
【岐阜・北陸】

【三重】

１ 越前市

５,０００円／ｋｗｈ

上限 ２０,０００円

２ 内灘町

１００,０００円

３ 羽咋市

５０,０００円

４ 富山市

５０,０００円

５ 高岡市

２０,０００円

太陽光+蓄電池

６ 多治見市

２５,０００円／ｋｗｈ

上限 １００,０００円

１１ かほく市

費用の１／２

１２ 金沢市

１００,０００円

１３ 白川町

２５,０００円／ｋｗｈ

上限 １００,０００円

７ 四日市市

５０,０００円／基

８ 川越町

５０,０００円

９ 多気町

１００,０００円

１０ 加賀市

５０,０００円 １４ 富加町

２０,０００円／ｋｗｈ

上限 １００,０００円

１５ 瑞浪市

２５,０００円／ｋｗｈ

上限 １００,０００円

１６ 大垣市

５０,０００円 １７ 岐阜市

経費の１／３

上限 ５０,０００円

１８ 川北町

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（北陸・岐阜・三重）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 福井県 越前市 2021年度 　

太陽光補助金＋省エネ設備導入
費用5,000円／kwh(上限4kw)

※ただし、省エネ設備を市内に本店
を置く事業者が販売かつ施工する場

合は、5,000円／kwを上乗せ

5,000円／kw　（上限4kw）
※ただし、市内に本店を置く事業
者が販売かつ施工する場合は、

5,000円／kwを上乗せ

● 太陽光と同時設置
産業環境部
環境政策課

0778-22-5342 ●
http://www.city.echizen.lg.jp/office/060/051
/hojyoseido/taiyoukou.html

2
河北郡
内灘町

2021年度
200万円(全

体）
 10万円

1システムあたり5万円
（太陽電池最大出力の合計値が

2kW以上10kW未満の物）
事前申請 住民課 076-286-6701 ●

http://www.town.uchinada.lg.jp/webapps/ww
w/service/detail.jsp?id=9545

3 羽咋市 2021年度 20万円  一律5万円（商品券） 環境資源係 0767-22-7137 ●
https://www.city.hakui.lg.jp/sumai_kankyou_a
nzen/gomi_kankyou_recycle_doubutsu/5/409
2.html

10 加賀市 2021/4/1～ 一律5万円 3万円／kW、上限5万円
環境課
環境政策グループ

0761-72-7892 ●
http://www.city.kaga.ishikawa.jp/keizaikanky
ou/kankyouseisaku/taiyoukouhatudenchikud
enchihojyo_2019_2.html

11 かほく市 2021年度
設置に要する費用の2分の1

　上限10万円
4万円／kW、上限16万円 防災環境対策課 076-283-7124 ●

http://www.city.kahoku.ishikawa.jp/www/01/
102/003/000/index_16291.html

18
能美郡
川北町

2021年度 一律　10万円 5万円/kW、上限20万円 着工前申請 土木課 076-277-1111 ●
http://www.town.kawakita.ishikawa.jp/gyosei
1/doboku/entry-102.html

12 金沢市 2021年度 　一律10万円 ５万円／件（HEMS同時設置の場合） ● 容量1ｋＷｈ以上 環境政策課 076-220-2507 ●
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/25001/ond
anka/hojokin/saienesiennseido.html

4 富山市 2021/4/1～2022/3/31 定額5万円 　 環境政策課 076-443-2053 ●
https://www.city.toyama.toyama.jp/kankyob
u/kankyoseisakuka/ondankataisakukikaku/sh
oenesetsubihojo.html

5 高岡市 2021年度 蓄電池+太陽光　2万円/件  
市民生活部
地域安全課

0766-20-1352 ●
https://www.city.takaoka.toyama.jp/chian/ku
rashi/jutaku/jose/taiyoko-hojo.html

6 多治見市 2021/4/1～  2.5万円／kWh、上限10万円
1.5万円/kw、上限6万円(エネ
ファーム、蓄電池、V2Hいずれか
同時設置のみ）

環境課環境保全
グループ

0572-22-1175 ●
http://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/kankyo/n
ew-energy.html

13
加茂郡
白川町

2021年度
太陽光含む

10件
2.5万円/kwh,上限10万円 2.5万円/kw,上限10万円 企画課企画係 0574-72-1311 ●

http://www.town.shirakawa.lg.jp/%E4%BD%8F
%E5%AE%85%E7%94%A8%E5%A4%AA%E9%99%B
D%E5%85%89%E7%99%BA%E9%9B%BB%E8%A8%

14
加茂郡
富加町

2021年度 2万円/kw、上限は10万円
2万円/kw、上限は10万円
（１０kw未満システム）

産業環境グループ 0574-54-2113 ●
https://www.town.tomika.gifu.jp/docs/339.ht
ml

15 瑞浪市 2021年度 500万円 2.5万円/kw、上限は10万円
1.5万円/kw,上限6万円
（蓄電池と同時設置のみ）

●
経済部環境課
環境政策係

0572-68-9806 ●
https://www.city.mizunami.lg.jp/kurashi/kank
youhozen/1001540.html

16 大垣市 2020/7/30～2021/3/26 60件程度 定額3万円
生活環境部
環境衛生課

0584-47-8563 ●

17 岐阜市 ～2021/12/24
補助対象経費の3分の1以内の額
上限5万円

低炭素・資源循環課 058-214-2149 ● https://www.city.gifu.lg.jp/37552.htm

7 四日市市 2021/4/1～2022/1/31
全体で

2110万円
 5万円/基 3万円/基（10kw未満） ● 環境保全課 059-354-8188 ●

https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/conten
ts/1583284892408/index.html

8 川越町 2021年度 5万円 5万円/kw　上限15万円 　 環境交通課 059-366-7163 ●
http://www.town.kawagoe.mie.jp/index.php/k
urashi/life/solar_h2804/

9 多気町

前期
2021/4/1～4/30
後期
2021/9/1～9/30

  1件あたり10万円（随時受付） 8万円/kW（上限32万円）  
シャープ製品のみの補
助
抽選

町民環境課
環境衛生係

0598-38-1113 ●
https://www.town.taki.mie.jp/life/kurashi/go
mi_kankyo_pet/eco_kankyo/1481.html

HP／E-
mailでの
問合せ

URL

中部

富山県

三重県

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

石川県

岐阜県

No 地方 都道府県 市町村 申込期間

・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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