を対象に補助金を交付す
る。町内に自ら居住する住宅に、新たに平成24年3月31日までに
太陽光発電システム又は省エネ設備を設置する人が対象にな
る。

1kWあたり5万円、上限15万円 平成23年度 http://www.tsuwano.ne.jp/t
own/modules/smartsection
/item.php?itemid=346&keyw
ords=%E5%A4%AA%E9%99%B
D%E5%85%89
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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 終了 島根県 仁多郡奥出雲町 奥出雲町新エネルギー機器等導入促進

事業補助金（平成23年度）
奥出雲町内に居住しており、住宅や事業所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6万円。
パナソニック（三洋電機）製の場合は
1kWあたり4万円、上限額12万円。

平成23年5月9日 平成23年6月3日 http://www.town.okuizumo.
shimane.jp/admin/admin/ad
min040/050/post-492.html

11/5/16 終了 広島県 世羅郡世羅町 住宅用太陽光発電システム設置費補助
金（平成23年度）

世羅町内の住宅に、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。
※省エネルギー設備とは：LED照明、断熱材、被層ガラス、窓ガラ
ス断熱フィルム、エコキュート（CO2冷媒ヒートポンプ給湯器）、エ
コジョーズ（潜熱回収型ガス給湯器）。エコキュート、エコジョーズ
は、国の補助金制度との併用は不可。

1kWあたり3万円、上限額は10万円
省エネルギー設備を設置する場合
は、1件につき7万円が上乗せ。

平成23年4月5日 　※受付終了 http://www.town.sera.hiros
hima.jp/Contents/ePage.as
p?CONTENTNO=743&PNO
=16

11/5/16 受付中 島根県 雲南市 平成２３年度雲南市住宅用太陽光発電
導入促進事業補助金

雲南市内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムを
設置する個人が対象。市内の事業者と契約することが条件。

1kWあたり2.25万円、上限額は6.75万
円。三洋電機製のシステムを設置す
る場合は、1kWあたり4.5万円、上限
額は13.5万円。

平成23年5月9日 平成23年7月29日 http://www.city.unnan.shim
ane.jp/cgi-bin/odb-
get.exe?WIT_template=AC0
20000&WIT_oid=icityv2::Con
tents::4017

11/5/16 受付中 香川県 香川県住宅用太陽光発電設備等導入
促進事業補助金（平成23年度）

香川県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。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。高効率給湯器を同時に設置する場合
は補助金が上乗せされる。

1kW当たり2万円
上限額は8万円

平成23年4月22日 平成24年1月31日 http://www.pref.kagawa.lg.jp
/kankyo/chikyu/new_energ
y/hojo/index.htm

11/5/16 受付中 徳島県 板野郡松茂町 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助事業（追加募集）

松茂町内に居住しており、自らが居住する住宅に新たに太陽光
発電システムを設置しようとする個人が対象。受付は先着順。

1kWあたり5万円
上限額は20万円

平成23年4月27日 http://www.town.matsushig
e.tokushima.jp/soshiki/7/tai
youkou2.html

11/5/16 受付中 愛媛県 大洲市 平成23年度太陽光発電システム設置補
助金

大洲市内の住宅に太陽光発電システムを設置した、もしくは市内
に同システム付きの住宅を購入した個人が対象。国が実施する
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4万円
上限額16万円

平成23年5月1日 平成24年3月31日 http://www.city.ozu.ehime.j
p/life/news/detail_1843.htm
l

11/5/23 受付中 山口県 熊毛郡平生町 平成23年度平生町住宅用太陽光発電
システム設置費補助金

平生町内の住宅や併用住宅（新築・既存）に新たに太陽光発電
システムを設置する、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35件。

1kWあたり3.5万円
上限額は14万円

平成23年4月1日 http://www.town.hirao.lg.jp/
home/html/benri/benricho
u/kaitekini/kaiteki-14.html

11/5/23 終了 山口県 柳井市 住宅用太陽光発電システム設置費補助
金(平成23年度)

柳井市内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムを
設置する個人が対象。国の太陽光発電補助金の交付が決定して
いることが条件。補助予定件数は100件で、受付は先着順。

1kWあたり2万円
上限7万円

平成23年5月20日 http://www.city-
yanai.jp/siyakusyo/shiminse
ikatsu/seikatsukankyo/taiy
oukou-23.html

11/5/23 受付中 香川県 観音寺市 観音寺市住宅用太陽光発電システム設
置費補助金（平成23年度）

観音寺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しようとする個人が対象。

1kWあたり5万円
上限額は10万円

前期　平成23年4月1
日～平成23年5月31
日　※受付終了
後期 平成23年10月1
日～平成23年11月30

http://www.city.kanonji.kag
awa.jp/info/w72/080318-
2.html

11/5/23 受付中 愛媛県 越智郡上島町 平成23年度上島町住宅用太陽光発電
システム設置費補助金

上島町内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムを
設置した、もしくは同システム付きの住宅を購入した個人が対
象。国が実施する太陽光発電補助金の交付が決定していること

1kWあたり3.5万円
上限14万円

平成23年度 http://www.town.kamijima.e
hime.jp/life/life_detail.php?li
f_id=3148

11/5/23 受付中 高知県 安芸郡東洋町 平成23年度東洋町住宅用太陽光発電
システム設置費補助金

東洋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15万円
上限60万円

平成23年度 http://www.town.toyo.kochi
.jp/joho/reiki/reiki_honbun/
ag90004541.html

11/5/23 受付中 高知県 高岡郡四万十町 平成23年度　四万十町地球温暖化対策
設備設置費補助金

四万十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27年度まで実施される予定。

1kWあたり7万円
上限28万円

平成23年度 http://www.town.shimanto.l
g.jp/life/detail.php?hdnKey=

11/5/30 受付中 鳥取県 岩美郡岩美町 平成23年度住宅用太陽光発電等導入
推進補助金

岩美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23年5月31日以降は、県内の事業者
が設置工事を行うことが条件。また、国が実施する太陽光発電補
助金の交付を受けることも条件となる。

太陽光発電のみの設置の場合、1kW
あたり2.5万円、上限額は10万円。
省エネ設備との併設の場合は、1kW
あたり7.5万円、上限額は30万円。

平成23年度 http://www.iwami.gr.jp/dd.a
spx?itemid=4356#itemid435
6

11/5/30 受付中 鳥取県 西伯郡南部町 南部町住宅用太陽光発電システム等設
置費補助金（平成23年度）

南部町内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムと
省エネ設備（※）を同時に設置する個人が対象。
太陽光発電システムについては、国が実施する補助金の交付が
決定していることが条件。
※省エネ設備：LED照明、高効率給湯器（エコキュート、エコジョー
ズ、エコフィール、エネファームなど）、太陽熱温水器、小型風力
発電機、ペレットストーブ、まきストーブ

1kWあたり7.5万円
上限額は30万円

平成23年度 http://www.town.nanbu.tott
ori.jp/p/admin/kikakuseisak
uka/2/sun/

11/5/30 受付終了 徳島県 美馬市 太陽光発電システム及び高効率給湯器
設置補助（平成23年度）

美馬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
発電システムと高効率給湯機（エコキュート、エコジョーズなど）を
複合的に設置する個人が対象。補助予定件数は24件で、申請多
数の場合は抽選となる。

1件につき50万円 平成23年5月22日 平成23年5月22日 http://www.city.mima.lg.jp/
5/217/001963.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 受付中 愛媛県 伊予郡砥部町 砥部町住宅用太陽光発電システム設置

費補助金（平成23年度）
砥部町の住宅に、新たに太陽光発電システムを設置した個人が
対象。国が実施する太陽光発電補助金の交付が決定しているこ
とが条件。

1kWあたり5万円
上限額は20万円

平成23年度 http://www.town.tobe.ehim
e.jp/uploaded/attachment/
1257.pdf

11/5/30 受付中 愛媛県 伊予郡松前町 平成23年度太陽光発電システム補助金 松前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。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4.8万円
上限額は19.2万円

平成23年4月25日 平成24年3月31日 http://www.town.masaki.ehi
me.jp/soshiki/4/taiyoukouh
ojo.html

11/5/30 受付中 高知県 須崎市 須崎市住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）

須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7万円
上限額は28万円

平成23年度 http://www.pref.kochi.lg.jp/
soshiki/030901/h23sityous
onjuutakutaiyoukou-

11/5/30 受付中 高知県 高岡郡津野町 津野町太陽光発電システム設置費補助
金（平成23年度）

津野町内の住宅に新たに太陽光発電を設置する個人が対象。補
助予算は200万円。

1kWあたり5万円
上限額は20万円

平成23年4月1日 http://www.pref.kochi.lg.jp/
soshiki/030901/h23sityous
onjuutakutaiyoukou-
hojo.html

11/5/30 受付中 高知県 高岡郡中土佐町 中土佐町住宅用太陽光発電システム設
置費補助金（平成23年度）

中土佐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5万円、上限額は25万円。
満65歳以上の方の世帯でオール電
化住宅へ設置する場合、1kWあたり1
万円が上乗せされる。

平成23年4月1日 http://www.pref.kochi.lg.jp/
soshiki/030901/h23sityous
onjuutakutaiyoukou-
hojo.html

11/5/30 受付中 高知県 平成23年度住宅用太陽光発電導入促
進事業費補助金

「こうちの木の住まいづくり助成事業費補助金」を申請して、新築
する住宅に太陽光発電システムを設置する個人が対象。太陽光
発電システムを設置済みの住宅を購入する場合も可。国の太陽
光発電補助金の交付が決定していることが条件。

1件につき10万円 平成23年度 http://www.pref.kochi.lg.jp/
soshiki/030901/taiyoko-
hojyo.html

11/6/6 新規 岡山県 津山市 津山市住宅用太陽光発電システム設置
補助制度（平成23年度）

津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
設置する、もしくは同システム付きの住宅を購入する個人が対
象。補助予算は1,320万円（110件程度）で、申請多数の場合は抽

1kWあたり3万円
上限額は12万円

平成23年7月5日 平成23年7月12日 http://www.city.tsuyama.lg.j
p/index.cfm/21,35359,155,h
tml

11/6/6 受付中 岡山県 真庭市 平成23年度 真庭市住宅用太陽光発電
システム設置費補助事業

真庭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。平成23年度の国の太陽光発電補助金の
交付が決定していることが条件。補助予算は720万円（約60件
分）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6月1日 平成24年3月30日 http://www.city.maniwa.lg.jp
/webapps/www/service/de
tail.jsp?id=4099

11/6/13 受付中 岡山県 岡山市 平成23年度岡山市住宅用太陽光発電
システム設置等補助事業

岡山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が
対象。補助予定件数は1,500件程度で、受付は先着順。

1kWあたり2.5万円
上限額は10万円

平成23年6月7日 平成24年3月30日 http://www.city.okayama.jp
/kankyou/kankyouhozen/ka
nkyouhozen_00195.html

11/6/13 終了 島根県 仁多郡奥出雲町 奥出雲町新エネルギー機器等導入促進
事業補助金（平成23年度）

奥出雲町内に居住しており、住宅や事業所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6万円
パナソニック（三洋電機）製の場合は
1kWあたり4万円
上限額12万円

平成23年5月9日 平成23年6月3日 http://www.town.okuizumo.
shimane.jp/admin/admin/ad
min040/050/post-499.html

11/6/13 終了 島根県 安来市 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）

安来市内の住宅（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。市内事業者が設置することが条件

1kWあたり7万円
上限額は21万円

平成23年4月1日 平成24年3月31日 http://www.city.yasugi.shim
ane.jp/p/1/5/2/1/1/1/16/

11/6/13 追加・再
開

香川県 観音寺市 観音寺市住宅用太陽光発電システム設
置費補助金（平成23年度）

観音寺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しようとする個人が対象。

1kWあたり5万円
上限額は10万円

前期平成23年4月1日
後期平成23年10月1
日

平成23年5月31日※6
月1日以降も受付中
平成23年11月30日

http://www.city.kanonji.kag
awa.jp/info/w72/080318-
2.html

11/6/13 終了 徳島県 板野郡北島町 北島町住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）

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

1kWあたり2.5万円
上限額は10万円

平成23年4月18日 平成23年5月31日 http://www.town.kitajima.lg.j
p/kurashi/seikatu/taiyouko
u.html

11/6/13 終了 高知県 安芸市 平成23年度安芸市住宅用太陽光発電
システム設置費補助金

安芸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。市税等を滞納していない方。平成23年度の予算額120万
円。予算額を超えた場合には、抽選。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

平成23年5月9日 平成23年5月31日 http://www.city.aki.kochi.jp
/life/dtl.php?hdnKey=609

11/6/20 終了 島根県 八束郡東出雲町 東出雲町住宅用太陽光発電導入促進
事業補助金（平成23年度）

東出雲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。

不明 平成23年度　※受付
終了

http://www.town.higashiizu
mo.shimane.jp/15509.html

11/6/20 終了 香川県 丸亀市 丸亀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）

丸亀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。

1kWあたり3万円
上限額は15万円

平成23年5月10日 平成24年2月29日 http://www.city.marugame.l
g.jp/itwinfo/i15004/

11/6/27 新規 岡山県 岡山市 平成23年度岡山市住宅用太陽光発電
システム設置等補助事業

岡山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が
対象。補助予定件数は1,500件程度で、受付は先着順。

省エネ設備などを2種類以上設置する場合は「平成23年度岡山
市複合的地球温暖化防止設備設置費補助事業」の対象となる。

1kWあたり2.5万円
上限額は10万円
複合的地球温暖化防止設備設置費
補助事業の場合は
補助対象経費の1/3
上限額は18万円

平成23年6月7日 平成24年3月30日 http://www.city.okayama.jp
/kankyou/kankyouhozen/ka
nkyouhozen_00195.html
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