
【大阪・滋賀・奈良・兵庫】

【京都】

１８ 丹波篠山市

１０,０００円／kwh

上限 ５０,０００円

１７ 豊岡市

２０,０００円／ｋｗｈ

上限 ６０,０００円

１６ 西脇市

５０,０００円

１ 岸和田市

５０,０００円

（太陽光+蓄電池）

１９ 兵庫県

蓄電池

４０,０００円／件

太陽光+蓄電池

１００,０００円／件

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

２ 京都市

１００,０００円

４ｋｗｈ以上

３ 綾部市

１５,０００円／ｋｗｈ

上限 ９０,０００円

４ 京田辺市

２０,０００円／ｋｗｈ

上限 １２０,０００円

５ 京丹後市

１５,０００円／ｋｗｈ

上限 ９０,０００円

６ 舞鶴市

１５,０００円／ｋｗｈ

上限 ９０,０００円

７ 八幡市

１５,０００円／ｋｗｈ

上限９０,０００円

８ 長岡京市

１５,０００円／ｋｗｈ

上限 ９０,０００円

９ 宇治市

２０,０００円／ｋｗｈ

上限 １２０,０００円

１０ 城陽市

２０,０００円／ｋｗｈ

上限 １２０,０００円

１１ 京丹波町

１５,０００円／ｋｗｈ

上限 ９０,０００円

１２ 伊根町

１５,０００円／ｋｗｈ

上限 ９０,０００円

１５ 宇治田原町

２０,０００円／ｋｗｈ

上限 １２０,０００円

15

13

14

１３ 与謝野町

１５,０００円／ｋｗｈ

上限 ９０,０００円

１４ 宮津市

１５,０００円／ｋｗｈ

上限 ９０,０００円

２０ 亀岡市

１７,０００円／ｋｗｈ

上限 １０２,０００円

２１ 南丹市

１６,５００円／ｋｗｈ

上限 ９９,０００円

20

21

２２ 長浜市

２０,０００円／ｋｗｈ

上限 １００,０００円

２３ 橿原市

５０,０００円

２４ 茨城市

４０,０００円

25

26

２５ 向日市

１５,０００円／ｋｗｈ

上限 ９０,０００円

２６ 久御山町

２５,０００円／ｋｗｈ

２７ 井出町

４０,０００円/ｋｗ

上限２４０,０００円

27

２８ 東近江市

５０,０００円

（商品券にて）

２９ 淡路市

①市内業者 １０,０００円/ｋｗ

上限１００,０００円

②市外業者 ８,０００円/ｋｗ

上限８０,０００円

３０ 洲本市

太陽光と同時設置で蓄電

池のみ ３０,０００円/ｋｗ

上限７ｋｗ

３２ 木津川市

１５,０００円／ｋｗｈ

上限 ９０,０００円

32

３１ 高槻市

設置経費の１／３

上限 １００,０００円

３４ 貝塚市

５０,０００円

３５ 東大阪市

２０,０００円／ｋｗｈ

上限 ６０,０００円

35

３６ 福知山市

３０,０００円／ｋｗｈ

上限 １８０,０００円

36

37

３７ 精華町

２０,０００円／ｋｗｈ

上限 １２０,０００円

38
３８ 加西市

１０,０００円／ｋｗ

ｈ

17

18

16

29

30

22

28

31

24

23
1

34

39

40

４０ 生駒市

１０,０００円／ｋｗｈ

上限 ６０,０００円

３９ 神戸市

２０,０００円／ｋｗｈ

上限 ５０,０００円

41

４１ 堺市

設置経費の１／５

上限 ７０,０００円

４２ 尼崎市

市内業者 １５０,０００円

市外業者 １００,０００円

42

４４ 滋賀県

５０,０００円

４５ 大山崎町

３０,０００円／ｋｗｈ

上限 １８０,０００円 45

４６ 加東市

５０,０００円

46

４７ 西宮市

２０,０００円／ｋｗｈ

47

48

４８ 姫路市

市内業者 １００,０００円

市外業者 ５０,０００円

４９ 新温泉町

設置経費の１／５

上限 ２００,０００円

49

50

５０ 三郷町

５０,０００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（近畿）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 岸和田市 ５月末掲載予定 ● PV+蓄電池必須
環境保全課
環境政策担当

072-423-9463 ●
https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/
29/ontai-zyosei.html

24 茨木市
2021/4/16～
2022/3/11

4万円 1.25万円/kW  上限4万円 ●
産業環境部
環境政策課

072-620-1644 ●
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangy
o/kankyos/menu/hojo/1450333820855.html

31 高槻市 2021/5/17～2022/2/28 140件  ●
市民生活環境部
環境緑政課

072-674-7486 ●
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/s
himin/kankyo/gyomuannai/heatisland/hojos

34 貝塚市 2021/6/1～
全体で
74万円

　 ●
都市整備部
環境衛生課

072-433-7186 ●
https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/toshis
eibi/kankyoseisaku/topics/syouenesetubihoj
yo03.html

35 東大阪市 ５月中旬掲載予定 2万円／kWh、上限6kWh 2万円/kw、上限4kw 　 環境部環境企画課 06-4309-3198 ●
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/00000152
49.html

41 堺市 ６月掲載予定
設置にかかる費用の1/5の額(上
限5万円)  単独は申請不可

設置にかかる費用の1/5の額又
は2万円/kwの低い方(上限８万
円)

太陽光，HEMSを含め２
種類以上同時設置

環境局 環境都市推
進部　環境エネル
ギー課

072-228-7548 ●
http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/ond
anka/smarthouse/sumarthouse/index.html

2 京都市 2021/4/12～2022/3/1 　
10万円 (4kWh以上）

（太陽光同時設置が対象）
20万円（2kW以上） ●

京（みやこ）安心すま
いセンター

075-744-1631 ●
https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/00
00281917.html

3 綾部市 2021年度
太陽光発電システムと同時設置
太陽光：1万円/kw  上限4万円
蓄電池：1.5万円/kwh　上限9万円

単体　　３万円/ｋｗ　上限12万円 ●
市民環境部
環境企画課

0773-42-0503 ●
http://www.city.ayabe.lg.jp/kankyokikaku/ma
chi/kankyo/taiyokouhojo.html

4 京田辺市
2021/4/1～
2021/12/28

  2万円/kwh、上限12万円
受給最大電力1kWあたり1万円
（上限4万円）＋15,000円

●
太陽光＋蓄電池
同時設置

経済環境部環境課 0774-64-1366 ● http://www.kyotanabe.jp/0000009667.html

5 京丹後市 20214/6～7/16
(第一次）

 1kWh当たり1.5万円（上限9万円）

個人宅へ太陽光発電と蓄電池を
セットで新規同時導入に限り
・市の補助金　太陽光1万円/kw
　（上限10万円）
・府の補助金　太陽光1万円/kw
　（上限4万円）
　　　　　　　蓄電池1.5万円/kw
　（上限9万円）

●

市内の設置施工等業
者の設置・施工、また
は一部施工等を伴うこ
と。

市民環境部
生活環境課

0772-69-0240 ●
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/kurashi/
kankyo/5/14702.html

6 舞鶴市 2021/4/1～2021/12/28 　
1kWh当たり1.5万円（上限9万円）
に1万円加算

1kW当たり1万円（上限4万円） ●
太陽光発電・蓄電設備
を同時設置

市民文化環境部
生活環境課

0773-66-1064 ●
https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kurashi/0
000008196.html

7 八幡市 2021/4/1～2021/12/28  

太陽光、蓄電池と同時設置…太
陽光1万円/kw、上限4万円、蓄電
池1.5万円/kWh、上限9万円に5万
円加算を合わせた額

太陽光発電のみ…1.5万円/kw、
上限は5万円

●
環境経済部
環境保全課

 075-983-2795 ●
https://www.city.yawata.kyoto.jp/000000668
5.html

8 長岡京市 2021/4/1～2022/12/28  
1.5万円／kWｈ  上限額9万円
(太陽光、蓄電池同時設置）

1万円／kW  上限額4万円
(太陽光、蓄電池同時設置）

●
太陽光＋蓄電池補助金
＋基本額1万円

環境経済部 環境政策
室
環境政策担当

075-955-9542 ●
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/000001096
8.html

9 宇治市 2021/4/1～2021/12/28 　 　
2万円／kWｈ
上限額12万円

1万円／kW
上限額4万円

●
太陽光発電・蓄電設備を
同時設置

環境企画課 0774-20-8726 ●
https://www.city.uji.kyoto.jp/site/ijuteiju/67
60.html

10 城陽市 2021年度 　 2万円/kw、上限は12万円 1万円/kWh、上限は4万円 ●
太陽光発電システムと蓄
電池システム同時設置

市民環境部
環境課環境係

0774-56-4061 ●
https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000004811.h
tml

11
船井郡

京丹波町
2020/4/1～
2020/12/25

5件分 1.5万円/kWh（限度額：9万円) 1万円/kw（限度額：4万円） ●
太陽光発電設備及び
蓄電設備を同時設置

住民課環境推進係 0771-82-3803 ●
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/0000005
455.html

12 与謝郡伊根町～2021/12/末 　 　 1.5万円/ｋｗ　上限9万円 1万円/ｋｗ　上限4万円 ●
太陽光発電設備及び
蓄電設備を同時設置

住民生活課
住民環境係

0772-32-0503 ●
http://www.town.ine.kyoto.jp/kurashi/kankyo
/1495426802136.html

13 与謝野町 2021年度 5基 　 1.5万円/ｋｗｈ　上限9万円 1.5万円/ｋｗ　上限6万円 ●
太陽光発電設備及び
蓄電設備を同時設置

住民環境課 0772-43-9030 ●
http://www.town-
yosano.jp/wwwg/service/detail.jsp?common_
id=538593

14 宮津市 2021年度 　
1.5万円/kwh  上限9万円
に加算1万円

1万円/ｋｗ　上限4万円 ●
太陽光発電設備及び
蓄電設備を同時設置

市民環境部
市民環境課
環境衛生係

0772-45-1617 ●
https://www.city.miyazu.kyoto.jp/soshiki/5/
2115.html

15
綴喜郡宇治

田原町
2020年度 　 　

2万円／kWｈ
上限額12万円

1万円／kW
上限額4万円 ●

太陽光発電設備及び
蓄電設備を同時設置

建設環境課 環境係 0774-88-6639 ●
http://www.town.ujitawara.kyoto.jp/0000001
298.html

20 亀岡市 2021年度 　 　
1.7万円／kWｈ
上限額10.2万円

1万円／kW
上限額4万円 ●

太陽光発電設備及び
蓄電設備を同時設置

環境先進都市推進部
環境政策課
環境政策係

0771-25-5023 ●
https://www.city.kameoka.kyoto.jp/kankyous
oumu/h29taiyoukou.html

21 南丹市 2021/4/1～11/30 　 　1.65万円/kwh　上限9.9万円 1.1万円／kW　上限額4.4万円 ●
太陽光発電設備及び
蓄電設備を同時設置

環境課 0771-68-0085 ●
https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/1
14/004/000/index_82603.html

予定件数
予算

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

太陽光発電＋蓄電池で5万円
（太陽光発電のみ、蓄電池のみでは無)

太陽光発電と蓄電池の同時設置
設置にかかる費用の1/3の額(上限10万円)  単独は申請不可

太陽光発電と蓄電池の同時設置
4万円

No 地方 都道府県 市町村

京都府

近畿

大阪府

・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）

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/29/ontai-zyosei.html
https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/29/ontai-zyosei.html
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyos/menu/hojo/1450333820855.html
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyos/menu/hojo/1450333820855.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/shimin/kankyo/gyomuannai/heatisland/hojoseido/ecohouse.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/shimin/kankyo/gyomuannai/heatisland/hojoseido/ecohouse.html
https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/toshiseibi/kankyoseisaku/topics/syouenesetubihojyo03.html
https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/toshiseibi/kankyoseisaku/topics/syouenesetubihojyo03.html
https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/toshiseibi/kankyoseisaku/topics/syouenesetubihojyo03.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000015249.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000015249.html
http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/smarthouse/sumarthouse/index.html
http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/smarthouse/sumarthouse/index.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000281917.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000281917.html
http://www.city.ayabe.lg.jp/kankyokikaku/machi/kankyo/taiyokouhojo.html
http://www.city.ayabe.lg.jp/kankyokikaku/machi/kankyo/taiyokouhojo.html
http://www.kyotanabe.jp/0000009667.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/kurashi/kankyo/5/14702.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/kurashi/kankyo/5/14702.html
https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kurashi/0000008196.html
https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kurashi/0000008196.html
https://www.city.yawata.kyoto.jp/0000006685.html
https://www.city.yawata.kyoto.jp/0000006685.html
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000010968.html
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000010968.html
https://www.city.uji.kyoto.jp/site/ijuteiju/6760.html
https://www.city.uji.kyoto.jp/site/ijuteiju/6760.html
https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000004811.html
https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000004811.html
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/0000005455.html
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/0000005455.html
http://www.town.ine.kyoto.jp/kurashi/kankyo/1495426802136.html
http://www.town.ine.kyoto.jp/kurashi/kankyo/1495426802136.html
http://www.town-yosano.jp/wwwg/service/detail.jsp?common_id=538593
http://www.town-yosano.jp/wwwg/service/detail.jsp?common_id=538593
http://www.town-yosano.jp/wwwg/service/detail.jsp?common_id=538593
https://www.city.miyazu.kyoto.jp/soshiki/5/2115.html
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25 向日市 2021/4/1～2021/12/24 　 1.5万円/kWh、上限は9万円
1万円/kwの額（上限4万円）に1万円
加算

●
太陽光発電設備及び蓄
電設備を同時設置

環境経済部
環境政策課

075-931-1111 ●
https://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/sosh
iki/kannkyoukeizaibu/1/1/tikyuuonndannkat
aksaku/1489392784547.html

26
久世郡

久御山町
2021年度 　 　 2.5万円/kWh、上限は15万円 1万円/kw、上限は4万円 ●

太陽光発電設備及び
蓄電設備を同時設置

民生部環境保全課 075（631）9917 ●
http://www.town.kumiyama.lg.jp/contents_de
tail.php?co=ser&frmId=2012

27
綴喜郡
井手町

2021年度 　 4万円/ｋｗ　上限24万円 1万円/ｋｗ　上限4万円 ●
太陽光発電設備及び蓄
電設備を同時設置

産業環境課　 0774-82-6168 ●
http://www.town.ide.kyoto.jp/kurashinojoho/
hikkoshi_sumai2/1494479541872.html

32 木津川市 ～2021/12/28 　
1.5万円/kWｈ   上限額9万円
（太陽光、蓄電池同時設置のみ）

1万円/kW     上限額4万円
(太陽光、蓄電池同時設置のみ）

●
太陽光＋蓄電池補助
金＋基本額1万円

まち美化推進課
環境推進係

0774-75-1215 ●
http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/6,2
6218,22,118,html

36 福知山市 ５月初旬掲載予定
3万円／kWｈ
上限額18万円

1万円／kW
上限額4万円 ● 産業環境課 0773-24-7075 ●

https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/soshiki/2
5/22945.html

37 相楽郡精華町2021/4/1～12/28 　
2万円/ｋｗ　上限12万円
（太陽光、蓄電池同時設置のみ）

1.5万円/ｋｗ　上限6万円
（太陽光、蓄電池同時設置のみ）

●
設置後３ケ月以内の
申請

健康福祉環境部　環
境推進課　環境保全

0774-95-1925 ●
https://www.town.seika.kyoto.jp/chosei/kan
kyo_taisaku/1/5049.html

45
乙訓郡

大山崎町
2021/5/6～
2021/12/28

　 1.5万円/ｋｗh　上限9万円
１万円/ｋｗ
4万円超時は+0.5万円

●
太陽光発電設備及び
蓄電設備を同時設置

経済環境課
清掃環境係

075-956-2101 ●
http://www.town.oyamazaki.kyoto.jp/annai/k
eizaikankyoka/seisokankyokakari/kankyo_kog
ai/2893.html

44 滋賀県
1次:2020/5/27～10/30
2次:2020/11/2～2021/1/15 5万円/基　（太陽光必須） 4万円/件 ●

複数補助の場合は上
限10万円

滋賀県総合企画部エ
ネルギー政策課

077-528-3091 ●
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshi
zen/ondanka/304463.html

22 長浜市 2021/4/1～2021/2/28
2万円／kWｈ
上限額10万円

2万円／kW
上限額6万円

● 容量1ｋＷｈ以上 環境保全課 0749-65-6513 ●
https://www.city.nagahama.lg.jp/0000009846
.html

28 東近江市 ７月上旬掲載予定 　 上限5万円（商品券にて）
1.5万円/ｋｗ　上限4万円
（商品券にて）

市民環境部
環境政策課

0748-24-5633　 ●
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000011
339.html

16 西脇市 2021/4/1～2022/3/31   5万円

市内業者による設置又は販売
3.5万円/kw,上限10万円
市外業者による設置又は販売
2.5万円/kw,上限6.5万円

●
奨励金(西脇共通商品
券）

くらし安心部 環境課 795-22-3111 ●
https://www.city.nishiwaki.lg.jp/kurashi/kank
yogomi/kankyogyoseitorikumi/23096.html

17 豊岡市 2021/2/1～2022/2/28  2万円／kWh、上限6kWh 3万円/kw、上限4kw ●
市内事業者との施工
契約

市民生活部
生活環境課 地球温
暖化防止対策室

0796-21-9136 ●
https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/gomik
ankyo/kankyo/1000972/1013012.html

18 丹波篠山市 2021/4/12～2022/3/11   
1万円/kWh　上限5万円
(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）

1万円/kw、上限5万円
（太陽電池出力10kw未満の物）

● 容量1ｋＷｈ以上
農都環境課
創造農村室

079-552-5013 ●
https://www.city.tambasasayama.lg.jp/shinse
ishodownload/16290.html

19 兵庫県 2021/4/1～7/15 950万円 　

蓄電システム　 　定額4万円
蓄電システム＋太陽光発電シス
テム　 　定額10万円（4万円＋6万
円）

　

公益財団法人
ひょうご環境創造協
会
再生可能エネルギー
相談支援センター

078-735-7744 ●
http://www.eco-hyogo.jp/global-
warming/h31hems-battery/

29 淡路市 2021/4/1～2022/3/31 20件
市内業者で工事　1万円/ｋｗ上限10万円
市外業者で工事　0.8万円/ｋｗ上限8万円

市民生活部
生活環境課

0799-64-2523 ●
https://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/seikatsu
/25240.html

38 加西市 ５月初旬掲載予定 1万円／kWh、上限10万円 生活環境部 環境課 0790-42-8716 ●
http://www.city.kasai.hyogo.jp/01kura/06shi
e/44tiku.htm

39 神戸市
2020/11/2～
　　2021/1/29

新規90件
既設90件

既設太陽光
2万円／kWh、上限5万円

新規太陽光
2万円／kwh　上限10万円

●
環境局 環境保全部
環境都市課

078-333-3330 ●
https://www.city.kobe.lg.jp/a66324/kurashi/
recycle/kankyohozen/ecohome/index.html

42 尼崎市

一次募集2021/4/1～6/11
二次募集2021/7/12～10/1
三次募集2021/11/8～
            2022/2/4

市内業者で施工　15万円
市外業者で施工　10万円
創エネ機器を新設する又は既設
であること

加算条件有り
経済環境局　環境部
環境創造課

06-6489-6301 ●
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/
kankyo/hozen/1003761/1014615.html

46 加東市 2020/7/1～2021/3/31 5万円
市民協働部
生活環境課

0795-43-0502 ●
https://www.city.kato.lg.jp/kurashi/shizen/1
457747693643.html

47 西宮市 2020/7/1～2021/3/31
全体で

1300万円
2万円/kw　上限5万円
太陽光必須

●
「長期優良住宅」又は
「低炭素建築物」への
設置に限る

環境学習都市推進課 0798-35-3803 ●
https://www.nishi.or.jp/kurashi/sumai/josei/
tetsuzuki/shoenesetsubi.html

48 姫路市
2021/4/20～
2022/1/31

市内工事請負契約業者、又は連携市町
内工事請負契約業者と契約
　2万円／KW（上限10万円）
市内,連携市町工事請負契約業者以外と
契約　　1万円／KW（上限5万円）

環境局環境政策室 079-221-2462 ●
https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/000001
1573.html

49 新温泉町 令和３年度
経費の1/5　上限20万円
（太陽光必須）

町内業者　5万円/kw
(上限20万円)
町外業者　3万円/kw
(上限12万円)

企画課 0796-82-5624 ●
https://www.town.shinonsen.hyogo.jp/page/
?mode=detail&detail_mode=topics&page_id=4
608e6edfca1d28e114ab35a483bb4d7

23 橿原市
2021/4/12～
2022/3/31

 5万円 一律10万円（10kw未満） 容量1ｋＷｈ以上 環境衛生課 0744-47-3511 ●
https://www.city.kashihara.nara.jp/article?id
=5c352473f1a7f00f31b1e268

40 生駒市 2021/5/14～2022/3/31 2000万円 　 1万円／kWh、上限5万円 2万円/kw、上限8kw
地域活力創生部
SDGs推進課

0743-74-1111 ●
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000021137.htm
l

50
生駒郡
三郷町

令和３年度 5万円 5万円 住宅環境政策課 0745-43-7342 ●
http://www.town.sango.nara.jp/seikatsukank
yo/souenesyouene.html
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京都府
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