
【神奈川】

【山梨・長野・新潟】
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１ 川崎市
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２ 大和市
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１４ 都留市

１０,０００円／ｋｗｈ

上限 １００,０００円
１５ 駒ヶ根市

１０,０００円／基

１６ 座間市

４０,０００円

１７ 大井町

５０,０００円

１８ 韮崎市

１０,０００円/ｋｗ

上限１００,０００円
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２０ 小田原市

５０,０００円

２１ 厚木市

５０,０００円
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２２ 坂城町

機器経費の１／３

上限２００,０００円

２３ 柏崎市

４０,０００円/ｋｗｈ

上限２００,０００円

HEMS必須

２４ 佐渡市

機器経費の１/２以内

３０,０００円／ｋｗｈ

上限２１０,０００円

２５ 大月市

５０,０００円／基

２６ 南アルプス市

太陽光との同時設置

上限 ３０,０００円８

２７ 飯田市

機器経費の１／３

上限１００,０００円

２８ 甲府市

既設太陽光へ設置

５０,０００円

新規太陽光+蓄電池

１００,０００円

２９ 山梨市

機器経費の１／１０

上限 ５０,０００円
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３０ 松川町

機器経費の１／３

上限１００,０００円

26

18

28

29 25

14

31

３１ 豊丘村

設置額の１／３

単体設置 上限１００,０００円

太陽光同時 上限１５０,０００円

３２ 高山村

機器経費の１／１

０

・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（神奈川・山梨・新潟・長野）補助金リスト(更新日　2021年4月26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 川崎市 2021/4/1～2022/3/4  　 1万円/ｋｗｈ　上限10万円 2万円/kW  上限10万円　10kW未満 ●
HEMSの設置が必
要

環境局
地球環境推進室

044-200-2514 ● http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000075577.html

2 大和市 2021/4/1～2022/2/15 18件 　 3万円(太陽光と同時設置） 1万円/kW  上限4万円　10kW未満 ●
環境総務課
地球温暖化対策

046-260-5493 ●
http://www.city.yamato.lg.jp/web/k-
soumu/solarsystem.html

3 相模原市
第１期2021/9/1～9/30
第2期2022/2/22～3/22

V2H含む
第１期85件
第2期85件

一律5万円
（太陽光同時設置）

● 環境政策課 042-769-8240 ●
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kankyo/hojyo/03
3556.html

4 藤沢市 2021/4/1～2021/2/28 先着100件  5万円 1.5万円/kW  上限5万円 環境部　環境総務課 0466-50-3529 ●
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kankyou-
s/machizukuri/kankyo/hojo/lithium.html

5 中井町 2021年度 3件 5万円 1.5万円/kW  上限5万円　10kW未満
環境上下水道課
環境班

0465-81-3903  ●
https://www.town.nakai.kanagawa.jp/forms/info/info.aspx
?info_id=3780

6 綾瀬市 2021/4/1～2022/3/15 5万円 1万円/kW  上限3万円 HEMS　１万円加算
市民環境部 環境保
全課 環境保全担当

0467-70-5619 ●
https://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000037700/h
pg000037671.htm

7 葉山町 令和３年度 先着30件 5万円 1.5万円/kW  上限5万円 環境課 046-876-1111 ●
https://www.town.hayama.lg.jp/soshiki/kankyou/1/4/4/1
204.html

8 海老名市 2021/4/１～2022/2/28 　
事前申請
7万円

事前申請
2万円/kW  上限20万円

太陽光・HEMS同時
設置は2万円加算

経済環境部
環境課

046-235-4912 ●
https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/kurashi/hozen/
1012253.html

12 鎌倉市 2021/4/1～2022/3/1 500万円 　 4万円 1万/kW 上限3万  
環境部
環境政策課

0467-61-3421 ●
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kankyo/saiseihojy
o.html

13 大磯町 2021/4/1～2022/3/18 上限5万円
1.5万/kW 上限5.2万 10ｋW未満
HEMS必須・補助金1万円有

HEMS必須
環境課
環境・エネルギー係

0463-72-4438 ●
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/kurashi/kankyou/seisa
ku/201400618.html

16 座間市 2021/4/15～ 39件  4万円 1.2万円/kW  上限4万円　10kW未満
環境政策課
環境政策係

046-252-7675 ●
http://www.city.zama.kanagawa.jp/www/contents/139588
6793372/index.html

17 大井町 2021/4/1～ 10件 5万円 1.1万円/kW  上限3.7万円 生活環境課 0465-85-5010 ● https://www.town.oi.kanagawa.jp/soshiki/9/smartenergy.h

20 小田原市 2021/5/10～2022/2/28 13件程度
5万円
（太陽光必須）

環境部
エネルギー政策推進
課
エネルギー政策推進
係

0465-33-1424 ●
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/energy/
subsidy/chikudenr3.html

21 厚木市 2021/4/1～2022/3/15 5万円
1万円/kW  上限3万円　10kW未満
スマートハウス加算（HEMS+蓄電+太陽光）5万円 設置後申請 環境政策課 046-225-2749 ●

https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/outline/23/3100/d03
7427.html

9 北杜市 2021/4/1～
１基当たり　10万円（1.蓄電容量
4.0kwh、定格出力1,500W以上であるこ
と。太陽光との併設)

10ｋｗ未満　2.5万円/ｋｗ
上限20万円

● 環境課 0551-42-1341 ●
http://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/ene_subsidy.ht
ml

14 都留市 2021/4/1～12/28 1万円/kWh 上限10万円 2万円/kW  上限5万円
（蓄電池同時設置で有る事）

●
地球環境課
環境政策担当

0554-43-1111 ●
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/shimin/gomi/5/9670.
html

18 韮崎市 2021年度 　 1万円/kWh 上限10万円 ●
市民生活課
生活環境担当

0551-22-1111 ●
https://www.city.nirasaki.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/kankyoei
sei_gomi/2/3105.html

25 大月市 2021年度 １基当たり　5万円
市民生活部　市民課
生活環境担当

0554-23-8023 ●
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/kurashi/kankyo/2017
-0707-0929-8.html

26
南アルプ

ス市
2021年度

3万円（太陽光システムと同時設置、ま
たは既築太陽光に蓄電池設置の場
合）

●
設置または購入後
3ヶ月以内に申請

環境課 055-282-6097 ●
http://www.city.minami-
alps.yamanashi.jp/kurashi/kurasu/kankyou/ondanka-
taisaku/solar-energy-system.html

28 甲府市 2021年度 既設太陽光への設置　5万円 新規太陽光+蓄電池の設置　10万円
環境総室
環境保全課保全係

055-241-4312 ●
http://www.city.kofu.yamanashi.jp/kankyohozen/machi/ka
nkyo/shisaku/20130328.html

29 山梨市 2021/4/1～ 対象経費の1/10　上限5万円
環境課　新エネル
ギー推進担当

0553-22-1111 ●
https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/citizen/docs/1
609044.html

10 松本市 2021/4/1～ 機器購入費の1/10（上限10万円） 2.5万円/kw、上限は10万円 ●
10kw未満の太陽光
と連携設置

住宅課 0263-34-3246 ●
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/shisei/kankyojoho
/earth/hozyo/onndanka_secchi.html#cms39F4C

11 塩尻市 2020/4/15～ 10件 　
設置経費の1/5、上限8万円（HEMS必
須）

● 　 生活環境課　環境係 0263-52-0744 ●
http://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/shiminseikatu/seikats
ukankyo/kannkyoujouhou/sinnenehojyokinn.html

15 駒ヶ根市 2021/4/1～2022/3/31 4件 10000ポイント（10000円分） 5000ポイント（5000円分）
生活環境課
環境保全課

0265-83-2111 ●
https://www.city.komagane.nagano.jp/gyosei/kurashi_tets
uzuki/kankyo_eisei/egaopoint/2317.html

22 坂城町 2021年度 設置費用の1/3以内（上限20万円） 1.5万円/kW  上限7.5万円　10kW未満
企画政策課
企画調整係

0268-82-6211 ●
http://www.town.sakaki.nagano.jp/www/contents/100100
0000133/index.html

30 松川町 2020年度 設置経費の1/3（上限10万円） 2.6万円/kw　上限13万円
環境水道課
環境係

0265-36-7026 ●
https://www.town.matsukawa.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/gomi
_kankyo_pet/kankyo_hoshasenkankei/5586.html

31 豊丘村 令和2年度
設置額の1/3
単体設置　　上限10万円
太陽光同時　上限15万円

4万円/kw　上限20万円 環境係 0265-35-9057 ●
https://www.vill.nagano-
toyooka.lg.jp/09sumai/07juutaku/03taiyoukou/

32 高山村 2021/4/1～ 設置費用の1/10　上限15万円 3万円/kw　上限15万円 企画財政係 026-214-2943 ● https://www.vill.takayama.nagano.jp/docs/536491.html

27 飯田市
令和3年4/19～
　　　　令和4年3/31

設置費用の1/3以内（上限10万円）
1万円/kW  上限8万円
（蓄電池と同時設置　上限10万円）

環境モデル都市
推進課

0265-22-4511 ●
https://www.city.iida.lg.jp/site/ecomodel/tai-
hojokin2021.html

23 柏崎市 2021/5/10～2021/3/18
4万円/ｋｗ
HEMSが必須　上限20万円

2万円/ｋｗ　HEMS+蓄電池が必須
上限30万円（蓄電池上限20万円含む）

●
環境課
環境政策係

0257-23-5170 ●
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/kank
yo_pet/kankyo_kankyohozen/6/13747.html新潟県
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東
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・黄色の塗りつぶし・・・・・２０１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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24 佐渡市 2021/4/1～2021/2/28
補助対象経費の2分の1以内
3万円/kwh,上限は21万円

●
太陽光発電設備が
ある事

企画課
地域エネルギー係

0259-63-3802 ● https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2005/4029.html

新潟県
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https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2005/4029.html

