
【東京】

１ 東京都

機器の１／２か上限の小さい方

（ア）１００,０００円／ｋｗｈ

（イ）上限 ６００,０００円
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２ 港区

４０,０００円／ｋｗｈ

上限 ２００,０００円

１０ 武蔵野市

１０,０００円／ｋｗｈ

上限 ６０,０００円

１１ 荒川区

１０,０００円／ｋｗｈ

区内業者

上限 １５０,０００円

区外業者
３ 墨田区

設置経費の１０％

上限 ５０,０００円

４ 江東区

設置経費の５％

上限 １００,０００円

５ 杉並区

１０,０００円／ｋｗｈ

上限 ８０,０００円

６ 千代田区

対象経費の２０％

上限 ７５０,０００円

８ 練馬区

上限 ６０,０００円

９ 葛飾区

経費の１／４

上限 ２００,０００円

１２ 三鷹市

５０,０００円

１３ 足立区

設置経費の１／３

上限 ５０,０００円

１４ 文京区

１０,０００円／ｋｗｈ

上限 １００,０００円

１５ 北区

区外業者１０,０００円／ｋｗｈ

上限 ６０,０００円

区内業者１２,０００円／ｋｗｈ

上限 ７２,０００円

１６ 府中市

２０,０００円／ｋｗｈ

上限 １００,０００円

１７ 小金井市

５０,０００円
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１８ 国立市

４０,０００円

HEMS併設は+１０,０００円

19

20

１９ 目黒区

本体機器価格の1/3以下

上限 ５０,０００円

２０ 羽村市

優先業者 単体 ５０,０００円

併設 ８０,０００円

一般業者 単体 ３５,０００円

併設 ５０,０００円

21

２１ 昭島市

本体機器価格の１／３

上限 ５０,０００円

２２ 稲城市

上限 ２５,０００円
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２３ 中野区

１００,０００円

23

２４ 世田谷区

５０,０００円

24

２５ 八王子市

１０,０００円／ｋｗｈ

上限 ５０,０００円

25

２６ 狛江市

５０,０００円

26

２７ 東村山市

５０,０００円

27

２８ 武蔵村山市

２０,０００円／ｋｗｈ

上限 １００,０００円

28

・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（東京）補助金リスト(更新日　2021年4月28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 東京都 ～令和３年３/３１ 43.92億円
機器の1/2か上限額の小さい方
（ア）10万円/ｋｗ
（イ）上限60万円

太陽光必須
（同時，既設不問）
機器費は20万円/kwh以下

自家消費プランヘル
プデスク

03-6279-4615 ●
https://www.tokyo-
co2down.jp/individual/subsidy/jikashohi_plan/index.html

2 港区 2021/4/1～2022/2/28 　 4万円／kWh、上限20万円 10万円／kWh、上限40万円
環境リサイクル支援
部

03-3578-2111 ●
https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/kankyo-
machi/kankyo/hojo/index.html

3 墨田区 2021/4/1～2022/2/28  設置経費の10％、上限5万円
3万円/kW  または工事費の1/2
いずれか少ない方　上限10万円
10kW未満

環境保全課 03-5608-6207 ●
http://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/kankyou_hozen/ecoj
yoseiseido.html

4 江東区 2021/4/1～2022/3/15  
設置に要する経費の5％
上限10万円

5万円/kW  上限20万円　10kW
未満

環境清掃部
温暖化対策課
環境調整係

03-3647-6124 ●
https://www.city.koto.lg.jp/380201/machizukuri/kankyo/
sedo/30jyosei.html

5 杉並区 2021/4/8～2022/2/28
4000万円
（全体)

　 1万円／kWh、上限8万円 4万円/kW  上限12万円
太陽光、蓄電池同
時設置　2万円加算

環境課
環境活動推進係

03-3312-2111 ●
http://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/gomi/syouene/1
004921.html

6 千代田区 ～2022/2/15 　
環境政策課
エネルギー対策係

03-5211-4256 ●
http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/h
ojo/sho-ene.html

8 練馬区 2021/4/15～2022/3/15 　 　 上限6万円 上限5万円
環境部環境課
地球温暖化対策係
補助金担当

03-5984-4706 ●
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shigoto/kankyo
/hojo/Subsidy_Oview_top.html

9 葛飾区 2021/4/1～2022/3/31
経費1/4、
10ｋｗｈ未満　上限20万円

8万円/kW  上限40万円　10kW
未満

太陽光発電、蓄電
池併設の場合5万円
加算

環境課
環境計画係

03-5654-8228　 ●
http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000062/100388
3/1003921.html

10 武蔵野市
2021/4/1
～2022/4/7（必着）

 　
1万円/ｋｗ　上限6万円
HEMS設置が必須

3万円/ｋｗ　上限15万円
HEMS設置が必須

HEMSに対する補助
金の上乗せ有り

環境部　環境政策課
計画係

0422-60-1841 ●
http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/shouene_e
co/josei_assen/1005095.html

11 荒川区 ～2022/2/15  
1万円/kWh（太陽光併設必須）
区内業者施工の場合上限15万円
区外業者施工の場合上限10万円

2万円/kW
区内業者施工の場合上限25万
円

●
環境課
環境保全係

03-3802-3111 ●
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kankyo/josei/31eco_jyo
sei.html

12 三鷹市 2021年度
900万円

対象設備全
体

　 5万円　（太陽光発電設備あり） 2万円/kW 上限10万円 ●
生活環境部
環境政策課

0422-45-1151 ● https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/090/090544.html

13 足立区 2021/4/12～2022/2/28 180件 　
補助対象経費の3分の1に相当する
額、
上限5万円

補助対象経費の3分の1に相当
する額と6万円/kw額の低い方
（上限24万円）
区内業者は7.2万円/kw

環境政策課管理係 03-3880-5935 ●
http://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi/kankyo/t
ikudenchi-hems.html

14 文京区

1期　2021/5/6～8/2
2期　2021/8/2～11/30
3期　2021/12/1～
                 2022/2/28

　
1万円/kWh 上限10万円 5万円/kW  上限20万円

●
環境政策課
環境調整係

03-5803-1259 ●
http://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/kankyo/hozen/energy.
html

15 北区 ～2022/2/18 　
区外業者施工　1万円/kWh 上限6万円

区内業者施工　1.2万円/kWh 上限7.2万円
区外業者施工8万円/kW　上限20万円
区内業者施工9.6万円/kW 上限24万円

生活環境部環境課
環境政策係

03-3908-8603 ●
http://www.city.kita.tokyo.jp/kankyo/jutaku/kankyo/hojo
/energy/jose-info.html

16 府中市 2021/4/1～ 　 2万円/kWh 上限10万円 2万円/kWh 上限10万円 ●
生活環境部環境政策
課 環境改善係

042-335-4472 ●
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/sekatu/kankyo/e
kohausu.html

17 小金井市 ～2022/3/18 5万円 3万円/ｋｗ　上限10万円
環境政策課
環境係

042-387-9817 ●
https://www.city.koganei.lg.jp/kurashi/473/ecology/D040
101020140331ene.html

18 国立市 2021/4/1～2022/3/31 　
4万円

ＨＥＭＳ併設の場合プラス１万円
5万円（ＨＥＭＳとの併設必須） 　

生活環境部
環境政策課
環境政策係

042-576-2111 ●
http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept05/Div02
/Sec01/gyomu/0460/0461/ondankataisaku/ecosubsidy.h
tml

19 目黒区 ５月下旬掲載予定
全体で

1152万円
機器本体価格の1/3以下
上限　5万円

機器本体価格の1/3以下
上限　10万円

太陽光システム
他の助成対象機器
の設置にて加算有り

環境保全課
温暖化対策係

03-5722-9034 ●
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/shizen/ondank
a_taisaku/taiyoukou.html

20 羽村市 2021/5/1～  　

エコポイントによる助成
優先業者　単体　5万/併設　8万
一般業者　単体　3.5万/併設　5万

エコポイントによる助成
優先業者　1.6万/kw　上限15万
一般業者　0.8万/kw　上限8万

産業環境部
環境保全課

042-555-1111 ● http://www.city.hamura.tokyo.jp/0000004638.html

21 昭島市
令和２年/12/1～
　　　　令和3年/1/31
（申請期間）

　 　 機器費の1/3、上限5万円 1.5万円/kW  上限6万円 令和2年設置分 環境課計画推進係 042-544-4331 ●
https://www.city.akishima.lg.jp/s068/020/010/010/040/
020/20170331085540.html

22 稲城市
2021/1/4～2/8
（申請期間延長）

763万円 2.5万円 2万円/kW 上限8万円 市民部環境課 042-378-2111 ●
http://www.city.inagi.tokyo.jp/kankyo/kankyou/juutakuyo
usouenergy/souenehojyoinfo.html
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東京都

省エネ改修助成制度　対象経費の20％、上限75万円

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

・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 中野区
2021/7/1～2/28
（申請期間）

　
10万円
太陽光発電設備と連携している事

　 　 　
環境課
地球温暖化対策係

03-3228-6584 ●
https://www.city.tokyo-
nakano.lg.jp/dept/472000/d028571.html

24 世田谷区
2021/4/1～
　　2022/3/10

1万円/kw　上限5万円
環境政策部
エネルギー施策推進
課

03-5432-2273 ●
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/011/003/d
00185009.html

25 八王子市 2021/4/15～
1万円/kw　上限5万円（太陽光発電シ
ステムと同時導入の場合に限る）

2万円/kw　上限10万円 ●
HEMS同時設置にて
1万円加算

環境部
環境政策課

042-620-7384 ●
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/004/a5469
73/a871645/p007132.html

26 狛江市
2021/4/1～
　　2022/1/31

5万円 2万円/kw　上限8万円
HEMS同時設置にて
加算有り

環境部
環境政策課

03-3430-1287 ●
https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/41,108119,31
3,2006,html

27 東村山市 2020/7/1～10/23
9/12
終了

5万円
9/30までの設置者に対しての抽選会実施

環境安全部
環境・住宅課

042-393-5111 ●
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kurashi/gomi
/hojo/syouenehojo.html

28 武蔵村山市～2022/3/31 2万円/kw　上限10万円
協働推進部
産業観光課

042-565-1111 ●
http://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/seikatsu
/1012248/1000953.html
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