
【静岡】

【愛知】

１ 富士宮市

１００,０００円

２ 裾野市

１００,０００円

３ 三島市

５０,０００円

４ 湖西市

１０,０００円／ｋｗｈ

上限 ４０,０００円

５ 御前崎市

２０,０００円/ｋｗｈ

上限 ８０,０００円

６ 菊川市

１２,０００円／ｋｗｈ

上限 ６０,０００円

７ 沼津市

１００,０００円

８ 御殿場市

１０，０００円／ｋｗｈ

上限 ５０,０００円

９ 袋井市

８０,０００円

１０ 伊東市

５０,０００円

１３ 名古屋市

太陽光と一体導入

太陽光基準

築１０年超 ３０,０００円／ｋｗｈ

上限 ６５，０００円

築１０年未 ２０,０００円／ｋｗｈ

上限 ６５,０００円

１１ 岡崎市

１０,０００円／ｋｗｈ

上限 ７０,０００円又は

対象経費５％の低い方
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33

２１ 知立市

８０,０００円／基

１４ 春日井市

６０,０００円

１２ 愛知県

市町村を通じての補助

１５ 津島市

対象経費の５／１００

上限 ８０,０００円

１６ 瀬戸市

５０,０００円

１７ 豊川市

設置経費の１／４

上限 １００,０００円

１８ 碧南市

一律 １００,０００円

１９ 刈谷市

上限 １００,０００円

２０ 豊橋市

１０,０００円／kwh

２２ 蒲郡市

上限 ５０,０００円

２３ 江南市

一律 １００,０００円

２４ 日進市

１０,０００円／ｋｗｈ

上限 ８０,０００円

２５ 清須市

５０,０００円／基

２６ 犬山市

上限 ５０,０００円

２７ 豊田市

１０,０００円／ｋｗ

上限 ９０,０００円

２８ 安城市

１００,０００円

２９ 稲沢市

５０,０００円／基

３０ 西尾市

１００,０００円

３１ 北名古屋市

４０,０００円／基

３２ 幸田町

５０,０００円／基

３３ 岩倉市

経費の１／４

上限 １００,０００

３４ 富士市

５０,０００円

３５ 島田市

１００,０００円

３６ 焼津市

４０,０００円

３７ 一宮市

一律 ５０,０００円

37

３８ 東海市

単独補助

上限 ８０,０００円

38

３９ 田原市

単独補助

上限 ５０,０００円

39

40

４０ 愛西市

一律 １００,０００円
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36
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41

42

４１ 吉田町

１００,０００円

４２ 磐田市

２０,０００円

４３ みよし市

設置経費の１０％

上限１５０,０００円

４４ 長久手市

補助対象額の１／４

上限５０,０００円

４５ 東郷町

５０,０００円/基

４６ 尾張旭市

経費の１/４

43

44

45

46

４７ 長泉町

１００,０００円

47

４８ 小牧市

１００,０００円／基

48

４９ 新城市

５０,０００円

49

５０ 豊山町

５０,０００円/基

50

５１ 大口町

太陽光・HEMS・蓄電池

一体型補助

上限 １６２,８００円

51

５２ 蟹江町

単体 ５０,０００円

太陽光・HEMS・蓄電池

一体型補助

上限 ８０,０００円

52

53

５３ 飛鳥村

１６０,０００円

54

55

５４ 阿久比町

一体型補助

太陽光

１０,０００円／kw 上限４万円

HEMS 上限１０,０００円

蓄電池

上限 ５０,０００円

５５ 東浦町

８０,０００円/基

5657

５６ 掛川市

経費の１／２以内

上限 ６０,０００円

５７ 浜松市

１００,０００円

５８ 藤枝市

２０,０００円／ｋｗｈ

上限 １００,０００円

58
５９ 清水町

５０,０００円

59

６０ 大府市

上限 １００,０００円

60

61

６１ あま市

５０,０００円／基

62

６２ 扶桑町

１００,０００円／基

６３ 大治町

３０,０００円／基

63

６４ 東栄町

１００,０００円／基

64

・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（静岡県・愛知県）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 富士宮市 2021/4/1～2022/1/31
2800万円

対象設備全体
　

上限10万円（リース契約の場合、上
限5万円）

2万円/kw
環境企画課
環境エネルギー室

0544-22-1131 ●
http://www.city.fujinomiya.lg.jp/sp/citizen/llt
i2b0000000wui.html

2 裾野市 2021/4/1～
400万円
（全体）

　 10万円  生活環境課 055-995-1816 ●
http://www.city.susono.shizuoka.jp/mokuteki
/hojokin/sumai/5996.html

3 三島市 2021/4/1～ 850万円(全体) 　 上限　５万円
1万円/kw、上限は4万円
（１０kw未満システム）

環境市民部
環境政策課企画係

055-983-2647 ●
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn040
827.html

4 湖西市 2021/4/1～2022/3/31 　 　
1万円/kw、上限4万円（2年度から減
額）

環境課 053-576-1141 ●
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/soshikiich
iran/kankyoka/gyomuannai/hojokinkankei/98
91.html

5 御前崎市 2021/4/1～ 500万円(全体) 　 ２万円/ｋｗ　上限8万円 2万円/ｋｗ　上限8万円 ● エネルギー政策課 0537-85-1134 ●
https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/kuras
hi/kurashi_tetsuduki/energy/shinenergy/don
yu.html

6 菊川市 2021年度 　
1.2万円/kw　上限6万円
（太陽光必須）

0.8万円/ｋｗ　上限4万円 ●
生活環境部環境推進
課
環境政策係

0537-35-0916 ●
https://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/kanky
ousuishin/hojoseido.html#content_2

7 沼津市 2021/4/1～2022/3/24   ●
環境政策課
環境企画係

055-934-4741 ●
http://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/
sumai/kankyo/hojyo/shinene.htm

8 御殿場市 2021/4/1～2022/3/31   1万円/kWh、上限5万円
1万円/kw、上限は5万円
（１０kw未満システム）

環境課 0550-83-1603 ●
https://www.city.gotemba.lg.jp/kurashi/b-
11/b-11-4/7812.html

9 袋井市 2021年度
一律8万円
（太陽光必須）

1万円/kw,上限は4万円 ●
環境政策課
環境企画係

0538-44-3135 ●
http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kurashi/k
urashi_tetsuzuki/kankyo_energy/shinene/148
9732154877.html

10 伊東市 2021/4/1～ 　 5万円 4万円 ● 環境課 環境政策係 0557-32-1374 ●
https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/kura
shi_tetsuzuki/gomi_kankyo_pet/kankyonitsuit
enoshisaku_keikaku/4040.html

34 富士市 2021/4/1～2022/2/10  　 5万円 環境総務課 0545-55-2901 ●
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/sp/kurashi/
c0903/rn2ola000002epxn.html

35 島田市 2021/4/1～2022/3/31
970万円
（全体）

　 10万円 ●
地域生活部
環境課環境係

0547-36-7145 ●
https://www.city.shimada.shizuoka.jp/kurashi
-docs/281945682.html

36 焼津市 2021/4/2～2022/1/31  　 4万円 5万円 ●
環境部　環境生活課
環境政策担当

054-662-0571 ●
https://www.city.yaizu.lg.jp/g03-
004/taiyoukou/2021shinsei.html

41
榛原郡
吉田町

2021年度 ● 都市環境課 0548-33-2161 ●
http://www.town.yoshida.shizuoka.jp/1910.ht
m

42 磐田市 2021/5/6～2022/3/31 2万円 2万円
環境水道部　環境課
環境保全グループ

0538-37-4874 ●
https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_te
tsuzuki/kankyou_hozen/kankyou/1001493.ht

47
 駿東郡
長泉町

2021年度 　 一律10万円
一律10万円
（3～10kw）

　
くらし環境課
くらし環境チーム

055-989-5514 ●
http://www.town.nagaizumi.lg.jp/life_procedu
re/sumai_kotsu/5123.html

56 掛川市 2021/5/6～2022/3/31
1940万円
（全体）

　
上限6万円/件
(設置経費1/2以内)

既築　上限6万円/件
新築　上限3万円/件
(設置経費1/2以内)

● 買物券による助成
環境政策課 再生可
能エネルギー政策室
環境政策係

0537-21-1218 ●
https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyos
ei/docs/48918.html

57 浜松市 ４月末掲載予定 10万円/基
2.5万円（モジュール公称最大出力
の合計が3kW以上である事,全量は

産業部エネルギー
政策課

053-457-2503 ●
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shi
n-ene/smart_hojyo/top.html

58 藤枝市 2021/5/6～2022/2/28 1330万円 　 2万円/kwh、上限10万円 　 ●
太陽光システム必須
（既設・同時は問わず）

環境政策課 054-643-3183 ●
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/toshi/ka
nkyo/kakushuhojokin2/16951.html

59
 駿東郡
 清水町

2021年度 175万円 5万円 　 着工前申請
くらし安全課
生活環境係

055-981-8216 ●
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/chiiki/c
hiiki00022.html

11 岡崎市 2021/4/1～2022/3/31 140基程度 　
1万円/kwh、上限7万円又は
 1台の対象経費の5％相当額（税
抜き） の低い額

1万円/kw、上限4万円又は対象経費の
50％相当額（税抜き） の低い額（ＨＥ
MS+蓄電池同時申請の場合に限る）

環境政策課
地球温暖化対策係

0564-23-6685 ●
https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1564/16
21/p028715.html

12 愛知県 令和３年度  
地球温暖化対策課
温暖化対策グループ

052-954-6242 ●
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/00
00004471.html

13 名古屋市
2021/4/19～
2022/2/28 500件程度 　 ●  

環境局環境企画部
低炭素都市推進課
再生可能エネルギー
担当

052-972-2981 ●
https://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/00
00138396.html

14 春日井市 2021/4/1～2022/3/15 6万円

2万円/kw、8kwが上限
（HEMS,蓄電池またはHEMS、
窓断熱改修が必須）

環境政策課 0568-85-6216 ●
https://www.city.kasugai.lg.jp/shimin/gomi/k
eihatsu/1012787.html

太陽光発電設備・蓄電システム・HEMSの一体的導入
・太陽光発電設備  　築10年超　住宅　3万円/kW(上限6.5万円）
　　築10年以下　住宅　2万円/kW(上限6.5万円）
　　集合住宅　2.5万円/kW(上限9.99万円）

No 地方 都道府県 市町村

静岡県

各市町村を通じての補助

URL

中部

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

太陽光発電システム・定置型リチウムイオン蓄電池同時設置　　　　一律10万
円

太陽光発電システム、蓄電池システム（同時設置）　で10万円
両システム単独設置は対象外

申込期間

愛知県

HP／E-
mailでの
問合せ

・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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https://www.city.kosai.shizuoka.jp/soshikiichiran/kankyoka/gyomuannai/hojokinkankei/9891.html
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/soshikiichiran/kankyoka/gyomuannai/hojokinkankei/9891.html
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/soshikiichiran/kankyoka/gyomuannai/hojokinkankei/9891.html
https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/kurashi/kurashi_tetsuduki/energy/shinenergy/donyu.html
https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/kurashi/kurashi_tetsuduki/energy/shinenergy/donyu.html
https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/kurashi/kurashi_tetsuduki/energy/shinenergy/donyu.html
https://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/kankyousuishin/hojoseido.html#content_2
https://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/kankyousuishin/hojoseido.html#content_2
http://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/sumai/kankyo/hojyo/shinene.htm
http://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/sumai/kankyo/hojyo/shinene.htm
https://www.city.gotemba.lg.jp/kurashi/b-11/b-11-4/7812.html
https://www.city.gotemba.lg.jp/kurashi/b-11/b-11-4/7812.html
http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kurashi/kurashi_tetsuzuki/kankyo_energy/shinene/1489732154877.html
http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kurashi/kurashi_tetsuzuki/kankyo_energy/shinene/1489732154877.html
http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kurashi/kurashi_tetsuzuki/kankyo_energy/shinene/1489732154877.html
https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/kurashi_tetsuzuki/gomi_kankyo_pet/kankyonitsuitenoshisaku_keikaku/4040.html
https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/kurashi_tetsuzuki/gomi_kankyo_pet/kankyonitsuitenoshisaku_keikaku/4040.html
https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/kurashi_tetsuzuki/gomi_kankyo_pet/kankyonitsuitenoshisaku_keikaku/4040.html
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/sp/kurashi/c0903/rn2ola000002epxn.html
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/sp/kurashi/c0903/rn2ola000002epxn.html
https://www.city.shimada.shizuoka.jp/kurashi-docs/281945682.html
https://www.city.shimada.shizuoka.jp/kurashi-docs/281945682.html
https://www.city.yaizu.lg.jp/g03-004/taiyoukou/2021shinsei.html
https://www.city.yaizu.lg.jp/g03-004/taiyoukou/2021shinsei.html
http://www.town.yoshida.shizuoka.jp/1910.htm
http://www.town.yoshida.shizuoka.jp/1910.htm
https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/kankyou_hozen/kankyou/1001493.html
https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/kankyou_hozen/kankyou/1001493.html
http://www.town.nagaizumi.lg.jp/life_procedure/sumai_kotsu/5123.html
http://www.town.nagaizumi.lg.jp/life_procedure/sumai_kotsu/5123.html
https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/48918.html
https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/48918.html
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15  津島市 2021/4/1～
補助対象経費の合計額の100分
の5　上限8万円

太陽光発電システム単独補助は廃止
太陽光発電＋HEMS＋蓄電池
セットの場合 1.32万円/kw、4kwが上限

市民生活部
生活環境課

0567-24-1111 ●
https://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/kank
youeisei/chikyuuoudanka/taiyoukouhojyokin.
html

16 瀬戸市
事前申請
2021/5/25～
2021/6/11

予算枠超え
の場合抽選

　
蓄電池　5万円
ＨＥＭＳ、蓄電池、太陽光発電施
設のセットの場合　7万円

環境課
環境保全係

0561-88-2671 ●
http://www.city.seto.aichi.jp/docs/20210324
00048/

17 豊川市 2020/4/1～ 60件
6/16
終了

設置経費の1/4以内、上限10万円
太陽光発電システム単独補助は廃
止
太陽光発電＋HEMS＋蓄電池

環境課 0533-89-2141 ●
http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kank
yosumai/chikyuondankataisaku/ondankatais
aku/lithium_ion_hojo.html

18 碧南市 2020/4/6～
全体で

2083万円
1/22現在
228万円

一律10万円
太陽光発電＋HEMS＋蓄電池
セットの場合27万円

環境課 環境保全係 0566-95-9900　 ●
http://www.city.hekinan.lg.jp/soshiki/keizai_k
ankyo/kankyo/hozen/11435.html

19 刈谷市 2021年度 上限10万円

太陽光発電システム単独補助は廃止
HEMS＋蓄電池もしくはHEMS＋住宅用
電気自動車等充給電システムの場合
5万円/kw、上限18万円

環境推進課
環境推進係

0566-62-1017 ●
https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/pet/kan
kyo/1003920/1003924/1003930.html

20 豊橋市 2021/4/1～ 200件 　 1万円/kWh、上限7kw
1.2万円/kw、上限４万円（既築住宅の
み）

一体的導入有り（太陽
光・HEMS・蓄電池）
12万円/1件

環境部 再生可能エ
ネルギーのまち推進
課

0532-51-2419 ● http://www.city.toyohashi.lg.jp/34039.htm

21 知立市 2021/4/1～ 　 1基　8万円
太陽光発電システム単独補助は廃止
太陽光発電＋HEMS＋蓄電池
セットの場合　25万円

環境課 環境保全係 0566-95-0154  ●
https://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/kank
yo/hozyokin/nyuutakuhozyokin/1553736746
767.html

22  蒲郡市 2021/4/1～2022/3/10 35件程度 　 上限　5万円
太陽光発電＋HEMS＋蓄電池
セットの場合　上限12万円

環境清掃課 0533-57-4100  ●
http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankyo/o
ndanhojo.html

23 江南市 2021/4/1～
一律10万円　ただし、補助対象経費
が10万円未満の場合は補助対象経
費を上限

太陽光発電＋HEMS＋蓄電池
セットの場合16.28万円

経済環境部
環境課

0587-54-1111 ●
https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/gomi/1
003144/1003297/1003210.html

24 日進市 2021/4/1～2022/3/31   
1万円/kwh、上限8kw 太陽光発電＋HEMS＋蓄電池 一体的

導入
上限13万円

環境課 0561-73-2896 ●
https://www.city.nisshin.lg.jp/kurashi/sumai/
chikyuuonndannka/shouene/11578.html

25 清須市 2021/4/1～
458.2万円（全

体）
一基につき5万円

太陽光発電単独補助は30年度で廃止
組み合わせ補助有り

市民環境部
生活環境課

052-400-2911 ●
https://www.city.kiyosu.aichi.jp/kurashi_joho
/seikatsu_kankyo/kankyo/chikyuondanka_hoj
o.html

26 犬山市 2021/4/1～  
上限　5万円
事前申請

太陽光発電単独補助は廃止
住宅用太陽光発電施設＋HEMS＋蓄
電池：上限10万円

経済環境部 環境課
エコアップ担当

0568-44-0345 ●
https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/go
mi/1005043/1006868/1004877.html

27 豊田市 2021/4/1～2022/3/31 　
1万円/kwh、上限9万円 太陽光発電＋HEMS＋蓄電池

セットの場合18万円
　 環境政策課 0565-34-6650 ●

http://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/kank
you/hojokin/1023875.html

28 安城市 2021/4/1～2022/3/16 　 　 10万円
太陽光発電＋HEMS＋蓄電池
セットの場合16万円

環境都市推進課
環境政策係

0566-71-2280 ●
https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/bika/2
02004smarthouse.html

29 稲沢市 2021/4/1～2022/3/18 　 １基　５万円
太陽光発電＋HEMS＋蓄電池　一体型
導入
上限14万円

環境保全課
環境管理グループ

0587-36-3710 ●
http://www.city.inazawa.aichi.jp/kurashi_tets
uzuki/kankyo/kankyohojo/1004763.html

30 西尾市 2021/4/1～
2900万円(全

体）
　 定額10万円

太陽光発電＋HEMS＋蓄電池
セットの場合19万円

環境部　環境保全課 0563-34-8111 ●
http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/6,6
0960,68,627,html

31 北名古屋市 2021/4/1～ 400万円  
4万円/基  ※すでに太陽光発電シス
テムが設置されている場合のみ

太陽光発電＋HEMS＋蓄電池
セットの場合 上限9万円

環境課 0568-22-1111 ●
https://www.city.kitanagoya.lg.jp/kankyo/13
00076.php

32
額田郡
幸田町

2021/4/7～
450万円
(全体）

5万円/基
太陽光発電＋HEMS＋蓄電池　一体型
導入
一律10万円

環境経済部  環境課
環境保全グループ

0564-62-1111 ●
https://www.town.kota.lg.jp/soshiki/12/1105
.html

33 岩倉市 2021/4/1～ 経費の1/4　上限10万円
太陽光発電＋HEMS＋蓄電池
経費の1/4　上限17万円

建設部　環境保全課
環境グループ

0587-38-5808 ●
https://www.city.iwakura.aichi.jp/000000020
2.html

37 一宮市 2020/4/1～ 一律5万円
1.8万円/kw  上限7.2万円
（HEMS、蓄電地同時の場合に限る）

環境部環境保全課 0586-45-9953 ●
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kurashi/
gomi/1037865.html

38 東海市 2021年度 　 単独補助　上限8万円
太陽光発電システム単独補助は廃止
太陽光発電＋HEMS＋蓄電池
セットの場合　上限13万円

生活環境課 052-603-2211 ● http://www.city.tokai.aichi.jp/7385.htm

39 田原市 2021年度 340万円(全体) 　 単独補助 上限5万円
太陽光発電＋HEMS＋蓄電池　一体型
上限10万円

市民環境部
環境政策課

0531-23-3541 ●
http://www.city.tahara.aichi.jp/kurashi/gomi
/1000033/1006138.html

40 愛西市 2021/4/1～ 　 一律10万円
太陽光発電＋HEMS＋蓄電池　一体型
一律19万円

市民協働部　環境課 0567-55-7114 ●
https://www.city.aisai.lg.jp/contents_detail.p
hp?co=ser&frmId=11136

43 みよし市 2021/4/1～
4,500万円(全

体)
 

対象システムの設置に要する費用の
10％、上限15万円

4万円/kw、上限20万円
(10kw未満のもの）
HEMS＋蓄電池　加算制度有。

環境経済部環境課 0561-32-8018 ●
http://www.city.aichi-
miyoshi.lg.jp/kankyo/hojyokin/ecoenergyhojy
o.html

44 長久手市 2020/4/12～2022/2/28  
補助対象経費の合計額に４分の１を
乗じて得た額であって、５万円を上限
とする

1万円/ｋｗ 上限4万円
(太陽光発電＋HEMS＋蓄電池
一体型導入が条件）

くらし文化部　環境課
環境係

0561-56-0612 ●
https://www.city.nagakute.lg.jp/kurashi_tetsu
zuki/gomi_kankyo/hojokin/12189.html

45
愛知郡
東郷町

2021/4/1～ 20件 　 1基5万円（上限5万円）
太陽光発電＋HEMS＋蓄電池　一体型
　1セット20万円

　 　 環境課 0561-56-0729 ●
http://www.town.aichi-
togo.lg.jp/kankyo/tikyuuonndannkataisakuset
ubidounyuusokusinnhihojyokinn.html

中部

愛知県
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46 尾張旭市 2021/4/1～2021/11/30
全体で

800万円
 

補助対象経費の合計額に1/4を乗じ
て得た額（上限10万円）

太陽光発電＋HEMS+蓄電池一体的導
入
の場合　1.32万円/kw、上限4kW

 
市民生活部環境課
環境政策係

0561-76-8134 ●
https://www.city.owariasahi.lg.jp/kurasi/seik
atu/kankyou/ondankataisakusetsubi/ondank
ataisakusetsubihojo.html

48 小牧市 2021/4/8～2022/3/31
全体で

2134万円
 1基　10万円

【令和2年より太陽光発電単独補助廃
止】
【太陽光＋HEMS＋蓄電池一体的導
入】
3万円/kw(上限4kW)にHEMS 1万円、
蓄電池の補助金加えた額上限23万円

市民生活部
環境対策課
政策推進係

0568-76-1181 ●
http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/shimin
/kankyokotsu/eco/6/25460.html

49 新城市 2021/4/12～ 2550万円 　 単独設置　5万円
太陽光発電＋HEMS＋蓄電池　一体型
導入
　10万円

● 　
市民環境部
環境政策課

0536-23-7690 ●
https://www.city.shinshiro.lg.jp/kurashi/kank
yo/energy-taisaku/hojyoseido/r03.html

50
西春日井郡

豊山町
2021/4/1～ 1基　5万円

太陽光発電＋HEMS＋蓄電池　一体型
1.32万円/kw  上限5.28万円にHEMS、
蓄電池の補助金加えた額上限11.28万

生活福祉部住民課
環境保全係

0568-28-0916 ●
https://www.town.toyoyama.lg.jp/kurashi/sei
katsu/1000747.html

51
丹波郡
大口町

2021/4/1～ 　

太陽光発電,HEMS,蓄電池一体型補
助
太陽光1.32万円/kw上限5.28万円
HEMS 1万円、蓄電池10万円
合わせた額上限16.28万円

● 環境対策室 0587-95-1613 ● http://www.town.oguchi.lg.jp/3196.htm

52
海部郡
蟹江町

2021/4/1～ 　

・蓄電池単体設置　一律5万円
・太陽光発電＋HEMS＋蓄電池
一体型補助（同時設置）　一律　8万
円

　 民生部 環境課 0567-95-1111 ●
http://www.town.kanie.aichi.jp/soshiki/11/ka
nkyo-taiyoko-hojyokin.html

53
海部郡
飛鳥村

2021年 1基　16万円
10万円/kw　上限40万円
（太陽光＋HEMS+蓄電池
　同時設置は加算有り）

すこやかセンター内
保健環境課

0567-52-1001 ●
http://www.vill.tobishima.aichi.jp/kurashi/hoj
yo/h_kankyo.html

54
知多郡

阿久比町
2021/4/1～2021/2/26 10件

太陽光発電,HEMS,蓄電池一体型補
助
太陽光1万円/kw上限4万円
HEMS 上限1万円,蓄電池 上限5万円

●
建設経済部
建設環境課　環境係

0569-48-1111 ●
http://www.town.agui.lg.jp/contents_detail.ph
p?frmId=725

55
知多郡
東浦町

2021年度 8万円
太陽光発電+HEMS+蓄電池の一体的
導入
 10万円

● 設置前申請
環境課
環境保全係

0562-83-3111 ●
http://www.town.aichi-
higashiura.lg.jp/kurashi/gomi_eisei/ondankata
isaku/1460535591066.html

60 大府市 2021/4/1～ 　 上限10万円

一体的導入：上限25万円
（太陽光　3.5万円/kw　上限14万
円、HEMS　上限1万円、蓄電池　上
限10万円）

市民協働部　 環境課 0562-45-6223 ●
https://www.city.obu.aichi.jp/kurashi/gomi/h
ojyo/1013390.html

61 あま市 2021/4/1～2021/1/31 600万円 単独設置　5万円
単独設置　2.5万円
太陽光発電＋HEMS＋蓄電池
一体型　1セット10万円

市民生活部
環境衛生課

052-444-3132 ●
https://www.city.ama.aichi.jp/kurashi/kanky
o/ondanka/1002443.html

62
丹羽郡
扶桑町

2021/4/1～ 上限10万円
太陽光発電＋HEMS＋蓄電池　一体型
上限16.28万円

産業環境課環境グルー
プ

0587-93-1111 ●
http://www.town.fuso.lg.jp/kankyou/ondanka
_hojokin_r2.html

63
海部郡
大治町

2021/4/1～ 3万円/基
太陽光発電＋HEMS＋蓄電池
一体型　1セット6万円

産業環境課 052-444-2711 ●
https://www.town.oharu.aichi.jp/topics/2017
04_taiyokohatsuden_hojyokin.html

64 東栄町 令和３年度
上限10万円 太陽光発電＋HEMS＋蓄電池

一体型　1セット16.28万円
住民福祉課 0536-76-0503 ● http://www.town.toei.aichi.jp/1154.htm
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