
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 愛知県 豊田市 「平成23年度 豊田市エコファミリー支援
補助金」

豊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。「エコファミリー
宣言」をすることが条件となる。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

平成23年4月1日～ 平成24年3月30日 http://www.city.toyot
a.aichi.jp/division/ae0
0/ae01/1224578_709
6.html

11/4/4 受付中 愛知県 愛西市 「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）」

愛西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新築する個人が対象。受付は先
着順。

1kWあたり5万円
上限額は20万円

平成23年度 平成23年度 http://www.city.aisai.l
g.jp/contents_detail.p
hp?co=ser&frmId=146
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11/4/11 受付中 愛知県 西尾市 「西尾市住宅用太陽光発電装置設置費
補助金（平成23年度）」

西尾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1,360万円。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～ http://www.city.nishi
o.aichi.jp/index.cfm/6
,14227,68,328,html

11/4/11 受付中 愛知県 豊川市 「豊川市住宅用太陽光発電システム設
置費補助金（平成23年度）」

豊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。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～ http://www.city.toyok
awa.lg.jp/life/200903
240001.html

11/4/11 受付中 愛知県 豊明市 「豊明市住宅用太陽光発電システム設
置費補助金（平成23年度）」

豊明市内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電を設置する個人
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。

1kWあたり2万円
上限額は8万円

平成23年度 平成23年度 http://www.city.toyoa
ke.lg.jp/kankyo/kanky
ohozen/taiyoukou/tai
youkouindex.htm

11/4/11 受付中 愛知県 額田郡幸田町 「平成23年度 幸田町住宅用太陽光発
電システム設置費補助金」

幸田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。受付は先着順。

1kWあたり4万円
上限額は16万円

平成23年4月1日～ http://www.town.kota
.lg.jp/index.cfm/9,0,1
71,html

11/4/11 受付中 岐阜県 恵那市 「平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助金」

恵那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個人が対象。
市内の事業者に工事を発注した場合は、補助金の上乗せがある。

1kWあたり5万円、上限額は20万円。
市内事業者に発注する場合は1kWあ
たり1万円を上乗せ。

平成23年度 平成23年度 http://www.city.ena.l
g.jp/modules/life/ind
ex.php?content_id=48
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11/4/11 受付中 岐阜県 中津川市 「住宅用太陽光発電システム設置補助
（平成23年度）」

自らが居住する中津川市内の住宅に、新たに太陽光発電システムを
設置する個人が対象。補助予定件数は約100件。

1kWあたりのシステム価格の5％、上
限額は5kW分

平成23年4月1日～ 平成24年3月10日 http://www.city.nakat
sugawa.gifu.jp/wiki/%
E4%BD%8F%E5%AE%8
5%E7%94%A8%E5%A4%

11/4/11 受付中 岐阜県 土岐市 「平成23年度 土岐市住宅用太陽光発
電システム設置事業補助金」

土岐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。国の太陽光発
電補助金の交付が決定していることが条件。受付は先着順。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

平成23年4月1日～ http://www.city.toki.l
g.jp/wcore/hp/page0
00005400/hpg000005
329.htm

11/4/11 受付中 静岡県 富士市 「平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助金」

富士市内に居住しており、住宅に新たに3kW以上の太陽光発電シス
テムを設置する個人が対象。補助予定件数は300件。

1件につき10万円 平成23年度 平成23年度 http://www.city.fuji.s
hizuoka.jp/hp/page00
0005600/hpg0000055
44.htm

11/4/11 受付中 静岡県 富士市 「平成23年度 富士市エコマイハウス事
業費補助金制度」

富士市内に居住しており、住宅に新エネ・省エネ機器の導入や省エ
ネ改修を2種類以上行う個人が対象。対象となる住宅を新築する場合
も可。国の太陽光発電補助金との併用が可能。補助予算は1,680万
円。
対象となるのは、太陽光発電システム、太陽熱温水器（自然循環型・
強制循環型共に可）、エコジョーズ、エコキュート、エコウィル、エネ
ファーム、省エネルギー改修。

1件につき14万円。ただし太陽光発電
システムの導入がない場合は1件に
つき4万円。

平成23年4月1日～ 平成23年10月31日 http://www.city.fuji.s
hizuoka.jp/hp/page00
0029200/hpg0000291
55.htm

11/4/11 受付中 石川県 羽咋市 「羽咋市住宅用太陽光発電システム設
置費補助（平成23年度）」

羽咋市内の住宅に新たに住宅用太陽光発電システムを設置する、も
しくは同システム付きの市内の住宅を購入する個人が対象。国・県の
太陽光発電補助金と併用することが可能。

1kWあたり4万円
上限額は16万円

平成23年4月1日～ http://www.city.hakui
.lg.jp/sypher/www/inf
o/detail.jsp?id=3231

11/4/18 受付中 愛知県 愛知県住宅用太陽光発電施設導入促
進費補助金（平成23年度）

個人への太陽光発電システムの設置補助を実施している市町村に
対して、県がその費用の一部を補助する。補助予定件数は5,000件。

市町村の補助金額の1/4、もしくは
1kWあたり5,000円、上限額は2万円

平成23年度 http://www.pref.aichi.
jp/0000004471.html

11/4/18 受付中 愛知県 豊田市 「平成23年度 豊田市エコファミリー支援
補助金」

豊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。「エコファミリー
宣言」をすることが条件となる。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

2011/4/1 http://www.city.toyot
a.aichi.jp/division/ae0
0/ae01/1224578_709
6.html

11/4/18 受付中 愛知県 一宮市 平成23年度 一宮市住宅用太陽光発電
システム設置補助事業

一宮市内に居住または居住の予定があり、住宅や店舗併用住宅に
新たに太陽光発電システムを設置する個人が対象。受付は先着順。

1kWあたり2万円、上限額は8万円 2011/4/1 http://www.city.ichin
omiya.aichi.jp/division
/kankyohozen/taiyot
op.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
11/4/18 受付中 愛知県 半田市 住宅用太陽光発電システム設置補助金

（平成23年度）
半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
購入する個人が対象。受付は先着順。

1kWあたり1万円、上限額は4万円 2011/4/1 http://www.city.hand
a.lg.jp/contents/1574
0000.html

11/4/18 受付中 愛知県 春日井市 住宅用地球温暖化対策機器設置費の
補助制度

春日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。受付は先着順。

1kWあたり1万円、上限額は4万円 2011/4/7 http://www.city.kasu
gai.lg.jp/kankyou/keih
atsu/15121/

11/4/18 受付中 愛知県 津島市 住宅用太陽光発電システム設置の補助
制度（平成23年度）

津島市内の住宅に新たに太陽光発電システムを設置する、もしくは
同システム付きの住宅を新築する個人が対象。賃貸住宅の場合も対
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。受付は先着順。

1kWあたり2万円、上限額は8万円 2011/4/1 http://www.city.tsush
ima.lg.jp/index.php?oi
d=5401&dtype=1000&
pid=279

11/4/18 受付中 愛知県 碧南市 平成23年度 新エネルギーシステム導入
促進費補助金

碧南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。

1kWあたり7万円、上限額は28万円 2011/4/1 http://www.city.hekin
an.aichi.jp/KANKYOK
A/taiyouko/taiyokou1
.htm

11/4/18 受付中 愛知県 刈谷市 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助事業

刈谷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建売住宅を購入した個人が対象。

1kWあたり6万円、上限額は24万円 2011/4/1 http://www.city.kariy
a.lg.jp/hp/page00000
2100/hpg000002004.
htm

11/4/18 受付中 愛知県 蒲郡市 平成23年度 住宅用新エネルギーシステ
ム導入促進費補助金

蒲郡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 2011/4/1 http://www.city.gama
gori.lg.jp/unit/kankyo
/hozen-taiyo-
index.html

11/4/18 受付中 愛知県 犬山市 犬山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）

犬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。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となる。

1kWあたり2万円、上限額は8万円 2011/4/1 http://www.city.inuya
ma.aichi.jp/kurasu/su
mai/008.html

11/4/18 受付中 愛知県 江南市 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助

江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
しようとする個人が対象。受付は先着順。

1kWあたり2万円、上限額は8万円 2011/4/1 http://www.city.kona
n.lg.jp/kankyou/kanky
ou_taiyou.html

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

小牧市内に居住しており、住宅や店舗併用住宅に新たに太陽光発電
システムを設置する、もしくは同システム付きの住宅を購入する個人
が対象。補助予定件数は125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.city.koma
ki.aichi.jp/contents/0
5012431.html

11/4/18 受付中 愛知県 尾張旭市 尾張旭市住宅用太陽光発電システム設
置費補助金（平成23年度）

尾張旭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。受
付は先着順。

1kWあたり2万円、上限額は8万円 2011/4/1 2012/1/31 http://www.city.owari
asahi.lg.jp/c_navi/sosi
ki/kankyo/taiyoukou/
taiyoukou.html

11/4/18 受付中 愛知県 安城市 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置補助金制度

安城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
算は各期7,000万円、受付は各期で先着順となる。

1kWあたり7万円、上限額は42万円 第1期
平成23年4月14日
第2期
平成23年9月1日

第1期
平成23年10月14日
第2期
平成24年3月16日

http://www.city.anjo.
aichi.jp/kurasu/bika/
h22taiyoukouhojo.htm
l

11/4/18 受付中 愛知県 稲沢市 稲沢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）

稲沢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。受付は先着順。

1kWあたり2万円、上限額は8万円 2011/4/1 http://www.city.inaza
wa.aichi.jp/ka_annai/k
ankyohozen/hojyo/tai
yo/top.html

11/4/18 受付中 愛知県 東海市 平成23年度 東海市住宅用太陽光発電
システム設置費補助制度（追加募集）

東海市内に居住しており、住宅や店舗併用住宅に新たに太陽光発電
システムを設置する、もしくは同システム付きの住宅を購入する個人
が対象。補助予定件数は150件で、受付は先着順。

1kWあたり2万円、上限額は8万円 2011/4/1 http://www.city.tokai.
aichi.jp/~seikatsu/sei
katukannkyou/hojyoki
nn/23taiyoukou.html

11/4/18 受付中 愛知県 大府市 大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）

大府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・新築する個人が対象。中古住宅の
場合、新たにシステムを設置することが条件。

1kWあたり2万円、上限額は8万円 2011/4/1 http://www.city.obu.a
ichi.jp/contents_detail
.php?co=kak&frmId=3
609

11/4/18 受付中 愛知県 知多市 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助

知多市内に居住しており、住宅や店舗併用住宅（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2万円、上限額は8万円 2011/4/6 http://www.city.chita.
aichi.jp/seikatsukanky
ou/kankyou/hojo/hoj
o-top.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 愛知県 清須市 平成23年度 住宅用太陽光発電システ

ム設置補助事業費補助
清須市内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電を設置する個人
が対象。受付は先着順。

1kWあたり2万円、上限額は8万円 2011/4/1 http://www.city.kiyos
u.lg.jp/topics_taiyouko
uhatuden/index2.html

11/4/18 受付中 愛知県 北名古屋市 平成23年度 北名古屋市住宅用太陽光
発電システム設置整備費補助

北名古屋市内に居住しており、住宅や店舗併用住宅に新たに太陽光
発電システムを設置しようとする個人が対象。

1kWあたり2万円、上限額は8万円 2011/4/1 http://www.city.kitan
agoya.lg.jp/profile/so
shiki/kankyou/kankyo
_36.php

11/4/18 受付中 愛知県 新城市 平成23年度 新城市住宅用新エネル
ギーシステム導入促進費補助制度

新城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
テムを設置しようとする個人が対象。補助予算額は480万円で、受付
は先着順。

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10月3日～

http://www.city.shins
hiro.lg.jp/index.cfm/6,
2964,140,635,html

11/4/18 受付中 愛知県 愛西市 「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）」

愛西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新築する個人が対象。

1kWあたり5万円
上限額は20万円

平成23年度 http://www.city.aisai.l
g.jp/contents_detail.p
hp?co=ser&frmId=146
1

11/4/18 受付中 愛知県 西尾市 「西尾市住宅用太陽光発電装置設置費
補助金（平成23年度）」

西尾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1,360万円。

1kWあたり2万円
上限額は8万円

2011/4/1 http://www.city.nishi
o.aichi.jp/index.cfm/6
,14227,68,328,html

11/4/18 受付中 愛知県 豊川市 「豊川市住宅用太陽光発電システム設
置費補助金（平成23年度）」

豊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。

1kWあたり2万円
上限額は8万円

2011/4/1 http://www.city.toyok
awa.lg.jp/life/200903
240001.html

11/4/18 受付中 愛知県 弥富市 住宅用太陽光発電施設導入促進費補
助金（平成23年度）

弥富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
テムを設置しようとする、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3万円、上限額は12万円 2011/4/1 http://www.city.yato
mi.aichi.jp/kurashi/ka
nkyo05.html

11/4/18 受付中 愛知県 知立市 知立市住宅用太陽光発電施設設置費
補助金制度（平成23年度）

知立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4万円、上限額は16万円 2011/4/1 http://www.city.chiry
u.aichi.jp/0000004093
.html

11/4/18 受付中 愛知県 豊明市 「豊明市住宅用太陽光発電システム設
置費補助金（平成23年度）」

豊明市内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電を設置する個人
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。

1kWあたり2万円
上限額は8万円

平成23年度 http://www.city.toyoa
ke.lg.jp/kankyo/kanky
ohozen/taiyoukou/tai
youkouindex.htm

11/4/18 受付中 愛知県 豊橋市 平成23年度 豊橋市太陽光発電システ
ム設置整備事業補助金（住宅用）

豊橋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。「とよはしエコファミ
リー」に登録することが条件となる。

kWあたり6万円、上限額は24万円 平成23年度 http://www.city.toyo
hashi.aichi.jp/ondanka
/download/taiyo.html

11/4/18 受付中 愛知県 田原市 平成23年度 太陽光発電施設の設置補
助金

田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個人、もしくは市内の事業所に同
システムを設置する事業者が対象。

1kWあたり6万円、上限額は24万円
（補助対象経費の1/3以内）

平成23年度 http://www.city.tahar
a.aichi.jp/section/eco
ene/ecoene_hojyoind
ex.html

11/4/18 受付中 愛知県 みよし市 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助

みよし市内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電を設置する個
人が対象。補助予定件数は100件で、受付は先着順。

10万円×kW数×1/2、上限額は20万
円

2011/4/28 http://www.city.aichi
-
miyoshi.lg.jp/kankyo/
hojyokin/taiyo.html

11/4/18 受付中 愛知県 知多郡阿久比町 住宅用太陽光発電システムの設置費補
助金（平成23年度）

阿久比町内の住宅に、新たに太陽光発電システムを設置しする個人
が対象。補助予定件数は50件で、受付は先着順。

1kWあたり2万円、上限額は8万円 2011/4/1 2012/2/29 http://www.town.agui.
lg.jp/contents_detail.p
hp?co=ser&frmId=725

11/4/18 受付中 愛知県 知多郡東浦町 住宅用地球温暖化対策機器設置費補
助金（平成23年度）

東浦町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しようとする個人が対象。

1kWあたり2万円、上限額は8万円 2011/4/1 http://www.town.higa
shiura.aichi.jp/11kank
yo/hozen/eco_hojoki
n.htm

11/4/18 受付中 愛知県 知多郡南知多町 平成23年度 南知多町住宅用太陽光発
電システム設置費補助事業

南知多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新築・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8万円 2011/4/1 2012/2/24 http://www.town.min
amichita.lg.jp/main/ka
nkyo/taiyoukou1.htm

11/4/18 受付中 愛知県 知多郡美浜町 平成23年度 美浜町住宅用太陽光発電
システム設置費補助事業

美浜町内の住宅に、新たに太陽光発電システムを設置しようとする
個人が対象。

1kWあたり2万円、上限額は8万円 2011/4/1 2012/1/27 http://www.town.mih
ama.aichi.jp/docs732
100/index.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
11/4/18 受付中 愛知県 知多郡武豊町 武豊町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）
武豊町内の住宅や店舗併用住宅（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・新築する個人が対象。

1kWあたり2万円、上限額は8万円 2011/4/1 http://www.town.take
toyo.lg.jp/archives/01
1/201104/4d956a45b
3032.pdf

11/4/18 受付中 愛知県 海部郡蟹江町 住宅用太陽光発電施設の補助金（平成
23年度）

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

1kWあたり2万円、上限額は8万円 2011/4/1 http://www.town.kani
e.aichi.jp/kakuka/kan
kyo_04.html

11/4/18 受付中 愛知県 西春日井郡豊山町 豊山町住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）

豊山町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5万円、上限額は20万円 平成23年度 http://www.town.toyo
yama.lg.jp/images/co
ntents/3tyousei/05k
ouhou/pdf/H23/04/1

11/4/18 受付中 岐阜県 中津川市 「住宅用太陽光発電システム設置補助
（平成23年度）」

自らが居住する中津川市内の住宅に、新たに太陽光発電システムを
設置する個人が対象。補助予定件数は約100件。

1kWあたりのシステム価格の5％、上
限額は5kW分

2011/4/1 2012/3/10 http://www.city.nakat
sugawa.gifu.jp/wiki/%
E4%BD%8F%E5%AE%8
5%E7%94%A8%E5%A4%

11/4/18 受付中 岐阜県 土岐市 「平成23年度 土岐市住宅用太陽光発
電システム設置事業補助金」

土岐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

2011/4/1 http://www.city.toki.l
g.jp/wcore/hp/page0
00005400/hpg000005
329.htm

11/4/18 受付中 岐阜県 恵那市 「平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助金」

恵那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個人が対象。
市内の事業者に工事を発注した場合は、補助金の上乗せがある。

1kWあたり5万円、上限額は20万円。
市内事業者に発注する場合は1kWあ
たり1万円を上乗せ。

平成23年度 http://www.city.ena.l
g.jp/modules/life/ind
ex.php?content_id=48
2

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

瑞浪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市内の住宅を購
入する個人が対象。ただし、国の補助金の交付を受けることが条件。
補助予定件数は50件。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

2011/4/1 2012/3/31 http://www.city.mizu
nami.gifu.jp/life/envir
onment/solar_system

11/4/18 受付中 岐阜県 下呂市 太陽光発電システム設置費補助（平成
23年度）

下呂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新築・購入
する個人が対象。

1kWあたり3万円、上限12万円 平成23年度 http://www.city.gero.l
g.jp/gyousei/view.rbz
?of=1&ik=0&pnp=14&
cd=1995

11/4/18 受付中 岐阜県 不破郡垂井町 垂井町住宅用太陽光発電システム設置
補助金（平成23年度）

垂井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。国の太
陽光発電補助金の交付が決定していることが条件。

1kWあたり2万円、上限8万円 平成23年度 http://www.ginet.or.jp
/tarui/830_index_msg.
html

11/4/18 受付中 三重県 津市 家庭用新エネルギー利用設備設置費補
助制度（平成23年度）

津市内の住宅（既存・新築）に新たに太陽光発電システムを設置す
る、もしくは同システム付きの新築住宅を購入する個人が対象。受付
は先着順。

3kW未満の場合は1件3万円、3～
6kW未満の場合は1件6万円、6～
10kW未満の場合は1件10万円

2011/4/1 http://www.info.city.t
su.mie.jp/modules/ka
nkyosesakuka/article.
php?articleid=1

11/4/18 受付中 三重県 伊勢市 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置補助金

伊勢市内の住宅（既存・新築）に新たに太陽光発電システムを設置す
る、もしくは同システム付きの新築住宅を購入する個人が対象。補助
予定件数は100件。受付は先着順だが、4月中に予算を超えた場合
は抽選となる。

1件につき6万円 2011/4/1 2012/1/31 http://www.city.ise.mi
e.jp/icity/browser?Ac
tionCode=content&C
ontentID=130137091
4478&SiteID=0

11/4/18 受付中 三重県 鈴鹿市 平成23年度 鈴鹿市家庭用新エネル
ギー設備設置事業費補助金

鈴鹿市内の住宅（既存・新築）に新たに太陽光発電システムを設置す
る、もしくは同システム付きの新築住宅を購入する個人が対象。「三
重県新エネサポーター」への登録などが条件となる。補助予定件数
は60件。

1件につき2万円 2011/4/1 2012/2/29 http://www.city.suzu
ka.lg.jp/life/benri/890
1.html

11/4/18 受付中 三重県 鳥羽市 鳥羽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）

鳥羽市内で、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。補助予定件数は20件。

1件につき6万円 2011/4/1 2012/3/31 http://www.city.toba.
mie.jp/hozen/hukyusi
en/hukyusien.html

11/4/18 受付中 三重県 亀山市 太陽光発電システム設置の補助制度
（平成23年度）

亀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。10kW以上のシステムを事業所に設置した事業者も対象となる。

個人の場合は1kWあたり3万円、上限
額は10万円。事業者の場合は1件に
つき50万円。

平成23年度 http://www.city.kame
yama.mie.jp/kikaku/k
urasi/taiyo_h23.html

11/4/18 受付中 三重県 多気郡多気町 平成23年度 住宅太陽光発電システム
等設置補助金

多気町内の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
シャープ製のシステムを設置する場
合は1kWあたり10万円、上限額は40
万円

2011/4/1 2011/10/31 http://www.town.taki.
mie.jp/cgi-
bin/topics/user/detai
l.cgi?201103_9

11/4/18 受付中 三重県 多気郡明和町 平成23年度 明和町住宅用太陽光発電
設置費補助金

明和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
助予定件数は50件。

1件につき5万円 2011/4/1 2011/12/28 http://www.town.mei
wa.mie.jp/romantic/g
uide/plan/taiyou.pdf

4 / 11 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 静岡県 静岡市 静岡市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）
静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
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1.7万円
上限額は5.1万円

平成23年度 http://www.city.shizu
oka.jp/deps/kankyou
-
soumu/taiyoukou_hoj
o.html11/4/18 受付中 静岡県 伊豆の国市 住宅用新エネルギー機器等導入費補助

金（平成23年度）
伊豆の国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。

1kWあたり3.5万円、上限額14万円
補助対象経費の1/10以内

2011/4/1 2012/1/31 http://www.city.izuno
kuni.shizuoka.jp/kank
you/kankyohozen/tik
yuondanka/sin-
enehojo.jsp

11/4/18 受付中 静岡県 三島市 平成23年度 住宅用太陽光発電・太陽
熱高度利用システム設置費補助金

三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、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160件で、受付は先着順。
省エネ機器を同時に設置する場合は「エコマイハウス支援事業費補
助金」が適用される。

1件につき5万円 2011/4/1 http://www.city.mishi
ma.shizuoka.jp/ipn007
939.html

11/4/18 新規 静岡県 磐田市 太陽光発電システム及び太陽熱温水器
導入奨励金（平成23年度）

磐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。補助金は「磐田は～とふる商品
券」で支給される。

1kWあたり1万円
上限額は4万円

2011/5/9 http://www.city.iwata
.shizuoka.jp/seido/ka
nkyou/kan003.php

11/4/18 受付中 静岡県 焼津市 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置事業補助金

焼津市内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムを設置
しようとする個人が対象。補助予定件数は144件で、受付は先着順。

1件につき9万円 2011/4/1 2012/1/31 http://www.city.yaizu.
lg.jp/g03-
004/taiyoukou/001.ht
ml

11/4/18 受付中 静岡県 掛川市 掛川市新エネルギー機器等設置補助金
（平成23年度）

掛川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。
同時に省エネ機器などを設置する場合は「エコマイハウス支援事業
補助金」の対象となる。

上限額は2万円
エコマイハウス補助金の場合は1件
につき6万円

2011/4/1 http://lgportal.city.ka
kegawa.shizuoka.jp/si
zen/sinene/sinene.ht
ml

11/4/18 受付中 静岡県 袋井市 新エネルギー機器導入促進奨励金制度
（平成23年度）

袋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
した個人が対象。省エネ機器を同時に設置する場合は「エコマイハウ
ス支援事業費補助金」が適用される。

1kWあたり2万円、上限額は8万円
エコマイハウス補助金の場合は1kW
につき3万円、上限額12万円

2011/4/1 http://www.city.fukur
oi.shizuoka.jp/kbn/15
100100/15100100.ht
ml

11/4/18 受付中 静岡県 富士市 平成22年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助金

富士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。
省エネ機器を同時に設置する場合は「エコマイハウス事業費補助金
制度」が適用される。

3kW以上のシステムの設置1件につ
き10万円
エコマイハウス補助金の場合は1件
につき14万円

平成23年度 http://www.city.fuji.s
hizuoka.jp/hp/page00
0005600/hpg0000055
44.htm

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

伊豆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。補助予定件数は40件。

1kWあたり3万円
上限額は10万円

平成23年度 http://www.city.izu.s
hizuoka.jp/form1.php?
pid=3005

11/4/18 受付中 静岡県 菊川市 菊川市自然エネルギー利用促進補助金
（平成23年度）

菊川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。
太陽光発電と併せて省エネ機器を設置する場合は「エコマイハウス
支援事業費補助金」の対象となる。

1kWあたり2.3万円、上限額は11.5万
円
エコマイハウス補助金の場合、1kWあ
たり3万円、上限額は12万円

平成23年度 http://www.city.kikug
awa.shizuoka.jp/kanky
ousuishin/hojoseido.h
tml

11/4/18 受付中 静岡県 沼津市 平成23年度 沼津市住宅用新エネル
ギー及び省エネルギー機器設置費補助
金

沼津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。
省エネ設備を同時に設置する場合は「沼津市エコマイハウス支援事
業」の対象となる。

1kWにつき1.5万円、上限額は4.5万円
エコマイハウス補助金の場合は1kW
あたり3万円、上限9万円

平成23年4月1日 http://www.city.numa
zu.shizuoka.jp/sisei/s
igoto/kankyou/img/h
ojyokin.pdf

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

熱海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.atami
.shizuoka.jp/icity/bro
wser?ActionCode=co
ntent&ContentID=114

11/4/18 受付中 静岡県 湖西市 新エネルギー・省エネルギー機器導入
支援補助金（平成23年度）

湖西市内に居住しており、住宅や店舗併用住宅、事業所に新たに太
陽光発電システムを設置しようとする個人・事業者が対象。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

平成23年度 http://www.city.kosai.
shizuoka.jp/dd.aspx?
menuid=2036

11/4/18 受付中 静岡県 周智郡森町 森町住宅太陽光発電システム導入事業
費補助金（平成23年度）

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が対象。 １kWあたり2万円
上限は8万円

平成23年4月1日 平成24年3月31日 http://www.town.mori
machi.shizuoka.jp/gov
e/juumin/seiho/2011
_taiyo_hojo.htm11/4/18 受付中 静岡県 賀茂郡東伊豆町 太陽光発電システム設置補助金（平成

23年度）
東伊豆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。補助予算は200万円。
エコキュートを同時に設置する場合は「エコマイハウス支援事業費補
助金」の対象となる。

1kWあたり5万円、上限額は20万円
エコマイハウス補助金の場合、1kWあ
たり3万円、上限額は12万円

2011/4/1 http://www.town.higa
shiizu.shizuoka.jp/bg/
life/taiyoko_hatuden/
150010/
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11/4/18 受付中 静岡県 駿東郡長泉町 住宅用新・省エネルギーシステム設置

費補助金（平成23年度）
長泉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
テムを設置した個人が対象。同制度は平成26年度まで実施される予
定。

1件につき10万円 平成23年度 http://japan.nagaizum
i.org/sangyo/en-
hojo.html

11/4/18 受付中 静岡県 榛原郡川根本町 川根本町クリーンエネルギー機器導入
促進補助金（平成23年度）

川根本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。平成23年度まで実施される予
定。

1kWあたり5万円
上限額は20万円

平成23年度 http://www.town.kaw
anehon.shizuoka.jp/dl
2/view.asp?cd=34&on
=&ka=&word=

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

富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。
太陽光発電による余剰電力の売電を行う際の補助制度もある。

2kW以上のシステム設置、1件につき
5万円
売電に対する補助は、 1～12ヵ月：10
円／kWh、13～24ヵ月：7円／kWh、25
～36ヵ月：5円／kWh

平成23年度 http://www.city.toya
ma.toyama.jp/kankyo
bu/kankyoseisakuka/
ondankataisakukikaku
/jutakuhatsudenhojo.
html

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

魚津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。
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
件となる。平成24年度まで実施される予定。

1件につき5万円 平成23年度 http://www.city.uozu.
toyama.jp/guide/svG
uideDtl.aspx?servno=
1629

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

滑川市内の住宅に新たに住宅用太陽光発電システムを設置する、も
しくは同システム付きの住宅を購入する個人が対象。平成25年度末
まで実施される予定。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

平成23年度 http://www.city.name
rikawa.toyama.jp/shin
sei/setumei/59secch
i_shinsei.htm

11/4/18 受付中 富山県 南砺市 住宅用太陽光発電システム設置補助金
制度（平成23年度）

南砺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。国や県の補助金制度との併用も可能。

1件につき5万円 平成23年度 http://www.city.nant
o.toyama.jp/webapps
/www/service/detail.j
sp?id=5391

11/4/18 受付中 富山県 下新川郡入善町 入善町住宅用太陽光発電システム補助
金（平成23年度）

入善町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。国、及び県の補助金の交付を受けることが条件。

1件につき10万円 平成23年度 http://www.town.nyu
zen.toyama.jp/jyumin
kankyo/seikatu/taiyo
ko.jsp

11/4/18 受付中 石川県 エコリビング支援モデル事業（平成23年
度）

石川県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、もしくは同システム付き住宅を新築・購入する個人が
対象。いしかわ家庭版環境ISOに取り組み、「エコファミリー」として登
録することが条件。また、対象施設・設備（※）の中から、太陽光発電
システムと組み合わせて合計3点以上の設備を購入し、総額が200万
円以上の場合に限る。
※対象施設・設備：太陽光発電システム、風力発電システム、太陽熱
温水器、エコキュート、エコジョーズ、エコフィール、エコウィル、エネ
ファーム、断熱施工・断熱ガラス、LED照明、屋上緑化など

設置費用の5％
上限額は合計で25万円

平成24年1月31日 http://www.pref.ishik
awa.lg.jp/ontai/pp/ec
oliving_jyosei/index.ht
ml

11/4/18 受付中 石川県 小松市 平成23年度 小松市住宅用太陽光発電
設置助成費補助事業について

小松市内の住宅に新たに住宅用太陽光発電システムを設置する、も
しくは同システム付きの市内の新築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が可能。

1件につき5万円 平成23年度 http://www.city.koma
tsu.ishikawa.jp/kanky
oukikaku/hojo-
yuushi/taiyoukou.htm
l11/4/18 受付中 石川県 能美市 住宅用太陽光発電システム設置補助事

業（平成23年度）
能美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、もしくは市内に居住する予定があり、同システム付きの
住宅を購入する個人が対象。

1kWあたり1.5万円
上限額は6万円

平成23年度 http://www.city.nomi.
ishikawa.jp/cgi-
bin/odb-
get.exe?WIT_template
=AC020000&WIT_oid=11/4/18 受付中 石川県 七尾市 住宅用太陽光発電システム設置費補助

金（平成23年度）
七尾市内のに居住しており、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20万円 平成23年度 http://www3.city.nan
ao.lg.jp/guide/svGuid
eDtl.aspx?servno=194
8

11/4/18 受付中 石川県 加賀市 住宅用太陽光発電システム設置費補助
制度（平成23年度）

加賀市内のに居住しており、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。

1件につき5万円 平成23年度 http://www.city.kaga.i
shikawa.jp/article/ar_
detail.php?ev_init=1&a
rm_id=301-0316-

11/4/18 受付中 石川県 石川郡野々市町 野々市町地球温暖化対策事業補助金
（平成23年度）

野々市町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。太陽光発電システムの最
大出力が3kW以上であることが条件。

上限額は5万円 平成23年度 http://www.town.non
oichi.lg.jp/kankyoanze
n/jyuutakuyoutaiyouk
ou_1.html

11/4/18 受付中 石川県 羽咋市 「羽咋市住宅用太陽光発電システム設
置費補助（平成23年度）」

羽咋市内の住宅に新たに住宅用太陽光発電システムを設置する、も
しくは同システム付きの市内の住宅を購入する個人が対象。国・県の
太陽光発電補助金と併用することが可能。

1kWあたり4万円
上限額は16万円

2011/4/1 http://www.city.hakui
.lg.jp/sypher/www/inf
o/detail.jsp?id=3231
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11/4/18 受付中 石川県 河北郡津幡町 平成23年度 津幡町住宅用太陽光発電

システム設置費補助金制度
津幡町内に居住しており、新たに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

平成23年度 http://www.town.tsub
ata.ishikawa.jp/kanky
ouanzen/09_ondanka
/sun_assist/sun.html

11/4/18 受付中 石川県 河北郡内灘町 エコエネルギーシステム設置費補助制
度（平成23年度）

内灘町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、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.uchi
nada.lg.jp/webapps/w
ww/service/detail.jsp
?id=5387

11/4/18 受付中 石川県 羽咋郡志賀町 志賀町住宅用太陽光発電システム設置
補助（平成23年度）

志賀町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。国や県の太陽光発電補助金
との併用も可。同補助制度は平成31年度末まで10年間実施される予
定。

1kWあたり7万円、上限額は28万円
（設置経費の1/10以内）

平成23年度 http://www.town.shik
a.lg.jp/shikasypher/w
ww/info/detail.jsp?id=
2514

11/4/18 受付中 福井県 福井市 環境配慮型住宅設備設置促進事業補
助金（平成23年度）

福井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・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。補
助予定件数は200件。

1kWあたり1.2万円、上限額は4.8万円 2011/4/8 http://www.city.fukui.
lg.jp/d210/kankyo/ho
jo/eco-house23.html

11/4/18 受付中 福井県 坂井市 平成23年度 坂井市住宅用太陽光発電
導入促進事業費補助金制度

坂井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・購入する個人や法人が対象。国が実施する太陽光発電補助金
の交付が決定していることが条件。

1kWあたり1.2万円、上限額は4.8万円 2011/4/1 http://www.city.fukui
-
sakai.lg.jp/shimin/02/
004/p001825.html

11/4/18 受付中 福井県 敦賀市 平成23年度 敦賀市太陽光発電導入促
進事業費補助金

敦賀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・法人が対象。国の太
陽光補助金の交付が決定していることが条件。

1kWあたり1.2万円、上限額は4.8万円 2011/4/1 http://www.city.tsuru
ga.lg.jp/sypher/www/
service/detail.jsp?id=
7895

11/4/18 受付中 福井県 越前市 平成23年度 越前市住宅用太陽光発電
導入促進事業補助金

越前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。国と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1.2万円、上限額は4.8万円 2011/4/1 http://www.city.echiz
en.lg.jp/office/060/0
51/hojyoseido/taiyou
kou.html

11/4/18 受付中 福井県 三方上中郡若狭町 平成23年度 若狭町太陽光発電導入促
進事業補助金

若狭町内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムを設置
する個人が対象。国の太陽光発電補助金の交付を受けることが条
件。

1kWあたり2.4万円、上限額は9.6万円 2011/4/1 http://www.town.fuku
i-
wakasa.lg.jp/town/cat
egory/page.asp?Page

11/4/18 受付中 福井県 吉田郡永平寺町 永平寺町住宅用太陽光発電導入促進
事業補助金（平成23年度）

永平寺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。国の補助金の交付を受けることが条件。

kWあたり3.6万円、上限額は14.4万円 平成23年度 http://www.town.eihe
iji.lg.jp/webworks/stat
ic/00000015/002/00
001436.html

11/4/18 受付中 福井県 大飯郡おおい町 おおい町太陽光発電導入促進事業補
助（平成23年度）

おおい町内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムを設
置する個人が対象。国の太陽光発電補助金の交付を受けることが条
件。

1kWあたり1.2万円、上限額は4.8万円 平成23年度 http://www.town.ohi.f
ukui.jp/sypher/www/
service/detail.jsp?id=
330

11/4/25 受付中 愛知県 岩倉市 岩倉市住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）

岩倉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。受付は先着順。

1kWあたり2万円
上限額は8万円

平成23年度 http://www.city.iwaku
ra.aichi.jp/guide/utrv
8o0000003rb4.html

11/4/25 受付中 愛知県 岡崎市 平成23年度岡崎市家庭用新エネルギー
システム設置等補助金

岡崎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2万円
上限額は6万円

平成23年度 http://www.city.okaz
aki.aichi.jp/menu2375
.html

11/4/25 終了 愛知県 日進市 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助事業

日進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3万円
上限額は12万円

2011/4/8　受付終了 http://www.city.nissh
in.lg.jp/sumai/gomi_ka
nkyo/taiyoko_hojo.ht
ml

11/4/25 受付中 愛知県 愛知郡長久手町 長久手町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）

長久手町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建築す
る個人が対象。受付は先着順。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

平成23年4月1日 http://www.town.nag
akute.aichi.jp/kurashi
/kankyou/kankyou/k
ankyou_2_5.html

11/4/25 受付中 愛知県 海部郡飛島村 住宅用太陽光発電施設設置費補助金
（平成23年度）

飛島村内に居住しており、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。平成21年度から5年間の実施予
定。

1kWあたり10万円
上限額は40万円

平成23年度 http://www.vill.tobishi
ma.aichi.jp/kurashi/h
ojyo/taiyoukou.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
11/4/25 受付中 愛知県 北設楽郡設楽町 平成23年度設楽町住宅用太陽光発電

システム設置費補助金
北設楽郡設楽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23年度 http://www.town.shit
ara.aichi.jp/index.cfm
/1,1743,20,125,html

11/4/25 受付中 愛知県 丹羽郡大口町 平成23年度大口町太陽光発電設置費
補助

丹羽郡大口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2万円
上限額は8万円

平成23年度 http://www.town.ogu
chi.aichi.jp/kankyou/k
ankyou/taiyou.html

11/4/25 受付中 愛知県 額田郡幸田町 平成23年度幸田町住宅用太陽光発電
システム

額田郡幸田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4万円
上限額は16万円

平成23年4月1日 http://www.town.kota
.lg.jp/index.cfm/9,0,1
71,html

11/4/25 受付中 岐阜県 養老郡養老町 平成23年度養老町住宅用太陽光発電
システム設置事業補助金

養老郡養老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3万円、上限額は12万円。
町内業者が設置する場合は1kWあた
り6万円、上限24万円

平成23年度 http://www.town.yoro
.gifu.jp/view.rbz?of=1
&ik=0&pnp=14&cd=95
5

11/4/25 受付中 岐阜県 多治見市 平成23年度多治見市住宅用新エネル
ギーシステム設置事業補助金

多治見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4月1日 http://www.city.tajimi
.gifu.jp/kankyo/shine
ne_hojyo/shinene_hoj
yo.htm

11/4/25 受付中 岐阜県 羽島市 平成23年度羽島市住宅用太陽光発電
システム設置整備事業補助金

羽島市内の住宅に新たに太陽光発電システムを設置する、もしくは
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設置補助を受けている方。

1kWあたり3万円
上限額は9万円

平成23年4月1日 http://www.city.hashi
ma.lg.jp/contents_det
ail.php?co=cat&frmId=
3232&frmCd=21-7-
5-0-011/4/25 受付中 福井県 あわら市 あわら市太陽光発電導入促進事業補助

金制度『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が対象。 1kwあたり1.2万円、上限額は4.8万

円。市内事業者が設置する場合は
1kWあたり1.5万円、上限額6万円。

平成23年4月1日 平成24年3月31日 http://www.city.awar
a.lg.jp/mobile/i/page/
shimin/taiyoukou02.h
tml

11/5/2 受付中 愛知県 愛知県住宅用太陽光発電施設導入促
進費補助金（平成23年度）

個人への太陽光発電システムの設置補助を実施している市町村に
対して、県がその費用の一部を補助する。

市町村の補助金額の1/4もしくは1kW
あたり5,000円（上限額2万円）のうち
価格の低い方が採用される。

平成23年度 http://www.pref.aichi.
jp/0000004471.html

11/5/2 受付中 愛知県 瀬戸市 瀬戸市住宅用太陽光発電システム設置
費補助金交付事業（平成23年度）

瀬戸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新築・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6月1日 http://www.city.seto.
aichi.jp/docs/201104
1800021/

11/5/2 受付中 静岡県 伊東市 平成23年度伊東市エコマイハウス支援
事業補助金

住宅に太陽光発電システムと省エネ機器を併せて設置する人を対象
として、予算の範囲内で補助金の交付を行う。

1kWあたり3万円、上限12万円 平成23年4月1日 平成23年12月28日 http://www.city.ito.sh
izuoka.jp/hp/page000
006100/hpg00000602
6.htm

11/5/2 受付中 静岡県 賀茂郡松崎町 住宅用太陽光発電システム設置事業補
助（平成23年度）

松崎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新築する個人が対象。

1kW当たり5万円、上限額は20万円 平成23年度 http://www.town.mat
suzaki.shizuoka.jp/FM
Pro?-
db=m_faq_02.fp5&-
lay=web&-11/5/2 受付中 静岡県 駿東郡清水町 平成23年度清水町新エネルギー及び省

エネルギー機器等設置費補助金交付事
業

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
電システムを設置した個人が対象。国の補助金制度や、エコマイハ
ウス推進事業費補助金との併用も可能。

1件につき10万円 平成23年4月1日 平成24年3月31日 http://www.kakitagaw
a.tv/shimizu-
t/yakuba/dwload/dw
-kojin.htm

11/5/2 受付中 静岡県 富士宮市 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助制度

富士宮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200件で、受
付は先着順。また、安全対策費などの特殊工事費用についても、一
部、補助対象経費から控除をうけることができる。

1kWあたり3万円
上限額は7万円

平成23年4月20日 平成24年1月31日 http://www.city.fujino
miya.shizuoka.jp/k-
shinrin/taiyoko.htm

11/5/2 受付中 富山県 射水市 平成23年度射水市住宅用太陽光発電
システム設置補助金

射水市内の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住宅を購入した個人が対象。

1件につき5万円 平成23年度 http://www.city.imizu.
toyama.jp/guide/svG
uideDtl.aspx?servno=
1769

11/5/2 受付中 富山県 高岡市 高岡市住宅用太陽光発電システム設置
補助金（平成23年度）

高岡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。国の太陽光補助金の交付を受けることが条件。

1件につき5万円 平成23年度 http://www.city.takao
ka.toyama.jp/sekatsu
/0601/kannkyou/taiy
oukou.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
11/5/2 受付中 富山県 砺波市 平成23年度砺波市住宅用太陽光発電

システム設置補助金
砺波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。設置の際に敷地内の屋敷林を伐採しないこと、伝統的な
「アズマダチ」又は「マエナガレ」の木造住宅屋根に設置しないことな
どが条件となる。

1件につき5万円 平成23年度 http://www.city.tona
mi.toyama.jp/tonamis
ypher/www/service/
detail.jsp?life_superge
nre=1&id=5755

11/5/2 受付中 石川県 エコリビング支援モデル事業（平成23年
度）

石川県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、もしくは同システム付き住宅を新築・購入する個人が
対象。対象施設・設備（※）の中から、太陽光発電システムと組み合
わせて合計3点以上の設備を購入し、総額が200万円以上の場合に
限る。
※対象施設・設備：太陽光発電システム、風力発電システム、太陽熱
温水器、エコキュート、エコジョーズ、エコフィール、エコウィル、エネ
ファーム、断熱施工・断熱ガラス、LED照明、屋上緑化など

設置費用の5％
上限額は25万円

平成23年4月1日 平成24年1月31日 http://www.pref.ishik
awa.lg.jp/ontai/pp/ec
oliving_jyosei/index.ht
ml

11/5/2 受付中 石川県 金沢市 平成23年度金沢市住宅用太陽光発電
システム等設置費補助金

金沢市内に居住しており、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。平成23年度よりエコキュートへの補助は
廃止。国や県の補助制度との併用も可能。

1件につき5万円 平成23年度 http://www4.city.kan
azawa.lg.jp/25001/sei
saku/shinsei_todoked
e/hatsuden_hojyo_3.h
tml

11/5/2 受付中 福井県 平成23年度 太陽光発電・省エネ設備導
入促進事業補助金

■太陽光発電のみの設置の場合
福井県内の住宅や店舗等との兼用住宅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。
国の補助金の交付を受けることなどが条件となる。補助予定件数は
450件。

■太陽光発電と省エネ設備の併設の場合
福井県内の住宅や店舗等との兼用住宅に、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・法人が対象。
国の補助金の交付を受けることなどが条件となる。
市の補助制度との併用が可能。補助予定件数は300件で、受付は先
着順。
※省エネ設備とは：CO2冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート）、潜熱
回収給湯器（エコジョーズ、エコフィール）、ガスエンジン給湯器（エコ
ウィル）、家庭用燃料電池（エネファーム）、太陽熱温水器、ペレットス
トーブ、LED照明。

1kWあたり3.6万円
上限額は14.4万円

平成23年度 http://www.pref.fukui.
jp/doc/kankyou/taiyo
ukou2011.html

11/5/2 受付中 福井県 勝山市 平成23年度勝山市太陽光発電導入促
進事業補助金

勝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。また、福井県が実施する補助金との併用が可能。

1kWあたり1.2万円
上限額は4.8万円

平成23年12月1日 http://www.city.katsu
yama.fukui.jp/docs/p
age/index.php?cd=15
0

11/5/2 受付中 福井県 丹生郡越前町 越前町太陽光発電導入促進事業補助
金（平成23年度）

越前町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
ム付きの市内の住宅等を購入する個人が対象。国・県の太陽光発電
補助金の交付を受けることが条件。

1kWあたり1.2万円
上限額は4.8万円

平成23年度 http://www.town.echi
zen.fukui.jp/webworks
/web/info/detail.jsp?i
d=1533

11/5/16 終了 愛知県 小牧市 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助金

小牧市内に居住しており、住宅や店舗併用住宅に新たに太陽光発電
システムを設置する、もしくは同システム付きの住宅を購入する個人
が対象。補助予定件数は125件で、受付は先着順。

1kWあたり6万円
上限額は24万円

平成23年4月1日 　※受付終了 http://www.city.koma
ki.aichi.jp/contents/0
5012431.html

11/5/16 受付中 愛知県 名古屋市 平成23年度名古屋市住宅用太陽光発
電システム設置費補助事業

対象システムを名古屋市内の住宅に新たに設置する個人または法
人が対象。国が実施する太陽光発電補助金の交付が決定しているこ
とが条件。補助予定件数は500件で、受付は先着順。

1kWあたり4.8万円
上限額は48万円

平成23年6月9日 平成23年12月22日 http://www.city.nago
ya.jp/kankyo/page/0
000020295.html

11/5/16 受付中 富山県 住宅用太陽光発電システム設置補助
（平成23年度）

富山県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。

1件につき5万円 平成23年4月1日 平成24年3月31日 http://www.tkz.or.jp/
con16.html

11/5/23 受付中 岐阜県 大垣市 大垣市グリーン電力活用推進事業（平
成23年度）

大垣市内において、電力買取制度が実施されるのに伴い、電力量の
計測に必要な「電力メーター」の補助制度が設けられている。対象と
なるのは、市内に居住し、平成22年12月1日～平成23年11月30日ま
でに住宅に太陽光発電システムを設置した個人。
また、「大垣市グリーン電力活用推進事業」で、一般家庭の太陽光発
電システムで発電した電力のうち自家消費された電力の環境価値
を、市が3年間買い取る。
どちらも補助予定件数は100件で、受付は先着順。

電力メーターの設置1件につき2万円
グリーン電力活用推進事業の買取価
格は20円/kWh
1年間の上限額は4万円（2000kWh相
当）

平成23年6月1日 平成23年11月30日 http://www.city.ogaki.
lg.jp/0000003975.htm
l
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住宅用太陽光発電　補助金情報

日付 状況 都道府県 自治体 制度名 対象者、注意点 補助金額 実施期間（始） 実施期間（終） 情報URL
11/5/23 受付中 岐阜県 岐阜市 岐阜市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）
岐阜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。ただ
し、国の太陽光発電補助金の交付を受けることが条件。

1kWあたり2万円
上限額は6万円

平成23年度 http://www.city.gifu.l
g.jp/c/40125941/401
25941.html

11/5/23 終了 岐阜県 多治見市 平成23年度多治見市住宅用新エネル
ギーシステム設置事業補助金

多治見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4月1日 受付終了 http://www.city.tajimi
.gifu.jp/kankyo/shine
ne_hojyo/shinene_hoj
yo.htm

11/5/23 受付中 三重県 三重郡川越町 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助金

川越町内の住宅（既存・新築）に新たに太陽光発電システムを設置す
る、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。高効
率給湯器を同時に設置する場合は補助金の上乗せがある。

1件につき18万円 平成23年度 http://www.town.kaw
agoe.mie.jp/home/ec
o/eco/index10.html

11/5/23 受付中 三重県 四日市市 平成23年度 四日市市家庭用新エネル
ギー普及支援事業（第1回）

四日市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。第1回の補助予定件数は120件。

1件につき3万円 平成23年5月12日 平成23年7月8日 http://www.city.yokk
aichi.mie.jp/kankyo/o
shirase/osirase_2011
0401.htm

11/5/23 受付中 静岡県 下田市 平成23年度 下田市住宅リフォーム振興
事業助成金

下田市内に居住しており、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。市内の施工資格をもつ事業者が工事を行う
ことが条件となる。

工事費の20％
上限額は20万円

平成23年4月13日 平成23年8月31日 http://www.city.shim
oda.shizuoka.jp/form1
.php?pid=1482&ky=&l
ang=0

11/5/23 受付中 静岡県 浜松市 平成23年度 住宅用新エネルギーシステ
ム設置費補助事業

浜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個人が対象。補助予定件数は合計500件。申
請多数の場合は抽選となる。

1件につき7.5万円 第1期 平成23年5月
17日～平成23年6月
17日
第2期 平成23年9月
21日～平成23年10月

http://www.city.hama
matsu.shizuoka.jp/lifei
ndex/life/env/shin_e
ne/hojo/h23.htm

11/5/23 受付中 福井県 鯖江市 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置補助金

鯖江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。国の補助金の交付を受けること
が条件。

1kWあたり1.2万円
上限額は4.8万円

平成23年4月4日 http://www.city.saba
e.fukui.jp/pageview.ht
ml?id=10404

11/5/30 終了 静岡県 焼津市 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置事業補助金

焼津市内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムを設置
しようとする個人が対象。補助予定件数は144件で、受付は先着順。

1件につき9万円 平成23年4月1日 平成24年1月31日 http://www.city.yaizu.
lg.jp/g03-
004/taiyoukou/001.ht
ml

11/6/6 受付中 静岡県 御殿場市 平成23年度御殿場市太陽光発電等新・
省エネルギー機器設置事業補助金

御殿場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。

1件につき5万円 平成23年度 http://www.city.suso
no.shizuoka.jp/life/es
/ecohouse.php

11/6/6 受付中 静岡県 裾野市 太陽光発電システム・太陽熱高度利用
システム補助金（平成23年度）

裾野市内に居住または居住の予定があり、住宅に新たに太陽光発
電システムを設置しようとする個人が対象。
同時に潜熱回収型給湯器・高効率給湯器を設置する場合は「エコマ
イハウス事業補助金」の対象となる。

1kWあたり3万円
上限20万円

平成23年度 http://www.city.gote
mba.shizuoka.jp/life/e
p/ep11.html

11/6/6 受付中 福井県 大野市 平成23年度大野市太陽光発電導入促
進事業補助金

大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購入する個人が対象。国又は件が実施する
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1.2万円
上限額は4.8万円

平成23年4月28日 http://www.city.ono.f
ukui.jp/page/kankyo/
h23taiyoukou.html

11/6/13 終了 愛知県 愛知郡長久手町 長久手町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）

長久手町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建築す
る個人が対象。受付は先着順。

1kWあたり3万円
上限額は12万円

平成23年4月1日 http://www.town.nag
akute.aichi.jp/kurashi
/kankyou/kankyou/k
ankyou_2_5.html

11/6/13 終了 愛知県 瀬戸市 瀬戸市住宅用太陽光発電システム設置
費補助金交付事業（平成23年度）

瀬戸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新築・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6月1日 http://www.city.seto.
aichi.jp/docs/201104
1800021/

11/6/13 終了 愛知県 知多市 平成23年度 住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助

知多市内に居住しており、住宅や店舗併用住宅（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2万円
上限額は8万円

平成23年4月6日 http://www.city.chita.
aichi.jp/seikatsukanky
ou/kankyou/hojo/hoj
o-top.html

11/6/13 受付中 静岡県 田方郡函南町 平成23年度函南町住宅用太陽光発電
システム及び高効率給湯器設置への補
助制度

自ら居住している又は居住する予定の住宅(店舗を兼ねた住宅を含
む)に住宅用太陽光発電システム及び高効率給湯器（エコキュート）
の両方を同時に設置する個人が対象。募集件数は先着で14件。

一律7万円 平成23年6月8日 平成24年1月31日 http://www.town.kan
nami.shizuoka.jp/hp/p
age000003500/hpg00
0003471.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
11/6/13 受付中 静岡県 牧之原市 平成23年度牧之原市エコマイハウス支

援事業費補助金
太陽光発電システムに、エコキュート、エコジョーズ、エネファームの
いずれかを同時に設置する個人宅が対象。
なお太陽光発電システムについては、国補助金(JPEC)との併給が可
能だが、エネファームについては併給できない。

一律6万円 平成23年度 http://www.city.maki
nohara.shizuoka.jp/as
p/mc0040.asp?eno=J
410824779

11/6/20 受付中 岐阜県 海津市 海津市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）

海津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2.4万円
上限額は9.6万円

平成23年度 http://www.city.kaizu.
lg.jp/kankyoueiseika/t
aiyoukou_2.jsp

11/6/20 受付中 岐阜県 加茂郡東白川村 平成23年度東白川村住宅用太陽光発
電システム設置事業補助金

村内の自己所有の住宅に対象システムを新設し、対象システム付き
の住宅を購入する者が対象（中古住宅の場合は、対象システムを新
設する者）

1kWあたり3万円
上限12万円

平成24年1月31日 http://www.vill.higash
ishirakawa.lg.jp/con16
b.html

11/6/20 受付中 三重県 桑名市 桑名市家庭用新エネルギー普及支援事
業費補助金（平成23年度）

市内で自ら所有する住宅に太陽光発電システムを設置する、もしく
は、新築する住宅に合わせて設置しようとする個人が対象。

1件につき3万円 平成23年5月16日 平成23年12月28日 http://www.city.kuwa
na.lg.jp/daily_life_articl
e_4800.html

11/6/20 受付中 静岡県 賀茂郡河津町 河津町住宅用太陽光発電システム設置
費補助金（平成23年度）

河津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5万円
上限額は20万円

平成23年度 http://www.town.kaw
azu.shizuoka.jp/kuras
hi/taiyoukou/taiyouk
ou.gaiyou2.pdf

11/6/20 受付中 静岡県 駿東郡小山町 エコマイハウス事業補助金（平成23年
度）

小山町内の住宅に新たに太陽光発電システムと省エネ設備（潜熱回
収給湯器、高効率給湯器、家庭用燃料電池）を設置する個人が対
象。

1件につき4万円 平成23年6月8日 平成24年1月31日 http://www.fuji-
oyama.jp/kakuka/05k
annkyou/kan-
100.htm

11/6/20 受付中 静岡県 榛原郡吉田町 吉田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）

吉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
電システムを設置する個人が対象。

1件につき2万円 平成23年度 http://www.town.yos
hida.shizuoka.jp/kuras
hi/73.asp

11/6/20 受付中 福井県 大飯郡高浜町 平成23年度住宅用太陽光発電システム
の設置補助

高浜町内に居住または居住予定の個人や、所在地を有するまたは
有する予定の法人で、住居用の建物に太陽光発電システムを設置す
る者が対象。

1kWあたり4.8万円
上限額は19.2万円

平成23年5月2日 http://www.town.taka
hama.fukui.jp/page/jy
umin/taiyoukou.html

11/6/20 受付中 福井県 小浜市 平成23年度 住宅用太陽光発電導入促
進事業補助

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1.2万円
上限額は4.8万円

平成23年度 http://www1.city.oba
ma.fukui.jp/category/
page.asp?Page=629

11/6/20 受付中 福井県 三方郡美浜町 住宅用太陽光発電設備の設置費助成
（平成23年度）

美浜町内に居住または居住予定の個人や、町内に所在地を有する
法人が対象。住居用の建物に太陽光発電を設置する場合に補助が
受けられる。

1kWあたり1.2万円
上限額は4.8万円

平成23年4月1日 http://www.town.mih
ama.fukui.jp/www/ser
vice/detail.jsp?id=196
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