
【茨城・栃木・群馬】

２ 日立市

５０,０００円／台

５ 常陸太田市

５０,０００円／台

１ 土浦市

５０,０００円／台

３ つくば市

５０,０００円

４ 下妻市

５０,０００円／台

１６ 龍ヶ崎市

５０,０００円／台

県補助金加算で

１００,０００円／台

１０ 鹿沼市

５０,０００円／台

７ 栃木市

設置経費１／１０

上限 ５０,０００円

１４ 桐生市

１０,０００円／ｋｗｈ

１５ みどり市

１５０,０００円／基

１２ 沼田市

１０,０００円／ｋｗｈ

１３ 渋川市

４ｋｗｈ未満

３０,０００円

４ｋｗｈ以上

５０,０００円

６ 桜川市

５０,０００円／台

１８ 藤岡市

太陽光同時設置

２０,０００円／ｋｗｈ

上限 １００,０００円

蓄電池単体

１０,０００円／ｋｗｈ

上限 ５０,０００円

１９ 朝来市

５０,０００円／台

２０ 宇都宮市

設置経費１／１０

上限 ３００,０００円

２１ 益子町

設置経費１／１０

上限 ８０,０００円

２２ 古河市

５０,０００円／台

２３ 茨城町

５０,０００円／台

１７ 神栖市

一律 １５０,０００円 ２４ つくばみらい市

上限 ５０,０００円
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１１ 日光市
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上限 １００,０００円

7
5

2

6

1
3

4

2

11
2

1

2

1
1

1

1

1

２５ 足利市

３０,０００ポイント／台

25

2

２６ 前橋市

１０,０００円／ｋｗｈ

・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）



202１年度　蓄電池（茨城・栃木・群馬）補助金リスト(更新日　2021年4月23日）

（前提） ＳＭＪ（ＨＳ社）エネルギー事業推進
　　・ 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。
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光・そ
の他
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む

その他

1 土浦市 2021/5/中～　予定  　 5万円/台 環境保全課 029-826-1111 ●
http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/pa

ge008520.html

2 日立市 2021/4/1～ 　 5万円/台 1万円/ｋｗ　上限3万円
生活環境部
環境政策課

0294-22-3111 ●
https://www.city.hitachi.lg.jp/shimin/00

7/011/p084033.html

3 つくば市 ～2022/2/28 　
5万円 （3kw以上の太陽光発電システムと連携する、
最大蓄電容量が4kWh以上の蓄電池が対象）

　 ●
生活環境部
環境政策課

029-883-1111 ●
https://www.city.tsukuba.lg.jp/shisei/to
rikumi/kankyo/1014367.html

4 下妻市 2021/4/1～ 15件 一律　５万円
3万円/ｋｗ　上限9万円 生活環境課

環境政策係
0296-43-2111 ●

https://www.city.shimotsuma.lg.jp/page
/page003337.html

5 常陸太田市 2021/4/1～2022/3/31 　 一律　５万円
３万円/ｋｗ　上限10万円 環境政策課

環境企画係
0294-72-3111 ●

http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/pa
ge/page001002.html

6 桜川市 2021/4/20～ 　 一律　５万円 生活環境課 0296-58-5111 ●
http://www.city.sakuragawa.lg.jp/page/
page006042.html

16 龍ヶ崎市 2020/4/1～ 50件
一律　5万円
（県の補助金加算にて10万円）

産業経済部
環境政策課

0297-64-1111 ●
https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/ku
rashi/kankyo/kankyo/eco-
syouene/20210322111334067.html

17 神栖市 2020/4/1～  
一律　15万円  (太陽光発電システムと連結し、
なおかつ電力会社と売電契約

1万円/ｋｗ　（10kW未満のシステムである
事）

生活環境部
環境課

0299-90-1147 ●
https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/living
/gomi/1001057/1007581/index.html

19 潮来市 ～2021/1/29 　 一律　５万円 環境課　環境G 0299-63-1111 ●
https://www.city.itako.lg.jp/page/page0
03640.html

22 古河市 2021/4/1～2022/3/31 　 5万円 環境課 0280-76-1511 ●
https://www.city.ibaraki-
koga.lg.jp/lifetop/kurashitetuduki/housi
ng_life/7/4105.html

23 茨城町 2020/6/2～ 5万円
生活経済部
みどり環境課

029-240-7135 ●
https://www.town.ibaraki.lg.jp/gyousei/
kurashitetuduki/gomirisaikle/kankyo/00
1438.html

24 つくばみらい市 令和３年度 　 上限５万円とし市長が定める額（太陽光必須） 生活環境課 0297-58-2111 ●
https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/pag
e/page002507.html

7 栃木市 2021/4/1～2022/03/18
600万円
（全体）

　 補助の対象となる費用の10％　（限度額は、5万円） 　
環境課
環境政策係

0282-21-2366 ●
https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/2
2/24326.html

10 鹿沼市 2021/4/1～ 650万円
一律5万円（設置費用50万円以上）
　鹿沼市商品券　太陽光設備が設置されている事

1万円/kW　（新築上限2万円、既築上限3万
円）　　鹿沼市商品券

設備費用50万円
以上

環境部環境課
環境政策係

0289-64-3194 ●
https://www.city.kanuma.tochigi.jp/000
7/info-0000006893-0.html

11 日光市 2021/4/1～ 50件程度 　
2万円／kWh、上限10万円
太陽光と同時設置若しくは太陽光は既築

●
市民環境部
環境課環境係

0288-21-5152 ●
https://www.city.nikko.lg.jp/kankyou/gu
ide/tochi/hatsuden/h30ev-
storagebattery.html

20 宇都宮市 2021/5/26～ 2万円／kWh　上限20万円
1万円/ｋｗ　上限８万円

環境部環境政策
課環境計画グ
ループ

028-632-2403 ●
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/
kurashi/kankyo/ondanka/1026817.html

25 足利市 2021/5/6～
全体で

100件程度
３万ポイント ２万ポイント

HEMS
１万ポイント

環境政策課
環境企画係

0284-20-2151 ●
https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/pa
ge/27zyutakueco.html

21 芳賀郡益子町 202１年度 設置費用の10％、上限8万円 1万円／kWh、上限4万円 民生部環境課 0285-72-8509 ●
http://www.town.mashiko.tochigi.jp/pag
e/page002261.html

12 沼田市 2021/4/1～
全体で

600万円
　 1万円／kWh　上限5万円 1.5万円/kW　上限7万円 事前申請

市民部環境課
エネルギー対策
室

0278-23-2111 ●
http://www.city.numata.gunma.jp/life/k
ankyo/taiyoko/1003684.html

13 渋川市 2021/4/1～2022/3/31
全体で

420万円

4kWｈ未満　3万円
4kWｈ以上　5万円
(太陽光発電システム設置済み若しくは同時設置）

4kW未満　3万円
4kW～10kW未満　5万円
（蓄電池システム又はV2Hと同時に設置）

市民環境部
環境政策課
環境政策係

0279-22-2114 ●
http://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi
/gomi/kankyoseisaku/p006515.html

14 桐生市 2021/5/6～2022/3/31 40件程度  1万円/ｋｗ　上限 5万円 　
環境課環境都市
推進担当

0277-46-1111 ●
https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/kan
kyo/1014480/1018543/1018546.html

15 みどり市 2021/4/1～2022/3/31 1基につき15万円 3万円/kW　上限5万円　10kW未満 容量1ｋＷｈ以上
市民部
生活環境課

0277-76-0985 ●
https://www.city.midori.gunma.jp/www/
contents/1554091627081/index.html

18 藤岡市 2021/4/1～2022/3/25
全体で740万

円
　

2万円/ｋｗh　上限 10万円（太陽光同時設置）
1万円/ｋｗh　上限 5万円（蓄電池単体）

2万円/kW　上限8万円　10kW未満
（蓄電池同時設置に限る）

容量1ｋＷｈ以上
森林環境部
環境課
環境企画係

0274-40-2264 ●
https://www.city.fujioka.gunma.jp/kaku
ka/f_kankyo/reenergy_hojo2021.html

26 前橋市 2021/5/1～2022/3/31 1万円/kwh  上限5万円
HEMS 2万円
追加有

環境部
環境森林課
環境政策係

027-898-6292 ●
https://www.city.maebashi.gunma.jp/gy
osei/2/5/2/6/23578.html
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・赤色の塗りつぶし・・・・・２０２１年度 補助金募集終了
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