
【埼玉】

１ 所沢市

２０,０００円／ｋｗｈ

上限 １６０,０００円

２ 東松山市

太陽光同時 ２００,０００円

単独 １５０,０００円

３ 春日部市

１０,０００円／ｋｗｈ

４ 川越市

４ｋｗｈ以上

５０,０００円／件

５ 熊谷市

対象経費の５／１００

６ 狭山市

５０,０００円／件

７ 戸田市

３０,０００円／ｋｗｈ

上限 １５０,０００円

８ 朝霞市

１００,０００円／件

１０ 飯能市

３０，０００円／ｋｗ

１１ 深谷市

６０,０００円／基

１２ 草加市

２０,０００円／件

１３ 越谷市

５０,０００円／件

１４ 桶川市

５０,０００円／件

１５ 久喜市

６５,０００円／件

１６ 白岡市

３０,０００円／件

１７ 越生町

６０,０００円／件

１８ 寄居町

５０,０００円／件
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２０ 川口市

市内業者 ６０,０００円

市外業者 ５０,０００円 20

21

２１ 鴻巣市

５０,０００円／件

２２ 坂戸市

１０,０００円／ｋｗｈ

上限 ５０,０００円

22

２３ 埼玉県

５０,０００円

２４ さいたま市

２０,０００円／ｋｗ

24

２５ 入間市

５０,０００円／件

25

２６ 三芳町

５０,０００円／件

26

２７ 横瀬町

設置経費の１／１０

27

２８ 富士見市

５０,０００円／件

28

２９ 本庄市

１００,０００円／件

29

３０ 三郷市

５０,０００円／件

3

３１ 杉戸町

５０,０００円／件

・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）

３２ 伊那町

１０,０００円／件



2021年度　蓄電池（埼玉）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。

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

23 埼玉県 2021/4/1～2022/2/28 1500件 　 5万円/件
環境部
エネルギー環境課

048-830-3042 ●
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0503/

chikudenchihojokin3.html

1 所沢市

第1期2021/5/1～2021/5/31
第2期2021/8/2～2021/8/31
第3期2021/11/1～
2021/11/30
第4期2022/2/1～2022/2/28

　 2万円／kWh　上限16万円
HEMS又は蓄電池を同時設置が対象
2万円/ｋｗ 　上限10万円

　
環境クリーン部
マチごとエコタウン
推進課

04-2998-9133 ●
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/
kurashi/seikatukankyo/kankyo/ekojyo
sei/kikidounyu.html

2 東松山市 2021/4/1～2022/2/28 　
20万円（太陽光と同時設置）
15万円（単独）
（2万円分は地域通貨で【ぼたん圓】交付）

環境産業部
環境政策課

0493-63-5006 ●
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp
/kurashi/kankyo/ecoproject/ecotownh
ojokin/1574230794265.html

3 春日部市 2021/4/1～12/28
800万円(全

体）
　 1万円/ｋｗ　上限 5万円(市内共通商品券） 1.5万円/ｋｗ　上限6万円（市内共通商品券） ● 事前申請

環境政策課
環境政策担当

048-736-1111 ●
https://www.city.kasukabe.lg.jp/machi
/kankyou/ondanka/r2shoreijigyo.html

4 川越市 前期2021/5/6～2021/5/28
後期2021/10/1～2021/10/29

1297万円
(全体）

　 4kwh以上　4万円（定額） 4kw以上　3万円（定額）
事前申請 環境部環境政策課

地球温暖化対策担当
049-224-5866 ●

https://www.city.kawagoe.saitama.jp/k
urashi/kankyo/ondankataisaku/re_ener
gy/r3_saienehojo.html

5 熊谷市 2021/4/1～2022/3/31 補助対象経費の5/100の金額
上限　5万円（商品券で支給）

2万円/ｋｗ　上限10万円
（商品券で支給）

「まち元気」熊谷
市商品券での交
付

環境政策課
環境政策係

048-536-1547 ●
https://www.city.kumagaya.lg.jp/about
/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/kanky
oseisakuhojo/02saienehojyo.html

6 狭山市
2021/4/16～
2022/3/20までに施工/報告
完

700万円
(全体）

　 一律5万円 一律4万円　1kW以上10kW未満 ●
太陽光と接続
容量1ｋＷｈ以上

環境経済部
環境課

04-2953-1111 ●
https://www.city.sayama.saitama.jp/ku
rashi/ecopet/jyosei/hozyoseido.html

7 戸田市 2021/4/2～2022/1/31
1000万円

(全体）
　

3万円/kWh 上限15万円 市内業者　3.5万円/kW　上限17.5万円
市外業者　3万円/kw　上限15万円

環境課 048-441-1800 ●
http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki
/212/kankyo-seisaku-simin-

8 朝霞市 2021/4/1～2022/2/28 500万円
(全体）

 一律10万円
個人住宅　3.5万円/ｋｗ　上限10万円
集合住宅　3.5万円/ｋｗ　上限50万円

市民環境部
環境推進課

048-463-1512 ●
https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/14
/souenesyouene.html

10 飯能市 2021/4/26～ 　 3万円／kWh、上限25万円
余剰売電型：2万円/kW　上限3.5kW　7万円
自家消費型：15万円（一律+蓄電池で3万円
増

産業環境部
環境緑水課

042-973-2125 ●
https://www.city.hanno.lg.jp/article/de
tail/1525

11 深谷市 2021/4/1～2022/3/31
1200万円

（内市内業者
350万円）

　
1基につき6万円
(市内業者設置または電気の供給を受ける方は1万円加
算）

1基につき5万円　10ｋW未満
(市内業者設置または電気の供給を受ける
方は
1万円加算）

●
容量1ｋＷｈ以上
２種類以上の設
置申請も可

環境課 048-577‐6539 ●
http://www.city.fukaya.saitama.jp/kura
shi/kurashi/gomi/kankyo/seidohojo/1
617083538240.html

12 草加市 2021/4/1～2022/1/31 1195万円  2万円
設備出力が1ｋｗ以上の物　7万円 環境課

環境推進係
048-922-1519 ●

http://www.city.soka.saitama.jp/cont/
s1701/020/020/010/PAGE000000000
000051694.html

13 越谷市 前期　2021/5/10～5/21
後期　2021/10/25～11/5

前期20件程
後期10件程

　
一律5万円 2万円/kW　上限8万円

市内業者は上限10万円
環境経済部
環境政策課

048-963-9183 ●
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/k
urashi_shisei/kurashi/kankyo/kankyos
eisaku/r3taiyoko.html

14 桶川市 2021/4/1～2022/3/18 5万円 2ｋｗ～10ｋｗ未満　5万円
2つ以上設置の場
合は合計金額
上限10万円

環境課
生活環境係

048-788-4924 ●
https://www.city.okegawa.lg.jp/soshiki
/shiminseikatsu/kanri/gomi/eco/1677.
html

15 久喜市 2021/5/6～2021/12/28 1400万円 　 6.5万円 6万円　10ｋｗ未満
環境経済部
環境課

0480-85-1111 ●
https://www.city.kuki.lg.jp/kurashi/kan
kyo_animal/hojokin/hojyokin.html

16 白岡市 2021/4/16～ 　 　 一律3万円 一律3万円　10kW未満（既築住宅） 容量1kwh以上
環境課
環境保全担当
環境衛生担当

0480-92-1111 ●
http://www.city.shiraoka.lg.jp/8114.ht
m

17 越生町 令和3年/4/1～
　　　　　令和4年/2/26

 一律6万円 一律6万円
まちづくり整備課
生活環境担当

049-292-3121 ●
http://www.town.ogose.saitama.jp/kura
shi/kankyou/hojyo/1453290413260.ht

18 寄居町 ～2022/2/末 　 一律5万円
一律8万円　HEMS設置が必須条件　10kW
未満

生活環境
エコタウン課

048-581-2121 ●
https://www.town.yorii.saitama.jp/sosh
iki/11/ecohouse-h31.html

20 川口市 ５月中に掲載予定 市内業者6万円/1ｼｽﾃﾑ　市内業者以外5万円/1ｼｽﾃﾑ
市内業者20万円/1システム　市内業者以
外8万円/1システム　6kW以上加算あり

地球温暖化対策係 048-228-5320 ●
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshi
ki/01100/010/2/1/30462.html

21 鴻巣市 2020/5/22～ 300万円
（全体）

5万円
環境課環境計画担
当

048-541-1321 ●
http://www.city.kounosu.saitama.jp/so
shiki/kankyo/2/gyomu/3/1589097123
182.html

22 坂戸市 2021年度 　
10,000円/ｋWｈ（うち4,000円は商品券で交付）
※上限50,000円（うち20,000円は商品券で交付）

50,000円（うち20,000円は商品券で交
付）

着工前申請
環境政策課
企画調整係

049-283-1331 ●
https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/2
0/8841.html

24 さいたま市 2021/5/25～2022/1/31 9500万円 2万円／kwh、上限12万円 4kW未満・3万円　，4kW以上・5万円
市内業者は
加算金有り

環境局　環境共生部
環境創造政策課

048-829-1324 ●
http://www.city.saitama.jp/001/009/0
15/002/p035077.html

25 入間市 ６月上旬に掲載予定
5万円/件
（他の発電設備との連携が必須）

5万円/件
（2.5ｋｗ以上）

環境経済部
環境課

04-2964-1111 ●
http://www.city.iruma.saitama.jp/kuras
hi/sumai_kurashi/sumai_kankyo/10012
79.html

26 三芳町 2021/4/16～2022/2/25 20件 5万円 5万円（1kw以上）
環境課
環境対策担当

049-258-0019 ●
https://www.town.saitama-
miyoshi.lg.jp/life/gomi/taiyoukouhojoki
nn.html

27 横瀬町 令和３年度 設置費用の1/10　上限5万円 1.5万円/ｋｗ　上限5万円 振興課 0494-25-0114 ●

https://www.town.yokoze.saitama.jp/w
p-
content/uploads/2020/02/hojyokinnai
you.pdf

28 富士見市 ５月中に掲載予定 5万円 5万円
環境課
環境保全係

049-252-7129 ●

https://www.city.fujimi.saitama.jp/shis
ei/09kankyou/2015-1202-1454-
52/renewable_energy/ondankaboushfuj
imi.html

29 本庄市 2021/4/1～ 10万円 2万円/ｋｗ　上限7万円(上限7万円）
市内業者は
加算金有り

経済環境部
環境推進課
エコタウン推進係

0495-25-1249 ●
https://www.city.honjo.lg.jp/kankyo_ma
chizukuri/kankyo_petto/eko_kankyohoz
en/1535003680392.html

30 三郷市 2021/4/1～2022/1/31 800万円 5万円
既築住宅設置　2.5万円/kw　上限8万
円

複数補助上限
12万円

クリーンライフ課
環境政策室

048-930-7715 ● http://www.city.misato.lg.jp/6867.htm

32
北足立郡
伊奈町

2021/4/1～2022/3/10 20万円 1万円　(町内共通商品券）
環境対策課
環境対策係

048-721-2111 ●
https://www.town.saitama-
ina.lg.jp/0000000134.html

31
北葛飾郡
杉戸町

2021/4/1～2022/2/28 310万円 　 ５万円 ５万円（HEMS設置にて１万円追加）
環境課
環境保全担当

0480-38-0401 ●
https://www.town.sugito.lg.jp/cms/pag
e10634.html

No
地
方

都道府県

北
関
東

埼玉県

市町村 申込期間 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

URL

・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）
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