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２ 市川市

上限 １００,０００円

３ 松戸市

上限 １００,０００円

４ 野田市

上限 １００,０００円

５ 勝浦市

上限 １００,０００円

６ 成田市

上限 １００,０００円

７ 茂原市

上限 １００,０００円

８ 旭市

上限 １００,０００円

９ 我孫子市

上限 １００,０００円

１０ 袖ヶ浦市

上限 １００,０００円

１１ 香取市

１００,０００円

１２ 山武市

上限 １００,０００円

１３ 鋸南町

上限 １００,０００円

１４ 白井市

１００,０００円

１５ 一宮町

上限 １００,０００円

１６ 習志野市

上限 １００,０００円

１７ 市原市

上限 １００,０００円

１９ 柏市

上限 １００,０００円

２０ 君津市

１００,０００円

２１ 浦安市

上限 １００,０００円

２２ 富里市

上限 １００,０００円

２４ 船橋市

一律 １００,０００円

２５ 佐倉市

１００,０００円

２６ 東金市

上限 １００,０００円

２７ 富津市

上限 １００,０００円

２９ 酒々井町

上限 ２００,０００円

２８ いすみ市

上限 １００,０００円

１８ 印西市

上限１００,０００円

２３ 館山市

上限 １００,０００円

３０ 八千代市

１００,０００円

３１

３１ 栄町

上限１００,０００円

３２

３２ 東庄町

上限１６０,０００円

３３

３３ 四街道市

上限１００,０００円

34

３４ 鴨川市

上限１００,０００円

１

１ 千葉市

１００,０００円

３５ 大多喜町

上限２００,０００円

35

36

３６ 御宿町

１００,０００円

３７ 木更津市

上限１００,０００円

37

38

３８ 流山市

３９ 大網白里市

上限１００,０００円

39

４０ 鎌ヶ谷市

４１ 南房総市

上限１００,０００円

40

41

４２ 多古町

上限２００,０００円

４３ 銚子市

上限１００,０００円

43

４５ 長南町

上限１００,０００円

44

45

４４ 八街市

上限１００,０００円

・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（千葉）補助金リスト(更新日　2021年4月27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 千葉市 ５月中旬掲載予定
3794万円
(全体）

10万円 2万円/kW  上限9万円
（既築住宅のみ）

　
環境局環境保全部
環境保全課
温暖化対策室

043-245-5199 ●
http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/on
danka/renewable-energy-hojo.html

2 市川市 2021/4/1～2022/2/28
1288万円
(全体）

　
上限　10万円
（太陽光発電設備が設置されている事）

市外事業者施工 2万円/ｋｗ 上限9万円
市内事業者施工 2.5万円/kw 上限11.25万円
（既設住宅HEMS又は蓄電池システムが必
須）

●
環境部
生活環境整備課

047-712-6317 ● https://www.city.ichikawa.lg.jp/env01/1111000130.html

3 松戸市 2021/4/1～2022/3/10
1206万円
(全体）

　
上限　10万円
（太陽光発電設備が設置されている事）

2万円/kW
上限9万円　10kW未満
既築住宅（蓄電池またはHEMS同時設

●  環境政策課 047-366-7089 ●
https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/kankyou/tikyu
uondanka/hojokin/shoene.html

4 野田市 2021/4/1～2022/2/28  
補助対象経費の額
（上限額は10万円）

●
野田市役所5階環境保全課
まで書類を持参（郵送も可）

環境部
環境保全課

04-7123-1753 ●
http://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/oshirase/toshi/101
0125.html

5 勝浦市 2021/4/1～2022/2/末 　 上限　10万円 2万円/kW  上限9万円 ● ※必ず施工前申請し交付決定通知を
受取後施工。施工後申請不可

生活環境課
生活環境係

0470-73-6639 ●
https://www.city.katsuura.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_
id=31445

6 成田市
2013/10/1～2022/3/31
平成25年10月1日(火)～平成34
年3月末

上限　10万円 2万円/kW  上限9万円 ●
蓄電池を設置後、また蓄電池設置住
宅を購入後、受付窓口に申請書類提
出。（郵送提出可）

環境計画課 0476-20-1533 ● https://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page111300.html

7 茂原市 2021/4/1～
全体で

620万円
　

上限　10万円(太陽光発電システム設置済
み若しくは同時設置の場合に限る）

2万円/kW  上限9万円　10kW未満
（•HEMSまたは蓄電池が設置されて
いること、新築住宅は対象外となり

● ●  環境保全課 0475-20-1504 ● http://www.city.mobara.chiba.jp/0000004665.html

8 旭市 2021/4/1～
※工事着工２週間前までに申請

　 上限　10万円
2万円/kW  上限10万円
10kW未満

● 　
環境課
環境政策班

0479-62-5328 ● https://www.city.asahi.lg.jp/soshiki/8/11162.html

9 我孫子市 2021/4/1～2022/2/28 　
上限　10万円
太陽光発電システムの設置（既設も
可）が必要

2万円/kW  上限9万円　10kW未満
既存住宅のみ
HEMSまたは蓄電池が必須
市内業者と契約した場合1万円上

● ●
※着工前申請 環境経済部

手賀沼課
04-7185-1484 ●

http://www.city.abiko.chiba.jp/anshin/kankyo_kougai/chik
yuondanka/R2shoenergy_hojo.html

10 袖ヶ浦市 2021/4/1～ 　 　
上限　10万円　（.実績報告の日までに
太陽光発電システムが設置されている事）

2万円/kW  上限9万円
HEMSまたは蓄電池が必須

● ●
※申請は着工前
※郵送不可

環境管理課
環境管理班

0438-62-3404 ●
https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kankyo/syouene
sisutemu.html

11 香取市 2021/4/1～ 　
10万円　(太陽光発電システム設置済
み若しくは同時設置の場合に限る）

既築：2万円/ｋｗ　上限9万円
新築：2万円/ｋｗ　上限4万円
HEMSまたは蓄電池が必須

●
※着工10日前まで申
請

環境安全課
環境班

0478-50-1248 ●
https://www.city.katori.lg.jp/living/kankyohozen/shoene/
hojokinseido.html

12 山武市 2021/4/19～ 　
上限10万円（太陽光発電システムが設
置済みであるか同時に設置する必要
が有）

2万円/kW  上限9万円
（既築住宅設置が対象）
(HEMS若しくは蓄電池設置必須）

※申請は着工前
環境保全課
環境保全係

0475-80-1163 ● https://www.city.sammu.lg.jp/page/page003538.html

13 鋸南町 2021年度
上限　10万円　（.実績報告の日までに
太陽光発電システムが設置されている事）

2万円/kW  上限9万円　10kW未満
蓄電池又はＨＥＭSが必須

　 建設環境室 0470－55－2133 ● https://www.town.kyonan.chiba.jp/soshiki/13/1814.html

14 白井市 2021/5/20～2022/2/28
全体で

495万円

上限　10万円
（申請日までに住宅用太陽光発電設備が
設置されていること。）

2万円/kW  上限9万円　10kW未満
蓄電池又はＨＥＭＳが必須
（既築住宅設置が対象）

　
※郵送不可
　窓口持参

市民環境経済部環境
課

047-492-1111 ●
http://www.city.shiroi.chiba.jp/kurashi/kankyo/k03/1552
457487773.html

15 一宮町 2021/4/1～
上限　10万円(太陽光発電システム設置済
み若しくは同時設置の場合に限る）

注意：設置済の方、工事中
の方は補助対象外 都市環境課　環境係 0475-42-1430 ●

https://www.town.ichinomiya.chiba.jp/machizukuri/207/1
13.html

16 習志野市
2021/4/1
～2022/2/28

 
上限　10万円(太陽光発電システム併設必
須）

2万円/kW  上限9万円　10kW未満
蓄電池又はＨＥＭＳが必須（既築住
宅）

環境政策課 047-453-9291　 ●
https://www.city.narashino.lg.jp/joho/keikaku/toshikanky
o/25082016.html

17 市原市 2021/4/1～2022/2/28 　 　
上限　10万円（住宅用太陽光発電設備が
既に設置されている又は併せて設置する
場合に限る。）

2万円/kW  上限9万円　10kW未満
蓄電池又はＨＥＭＳが必須

 
環境部
環境管理課

0436-23-9867 ●
https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=60581f
2c4082c254c7c6e656

18 印西市 2021/4/1～2021/3/10
1730万円
（全体）

　
上限　10万円　注）住宅用太陽光発シ
ステムを設置している場合のみ補助対
象

2万円/kW  上限9万円
蓄電池又はＨＥＭＳ必須

環境保全課
保全係

0476-33-4491 ● https://www.city.inzai.lg.jp/0000011764.html

19 柏市 2021/5/6～2022/2/28 149件 上限　10万円（太陽光必須） HEMS又は蓄電池併設　2万円
/kW  上限9万円

環境部
環境政策課

04-7167-1695 ●
https://www.city.kashiwa.lg.jp/kankyoseisaku/ecosite/on
danka/shimin/r3ecohouse.html

20 君津市 2021/4/12～2021/2/28 　
10万円　（住宅用太陽光発電システム
が設置されている事）

2万円/ｋｗ　上限9万円
(蓄電池又はＨＥＭＳ必須）

※着工10日前まで申
請

環境保全課
環境施策係

0439-56-1243 ● https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/16/7041.html

21 浦安市 2021/4/1～
上限　10万円（住宅用太陽光発電シス
テムが設置されている事）

2.5万円/kW  上限10万円
10kW未満

環境部　環境保全課 047-352-6481 ●
http://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/kankyo/torikumi/
ondanka/1000599.html

22 富里市 2021/4/1～
上限　10万円（住宅用太陽光発電シス
テムが設置されている事）

市内業者3万円/kW  上限12万
円　市内業者以外2.5万円/kW
上限10万円　10kW未満(蓄電池
又はＨＥＭＳ必須）

● ※着工前申請 経済環境部環境課 0476-93-4945　 ● http://www.city.tomisato.lg.jp/0000004165.html

市町村 申込期間

HP／
E-
mail
での
問合
せ

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
No

地
方

都道府県

南
関
東

千葉県

・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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23 館山市 ５月中旬掲載予定月 上限　10万円
2万円/kW  上限9万円
(HEMS若しくは蓄電池設置要）

建設環境部
環境課環境対策係

0470-22-3352 ●

24 船橋市 2021/4/30～2022/2/26
1680万円
(全体）

　
一律　10万円（住宅用太陽光発電シス
テムを設置していること）

2万円/kW  上限9万円（既築で
HEMSまたは蓄電池の設置が必須）

 
環境政策課
温暖化対策係

047-436-2465 ●
https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p03
5670.html

25 佐倉市 2021/6/1～2021/2/28 　 　
10万円（住宅用太陽光発電システムを
設置していること）

2万円/ｋｗ　上限9万円
(HEMS又は蓄電池を設置する事）

環境部　環境政策課 043-484-6716 ● http://www.city.sakura.lg.jp/0000018600.html

26 東金市 ６月掲載予定月
上限10万円
（太陽光必須）

2万円/ｋｗ　上限9万円
既築住宅への設置のみ
ＨＥＭＳか蓄電池の設置が必須

経済環境部　環境保
全課
生活環境係

0475-50-1170 ● http://www.city.togane.chiba.jp/0000008386.html

27 富津市 2021/5/6～ 上限10万円

2万円/ｋｗ　上限9万円
(既築住宅はHEMS又は蓄電池を設
置する事）

市民部
環境保全課

0439-80-1274 ● http://www.city.futtsu.lg.jp/0000001668.html

28 いすみ市 2021/4/20～ 上限10万円
2万円/kw、上限は9万円
(HEMS又は蓄電池を設置する
事）

環境水道課
環境班

0470-62-1385  ●
https://www.city.isumi.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyosui
doka/kankyohan/1/2/1/770.html

29 酒々井町 2021/4/1～2022/3/10 15件  上限20万円
3万円/ｋｗ　上限既築15万円（5件）
　　　　　　　　　　新築　6万円（5件）
（蓄電池又はＨＥＭＳの同時設置）

経済環境課
環境対策室

043-496-1171 ● https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2019032800012/

30 八千代市 2021/4/23～ 　 10万円
2万円/ｋｗ　上限9万円
(HEMSか蓄電池が必須）

環境政策室 047-421-6767 ●
http://www.city.yachiyo.chiba.jp/123508/page000010060_
00001.html

31 栄町 2021/4/19～ 一律10万円
既築住宅のみ2万円/kW
上限9万円　10kW未満
蓄電池又はＨＥＭＳが必須

●
※申請は着工前
設置済住宅引渡前
※郵送不可

環境協働課  0476-33-7710 ● http://www.town.sakae.chiba.jp/index.php?code=4849

32 東庄町 2021年度

上限　16万円
（住宅用太陽光発電設備が既に設置さ
れている又は併せて設置する場合に
限る。）

4万円/kW上限18万円(既築住宅
設置でHEMS若しくは蓄電池同
時設置）
その他　4万円/kW上限8万円

● ※申請は着工前 町民課生活環境係 0478 (86) 6072 ●
http://www.town.tohnosho.chiba.jp/002service/c003/201
1-0706-1133-21.html

33 四街道市 2021/4/19～
全体で
561万円

上限　10万円
2万円/kW  上限9万円
（既築住宅への設置で、HEMS又
は蓄電池設置が条件）

環境経済部
環境政策課

043-421-6131 ●
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/kankyo/ener
gy_saving_eco/jutaku_syouene.html

34 鴨川市 ５月初旬掲載予定月 上限　10万円
2万円/ｋｗ　上限9万円
(HEMS又は蓄電池を設置する事）

総務部　環境課
環境保全係 04-7093-7838 ●

http://www.city.kamogawa.lg.jp/kankyo_sangyo/kankyo/1
495151641175.html

35 大多喜町 2021年度 上限　20万円 4万円/kW  上限18万円 環境水道課環境係 0470-82-2067 ● http://www.town.otaki.chiba.jp/index.cfm/6,9042,23,html

36 御宿町 ～2021/1/29 　 上限　10万円 4万円/kw、上限は18万円
（蓄電池又はＨＥＭＳの同時設置）

建設環境課
環境整備班

0470-68-6694 ● http://www.town.onjuku.chiba.jp/sub1/7/73.html

37 木更津市 2020/5/8～ 上限　10万円
2万円/ｋｗ　上限9万円
(HEMS又は蓄電池を設置する事）

環境部
環境管理課

0438-36-1443 ●
https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/shoene/1
001459.html

38 流山市 2020/6/1～2021/3/10 上限　10万円
既築：2.5万円/kw　上限10万円
新築：1.5万円/kw　上限6万円
HEMS設置時は上乗せ有り

環境部
環境政策課

04-7150-6083 ●
https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1002584/1002
591/1024476/index.html

39 大網白里市2020/5/7～2021/3/4 上限　10万円 2万円/kw、上限は9万円
地域づくり課
環境対策班

0475-70-0386 ● http://www.city.oamishirasato.lg.jp/0000005885.html

40 鎌ヶ谷市 ～2021/1/29 上限　12万円

2万円/kW  上限9万円(令和元年
度中に既築住宅への設置が完了
し、蓄電池若しくはHEMS設置の場
合に限る）
【上記以外は、1万円／kw（上限3万

令和元年度工事着
手、完了案件は上
限2.5万円

環境課環境計画係 047-445-1227 ●
http://www.city.kamagaya.chiba.jp/kurashi-
tetsuzuki/sumai/josei-shinsei-seid/energy-hojo.html

41 南房総市 2021/4/1～ 　
上限　10万円（住宅用太陽光発電シス
テムを設置していること）

2万円/kW  上限9万円
(HEMS若しくは蓄電池必須）

建設環境部
環境保全課

0470-33-1053 ● https://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000014376.html

42 多古町 令和２年度 上限　20万円 4万円/kw、上限18万円 生活環境課 0479-76-5406 ●
https://www.town.tako.chiba.jp/rule/act/frame/frame110
001099.htm

43 銚子市 2021/4/20～
上限　10万円（住宅用太陽光発電シス
テムを設置していること）

2万円/kw　上限9万円
(HEMS若しくは蓄電池必須）

生活環境課
環境衛生班

0479-24-8910 ●
http://www.city.choshi.chiba.jp/simin/gyousei/cat04/kan
kyouhozen/2020-0225-1509-46.html

44 八街市
2021/6/14～
　　　2022/2/28

上限　10万円 2万円/kw　上限9万円 環境課 043-443-1406 ● https://www.city.yachimata.lg.jp/soshiki/21/27642.html

45 長南町 2021年度 上限　10万円
4万円/kw　上限18万円
HEMSか蓄電池が必須(既築住
宅）

建設環境課
都市計画・生活環境
係

0475-46-3394 ●
https://www.town.chonan.chiba.jp/sizen/taiyoukou/3261
/
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