
【青森・岩手・宮城・山形・福島】

１ 六ヶ所村

対象経費の１／１０

上限 １５０,０００円

２ 盛岡市

８５,０００円又は設置経

費の低い方

３ 村山市

対象経費の１／１０

上限 １００,０００円

４ 東根市

２０,０００円／ｋｗｈ

上限 １００,０００円

８ 南相馬市

２５,０００円／ｋｗｈ

上限 ２５０,０００円

７ いわき市

２０,０００円／ｋｗｈ

６ 須賀川市

１０,０００円／ｋｗｈ

上限 ４０,０００円

５ 郡山市

上限 １００,０００円

１０ 福島県

４０,０００円／ｋｗｈ

上限 ２００,０００円

１３ 大衛村

対象経費の１／１０

上限 １００,０００円

１２ 七ヶ宿町

対象経費の１／２

上限 １,０００,０００円

１４ 鏡石町

１０，０００円／ｋｗ

上限 ４０，０００円

１１ 丸森町

１０,０００円／ｋｗｈ

上限 １００,０００円

１５ 中山町

対象経費の１／１０

上限 １２０，０００円

１７ 高畠町

２０,０００円／ｋｗｈ

上限 １００,０００円

１６ 釜石市

対象経費の１／１０

上限 ５０，０００円

東日本大震災被災者対象

１８ 山形市

６０，０００／ｋｗｈ

上限 ３００，０００円

１９ 桑折町

２０,０００円／ｋｗｈ

上限 １００,０００円

２０ 宮城県

８０，０００円／件

２１ 石巻市

２５，０００円／ｋｗ

上限 １００，０００円

２３ 大河原町

対象経費の１／１０

上限 １００，０００円
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２４ 石川町

２０，０００円／ｋｗ

上限 １３０，０００円

２５ 伊達市

２０，０００円／ｋｗ

上限 ８０，０００円

24

25

２７ 東松島市

２０,０００円／ｋｗ

上限 ８０，０００円

東日本大震災被災者対象

27

２６ 寒河江市

２０,０００円／ｋｗｈ

上限 ２００,０００円

26

２８ 山形県

初期実効容量での算出

７０,０００円／ｋｗ

経費の１／３又は

３５０，０００円の低い方

29

２９ 葛尾村

経費の１／２

上限 ５００，０００円

３０ 遠野市

市内業者限定

対象経費の１／３

上限 １００,０００円

30

32

３２ 大崎市

５０，０００円／件

33

３３ 天童市

対象経費の１／１０

上限 １００，０００円

34

３４ 北上市

市内業者限定 太陽光併設

２０,０００円／ｋｗｈ

上限 ２００,０００円35

３５ 雫石町

２０,０００円／ｋｗｈ

上限 １００,０００円

36

３６ 洋野町

３０,０００円／ｋｗｈ

上限 １５０,０００円

37

３７ 会津若松市

２０,０００円／ｋｗｈ

上限 ８０,０００円

太陽光同時設置

38

３８ 大潟村

３０,０００円／ｋｗｈ

上限 １５０,０００円

39

３９ 喜多方市

２０,０００円／ｋｗｈ４０ 広野町

６０，０００円／ｋｗ

40

・黄色の塗りつぶし・・・・・２０２１年度 補助金最新情報

・赤色の塗りつぶし・・・・・２０２１年度 補助金募集終了

・オレンジの塗りつぶし・・・２０２１年度 未だ募集なし（昨年度は補助有り）



2020年度　蓄電池（東北）補助金リスト(更新日　2021年4月14日）
（前提） ＳＭＪ（ＨＳ社）エネルギー事業推進部
　　・ 各地方自治体により公表された情報を、抜粋／整理したものであり、全ての情報を網羅するものではありません。
　　・ 自治体毎に付帯条件や申込み数の上限設定等、各種制約事項が設定されています。
　　・ 本情報は、補助額／期間／制約等の補助内容を保証するものではありません。
　　・ 情報は、適宜更新要。　本情報の記載内容とは差異が生じる事があります。
　　・予算額は、補助事業の総額で、すべてが蓄電池の予算ではありません。

太陽光・
その他
機器と
の同時
設置

補助対象
に設置費
を含む

その他

1 青森県 六ヶ所村 2020/4/1～2021/3/15
対象経費の1/10
（限度額15万円）

1ｋＷあたり48,000円
（限度額24万円）

政策推進課

政策推進グループ
0175-72-2111 ● http://www.rokkasho.jp/index.cfm/10,2933,56,193,html

2 盛岡市 2021/4/1～2022/1/31 1044.9万円
85000円又は設置に要する費用のいずれ
か低い額

1.4万円/kW  上限5.6万円 ● 環境部環境企画課 019-626-3754 ●
http://www.city.morioka.iwate.jp/shisei/kankyo/kankyok
atsudo/1034275.html

30 遠野市 2021/4/1～2022/2/28 50万円
経費の1/3　上限10万円
（市内業者限定）

2万円/kW  上限10万円
（市内業者限定）

● 環境整備部環境課 0198-62-2111 ●
http://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/45,34796,247,ht
ml

16 釜石市
～2022/2/28
東日本大震災被災者対象

設置経費の1/10に相当する額（上限5万
円）

3kW以上4kW未満　3万円
4kW以上5kW未満　4万円
5kW以上　　　　   　5万円

事業所、店舗等と兼
用する住宅も補助対
象

市民生活部　生活環境課
環境保全係

0193-27-8453 ●
https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/201912190006
7/

35
岩手郡
雫石市

令和３年度 2万円/kwh　上限10万円 2万円/kwh　上限8万円 町民課　環境対策室 019-692-6403 ●
https://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2014120200
057/

36
九戸郡
洋野町

2021/4/1～12/24
3万円/kwh　上限15万円
（太陽光必須）

2万円/kwh　上限8万円

商品券対応
ＨＥＭＳ設置加算有
（税抜経費　上限2万
円）

企画課 0194-65-5912 ● http://www.town.hirono.iwate.jp/docs/2021033000025/

34 北上市 2021/4/1～2022/2/28
2万円/kW  上限20万円
（市内業者限定、太陽光との併設）

新築住宅への設置2万円/kw（上限19.8万
円）
既築住宅への設置3万円/kw（上限29.7万
円）
（市内業者限定）

●
環境政策課
環境企画係

0197-72-8281 ●
https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/shinseishodownlo
ad/12/13296.html

28 山形県 ～2021/2/29
初期実効容量kWhあたり7万円 経費の
1/3又は35万円 の低い方（新規の太陽
光発電設備との同時導入が要件）

　 ● エネルギー政策課 023-630-3309 ●
https://www.pref.yamagata.jp/sangyo/rodo/kinrosha/70
50016saiseikanou_hojo_h31.html

3 村山市 2021年度
補助対象経費に1/10を乗じて得た額（上限
10万円）太陽光必須

3万円/kw（住宅用は上限12万円） ● 市民環境課 0237-55-2111  ●
http://www.city.murayama.lg.jp/kurashi/josei/josei/taiy
oukouhojo.html

4 東根市 2021年度
設置費用と2万円/ｋｗ（上限10万円）の低
い方　太陽光と同時設置

3万円/kW  上限12万円 ● 着工前申請 生活環境課　生活環境係 0237-42-1111 ● https://www.city.higashine.yamagata.jp/11875.html

15 中山町 2021年度
補助対象経費（消費税抜き）の１０分の１
（上限１2万円）　太陽光と同時設置

2.5万円/kW  上限　新築  6万円
　　　　　      　 　  　既築12万円

●
住民税務課
住民グループ

023-662-2113 ●
https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/4/taiy
oukou-hojokin.html

17 高畠町 2020/5/11～2021/2/26
2万円/kwh　上限10万円
太陽光必須

● 生活環境課　環境係 0238-52-1215 ●
https://www.town.takahata.yamagata.jp/kurashi/juminno
katahe/kankyo/Saiene.html

18 山形市
1回目　2021/4/19～7/26
2回目　2021/9/6～11/15

　 ● 事前協議書の提出 環境部　環境課 023-641-1212 ●
http://www.city.yamagata-
yamagata.lg.jp/jigyosya/sub2/jigyokankyo/58bb2taiyouk
ou.html

26 寒河江市 ～2022/2/25 　
2万円／kWh、 上限20万円
太陽光必須

3万円/kW  上限12万円 ●
市民生活課
地球温暖化対策室

0237-85-1914 ●
https://www.city.sagae.yamagata.jp/kurashi/sumai/kank
you/saiseieenagy.html

33 天童市 令和3年度 経費の1/10又は10万円の低い方
3万円/kwに乗じた金額または12万円の低
い方

市民部生活環境課 023-654-1111 ●
https://www.city.tendo.yamagata.jp/lifeinfo/gomi/tendo
kannkyou.html#住宅用太陽光発電システム設置支援事
業費補助金の交付について

11 丸森町 令和２年7/1～令和３年1/29
1万円／kWh、 上限10万円
太陽光必須

2万円/kW  上限10万円
電力会社との締結日が
令和２年1/1～12/31まで

町民税務課
町民生活班

0224-72-3012 ●
http://www.town.marumori.miyagi.jp/tyouminzeimu/tyou
minseikatsu/taiyoukou/jyutakutaiyoukou.html

12
刈田郡

七ヶ宿町
2021年度 設置に係る費用の1/2　上限100万円 設置に係る費用の1/2　上限100万円

先着順
同時設置の場合は費
用合算

農林建設課
建設土木係

0224-37-2115 ●
https://town.shichikashuku.miyagi.jp/town/gyosei/reiki_i
nt/reiki_honbun/c213RG00000688.html

13 大衡村 令和３年/4/1～
補助金対象経費に１０分の１を乗じて得た
額（上限１０万円）

太陽光発電設備出力１ｋｗあたり５万円（上
限１７．５万円）

補助金の対象となる
物件は一戸建ての住
宅のみ

住民生活課 022-345-5111 ● https://www.village.ohira.miyagi.jp/soshiki/6/1167.html

20 宮城県
1次募集 2021/5/17～5/28
2次募集 2021/8/30～9/10
3次募集 2021/11/29～12/10

 6万円/件 4万円/件
宮城県建築住宅センター
住宅保証課

022-265-3605 ●
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/saisei/smart-
energy-r3.html

21 石巻市 2021/4/1～2022/3/15 2.5万円/kWh、上限は10万円 2万円/kw、上限は8万円 ●
ＨＥＭＳ設置加算有
（税抜経費　上限3万
円）

生活環境部 環境課 0225-95-1111 ●
https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10301000/3369/
R3/20190415164158.html

23
柴田郡

大河原町

2021/1/1～2021/12/31
対象機器設置
申請期間2021/4/1～
2022/1/31

 補助対象経費の10分の1（上限　10万円）

(1)1kW以上2kW未満　2万円
(2)2kW以上3kW未満　4万円
(3)3kW以上4kW未満　6万円
(4)4kW以上　　　　　　　8万円

●
ＨＥＭＳ　経費の1/5
上限２万円 町民生活課 0224-53-2114 ● https://www.town.ogawara.miyagi.jp/1408.htm

27 東松島市
2020/8/3～2021/2/26
東日本大震災被災対象者

10/30
終了

２万円／kWh（上限8万円） 2万円/kW  上限8万円
り災証明書の交付有
22，23年度の交付を
受けていない

環境課 　環境班 0225-82-1111 ●
https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/index.cfm
/17,599,48,html

32 大崎市 2020/6/1～
11/18
終了

５万円/件
１～２ｋｗ未満　1万円
１ｋｗ上がるにつれ1万円加算
4ｋｗ以上　4万円

市民協働推進部
環境保全課

0229-23-6074 ●
http://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/17,31258,69,ht
ml

38 秋田県 南秋田郡
大潟村

2021/4/1～2022/3/31 5万円/kwh  上限20万円 1万円/kw  上限5万円 　 生活環境課 環境班 0185-45-2115 ● https://www.ogata.or.jp/utility/solarpanel.html

5 郡山市 2021/4/14～2022/3/15 100件 補助対象経費以内の額。上限10万円
太陽光と蓄電池同時設置
上限1３万円　（90件）

設置後の申請
環境部
環境政策課

024-924-2731 ●
https://www.city.koriyama.lg.jp/kurashi/kankyo/4/1687
6.html

6 須賀川市 2021/4/1～2022/3/31 1万円／kWh、 上限4万円 2万円/kW  上限4ｋW　8万円 設置後の申請
経済環境部
環境課

0248-88-9130 ●
https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kurashi/gomi_re
cycle/kankyo_hozen/1002333.html

7 いわき市 2021/4/1～2022/3/31 40件 　 2万円／kWh　上限10万円 1万円/kW  上限4万円　10kW未満 ● 設置後の申請 生活環境部 環境企画課 0246-22-7528 ●
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/16172596639
80/index.html

8 南相馬市 2021/4/1～2022/3/31 135件程度 2.5万円/kw　上限25万円
3万円/kW  上限15万円
蓄電池同時設置が必須（35件）

●
設置後180日以内の
申請

市民生活部　生活環境課
新エネルギー推進係

0244-24-5248 ●
https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/13/1
320/13204/1/2475.html

10 福島県 蓄電池・太陽光
2021/4/12～2022/3/18

600件 4万円/kw　上限20万円 4万円/kw　上限16万円 設置後の申請
福島県　再生可能エネル
ギー

024-526-0070 ● http://fukushima-pv-hojo.org/

No 地方 都道府県

山形県

宮城県

福島県

東北

岩手県

URL残数 蓄電池補助額 太陽光補助額

（蓄電池）主な付帯条件

窓口 電話
予定件数

予算

HP／E-
mailでの問

合せ
市町村 申込期間

蓄電池の初期実行容量　6万円/kWh  上限30万円
（太陽光発電設備・蓄電池を同時に設置）　　事前協議書の提出

・黄色の塗りつぶし・・・・・２０２１年度 補助金最新情報

・赤色の塗りつぶし・・・・・２０２１年度 補助金募集終了

・オレンジの塗りつぶし・・・２０２１年度 未だ募集なし（昨年度は補助有り）

http://www.rokkasho.jp/index.cfm/10,2933,56,193,html
http://www.city.morioka.iwate.jp/shisei/kankyo/kankyokatsudo/1034275.html
http://www.city.morioka.iwate.jp/shisei/kankyo/kankyokatsudo/1034275.html
http://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/45,34796,247,html
http://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/45,34796,247,html
https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019121900067/
https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019121900067/
https://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2014120200057/
https://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2014120200057/
http://www.town.hirono.iwate.jp/docs/2021033000025/
https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/shinseishodownload/12/13296.html
https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/shinseishodownload/12/13296.html
https://www.pref.yamagata.jp/sangyo/rodo/kinrosha/7050016saiseikanou_hojo_h31.html
https://www.pref.yamagata.jp/sangyo/rodo/kinrosha/7050016saiseikanou_hojo_h31.html
http://www.city.murayama.lg.jp/kurashi/josei/josei/taiyoukouhojo.html
http://www.city.murayama.lg.jp/kurashi/josei/josei/taiyoukouhojo.html
https://www.city.higashine.yamagata.jp/11875.html
https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/4/taiyoukou-hojokin.html
https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/4/taiyoukou-hojokin.html
https://www.town.takahata.yamagata.jp/kurashi/juminnokatahe/kankyo/Saiene.html
https://www.town.takahata.yamagata.jp/kurashi/juminnokatahe/kankyo/Saiene.html
http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/jigyosya/sub2/jigyokankyo/58bb2taiyoukou.html
http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/jigyosya/sub2/jigyokankyo/58bb2taiyoukou.html
http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/jigyosya/sub2/jigyokankyo/58bb2taiyoukou.html
https://www.city.sagae.yamagata.jp/kurashi/sumai/kankyou/saiseieenagy.html
https://www.city.sagae.yamagata.jp/kurashi/sumai/kankyou/saiseieenagy.html
https://www.city.tendo.yamagata.jp/lifeinfo/gomi/tendokannkyou.html#住宅用太陽光発電システム設置支援事業費補助金の交付について
https://www.city.tendo.yamagata.jp/lifeinfo/gomi/tendokannkyou.html#住宅用太陽光発電システム設置支援事業費補助金の交付について
https://www.city.tendo.yamagata.jp/lifeinfo/gomi/tendokannkyou.html#住宅用太陽光発電システム設置支援事業費補助金の交付について
http://www.town.marumori.miyagi.jp/tyouminzeimu/tyouminseikatsu/taiyoukou/jyutakutaiyoukou.html
http://www.town.marumori.miyagi.jp/tyouminzeimu/tyouminseikatsu/taiyoukou/jyutakutaiyoukou.html
https://town.shichikashuku.miyagi.jp/town/gyosei/reiki_int/reiki_honbun/c213RG00000688.html
https://town.shichikashuku.miyagi.jp/town/gyosei/reiki_int/reiki_honbun/c213RG00000688.html
https://www.village.ohira.miyagi.jp/soshiki/6/1167.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/saisei/smart-energy-r2.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/saisei/smart-energy-r2.html
https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10301000/3369/R3/20190415164158.html
https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10301000/3369/R3/20190415164158.html
https://www.town.ogawara.miyagi.jp/1408.htm
https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/index.cfm/17,599,48,html
https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/index.cfm/17,599,48,html
http://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/17,31258,69,html
http://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/17,31258,69,html
https://www.ogata.or.jp/utility/solarpanel.html
https://www.city.koriyama.lg.jp/kurashi/kankyo/4/16876.html
https://www.city.koriyama.lg.jp/kurashi/kankyo/4/16876.html
https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kurashi/gomi_recycle/kankyo_hozen/1002333.html
https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kurashi/gomi_recycle/kankyo_hozen/1002333.html
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1617259663980/index.html
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1617259663980/index.html
https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/13/1320/13204/1/2475.html
https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/13/1320/13204/1/2475.html
http://fukushima-pv-hojo.org/


14
岩瀬郡
鏡石町

～2022/3/31
（太陽光は電力会社との締結後
の申請）

1万円/kwｈ、上限4万円

1.5万円/kw　上限4kw
転居（新築）での加算
2.2万円/kw　上限4kw

健康環境課
 環境グループ

0248-62-2115  ●
https://www.town.kagamiishi.fukushima.jp/kurashi/kuras
hi_tetuzuki/kankyo/004033.html

19
伊達郡
桑折町

2021/5/10～ 10件 2万円／kWh　上限10万円 3万円/kW  上限12万円　（17件）
生活環境エネルギー
環境対策課

024-528-2123 ●
https://www.town.koori.fukushima.jp/kurashi/life/gomi_k
ankyo_pet_eisei/3/4128.html

24 石川町 令和3/4/15～令和4/2/1 ２万円/ｋｗｈ　上限13万円
4ｋｗ以上10ｋｗ未満で
4ｋｗを超える部分が補助対象
1.5万円/ｋｗ　上限8万円

●
契約前（省エネ機器
購入等に伴う契約）の
事業のみ対象

生活環境課　環境対策係 0427-26-9122 ●
http://www.town.ishikawa.fukushima.jp/info/2020/04/28
-5.html

25 伊達市
令和3年4/14～
　　　　令和4年3/31

2万円／kWh　上限8万円
太陽光必須

生活環境課 環境係 024-575-1228  ●
https://www.city.fukushima-
date.lg.jp/soshiki/86/48648.html

37 会津若松市 2021/5/6～2022/3/31 10件 ● 環境生活課　環境グループ 0242-39-1221 ●
https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/200
7121100037/

29 双葉郡
葛尾村

～2021/2/26 補助対象経費の1/2、上限50万円 10万円/kw、上限50万円 ● 復興推進室　復興推進係 0240-29-2111 ● https://www.katsurao.org/soshiki/21/saienereiwa2.html

39 喜多方市 2021/4/1～2022/3/31 2万円/kwh
屋根置き　2万円/kw
野立て　　2万円/kw  上限20万円

企画政策部　企画調整課
企画調整班

0241-24-5209 ●
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/kikaku/1
4385.html

40 広野町 令和２年度 6万円/kw　上限30万円 6万円/kw　上限24万円 復興企画課 0240-27-1251 ●
https://www.town.hirono.fukushima.jp/kikaku/jutaku_shi
nenerugi.html

福島県

東北

2万円/kW  上限8万円
（太陽光+蓄電池同時設置）

https://www.town.kagamiishi.fukushima.jp/kurashi/kurashi_tetuzuki/kankyo/004033.html
https://www.town.kagamiishi.fukushima.jp/kurashi/kurashi_tetuzuki/kankyo/004033.html
https://www.town.koori.fukushima.jp/kurashi/life/gomi_kankyo_pet_eisei/3/4128.html
https://www.town.koori.fukushima.jp/kurashi/life/gomi_kankyo_pet_eisei/3/4128.html
http://www.town.ishikawa.fukushima.jp/info/2020/04/28-5.html
http://www.town.ishikawa.fukushima.jp/info/2020/04/28-5.html
https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/86/48648.html
https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/86/48648.html
https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2007121100037/
https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2007121100037/
https://www.katsurao.org/soshiki/21/saienereiwa2.html
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/kikaku/14385.html
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/kikaku/14385.html
https://www.town.hirono.fukushima.jp/kikaku/jutaku_shinenerugi.html
https://www.town.hirono.fukushima.jp/kikaku/jutaku_shinenerugi.html

