
住宅用太陽光発電　補助金情報
【東北】

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/

11/4/18 受付中 宮城県 多賀城市 住宅用太陽光発電導入補助金（平成23
年度）

多賀城市内の住宅に新たに住宅用太陽光発電システムを設置
する個人が対象。太陽光発電システムと同時に他の省エネル
ギー設備（※）を導入することが条件となる。国の補助金の交付
を受けることが条件。平成23年度まで実施される予定。※省エネ
ルギー設備とは：LED照明、断熱改修工事、二重サッシ化または
複層ガラス化、エコキュート、エコジョーズ、エコウィル、太陽熱利
用システム

1kWあたり3.5万円
上限は12.5万円

平成23年度 http://www.city.tagajo.miya
gi.jp/kurasi/seikatu/ku-se-
taiyoukou.html

11/4/18 受付中 宮城県 黒川郡大和町 大和町新エネルギー利用促進助成金制
度（平成23年度）

大和町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、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。店舗などとの併用住宅も対象となる。

1kWあたり3.5万円、上限額は12.5万
円
新たに転入する場合は1kWあたり7万
円、上限額は25万円

2011/4/1 2012/1/31 http://www.town.taiwa.miya
gi.jp/osirase/sinenejose.htm
l

11/4/18 受付中 宮城県 黒川郡大衡村 万葉サンサンエネルギー発電普及促進
事業補助金（平成23年度）

大衡村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、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10万円
上限額は35万円

2011/4/1 2012/3/31 http://www.village.ohira.miy
agi.jp/03kurashi/04seikatsu
/2010-0331-1925-8.html

11/4/18 受付中 山形県 酒田市 太陽光発電システム設置補助金（平成
23年度）

酒田市内に居住し、自宅や店舗併用住宅に太陽光発電システム
を新規に設置する個人が対象となる。国の補助金制度との併用
も可能。受付は先着順。

1kWあたり3万円、上限は12万円 2011/4/1 http://www.city.sakata.lg.jp
/living/environment/preser
vation/95535143190.html

11/4/18 受付中 山形県 村山市 平成23年度 村山市住宅用太陽光発電
システム設置事業補助金

村山市内に居住または居住の予定があり、自宅や店舗併用住宅
（居住面積が1/2以上）、それに付随する車庫や物置などに新た
に太陽光発電システムを設置する個人が対象となる。国の補助
金の交付が決定していることが条件。

1kWあたり3万円、上限は12万円 2011/4/1 http://www.city.murayama.l
g.jp/0230kankyou/index.ht
ml

11/4/18 受付中 福島県 福島市 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置助成

福島市内に居住しており、住宅や併用住宅（居住部分が1/2以
上）に新たに太陽光発電システムを設置した個人が対象となる。
補助予定件数は400件で、受付は先着順。

1kWあたり3万円、上限額は12万円 2011/5/9 http://www.city.fukushima.f
ukushima.jp/oshirase/h23-
taiyousys-josei/index.html

11/4/18 受付中 福島県 喜多方市 平成23年度 喜多方市住宅用新エネル
ギー設備等設置費補助金

喜多方市内に居住し、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。住宅完成後に居住予定の場合も可。補助予
定件数は35件程度で、受付は先着順。

1kWあたり3万円、上限額は15万円 2011/5/9 http://www.city.kitakata.fuk
ushima.jp/info/013312.html

11/4/18 受付中 福島県 田村市 田村市太陽光発電システム等設置費補
助制度（平成23年度）

田村市内に居住または居住の予定があり、既存や新築の住宅に
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。補助予定件数は35件。

1kWあたり2万円、上限額は8万円 2011/4/15 2012/2/29 http://www.city.tamura.lg.jp
/ta_kikaku/sinenehojyo.jsp

11/4/18 受付中 福島県 本宮市 太陽光発電システム設置費補助金制度
（平成23年度）

本宮市内に居住または居住の予定があり、既存・新築の住宅に
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 2011/4/1 http://www.city.motomiya.lg
.jp/life/366654222.html

11/4/18 新規 福島県 会津若松市 平成23年度 会津若松市住宅用太陽光
発電システム設置補助金

会津若松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。補助予定件数は約50件で、受付は先着順とな
る。

1kWあたり2万円、上限額は8万円 2011/6/1 http://www.city.aizuwakama
tsu.fukushima.jp/ja/joho/ka
nkyo/shinene/solar.htm

11/4/18 終了 福島県 河沼郡会津坂下町 平成23年度 太陽光発電システム設置
の補助

会津坂下町内に居住または居住の予定があり、住宅（店舗併用
住宅も可）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3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12万円 2011/4/11 2011/4/20 http://www.town.aizubange.
fukushima.jp/Members/seis
akukikaku/contents/copy_o
f_taiyoukouhojyo.htm/docu
ment_view11/4/18 受付中 福島県 双葉郡富岡町 平成23年度 富岡町住宅用太陽光発電

システム設置費補助金
富岡町内に居住または居住する予定があり、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が対象。補助予定件数は
25件で、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.tomioka-
town.org/data/taiyokoh/tai
yokoh.pdf

11/4/18 受付中 福島県 南会津郡南会津町 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助金制

南会津町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。店舗等との併用住宅
も対象となる。受付は先着順。

1kWあたり1.5万円、上限額は6万円 平成23年度 http://www.minamiaizu.org/
gyousei/index102.php?DocI
D=440
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11/4/18 受付中 福島県 東白川郡棚倉町 棚倉町太陽光発電システム設置費補助

金（平成23年度
棚倉町内に居住または居住する予定があり、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
の新築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3万円、上限額は12万円 平成23年度 http://www.town.tanagura.f
ukushima.jp/view.rbz?of=1&i
k=0&pnp=14&cd=43

11/4/18 受付中 福島県 耶麻郡猪苗代町 猪苗代町住宅用太陽光発電システム設
置事業費補助金（平成23年度）

猪苗代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。補助予定件数は約10件。

1kWあたり3万円、上限額は12万円 2011/4/11 http://www.town.inawashiro
.fukushima.jp/cb/hpc/Articl
e-361.html

11/4/18 受付中 福島県 田村郡小野町 太陽光発電システム設置補助制度（平
成23年度）

小野町内に居住または居住する予定があり、新たに太陽光発電
システムを設置する個人、もしくは町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7万円の補助が受け
られる。補助予定件数は26件で、受付は先着順。

1kWあたり3.5万円。上限額は、住宅
の場合14万円、事業所の場合17.5万
円。

2011/4/1 http://www.town.ono.fukus
hima.jp/on_kakuka/ono_kika
ku/on_energy/on_templante
_2.jsp

11/4/18 受付中 青森県 青森市 平成23年度 青森市住宅用太陽光発電
システム設置補助金

青森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
設置しようとする個人が対象。所有者が別の場合は、所有者の
承諾を受けていることが条件。また、別荘に設置する場合は、設
置者の所有を証明する者が必要となる。

1kWあたり3.5万円
上限額は14万円

平成23年4月1日 平成24年3月15日 http://www.city.aomori.aom
ori.jp/view.rbz?of=1&ik=0&p
np=14&cd=5887

11/4/18 受付中 青森県 八戸市 平成23年度 八戸市住宅用太陽光発電
システム導入支援事業

八戸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
（居住面積が1/2以上）、それに附属する車庫・物置などに、新た
に太陽光発電システムを設置する個人が対象。１００件を予定。
申請多数の場合は抽選。

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12月28日 http://www.city.hachinohe.
aomori.jp/index.cfm/9,3883
2,65,1,html

11/4/18 受付中 岩手県 宮古市 宮古市住宅用太陽光発電システム導入
促進補助金制度（平成23年度）

宮古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10万円

平成23年度 http://www.city.miyako.iwat
e.jp/cb/hpc/Article-376-
4178.html

11/4/18 受付中 岩手県 岩手郡葛巻町 葛巻町新エネルギー等導入事業費補助
金（平成23年度）

葛巻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3万円
上限は9万円

平成23年度 http://www.town.kuzumaki.i
wate.jp/article.php?story=2
0100329110044493

11/4/18 受付中 秋田県 能代市 能代市住宅リフォーム緊急支援補助金
（平成23年度）

能代市内に居住しており、新築後1年以上経過した住宅に太陽光
発電システムを設置する個人が対象。工事施工業者は市内の事
業者に限る。対象工事費が50万円以上であることが条件。補助
予算は平成22年9月に増額され、1億7,000万円。補助予定件数
は1,300戸。そのほか、増改築工事や耐震工事、断熱改修工事な
ども対象となる。

対象工事費の10％。
上限額は20万円。

平成23年3月1日 平成24年3月31日 http://www.city.noshiro.akit
a.jp/c.html?seq=2491

11/4/18 受付中 秋田県 横手市 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置事業費補助金

横手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）に太陽光発電システムを新たに設置する個
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。

1kWあたり5万円
上限額は25万円

平成23年4月1日 平成24年3月31日 http://www.city.yokote.lg.jp
/kakuka/kikakuka/H23_taiy
oukou.jsp

11/4/18 受付中 秋田県 男鹿市 男鹿市太陽光発電システム導入費補助
金（平成23年度）

男鹿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
設置する、または同システム付きの住宅を購入する個人が対象。
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。市内の事業者に設置工事を発注することが条件。

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3月31日 http://www2.city.oga.akita.j
p/contents/c.html?seq=105
5

11/4/18 受付中 秋田県 由利本荘市 平成23年度 由利本荘市住宅用太陽光
発電システム設置費補助金

由利本荘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）に太陽光発電システムを新たに設置する、または同システ
ム付きの住宅を購入する個人が対象。国の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
上限額は16万円

平成23年度 http://www.city.yurihonjo.a
kita.jp/icity/browser?Action
Code=content&ContentID=
1301911790741&SiteID=00
00000000000

11/4/18 受付中 秋田県 潟上市 潟上市住宅リフォーム補助金（平成23
年度）

潟上市内の戸建住宅に太陽光発電システムを設置する個人が
対象。工事施工業者は市内の事業者に限る。対象工事費が50万
円以上であることが条件。そのほか、増改築工事や耐震工事、
断熱改修工事なども対象となる。

対象工事費の10％。
上限額は20万円。

平成23年4月1日 平成24年3月31日 http://www.city.katagami.lg.
jp/index.cfm/13,7333,60,30
1,html

11/4/18 受付中 秋田県 大仙市 大仙市住宅リフォーム補助金（平成23
年度）

大仙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。工事施工業者は市内の事業者に限る。全体工事
費が30万円以上で、対象工事費がその1/2以上であることが条
件。そのほか、バリアフリー化工事、耐震工事、断熱改修工事な
ども対象となる。

対象工事費の10％
上限額は30万円

平成23年度 http://www.city.daisen.akita
.jp/site/gyousei/org_info/ke
nsetsu/kentiku_juutaku/Jyu
takuReform/index.html

2 / 5 ページ



住宅用太陽光発電　補助金情報
【東北】

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 秋田県 南秋田郡五城目町 五城目町住宅リフォーム緊急支援事業

（平成23年度）
五城目町内に居住しており、住宅に太陽光発電システムを設置
する個人が対象。工事施工業者は市内の事業者に限る。工事費
が50万円以上であることが条件。そのほか、バリアフリー化工
事、耐震工事、断熱改修工事なども対象となる。

対象工事費の5％。
上限額は10万円。

平成23年4月1日 平成24年3月30日 http://www.cs.town.gojome.
akita.jp/si_1103_reform3.htm

11/4/25 受付中 岩手県 奥州市 平成23年度 奥州市住宅用太陽光発電
システム導入促進費補助金

奥州市内に居住しており、住宅や併用住宅に新たに太陽光発電
システムを設置した個人が対象。国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1万円
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.oshu.iwate.j
p/icity/browser?ActionCod
e=content&ContentID=1302
590996659&SiteID=000000
0000000

11/4/25 受付中 山形県 天童市 平成23年度天童市住宅用太陽光発電
システム設置支援事業費補助金

天童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3万円
上限12万円

平成23年4月18日 http://www.city.tendo.yama
gata.jp/livinfo/gomi/tendok
annkyou.html#%E5%A4%AA%
E9%99%BD%E5%85%89

11/4/25 受付中 山形県 米沢市 平成23年度米沢市住宅用太陽光発電
システム設置事業費補助金

国の平成23年度住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金の補
助決定を受けており、市内に居住していることが条件。

1kWあたり2万円
上限6万円

平成23年4月1日 http://www.city.yonezawa.y
amagata.jp/shisei/kankyo/k
ikaku/taiyoukou/taiyoukou.
html

11/5/2 受付中 福島県 いわき市 平成23年度 いわき市環境負荷軽減型
住宅整備費補助制度

いわき市内に居住あるい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。

1kWあたり2万円
上限は8万円

平成23年5月2日 平成24年2月24日 http://www.city.iwaki.fukus
hima.jp/eisei/energy/00434
6.html

11/5/2 受付中 福島県 安達郡大玉村 平成23年度大玉村住宅用新エネルギー
設備設置費補助金

村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。

1kWあたり3万円
上限額は15万円

平成23年度 http://www.vill.otama.fukus
hima.jp/download/files/you
kou.doc

11/5/2 受付中 福島県 大沼郡会津美里町 会津美里町住宅用新エネルギーシステ
ム設置費補助金（平成23年度）

会津美里町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20
件程度で、受付は先着順。

1kWあたり3万円
12万円が上限

平成23年5月2日 http://www.town.aizumisato
.fukushima.jp/11,8136,99.ht
ml

11/5/2 受付中 青森県 上北郡おいらせ町 住宅用太陽光発電システム設置補助
（平成23年度）

おいらせ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4万円
上限額は16万円

平成23年4月25日 平成23年9月30日 http://www.town.oirase.aom
ori.jp/news/item.asp?g=1&c
=258&i=11397

11/5/2 受付中 青森県 上北郡七戸町 七戸町住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）

七戸町内に居住し、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15件で、受付は先着順。

1kWあたり2万円
上限額は8万円

平成23年4月1日 平成24年2月15日 http://www.town.shichinohe
.aomori.jp/admin/item.asp?g
=8&c=297&i=11181

11/5/2 受付中 青森県 三戸郡階上町 階上町住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）

階上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20件で、受付は先着順。

1kWあたり3.5万円
上限額は14万円

平成23年4月1日 平成24年2月29日 http://www.town.hashikami.
aomori.jp/user/asp/public_o
ffice/section_detail.asp?SE
CTION_NAME=%92%AC%96%
AF%89%DB&IDX_TITLE=%8F11/5/2 受付中 秋田県 平成23年度秋田県住宅用太陽光発電

システム普及補助金
秋田県内に居住しており、太陽光発電システムを新たに設置す
る個人が対象。共同住宅も対象となる。
秋田県内に事業所を持つ事業者に工事を発注することが条件。

1kWあたり3万円。上限額は、戸建て
の場合12万円、共同住宅の場合30
万円

平成23年4月26日 http://www.pref.akita.lg.jp/i
city/browser?ActionCode=c
ontent&ContentID=1299571
117749&SiteID=000000000
000011/5/2 受付中 秋田県 鹿角郡小坂町 平成23年度小坂町住宅リフォーム緊急

支援事業補助金
県内に居住しており、建築後1年以上経つ住宅をリフォームして
太陽光発電システムを設置する個人が対象。町内の事業者が工
事を行うことが条件。

工事費の15％、上限15万円 平成23年3月18日 平成24年3月31日 http://www.town.kosaka.aki
ta.jp/sangyou/kensetu/refo
rm/H23reform_top.htm

11/5/16 受付中 山形県 最上郡最上町 平成23年度最上町エコ住宅新増改築支
援事業費補助金

最上町内に対象となる住宅を建築（新築・増改築など）する個人
が対象。太陽光発電システムの設置も対象となる。町内の事業
者が工事を行うことなどが条件。

増改築工事費の1/20、上限50万円 平成23年度 http://mogami.tv/machizuk
uri/jyosei/jyosei01/

11/5/16 受付中 福島県 耶麻郡北塩原村 平成23年度北塩原村住宅用エコシステ
ム設備設置事業費補助金

北塩原村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6万円
上限24万円

平成23年度 http://www.vill.kitashiobara.
fukushima.jp/gyosei/PDF/2
01104.pdf

11/5/23 受付中 宮城県 伊具郡丸森町 平成23年度住宅用太陽光発電システム
導入補助金

丸森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8万円

平成23年5月9日 http://www.town.marumori.
miyagi.jp/hp/tyouminzei/art
icle0000000021.html

11/5/23 受付中 宮城県 岩沼市 岩沼市住宅用太陽光発電システム設置
補助金（平成23年度）

岩沼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2.5万円
上限額は10万円

平成23年度 http://www.city.iwanuma.mi
yagi.jp/kakuka/kurasi/seika
tu/kankyou/taiyoukouhatud
ensisutemu.html
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住宅用太陽光発電　補助金情報
【東北】

日付 状況 都道府県 自治体 制度名 対象者、注意点 補助金額 実施期間（始） 実施期間（終） 情報URL
11/5/23 受付中 山形県 東根市 平成23年度住宅新築・リフォーム支援

事業
東根市内の住宅に新たに対象となる設備を設置・対象工事を実
施する、もしくは補助対象となる住宅を新築する個人が対象とな
る。太陽光発電システムの設置も該当する。東根市内の業者が
施工することが条件。

総工事費の10％
上限額は15万円

平成23年4月1日 平成23年12月28日 http://www.city.higashine.y
amagata.jp/2822.html

11/5/23 受付中 山形県 山形市 平成23年度山形市太陽光発電装置設
置事業費補助金

山形市内の住宅に太陽光発電システムを設置する個人や、市内
の事業所に同システムを設置する事業者が対象。

1kWあたり3万円。上限額は、住宅向
けの場合12万円、事業所向けの場
合45万円。

平成23年5月23日 平成24年2月29日 http://www.city.yamagata-
yamagata.lg.jp/oshirase/kur
ashi/d7bbfid0510104751.ht
ml

11/5/23 受付中 福島県 河沼郡柳津町 柳津町住宅用新エネルギー設備等設置
費補助金（平成23年度）

柳津町内に居住または居住の予定があり、既存や新築の住宅
（店舗併用住宅も可）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6万円
上限額は24万円

平成23年5月2日 http://www.town.yanaizu.fu
kushima.jp/110422sinene.pd
f

11/5/23 受付中 秋田県 仙北郡美郷町 美郷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）

美郷町内に居住しており、住宅に太陽光発電システムを新たに
設置する、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年度 http://www.town.misato.akit
a.jp/download/3061/11052
8-29.pdf

11/5/30 終了 山形県 環境共生モデル住宅普及促進事業費
補助金（平成23年度）

県内に、太陽光発電付きの新築住宅を建築する個人が対象。県
内の事業者が新築する住宅であること、次世代省エネルギー基
準を満たす断熱性能に適合すること、省エネ・新エネ機器を１種
類以上導入すること等が条件。補助予定件数は10件。
既存の住宅に太陽光発電システムを設置する場合は、「山形県
住宅リフォーム総合支援事業」が適用される。居住している市町
村を通じて助成が行われる。

対象経費の1/3以内、上限額は200
万円。
「山形県住宅リフォーム総合支援事
業」の場合は、工事費の10％、上限
額は20万円

平成23年4月28日 平成23年6月10日 http://www.pref.yamagata.j
p/kurashi/kankyo/ondanka
/7050009ecohouse_hojo.ht
ml

11/6/6 終了 宮城県 白石市 白石市住宅用太陽光発電システム設置
補助金（平成23年度）

白石市内に居住しており、住宅や併用住宅に新たに太陽光発電
システムを設置する個人が対象。平成25年度末まで実施される
予定。

1kWあたり2万円
上限は8万円

平成23年度　※受付
終了

http://www.city.shiroishi.mi
yagi.jp/section/seikatsu/et
c/taiyoukouhatudenhojo.ht
ml

11/6/6 受付中 宮城県 登米市 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置事業補助金

登米市内に居住または居住の予定があり、自ら所有する住宅に
新たに住宅用太陽光発電システムを設置する個人が対象。ただ
し、市内の施工業者が設置すること、国の太陽光発電システムの
補助金を受けることが条件となる。

1kWあたり2.4万円
上限は10万円

平成23年6月1日 平成23年12月28日 http://www.city.tome.miyagi
.jp/kankyo/taiyoukouhozyo
2.html

11/6/6 受付中 福島県 二本松市 二本松市太陽光発電システム設置費補
助金（平成23年度）

二本松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。補助予算は340万円（170kW分）で、受付
は先着順。

1kWあたり2万円
上限額は8万円

平成23年6月1日 http://www.city.nihonmatsu
.lg.jp/kurashi/new-
energy/230601-
photovoltaic-power-
generation.html

11/6/6 受付中 福島県 伊達市 平成23年度 伊達市太陽光発電システ
ム設置費補助金

市内の自ら居住する建物に住宅用太陽光発電システムを設置す
るかたを対象とし
太陽光発電余剰電力の受給を開始するかた。
申請の受付は先着順となっており50件までとなります。

1ｋｗあたり3万円
上限額が12万円

平成23年6月1日 http://www.city.date.fukush
ima.jp/groups/kikaku/taiyou
kouhatuden/20110524.html

11/6/6 受付中 岩手県 花巻市 平成23年度花巻市住宅用太陽光発電
システム導入促進費補助金

国採択事業者に平成23年度以降に応募し、補助金交付決定通
知書を受けた方で
市内に住所のある個人、あるいは新居に設置される方。
また電力会社と余剰電力の販売契約の締結できる方を対象とす
る。

1ｋｗあたり2.4万円
上限額は10万円

平成23年6月1日 平成24年2月29日 http://www.city.hanamaki.iw
ate.jp/living/kankyo/taiyouk
ou.html

11/6/13 受付中 秋田県 山本郡三種町 三種町住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）

町民自らが居住する町内の住宅に設置する個人で、国の太陽光
発電補助金の交付決定を受け、電灯契約している町民が対象。

1kWあたり5万円
上限25万円

平成23年4月1日 http://www.town.mitane.aki
ta.jp/info/main/osirase/kik
aku/taiyoukou.html

11/6/13 受付中 秋田県 鹿角市 鹿角市住宅用太陽光発電システム導入
費補助事業（平成23年度）

自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システムを設置する、又
は建売住宅供給者等から自ら居住する市内の太陽光発電システ
ム付き住宅を購入する個人が対象。国が実施する太陽光発電補
助金の交付が決定していることが条件。

1kWあたり4万円
上限16万円

平成23年度 http://www.city.kazuno.akit
a.jp/kakuka_folder/kyodo/k
ankyouseikatu/kankyou_00_
2.jsp

11/6/20 受付中 山形県 東置賜郡川西町 平成23年度川西町住宅用太陽光発電
システム設置事業補助金

国の住宅用太陽光発電導入支援対策補助事業の交付決定を受
けた事業で、川西町内において、自ら居住、または居住予定の町
内の住宅や併用住宅に新たに太陽光発電システムを設置する個
人が対象。補助予定件数は23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年度 http://www.town.kawanishi.
yamagata.jp/machidukuri/h
23taiyokohojyo.html
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住宅用太陽光発電　補助金情報
【東北】

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
11/6/20 受付中 岩手県 一関市 一関市住宅用太陽光発電システム導入

促進費補助金（平成23年度）
一関市内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムを
設置する個人が対象。市内の事業者に設置工事を発注する場合
に限る。補助予算は350万円。なお、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2万円。
なお、国の平成22年度の補助金を受
けた場合は1kWあたり1万円。

平成23年6月1日 平成24年3月30日 http://www.city.ichinoseki.i
wate.jp/index.cfm/8,23811,
54,1,html

11/6/20 受付中 岩手県 西磐井郡平泉町 平泉町住宅用太陽光発電システム導入
促進費補助金（平成23年度）

平泉町内に居住しており、住宅に太陽光発電システムを設置した
個人が対象。国が実施する太陽光発電補助金の交付が決定して
いることが条件。

1kWあたり2万円
上限額は10万円

平成23年度 http://www.town.hiraizumi.i
wate.jp/site/entry/post_51
7.php

11/6/20 受付中 秋田県 秋田市 平成23年度秋田市住宅用太陽光発電
システム設置費補助金

自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システムを設置する、ま
たは自ら居住する太陽光発電システム付き住宅を購入する個人
が対象。国が実施する太陽光発電補助金の交付が決定している
ことが条件。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

平成23年6月13日 平成24年1月20日 http://www.city.akita.akita.j
p/city/ev/rc/energy/solarh
ojyo.htm

11/6/20 受付中 秋田県 にかほ市 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助事業

にかほ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、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・県
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
上限額は16万円

平成24年2月14日 http://www.city.nikaho.akita
.jp/life/detail.html?id=747

11/6/20 受付中 秋田県 南秋田郡大潟村 大潟村住宅用太陽光発電システム導入
費補助制度（平成23年度）

自ら居住する住宅に太陽光発電システムを設置する個人で、国
（J-PEC）の住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金の交付決
定を受け、電灯契約をしている村民が対象。

1kWあたり3万円
上限額は15万円

平成23年4月1日 平成24年3月31日 http://www.ogata.or.jp/utilit
y/solarpanel.html

11/6/27 新規 青森県 五所川原市 平成23年度 五所川原市新エネルギー
設備設置事業補助金

五所川原市内に自ら居住また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3万円
上限額は12万円

平成23年6月15日 平成23年12月16日 http://www.city.goshogawar
a.lg.jp/06_kikaku/newene.ht
ml

11/6/27 新規 秋田県 雄勝郡東成瀬村 住宅用太陽光発電システム設置費補助
金（平成23年度）

村に居住し、又は居住しようとする住宅・併用住宅にシステムを
設置する個人が対象。

1kWあたり7万円
上限額は35万円

平成23年6月1日 平成24年2月29日 http://www.higashinaruse.c
om/400_sonsei/14_machi/1
105.html
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