
【平成28年度 エネファーム導入補助金に係る全国自治体調査結果】 ＜2016/10/11 時点＞
コージェネ財団

事業名
※２

H28受付期間
エネファーム導入補助内容

(上限額，条件，予算額･予定件数，等）
採択法

申請
時期
※３

予算残状況
※４

北海道

札幌市
エネルギーecoプロジェクト
（市民向け補助）

工事着手日に応じた申請期間
　第1回：H28.5.9 ～6 .10
　第2回：H28.6.24 ～ 7.29
　第3回：H28.8.12 ～ 9.21
　第4回：H28.9.30 ～ 11.4
　第5回：H28.11.18 ～ 12.9
  第6回：H29.1.6 ～ 2.15

15万円
ペレットストーブ、ホームエネルギーマネジ
メントシステム〔HEMS〕との同時申込み可

抽選 A
第3回まで
全件採択

http://www.city.sapporo.jp/kank
yo/energy/ecopro/gaiyou/gaiyo
u4.html

旭川市
地域エネルギー設備等導入促進
事業補助
「スマートハウス認定設備」

＜前期＞ H28.4.20 ～ 5.27
＜後期＞ H28.7.1 ～ 7.22

15万円
総予算 745万円　　（事業所も対象)

抽選 A ×
http://www.city.asahikawa.hokka
ido.jp/kurashi/271/290/291/p00
5154.html

新冠町
新エネルギー・省エネルギー導入
促進制度補助

H28.4.1 ～ H29.2.28 10万円 先着 A ○
http://www.niikappu.jp/kurashi/s
ekatsu/sumai/hozyokin/energy.h
tml

青森県

青森市
住宅用新・省エネルギー設備導入
支援事業補助

H28.4.1 ～ H29.3.10
8万円
設置後，利用状況データの報告が必要
総予算 981.5万円

先着 A
△

9月末時点予算残
約303万円

https://www.city.aomori.aomori.j
p/kankyo-
seisaku/shiseijouhou/matidukuri
/kankyou-torikumi/tikyuu-
ondanka/hojyokin.html

七戸町
クリーンエネルギー促進事業費補
助

H28.4.1 ～ H29.3.31
5.2万円　（1/4額は地域商品券で交付）
町内業者施工で1万円増額

先着 A ○
http://www.town.shichinohe.lg.jp
/gyosei/kankyo/jyosei/hojyokin.
html

岩手県

紫波町 家庭用燃料電池導入奨励事業 　－ 60,000ポイント分のエコbeeクーポン券 － A ○
http://www2143uc.sakura.ne.jp/
cms/section/kankyo/entry_42.ht
ml

住田町
新エネルギー・省エネルギー機器
設置費補助

　　～ 1月末 5万円 先着 A ○
http://www.town.sumita.iwate.jp
/docs/2015040100045/

秋田県

宮城県
スマートエネルギー住宅普及促進
事業補助

H28.5.23 ～ 12.28

15万円
更に、既築住宅/LPガス利用/寒冷地仕様
/停電対応で 3万円を加算
エネファーム分として 200件を予定

先着 B ○
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki
/saisei/smartenergy-h28.html

仙台市 熱エネルギー有効活用支援補助 H28.5.9 ～ H29.1.31
20万円
事業用も対象

先着 A ○
http://www.city.sendai.jp/dl/b/d
/1221804_1985.html

仙台市
低炭素システム導入補助金
（ガス局）

H28.4.1 ～ H29.2.28 5万円 － A ○
http://www.gas.city.sendai.jp/fa
mily/equipment/03/system.php

大崎市
エコ改善推進事業補助
家庭用高効率給湯器設置事業

H28.7.1 ～ 12.27

2万円
市内業者による施工又は購入の場合、30%
増額
他対象機器との併設時 合計額上限15万
円（30%加算分を含む）

先着 B ○
http://www.city.osaki.miyagi.jp/i
ndex.cfm/17,8575,69,html

大河原町
次世代型住宅補助
 （スマートハウス補助）

H28.4.1 ～ H29.1.31 10万円 先着 B ○
http://www.town.ogawara.miyagi.
jp/team/chomin/smart_house_2.
html

山形県
住宅リフォーム総合支援事業
（各市町村にて受付）

各市町村で異なる

省エネ化工事として工事費用の10% （上
限：20万円）
補助金を上乗せする自治体あり
県内事業者による施工が条件

－ A －
http://tatekkana.pref.yamagata.j
p/info/reform-support/2-
reform01

福島県

いわき市 環境負荷軽減機器導入促進補助 H28.4.1 ～ H29.3.31
10万円
エネファーム分として20件程度を予定

先着 B
○

9月末時点
申請3件

http://www.city.iwaki.lg.jp/www/
contents/1457682942325/index.
html

茨城県

つくば市
クリーンエネルギー機器等購入補
助

H28.4.1 ～ 10万円 先着 A ○
http://www.city.tsukuba.ibaraki.j
p/14215/14284/9593/019445.ht
ml

神栖市 創･蓄エネルギー機器設置補助 H28.4.1 ～
20万円
総予算 4,455万円　（太陽光発電補助およ
び電気自動車補助を含む）

先着 A ○
http://www.city.kamisu.ibaraki.jp
/10835.htm

土浦市
住宅用環境配慮型設備導入事業
費補助（太陽光発電・高効率給湯
器等）

H28.4.12 ～
4万円
総予算 500万円

先着 A
△

10.11時点予算残
145万円

http://www.city.tsuchiura.lg.jp/p
age/page008520.html

日立市
新エネルギー機器普及促進事業
補助

前期：H28.4.1 ～ 9.30
後期：H28.10.3 ～

5万円
総予算額、前期：800万円、下期：200万円

先着 A ○
http://www.city.hitachi.lg.jp/shim
in/007/011/p049997.html

※１ 都道府県および補助業実施を発表している市･特別区・町 （村は除く）
※２ エネファーム導入補助金制度およびエネファーム設置が特に補助対象となっている住宅リフォーム補助事業等を記載
※３ A：設置前（設置後の完了報告も必要）， B：設置後， C：国補助確定後
※４ ○：申込み残期間に見合った予算残状況、もしくは予算残額は不明ながら未だ受付け終了の発表無し， △：締切り前に受付終了となる可能性が高く注意が必要 ，×：受付け終了済み

都道府県
市･区・町

※１

補助事業内容
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事業名
※２

H28受付期間
エネファーム導入補助内容

(上限額，条件，予算額･予定件数，等）
採択法

申請
時期
※３

予算残状況
※４

都道府県
市･区・町

※１

補助事業内容

龍ヶ崎市
住宅用太陽光発電システム等普
及促進補助

H28.5.9 ～
4万円
高効率給湯器分として 345万円を予定

先着 A
△

10.7時点予算残
88万円

http://www.city.ryugasaki.ibaraki.
jp/procedure/2016031600032/

常陸太田市
住宅用高効率給湯器設置事業費
補助

H28.4.1 ～ H29.3.31
6万円
高効率給湯器 430台分を予定

先着 B
○

9.1時点予算残
301件分

http://www.city.hitachiota.ibarak
i.jp/page/page001002.html

牛久市
住宅用環境配慮型機器設置事業
補助

H28.4.18 ～ 4万円 先着 A
○

9.1時点予算残
126万円

http://www.city.ushiku.lg.jp/page
/page005502.html

大洗町
地球温暖化対策補助金制度
「家庭用燃料電池導入支援補助」

H28.4.1 ～ 12月末
20万円
予算枠 2台分を予定

先着 A ○
http://www.town.oarai.lg.jp/~seik
atsu/kurasi/info-925-168_3.html

栃木県

宇都宮市
家庭向け低炭素化普及促進補助
金

H28.6.7 ～
10万円
エネファーム分として 200件（当初予定 100
件から増額）を予定

先着 A
△

10.7時点予算残
 52件分

http://www.city.utsunomiya.toch
igi.jp/kurashi/kankyo/ondanka/1
005418.html

鹿沼市
再生可能エネルギー設備導入報
奨金

H28.4.1 ～
発電出力1kW当り1.5万円
（地域商品券による支給）
総予算 1,400万円を予定

先着 B ○
http://www.city.kanuma.tochigi.j
p/news/detail.7.44563.html

小山市

住宅用新エネルギー機器等設置
費補助（太陽光発電システム・高
効率給湯器・定置用リチウムイオ
ン蓄電池）

H28.4.1 ～ H29.4.30
1万円
太陽光発電や蓄電池との併設で加算可
市内事業所からの購入または施行が条件

先着 B
○

9月末時点予算残
給湯器140件程度

https://www.city.oyama.tochigi.j
p/benri/download/seikatsu/new
_energy_download.html

足利市
住宅省エネルギー対策エコポイン
ト

H28.5.2 ～ H29.3.31

1万円分相当のエコポイント（足利市金券）
市内施工業者による設置が条件
新築住宅への設置は対象外
総予算枠として 100件分を予定

先着 B
○

7.8時点 予算残
58件

http://www.city.ashikaga.tochigi.j
p/page/27zyutakueco.html

大田原市 住宅用省エネ設備設置費補助 H28.4.1 ～ H29.2.16
10万円
Li蓄電池の併設で10万円を加算
総予算枠 1,460万円

先着 A
○

9.26時点予算残
約755万円

http://www.city.ohtawara.tochigi.
jp/docs/2016031800036/

群馬県

前橋市 住宅用高効率給湯器設置費助成 H28.5.2 ～ H29.3.31

3万円
LED照明機器との複合的設置が条件
総予算 300万円を予定
　（他に太陽熱利用温水器も補助対象）

先着 B
○

9月末時点予算残
180万円

http://www.city.maebashi.gunma.
jp/kurashi/143/162/p010772.ht
ml

太田市 省エネルギー機器設置費補助 H28.4.11 ～ 11.30
2万円 （太田市金券で交付）
総予算枠 200件程度を予定

抽選 A ○
http://www.city.ota.gunma.jp/00
5gyosei/0090-001kankyo-
seisaku/syouenekiki.html

桐生市
新エネルギー設備等（太陽光+省
エネ設備等）設置費補助

H28.5.2 ～ H29.3.31
併設が条件となる太陽光発電1kW当たり
1.5万円，上限 6万円
総予算 840万円（140件程度）を予定

先着 B
○

9.23時点予算残
119件分

http://www.city.kiryu.lg.jp/kuras
hi/kankyo/hojokin/1008989.html

沼田市
住宅用再生可能エネルギーシス
テム設置補助

H28.4.1 ～ H29.3.20 8万円 先着 A
○

9月末時点予算残
464万円

http://www.city.numata.gunma.jp
/life/kankyo/taiyoko/1003684.ht
ml

館林市
住宅用太陽光発電システム設置
補助

H28.4.26 ～
新築時の併設が条件となる太陽光発電
1kw当り2.5万円，上限 8万円
（地域商品券での交付）

先着 A
○

9.23時点
申請済み93件

http://www.city.tatebayashi.gun
ma.jp/docs/2014040200021/

みなかみ町
住宅用省エネルギー設備設置費
補助

H28.4.1 ～
4万円
総予算額 460万円

先着 A
○

9月末時点予算残
340万円

http://www.town.minakami.gunm
a.jp/15kurashi/03sumai/06kanky
ou/2011-0529-1433-48.html

埼玉県
住宅用省エネ設備導入支援事業
補助

H28.4.1 ～ H29.1.31

新築：3万円、既築：6万円
HEMS設置が条件（HEMS補助2万円に上
乗せ）、埼玉（WEB）版家庭のエコ診断の受
診が必要
総予算枠として 1,000件を予定

先着 A ○
https://www.pref.saitama.lg.jp/a
0503/h28-ese.html

さいたま市
「スマートホーム推進・創って減ら
す」機器設置補助

H28.4.14 ～

4万円
（市内事業者施工で2万円加算、また他種
機器との複数台設置時で加算可能）
総予算 170百万円

先着 A
○

10.7時点予算残
約91百万円

http://www.city.saitama.jp/001/
009/015/002/p035077.html

川越市
生可能エネルギー機器等普及促
進事業補助

H28.4.15 ～ H29.1.31 5万円 先着 Ａ ○

http://www.city.kawagoe.saitama
.jp/kurashi/kankyo/ondankataisa
ku/re_energy/h28_saienehojo.ht
ml

川口市 地球温暖化対策活動支援金 H28.5.2 ～ H29.3.10
市内業者設置：6万円、他業者設置：5万円
他種機器の併設で加算可能
総予算枠として 7,016万円を予定

先着 B ○
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/
kbn/28020260/28020260.html

所沢市
スマートエネルギー補助金
【家庭用】

第1期：H28.5.9 ～ 5.31
第2期：H28.8.1 ～ 8.31
第3期：H28.11.1 ～ 11.30
第4期：H29.2.1 ～ 2.28

15万円
（市内業者施工で10%の増額，3世代同居
の場合は20%の増額）

先着 B ○

http://www.city.tokorozawa.saita
ma.jp/kurashi/seikatukankyo/ka
nkyo/ekojyosei/smartenergy201
6.html
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※１
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草加市 地球温暖化防止活動補助 H28.4.1 ～ H29.2.17
1万円
他種機器の併設で加算可能
総予算 1,250万円

先着 A
○

10.7時点予算残
約522万円

http://www.city.soka.saitama.jp/
cont/s1701/a01/a01/PAGE0000
00000000042174.html

熊谷市
家庭用燃料電池システム（エネ
ファーム）設置費補助

H28.4.1 ～ H29.3.31 5万円　（地域商品券で交付） 先着 A ○
https://www.city.kumagaya.lg.jp/
appare/appare/taiyoko/nennryo
udennti.html

上尾市 省エネ対策推進奨励金 H28.5.9 ～ H29.3.31 2万円 先着 B ○
https://www.city.ageo.lg.jp/uploa
ded/life/145542_284592_misc.pd
f

桶川市
住宅用新・省エネルギー機器設置
費補助

H28.4.1 ～
5万円
総予算 1,500万円

先着 A ○
http://www.city.okegawa.lg.jp/ku
rashi/21/eco/p000332.html

行田市 高効率給湯器設置補助 H28.4.1 ～ H29.2.10
5万円
総予算 150万円

先着 A
○

9.28時点予算残
45万円

https://www.city.gyoda.lg.jp/15/
03/11/kyuutouki28.html

鴻巣市
住宅用新・省エネルギー機器設置
補助

H28.5.9 ～
5万円
総予算 400万円

先着 A
×

9.8で予算枠消化

http://www.city.kounosu.saitama
.jp/soshiki/kankyo/2/gyomu/3/
1449738954192.html

坂戸市
住宅用創エネルギー機器設置費
補助

H28.4.1 ～ 10万円　(内、4万円は地域商品券で交付） 先着 A ○
http://www.city.sakado.lg.jp/23,4
1431,205,750.html

幸手市 住宅リフォーム資金補助
前期：H28.4.11 ～
後期：H28.9.1 ～

工事費の5%、上限10万円
省エネ設備工事も対象
前期予算150万円，後期予算100万円

先着 A ×
http://www.city.satte.lg.jp/ka/ke
nsetu-keizai-bu/kentiku-
sidou/oshirase/re-from.htm

狭山市
住宅用省エネルギーシステム設
置費補助

H28.4.22 ～
5万円
予算額 太陽光以外で 200万円

先着 A/B ○
https://www.city.sayama.saitama
.jp/kurashi/gomi/jyosei/28syoue
ne.html

戸田市
環境配慮型システム等設置費補
助（個人･事業者用）

工事予定日に応じた申請期間
　第1期 H28.4.4 ～ 4.28
　第2期 H28.7.1 ～ 7.29
　第3期 H28.10.3 ～ 10.31
　第4期 H28.12.1～ 12.8

10万円/台　（個人･事業者ともに）
他種機器併設での加算可
総予算 1,931万円

先着 A ○
https://www.city.toda.saitama.jp
/soshiki/212/kankyo-seisaku-
simin-hozyo.html

新座市 省エネルギー設備設置費補助 H28.4.1 ～ H29.3.21 2万円 先着 B ○
http://www.city.niiza.lg.jp/soshiki
/15/shoenesetsubihojo.html

東松山市
エコタウン住宅モデル化補助（太
陽光発電設備等）

H28.4.1 ～ H29.2.29
5万円， 市内事業者施工で1万円加算
（HEMSおよび蓄電池の併設で、補助額合
計に5万円を加算）

先着 A ○

http://www.city.higashimatsuya
ma.lg.jp/soshiki/kankyosangyobu
/kankyo/menu/circumstance/ho
jokin/taiyoukou.html

日高市
住宅用省エネルギー機器設置費
補助

H28.4.1 ～ 5万円 先着 A
○

9.20時点予算残
240万円

http://www.city.hidaka.lg.jp/6,52
446,16.html

深谷市 住宅用省エネ設備設置費補助 H28.4.1 ～ H29.3.31
6万円、　他種機器との重複申請可
総予算枠 200件（内，市内業者優先枠50
件）を予定

先着 B ○

http://www.city.fukaya.saitama.j
p/soshiki/kankyosuido/kankyo/t
anto/kankyo/seidohojo/1458805
705910.html

三郷市
太陽光発電システム等導入促進
事業費補助

H28.4.1 ～ H29.2月末頃
4万円
他種機器併設で加算可能 上限12万円
総予算 800万円を予定

先着 A ○
http://www.city.misato.lg.jp/686
7.htm

和光市
住宅用省エネルギー機器等設置
費補助

H28.4.1～
5万円
総予算 125万円

先着 A ○
http://www.city.wako.lg.jp/home
/kurashi/kankyou/ondankataisak
u/_14007/_12538.html

蕨市
地球温暖化対策設備等設置費補
助

前期：H28.4.1 ～ 9.30
後期：H28.10.3 ～ H29.2.6

5万円 先着 A ○
http://www.city.warabi.saitama.j
p/hp/page000007400/hpg00000
7311.htm

久喜市
住宅用エネルギーシステム設置
費補助

H28.4.15 ～ 12.22
5万円
総予算 10百万円

抽選 A ○
http://www.city.kuki.lg.jp/kurashi
/kankyo_animal/hojokin/h28jyuut
aku.html

志木市 省エネルギー機器設置費補助 H28.4.1 ～ H29.2.17
5万円
太陽光発電との同時設置の場合，2万円を
加算

先着 A ○
http://www.city.shiki.lg.jp/index.
cfm/37,53302,161,629,html

飯能市
住宅用太陽光発電システム等設
置補助

H28.4.14 ～ H29.2.28 15万円 先着 A
○

10.5時点予算残
421万円

http://www.city.hanno.saitama.jp
/0000001647.html

入間市
住宅用省エネルギー設備設置費
補助

第1期：H28.5.17 ～ 6.13
第2期：H28.10.4 ～ 10.31

5万円
予算額　第1期 450万円
　　　　　 第2期 564万円（1期残額を含む）

先着 A/B ○
http://www.city.iruma.lg.jp/sumai
_kurashi/sumai_kankyo/017039.h
tml

小川町
住宅用エネルギーシステム設置
費補助

H28.6.1 ～ H29.2.28

5万円
町内業者による販売もしくは施工の場合、
2万円を加算
総予算額 100万円

先着 A ○
http://www.town.ogawa.saitama.j
p/sp/0000001505.html

上里町
住宅用新・省エネルギー機器設置
費補助

H28.4.1 ～
10万円
地域商品券で交付

先着 A ○
http://www.town.kamisato.saita
ma.jp/pdf/calender2016.pdf

長瀞町
住宅用高効率給湯器の設置費補
助

H28.4.1 ～ 2万円 先着 A ○
http://www.town.nagatoro.saita
ma.jp/sumai/jyukoritsu/
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補助事業内容

寄居町 エコハウス推進事業補助 H28.4.1 ～ H29.2.28
10万円
他設備との重複申請可

先着 A ○
https://www.town.yorii.saitama.j
p/soshiki/11/ecohouse.html

嵐山町
太陽光発電・高効率給湯器等設
置補助

H28.4.1 ～ 5万円 － A ○
http://www.town.ranzan.saitama.
jp/0000000252.html

千葉県
住宅用省エネルギー設備等導入
促進事業補助
 （各市町村で実施）

http://www.pref.chiba.lg.jp/shige
n/chikyuukankyou/ne/shien-
ippan.html

千葉市
再生可能エネルギー等設備導入
事業補助

H28.4.15 ～ H29.1.13
10万円
事業者も対象
省エネ機器分予算額 3,910万円

先着 A
○

9.23時点予算残
1,572万円

http://www.city.chiba.jp/kankyo
/kankyohozen/hozen/ondanka/r
enewable-energy-hojo.html

旭市
住宅用省エネルギー設備設置補
助

H28.4.1 ～
10万円
エネファーム分として 7件を予定

先着 A ○
http://www.city.asahi.lg.jp/sectio
n/kankyo/news/2014-0325-
1953-8.html

我孫子市
住宅用省エネルギーシステム設
備設置費補助

H28.4.1 ～ H29.2.28 10万円 先着 A ○
http://www.city.abiko.chiba.jp/an
shin/kankyo_kougai/chikyuondan
ka/h27shoenergy_hojo.html

市川市
スマートハウス関連設備設置助
成

H28.4.1 ～ H29.2.28
10万円
総予算 3,073万円

先着 B
○

10.11時点予算残
2,612万円

http://www.city.ichikawa.lg.jp/en
v01/1111000130.html

市原市
住宅用省エネルギー設備等設置
補助

H28.4.1 ～ H29.1.31
10万円
総予算額 605万円

先着 B
○

8.31時点予算残
501万円

http://www.city.ichihara.chiba.jp
/kurashi/kankyoryokuka/kankyo
/jyosei_kashidashi/syoenehojoH2
8.html

印西市
住宅用省エネルギー設備設置費
補助

H28.4.1 ～ H29.3.10
10万円
総予算 4,830万円

先着 B
○

9月末時点予算残
3,602万円

http://www.city.inzai.lg.jp/00000
02584.html

浦安市 エコホーム補助 H28.4.1 ～ 10万円 先着 A ○
http://www.city.urayasu.lg.jp/tod
okede/kankyo/torikumi/ondanka
/1000599.html

柏市 エコハウス促進総合補助 H28.4.1 ～ H29.2.28
10万円
エネファーム分として 1,000万円を予定

先着 B
○

10.4時点予算残
720万円

http://www.city.kashiwa.lg.jp/ec
osite/ondanka/shimin/p034620.
html

勝浦市
住宅用省エネルギー設備等設置
補助

H28.4.1 ～ H29.1.31
10万円
戸建住宅のみ

先着 A ○
http://www.city.katsuura.lg.jp/fo
rms/info/info.aspx?info_id=31445

香取市
住宅用省エネルギー設備設置補
助

H28.4.1 ～
10万円
エネファーム分として10件を予定

先着 A
○

9.30時点予算残
6件分

https://www.city.katori.lg.jp/livin
g/kankyohozen/taiyoko/hojokins
eido.html

鴨川市
住宅用省エネルギー設備設置補
助

H28.4.1 ～ 10万円 先着 A ○
http://www.city.kamogawa.lg.jp/
kankyo_sangyo/kankyo/1412661
584602.html

木更津市
住宅用省エネルギー設備設置補
助

H28.5.12 ～
10万円
総予算額 3,325万円

先着 A
○

8.31時点予算残
2,045万円

http://www.city.kisarazu.lg.jp/12,
31697,20,137.html

君津市
家庭用燃料電池システム（エネ
ファーム）設置補助

H28.4.11 ～ 10万円 先着 A ○
https://www.city.kimitsu.lg.jp/co
ntents_detail.php?co=new&frmId=
9431

佐倉市
住宅用省エネルギー設備設置費
補助

H28.5.6 ～ 10万円 先着 A ○
http://www.city.sakura.lg.jp/000
0014936.html

袖ヶ浦市
住宅用省エネルギー設備設置補
助

H28.4.1 ～ 10万円 先着 A ○
http://www.city.sodegaura.lg.jp/s
oshiki/kankyo/syouenesisutemu.
html

白井市
住宅用省エネルギー設備等設置
費補助

H28.5.11 ～
10万円
総予算 817万円

先着 B
○

9.13時点予算残
625万円

http://www.city.shiroi.chiba.jp/k
urashi/kankyo/k03/1456981893
190.html

館山市
住宅用省エネルギー設備設置費
補助

H28.4.1 ～ 10万円 先着 A ○
http://www.city.tateyama.chiba.j
p/kankyou/page100073.html

富里市
住宅用省エネルギー設備設置補
助

H28.4.1 ～ 10万円 先着 A ○
http://www.city.tomisato.lg.jp/00
00004165.html

流山市
住宅用省エネルギー設備設置補
助

H28.6.6 ～ H29.3.10
10万円
他対象設備との同時申請可
総予算額 450万円

先着 B
○

8月末時点予算残
351万円

http://www.city.nagareyama.chib
a.jp/life/34/273/018498.html

習志野市
住宅用省エネルギー設備等設置
費補助

H28.4.1 ～
　　　  H29.3.31（都市ガス用）
　　　　H29.2.28（LPガス用）

都市ガス（企業局）用：30万円
LPG用：10万円

先着 B ○
http://www.city.narashino.lg.jp/j
oho/keikaku/toshikankyo/25082
0160318143126336.html

成田市
住宅用省エネルギー設備（エネ
ファーム）設置費補助

H25.10.1 ～ H31.3末 10万円 先着 B ○
http://www.city.narita.chiba.jp/si
sei/sosiki/kankei/ene_farm.html
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事業名
※２

H28受付期間
エネファーム導入補助内容

(上限額，条件，予算額･予定件数，等）
採択法

申請
時期
※３

予算残状況
※４

都道府県
市･区・町

※１

補助事業内容

野田市 住宅用省エネルギー設備補助 H28.4.1 ～ H29.2.28 10万円 先着 B
○

9.23時点予算残
80万円

http://www.city.noda.chiba.jp/ku
rashi/oshirase/toshi/1000746.ht
ml

船橋市
住宅用太陽光発電システム・省エ
ネルギー設備設置費補助

H28.4.25 ～ H29.2.28

10万円
船橋市住宅用高効率給湯器設置促進事
業補助金を受けた場合は対象外
総予算 5,287万円

先着 B
○

10.7時点予算残
3,665万円

http://www.city.funabashi.lg.jp/m
achi/kankyou/004/p029346.html

松戸市
住宅用省エネルギー設備設置費
補助

H28.4.1 ～ H29.3.10
10万円
エネファーム分として 100件を予定

先着 B
○

8月末時点予算残
73件分

http://www.city.matsudo.chiba.jp
/kurashi/kankyou/tikyuuondanka
/hojokin/H28_shoene.html

南房総市
住宅用省エネルギー設備設置費
補助

H28.7.1 ～ 10万円 先着 A ○
http://www.city.minamiboso.chib
a.jp/0000007676.html

茂原市
住宅用省エネルギー設備等設置
費補助

H28.5.13 ～
10万円
エネファーム分として10件を予定

先着 A ○
http://www.city.mobara.chiba.jp/
0000001303.html

八千代市
家庭用燃料電池システム（エネ
ファーム）設置費用補助

H28.4.1 ～
10万円
エネファーム分予算額 150万円

先着 A ○
http://www.city.yachiyo.chiba.jp/
123508/page100019.html

四街道市
住宅用省エネルギー設備設置費
補助

H28.4.15 ～ H29.3.15
10万円
総予算 400万円

先着 B
○

9.29時点予算残
280万円

http://www.city.yotsukaido.chiba
.jp/kurashi/kankyo/kankyohozen
/jutaku_syouene.html

一宮町
住宅用省エネルギー設備設置補
助

H28.4.1 ～ 10万円 先着 A ○
http://www.town.ichinomiya.chib
a.jp/machizukuri/207/4.html

御宿町
住宅用省エネルギー設備設置補
助

H28.4.11 ～ H29.1.31 10万円 先着 A ○
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
sub1/7/syouenerugi.html

鋸南町
住宅用省エネルギー設備設置補
助

H28.4.1 ～ 10万円 － A ○
http://www.town.kyonan.chiba.jp
/kyonan/information/information
8257/

栄町
住宅用省エネルギー設備等設置
費補助

H28.4.13 ～ 10万円 先着 A ○
http://www.town.sakae.chiba.jp/i
ndex.php?code=2425

酒々井町
住宅用省エネルギー設備設置補
助

H28.4.1 ～ 20万円 先着 A ○
http://www.town.shisui.chiba.jp/
docs/2015032300033/

東庄町
住宅用省エネルギー設備設置補
助

H28.4.1 ～ 20万円 － A ○
http://www.town.tohnosho.chiba.
jp/002service/c003/2011-0706-
1133-21.html

東京都
スマートエネルギー都市推進事業
（家庭の創エネ･エネルギーマネジ
メント促進事業）

H28年度は事前申請済み者に
よる交付申請のみ受付

　－ － － －
http://www.tokyo-
co2down.jp/subsidy/hems/

東京都
家庭におけるエネルギー利用の
高度化促進事業

H28.6.27 ～ H32.3.31
戸建て住宅：10万円、集合住宅：15万円
総予算額（H28～H33年度） 約35億円

先着 B
○

9月末時点申請
1,698件

http://www.tokyo-
co2down.jp/subsidy/kodo-
riyoka/

千代田区 省エネルギー改修等助成 H28.4.1 ～ H29.2.15 50万円 先着 A ○
http://www.city.chiyoda.lg.jp/koh
o/machizukuri/kankyo/hojo/sho
-ene.html

中央区
自然エネルギー及び省エネル
ギー機器等導入費助成制度

H28.4.1 ～

住宅用：65万円
　（中央ｺｱｱｸﾄの認証で78万円へ増額）
事業所用：20万円
　（中央ｺｱｱｸﾄの認証で50万円へ増額）

－ A ○
http://www.city.chuo.lg.jp/kanky
o/seisaku/taisaku/kikijosei/inde
x.html

港区
ガスコージェネレーションシステム
(エコウィル、エネファーム)設置費
助成

H28.4.1 ～ H29.2.28
35万円
（中小企業者，個人事業者も対象）

先着 A ○
http://www.city.minato.tokyo.jp/
chikyukankyou/kankyo-
machi/kankyo/hojo/kyutoki.html

新宿区
（個人住宅用）新エネルギー及び
省エネルギー機器等導入補助金
制度

H28.4.15 ～ H29.2.28
10万円
エコキュートと合わせ予算額 1,000万円

先着 A ○
http://www.city.shinjuku.lg.jp/sei
katsu/kojinshoenergy.html

文京区
環境配慮型給湯器・家庭用燃料
電池設置費助成

前期：H28.5.16 ～ 6.30
後期： H28.10.3 ～ 11.15

20万円
環境配慮型給湯器（太陽熱等）との重複申
請可、中小企業も対象
エネファーム分として各期30件を予定

抽選 A ○
http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosi
ki_busyo_kankyo_hozen_energy_ky
uutou.html

台東区
再生可能エネルギー機器等助成
（個人宅，共同住宅)

H28.4.1 ～ 14万円 先着 A ○
http://www.city.taito.lg.jp/index/
kurashi/kankyo/jyoseiseido/saie
ne.html

墨田区 地球温暖化防止設備導入助成 H28.4.1 ～ H29.2月末
5万円
分譲/集合住宅、事業所も対象

先着 A ○
http://www.city.sumida.lg.jp/kura
shi/kankyou_hozen/ecojyoseisei
do.html

江東区 地球温暖化防止設備導入助成 H28.4.1 ～ H29.3.10
住宅向け：10万円
事業所向け：20万円

先着 A ○
http://www.city.koto.lg.jp/seikat
su/kankyo/7276/43409.html
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事業名
※２

H28受付期間
エネファーム導入補助内容

(上限額，条件，予算額･予定件数，等）
採択法

申請
時期
※３

予算残状況
※４

都道府県
市･区・町

※１

補助事業内容

目黒区
住宅用新エネルギー及び省エネ
ルギー機器設置費助成

H28.6.1 ～ H28.12.28
5万円
総予算額 1,047万円

先着 A
○

9.13時点予算残
538万円

http://www.city.meguro.tokyo.jp/
kurashi/shizen/ondanka_taisaku/
taiyoukou.html

杉並区 低炭素推進機器導入助成 H28.4.4 ～ H29.2.28 5万円 先着 A ○
http://www.city.suginami.tokyo.jp
/guide/gomi/syouene/1004921.h
tml

豊島区 エコ住宅普及促進費用助成 H28.4.1 ～ H29.1.31
8万円
総予算 約1,500万円を予定

先着 A
○

10.1時点予算残
1,015万円

http://www.city.toshima.lg.jp/14
9/machizukuri/shizen/ecojutaku
/003402.html

北区
新エネルギー及び省エネルギー
機器等導入助成

H28.4.1 ～
5万円
区内事業者による施工で1万円加算

先着 A ○
https://www.city.kita.tokyo.jp/ka
nkyo/jutaku/kankyo/hojo/energ
y/jose-info.html

荒川区
エコ助成金交付制度
（太陽光発電・家庭用燃料電池装
置等の設置助成）

H28.4.1 ～
5万円
HEMS併設が条件

先着 A ○
https://www.city.arakawa.tokyo.j
p/kankyo/josei/28eco_jyosei.htm
l

板橋区
住宅用新エネ及び省エネ機器等
導入補助

H28.4.1 ～ H29.3.10 5万円 先着 A ○
http://www.city.itabashi.tokyo.jp
/c_kurashi/004/004900.html

練馬区
再生可能エネルギー・省エネル
ギー設備設置補助

設備設置日に応じた申請期間
 第1期：H28.4.15 ～ .8.1
 第2期：H28.8.2 ～ 11.30
 第3期：H28.12.1 ～ H29.2.29

6万円
事業者も対象
総予算、約54百万円を予定

各期
抽選

B ○
https://www.city.nerima.tokyo.jp
/kurashi/shigoto/kankyo/hojo/2
8setubihojyo_annai.html

足立区
家庭用燃料電池システム（エネ
ファーム）設置費補助

設備設置日に応じた申請期間
 上期：H28.4.11 ～ 7.31
 下期：H28.10.1 ～ H29.1.31

5万円
予算枠 各期 20件を予定

各期
抽選

B
○

（上期：申請 56件
で抽選）

http://www.city.adachi.tokyo.jp/
kankyo/kurashi/kankyo/ondanka
-j-h24-denchi.html

葛飾区 かつしかエコ助成 H28.4.1 ～ H29.3.14 5万円 － A ○
http://www.city.katsushika.lg.jp/
kurashi/1000062/1003883/1003
921.html

昭島市
住宅用新エネルギー機器等普及
促進補助

設置完了日に応じた申請期間
第1期：H28.7.1 ～ 7.29
第2期：H28.10.3 ～ 10.31
第3期：H29.1.4 ～ 1.31
第4期：H29.3.1 ～ 3.17

5万円
HEMS等の導入が条件

各期
抽選

B ○
http://www.city.akishima.lg.jp/s0
68/020/010/010/040/020/2015
0116165308.html

あきる野市
新エネルギー・省エネルギー機器
設置費補助

H28.6.15～ 8.19
4万円
エネファーム分として 2台を予定

抽選 － ×
http://www.city.akiruno.tokyo.jp/
0000006585.html

稲城市
住宅用創エネルギー機器等導入
促進事業補助

詳細はH28.11月以降に発表 総予算額 763万円 － － －
https://www.city.inagi.tokyo.jp/k
ankyo/kankyou/oshirase/souene
hojyo.html

清瀬市 太陽光発電システム等設置補助
設備設置日に応じた申請期間
 第1期：H28.6.1 ～ 8.8
 第2期：H28.12.1 ～ H29.2.6

5万円
各期
抽選

B
○

（第1期：予算内の
受付）

http://www.city.kiyose.lg.jp/s051
/030/010/010/050/2016021515
5958.html

国立市
住宅用スマートエネルギー関連シ
ステム設置費補助

H28.6.8 ～ 5万円 先着 B ○

http://www.city.kunitachi.tokyo.j
p/soshiki/Dept05/Div02/Sec01
/gyomu/0460/0461/ondankatais
aku/ecosubsidy.html

小金井市
住宅用新エネルギー機器(太陽光
発電等)等普及促進補助

H28.6.1 ～ 5万円 － － ○
https://www.city.koganei.lg.jp/s
mph/kurashi/473/oshirase/D04
0101020140331ene.html

国分寺市
住宅用太陽光発電機器等設置費
用の助成

H28.4.1 ～ 4万円 － A ○
http://www.city.kokubunji.tokyo.j
p/smp/kurashi/1011090/101142
5/1002416.html

小平市
新エネルギー機器設置モニター
助成

H28.4.1 ～ H29.3.31

2.5万円
Web版小平市環境家計簿 楽しく省エネ
ECOダイラーくらし宣言」への参加が条件
エネファーム分として100件を予定

先着 B ○
http://www.city.kodaira.tokyo.jp/
kurashi/048/048651.html

狛江市
家庭用燃料電池（エネファーム）
設置助成

H28.4.15 ～ H28.1.29
5万円
予算枠 20台分を予定

先着 A
×

予算枠消化済み

http://www.city.komae.tokyo.jp/i
ndex.cfm/41,69467,313,2006,htm
l

多摩市
（既築）住宅用創エネルギー・省エ
ネルギー機器導入補助

H28.9.1 ～ 10.7 6万円 抽選 B ×
http://www.city.tama.lg.jp/16852
/16899/023549.html

調布市
民生用燃料電池（エネファーム）
購入費補助

H28.4.1 ～
4万円
予算額 520万円

抽選 B
○

8.31時点予算残
442万円

http://www.city.chofu.tokyo.jp/w
ww/contents/1378711163332/in
dex.html

羽村市
創省エネルギー化助成
（創省エネエコポイント）

H28.4.1 ～

創エネメニューとしてエコポイント（市内で
利用可）を付与
　市内事業者施工の場合：5万円相当
　その他の場合：3.5万円相当
小規模企業者も対象
総予算額 590万円

先着 B ○
http://www.city.hamura.tokyo.jp/
0000004638.html
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エネファーム導入補助内容
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※４
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市･区・町

※１

補助事業内容

東村山市
住宅用省エネルギー機器設置費
補助

H28.7.1 ～ 10.31 5万円 抽選 B ○
http://www.city.higashimurayam
a.tokyo.jp/kurashi/gomi/hojo/sy
ouenehojo.html

日野市 太陽光発電システム等への助成 H28.11.1 ～ H29.12.22
2万円
EF分として5件を予定
対象住宅はエコ住宅としての認定が必要

抽選 B ○
http://www.city.hino.lg.jp/index.c
fm/198,113501,315,1877,html

府中市 エコハウス設備設置補助 H28.4.1 ～
2.5万円
エコ住宅としての認定が条件

先着 A ○
http://www.city.fuchu.tokyo.jp/k
urashi/sekatu/kankyo/ekohausu.
html

三鷹市
新エネルギー・省エネルギー設備
設置助成

H28.4.1 ～
3万円
総予算額 900万円

先着 B
○

10.7時点予算残
438万円

http://www.city.mitaka.tokyo.jp/
c_service/057/057021.html

武蔵野市
効率的なエネルギー活用推進助
成

H28.4.1 ～ H29.3.31
6万円
HEMS併設が条件

先着 B ○
http://www.city.musashino.lg.jp/
kurashi_guide/shouene_eco/josei
_assen/1005095.html

武蔵村山市
安心安全・エコ住宅等改修助成事
業補助（新エネルギー利用機器等
設置費補助）

H28.4.1 ～ H29.3.31
5万円
市内事業者からの購入等が条件

先着 B ○
http://www.city.musashimuraya
ma.lg.jp/kurashi/sangyou/10009
53.html

瑞穂町
住宅用創エネ・省エネ機器購入費
助成

H28.4.1 ～ H29.3.31
6.5万円、 HEMS同時設置の場合 8万円
総予算額 540万円

先着 B
○

9.1時点予算残
413万円

http://www.town.mizuho.tokyo.jp
/guide/juutaku/kankyoukiki.html

神奈川県
ネット･ゼロ･エネルギー･ハウス導
入事業

h28.4.26 ～ 8.9
他設備との合算で40万円/戸が上限
ZEH実現住宅が条件

先着 B
×

8.9に予算枠消化
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt
/f470193/p947976.html

横浜市
住宅用自立分散型エネルギー設
備設置費補助

H28.5.17 ～ H29.2.10

5万円
予算枠 545件分を予定（一般枠）、別途に
市ZEH補助申請者向け枠（ZEH枠）として
20件分を予定

先着 A
△

9.12で一般枠分の
予算消化

http://www.city.yokohama.lg.jp/k
ankyo/ondan/enehojo/jiritu/

川崎市
創エネ・省エネ・蓄エネ機器導入
補助

H28.4.1 ～ H29.2.15
3万円
HEMS併設が条件
総予算枠 約650件

先着 A
○

10.11時点予算残
約500件分

http://www.city.kawasaki.jp/kura
shi/category/24-4-16-1-0-0-
0-0-0-0.html

相模原市
住宅用スマートエネルギー設備導
入奨励金

第1期 H28.7.1～ 7.29
第2期 H28.11.1 ～ 11.30
第3期 H29.2.15 ～ 3.15

5万円
他設備併設での加算可能
蓄電池分を含め 420件を予定

各期
抽選

B ○
http://www.city.sagamihara.kana
gawa.jp/kankyo/hojyo/033556.ht
ml

横須賀市 よこすかエコポイント H28.5.16 ～ H29.2.3
8,000円相当のエコポイント券
総予算枠として450件程度を予定

先着 B
○

9.14時点予算残
336件分

http://ecoyoko.com/event/ecop
oint.html

小田原市 家庭用燃料電池システム補助 H28.4.1 ～ H29.2.28
5万円
15件程度を予定

先着 A
×

9.9.で予算枠消化

http://www.city.odawara.kanaga
wa.jp/field/envi/energy/subsidy
/h28enefarm.html

厚木市 スマートハウス導入奨励金 H28.4.21 ～ H29.3.21
5万円
エネファーム分として24件を予定

先着 B
○

10.3時点予算残
22件分

http://www.city.atsugi.kanagawa.
jp/shiminbenri/environment/ene
rgy/hojokin/d021763.html

茅ヶ崎市
住宅用コージェネレーションシステ
ム設置費補助

H28.4.1 ～ H29.2.28
5万円
総予算枠として 53件分（太陽熱設備を含
む）を予定

先着 A
×

7.25で予算枠消化

http://www.city.chigasaki.kanaga
wa.jp/kankyo/1003449/1003460.
html

海老名市
環境保全対策支援事業（太陽光
発電施設・エネファーム･エコカー
等）補助

H28.4.1 ～ H29.2.15 6万円 先着 A ○
http://www.city.ebina.kanagawa.j
p/www/contents/145881657326
6/index.html

鎌倉市
再生可能エネルギー・省エネ機器
等設置費補助

H28.4.1 ～
4万円
HEMS併設が条件
総予算 400万円

抽選 A
○

9.21時点予算残
263万円

http://www.city.kamakura.kanag
awa.jp/kankyo/28saiseihojyo.htm
l

座間市
スマートハウス関連設備設置補
助

H28.4.15 ～ H29.2.20
4万円
エネファーム分として20件を予定

先着 A ○
http://www.city.zama.kanagawa.j
p/www/contents/139588679337
2/index.html

藤沢市
家庭用燃料電池システム設置費
補助

H28.7.11 ～ H29.2.28
5万円
250件を予定
市内事業者による施行が条件

先着 A ○

https://www.city.fujisawa.kanaga
wa.jp/kankyou-
s/machizukuri/kankyo/hojo/h26
denchi.html

綾瀬市
住宅用スマートエネルギー設備導
入補助

H28.4.1 ～ H29.3.15 5万円 先着 B ○
http://www.city.ayase.kanagawa.
jp/hp/page000028300/hpg00002
8276.htm

逗子市
住宅用スマートエネルギー設備等
導入費補助

H28.5.2 ～ H29.2.15
3万円
他設備併設での加算可能
総予算額 99万円を予定

先着 A ○
http://www.city.zushi.kanagawa.j
p/syokan/kankyo/smartenergy/
p05355.html

秦野市
住宅用スマートエネルギー設備設
置費補助

H28.4.18 ～
5万円
HEMS併設で1万円加算
市内事業者による施工が条件

先着 A ○
https://www.city.hadano.kanaga
wa.jp/kogyo/kogyo/kogyo103.ht
ml

大磯町
スマートエネルギー設備導入費補
助

H28.4.1 ～ H29.3.31
5万円
HEMS設置が条件

－ A ○
http://www.town.oiso.kanagawa.j
p/kurashi/kankyou/seisaku/201
400618.html
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事業名
※２

H28受付期間
エネファーム導入補助内容

(上限額，条件，予算額･予定件数，等）
採択法

申請
時期
※３

予算残状況
※４

都道府県
市･区・町

※１

補助事業内容

寒川町
住宅用太陽光発電システム・エネ
ファーム設置補助

H28.5.10 ～
5万円
エネファーム分として10件を予定

先着 A
○

9月末時点予算残
4件分

http://www.town.samukawa.kana
gawa.jp/kurashi/jutaku/1365550
848158.html

葉山町
再生可能エネルギーシステム等
設置補助

H28.4.1 ～
5万円
総予算 300万円

先着 A ○
http://www.town.hayama.lg.jp/ku
rasu/kankyo/saiene.html

新潟県

長岡市
省エネルギー・新エネルギー設備
等導入事業補助

H28.4.13 ～ H29.2.28
30万円
他設備との同時設置の場合、上限50万円
総予算 5,850万円

先着 A
×

8.29で予算枠消化

http://www.city.nagaoka.niigata.j
p/kurashi/cate09/kankyo-
hojyo/energy.html

上越市
エネファーム助成金
（ガス水道局）

H28.4.11 ～
40万円
予算枠 5台分を予定

先着 A ○
http://gwhp.city.joetsu.niigata.jp
/customer/pickup_list/joseikin/

柏崎市
低炭素型家庭用創エネ･省エネ機
器導入補助

H28.5.16 ～
20万円
他設備との同時申請時 上限50万円

先着 A ○
http://www.city.kashiwazaki.lg.jp
/ondan/machi/kankyo/hojo/sho
ene.html

柏崎市
家庭用燃料電池保守点検助成制
度　（ガス水道局）

H28.4.1 ～
20万円
（ただし、10年間の保守点検費用につい
て）

－ A ○
http://www.city.kashiwazaki.lg.jp
/ryokin/machi/gas/gas/jigyo/do
nyu.html

魚沼市 再生可能エネルギー普及促進 H28.4.1 ～ H29.2.28 15万円 先着 A ○
http://www.city.uonuma.niigata.j
p/docs/2015012600412/

燕市 住宅リフォーム助成 H28.3.28 ～

工事費の10%，上限10万円
給湯設備工事も対象
ただし、住宅用火災警報器の設置および
市内登録施工業者の利用が条件

先着 A
×

6.20で予算枠消化
http://www.city.tsubame.niigata.j
p/lifeline/021000006.html

見附市 新エネルギー導入促進事業 H28.4.1 ～ 30万円 先着 A ○
http://www.city.mitsuke.niigata.j
p/14819.htm

見附市
エネファーム、エコウィル、エコ
ジョーズ導入助成制度
（ガス上下水道局）

H28.5.9 ～
20万円
（ただし，10年間の保守点検費用につい
て）

先着 A ○
http://www.city.mitsuke.niigata.j
p/8611.htm

妙高市
都市ガス機器導入助成
（ガス上下水道局）

　－ 20万円 － A ○
http://www.city.myoko.niigata.jp
/waterservice/1171.html

五泉市
住宅用省エネ設備等（太陽光発
電、エネファーム、エコウィル）設
置費補助

H28.4.11 ～
20万円
市内業者による設置が条件
総予算額 200万円

先着 A ○
http://www.city.gosen.lg.jp/shise
i/kankyo-seisaku/002626.html

富山県

富山市 省エネ設備等導入補助 H28.4.1 ～ H29.3.31
5万円
他設備との重複申請可

－ B ○

http://www.city.toyama.toyama.j
p/kankyobu/kankyoseisakuka/on
dankataisakukikaku/shoenesetsu
bihojo.html

立山町
三世代同居住宅設備環境保全化
支援事業補助

H28.5.9 ～H29.2.28
5万円
三世代以上の同居世帯が対象
町内業者による施工が条件

先着 A ○

http://www.town.tateyama.toya
ma.jp/pub/event-
topics/svTopiDtl.aspx?servno=5
446

石川県

金沢市
住宅用高効率エネルギー設備設
置費補助

H28.4.1 ～ 10万円 先着 A ○
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/
25001/seisaku/jyosei_yushi/kyut
o_hojyo.html

福井県

福井市
燃料電池導入支援助成
（企業局）

H28.4.1 ～
30万円
ガス局供給都市ガスを6年間以上使用する
ことが条件

－ A ○
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi
/suidogas/gproject/enefarm.htm
l

福井市
ダブル発電売電促進助成
（企業局）

H28.4.1 ～

太陽光発電（併設が条件）売電量に応じて
7円/kw，助成期間120カ月
都市ガス熱源であり，太陽光発電も設置し
ていることが条件

－ B ○
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi
/suidogas/gproject/daburu.html

越前市
住宅用太陽光発電・省エネ設備
補助金

H28.4.1 ～

エネファーム導入費加算として1万円/kW
（加算額上限4万円）
市内事業者の施工が条件
総予算枠 350万円

－ A ○
http://www.city.echizen.lg.jp/offi
ce/060/051/hojyoseido/taiyouk
ou.html

山梨県
住宅用自立・分散型エネルギー設
備設置費補助

H28.4.18 ～ 12.20
10万円
Li蓄電池、V2Hと併せ、総予算額 550万円

先着 A
×

V2Hを除き、7.1で
予算枠消化

http://www.pref.yamanashi.jp/s
martphone/energy-
seisaku/energy-v2h.html

甲府市 地球温暖化対策導入促進助成 H28.4.1 ～ 1万円 － B ○
http://www.city.kofu.yamanashi.j
p/kankyohozen/machi/kankyo/s
hisaku/20130328.html

都留市
住宅用自然エネルギー及び省エ
ネルギー機器設置費補助

H28.4.1 ～
3万円
総予算額 500万円

－ B ○
http://www.city.tsuru.yamanashi.
jp/forms/info/info.aspx?info_id=2
0696
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事業名
※２

H28受付期間
エネファーム導入補助内容

(上限額，条件，予算額･予定件数，等）
採択法

申請
時期
※３

予算残状況
※４

都道府県
市･区・町

※１

補助事業内容

長野県

長野市
エネファーム（家庭用燃料電池シ
ステム）設置補助

H28.4.1 ～

10万円
設置後の電気・ガス使用量データ提供が
条件
予算枠 50件を予定

－ A
○

10.3時点予算残
32件分

https://www.city.nagano.nagano.j
p/soshiki/kankyo/128421.html

小諸市 省エネルギー機器等設置費補助 H28.4.1 ～
2万円
市内事業者による施工が条件

先着 A ○
http://www.city.komoro.lg.jp/doc
/2015031200143/

大町市
住宅性能向上リフォーム支援事
業補助

H28.4.1 ～
工事費の20%以内（上限 20万円）
市内業者による施工が条件
総予算額 30百万円

先着 A
×

8.9で予算枠消化

http://www.city.omachi.nagano.jp
/00011000/00012400/00012301
_2.html

塩尻市
住宅用省エネルギー設備設置費
補助

H28.4.11 ～
10万円
省エネナビもしくはHEMSとの併設が条件
蓄電池分と合わせて予算枠 6件分を予定

先着 A ○
http://www.city.shiojiri.nagano.jp
/kurashi/kankyo/kankyohozen/s
innenehojyokinn.html

坂城町
住宅用スマートエネルギー設置導
入事業補助

H28.4.1 ～ 7.5万円 先着 A ○
http://www.town.sakaki.nagano.j
p/www/contents/100100000013
3/index.html

静岡県

浜松市
創エネ・省エネ・蓄エネ型住宅推
進事業費補助

H28.5.2 ～ H29.3.31
10万円
他設備設置との重複申請可

先着 B ○
http://www.city.hamamatsu.shiz
uoka.jp/shin-
ene/smart_hojyo/h28.html

沼津市
新エネルギー及び省エネルギー
機器設置費補助

H28.4.1 ～ H29.2.28
4万円
総予算（事業所用太陽光発電を含む） 約
20百万円を予定

先着 A
○

8月末時点予算残
1,222万円

http://www.city.numazu.shizuoka
.jp/kurashi/sumai/kankyo/topics
/hojyokin_h28.htm

富士市 市民温暖化対策事業費補助 H28.4.1 ～ 12.15
ゼロエネ新築住宅を対象に 25万円
ゼロエネ住宅補助として 40件分を予定

先着 A
△

10.3時点予算残
3件分

http://www.city.fuji.shizuoka.jp/s
p/kurashi/c0903/rn2ola000000c
ubn.html

藤枝市
住宅用新エネルギー機器設置補
助

H28.6.1 ～
15万円
総予算枠 10百万円を予定

先着

A
（但し
4.1～

6.1着工
を含む）

○
9.15時点予算残

約760万円

http://www.city.fujieda.shizuoka.j
p/mokuteki/teate_josei/kurashi/
1450351257397.html

磐田市
新エネルギー及び省エネルギー
設備普及促進奨励金

H28.4.25 ～ H29.3.31
1万円
総予算 10百万円 を予定

先着 B
○

9.1時点予算残
714万円

http://www.city.iwata.shizuoka.jp
/seido/kankyou/kan003.php

御前崎市
新エネルギー・省エネルギー機器
導入促進補助

H28.4.1 ～
12万円
総予算 12百万円を予定

－ A ○
http://www.city.omaezaki.shizuo
ka.jp/kankyo/machi/kankyo/hojo
/donyu.html

三島市 スマートハウス設備導入費補助 H28.4.1 ～

5万円
他設備重複申請時の上限 17.5万円
総予算 1,150万円（内，太陽光以外で90件
程度）を予定

先着 A
○

9月末時点予算残
431万円

https://www.city.mishima.shizuo
ka.jp/ipn019745.html

富士宮市 創エネ・蓄エネ機器等設置費補助 H28.4.1 ～ H29.2.28
10万円　（リースの場合 5万円）
総予算 40百万円を予定

先着 A
○

8.2時点予算残
2,597万円

http://www.city.fujinomiya.shizu
oka.jp/citizen/llti2b0000000wui.h
tml

焼津市
住宅用新エネルギー機器（エネ
ファーム）設置事業補助

H28.4.4 ～ H29.1.31
16万円
20件を予定

先着 A/C
○

7.29時点予算残
9件分

http://www.city.yaizu.lg.jp/g03-
004/taiyoukou/2015sinnene.html

御殿場市
太陽光発電システム等 新・省エ
ネルギー機器設置事業補助

　～ H29.3.31
5万円
総予算額 1,300万円

－ B
○

9月末時点予算残
869万円

http://city.gotemba.shizuoka.jp/
kurashi/b-11/b-11-5/2653.html

裾野市 新エネルギー機器設置事業補助
H28.4.1 ～
事業所も対象

10万円
3種以上の機器設置で合計額に3万円加算
総予算額 10百万円

－ Ａ
○

9月末時点予算残
710万円

http://www.city.susono.shizuoka.
jp/life/es/taiyou.php

湖西市
新エネルギー及び省エネルギー
機器導入支援補助

H28.4.1 ～ H29.3.31
6万円
総予算額 1,540万円

先着 B
○

10.11時点予算残
1,129万円

http://www.city.kosai.shizuoka.jp
/6038.htm

清水町
新エネルギー及び省エネルギー
機器等設置費補助

H28.4.1 ～
15万円
総予算額 830万円

－ A ○
http://www.town.shimizu.shizuok
a.jp/chiiki/chiiki00022.html

長泉町
住宅用新・省エネルギーシステム
補助

H28.4.1 ～
（今年度限りで終了予定）

2.5万円 － B ○
http://japan.nagaizumi.org/kanky
ou/

愛知県
住宅用地球温暖化対策設備導入
促進費補助（各市町村補助事業
に含めて交付）

市町村毎に異なる 　- - - －
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/
ondanka/0000004471.html

名古屋市
家庭用燃料電池システム設置費
補助

H28.4.18 ～ H29.2.28
5万円
200件程度を予定

先着 A
×

5.30で予算枠消化
http://www.city.nagoya.jp/kanky
o/page/0000069219.html

豊橋市
住宅用燃料電池システム(エネ
ファーム）設置費補助

H28.4.1 ～ 5万円 － A ○
http://www.city.toyohashi.lg.jp/2
6012.htm
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事業名
※２

H28受付期間
エネファーム導入補助内容

(上限額，条件，予算額･予定件数，等）
採択法

申請
時期
※３

予算残状況
※４

都道府県
市･区・町

※１

補助事業内容

岡崎市
住宅用地球温暖化対策設備設置
費補助(太陽光、燃料電池、蓄電
池、HEMS)

H28.4.1 ～ H29.3.31
7万円
エネファーム分として，70件程度を予定

先着 A
△

9.26時点予算残
20件分程度

http://www.city.okazaki.lg.jp/155
0/1564/1621/p019886.html

豊田市 エコファミリー支援補助 H28.4.1 ～ H29.3.31
8万円
エコファミリー宣言が条件
エネファーム分として 150件を予定

先着 A
△

9.28時点予算残
38件分

http://www.city.toyota.aichi.jp/k
urashi/kankyou/hojokin/100202
9.html

春日井市
住宅用地球温暖化対策機器設置
費補助

H28.4.1 ～ H29.3.31
5万円
エネファーム分として100件を予定

先着 A
△

8.31時点予算残
37件分

http://www.city.kasugai.lg.jp/go
mi/keihatsu/027209.html

一宮市
家庭燃料電池コージェネレーショ
ンシステム設置補助

H28.4.1 ～
7万円
55件を予定

先着 A ○
http://www.city.ichinomiya.aichi.j
p/kurashi/gomi/1000176/10138
45.html

刈谷市
高効率エネルギーシステム（エネ
ファーム）設置費補助

H28.4.1 ～
10万円
60件を予定

先着 A
○

10.7時点予算残
29件分

https://www.city.kariya.lg.jp/kur
ashi/sumaikankyo/ekoroji/hojyo
/enefarm.html

東海市
住宅用太陽光発電システム等設
置費補助

H28.4.1 ～
太陽光発電への併設が条件で、10万円を
加算

先着 A ○
http://www.city.tokai.aichi.jp/73
85.htm

日進市
住宅用地球温暖化対策機器設置
費補助

H28.4.1 ～ H29.3.31
5万円
リースは対象外
総予算額，約11.5百万円を予定

先着 A
○

10.11時点予算残
約806万円

http://www.city.nisshin.lg.jp/sum
ai/16725/019480.html

みよし市 エコエネルギー促進事業補助 H28.4.25 ～
15万円
総予算額 68百万円

先着 A/B ○
http://www.city.aichi-
miyoshi.lg.jp/kankyo/hojyokin/ec
oenergyhojyo.html

瀬戸市
住宅用地球温暖化対策設備導入
費補助

H28.4.14 ～ 5万円 先着 A
×

8.5で予算枠消化
http://www.city.seto.aichi.jp/doc
s/2016030900058/

碧南市
スマートハウス設備設置費補助
（住宅用燃料電池システム設置補
助）

H28.4.11 ～
10万円
総予算額，32百万円

先着 A
○

10.7時点予算残
1,413万円

http://www.city.hekinan.aichi.jp/
KANKYOKA/kankyohozen-
kakari/02.hojyokin/1.smarthouse
/2.nenryodenchi/nenryodenchi-
index.htm

安城市 スマートハウス普及促進補助 H28.4.8 ～
10万円
総予算枠 4､275万円

先着 Ａ
○

10.7時点予算残
約2,512万円

http://www.city.anjo.aichi.jp/kur
asu/bika/smarthousehojokin.htm
l

稲沢市
家庭用燃料電池システム（エネ
ファーム）設置費補助

H28.4.1 ～ 5万円 先着 A ○
http://www.city.inazawa.aichi.jp/
ka_annai/kankyohozen/hojyo/en
efarm/top.html

新城市 住宅用エネファーム補助 H28.4.11 ～
5万円
予算枠として 5件分を予定

先着 A
△

10.6時点予算残
1件分

http://www.city.shinshiro.lg.jp/in
dex.cfm/6,41676,186,635,html

知立市
住宅用燃料電池システム設置補
助

H28.4.1 ～
10万円
予算枠として10件分を予定

－ A ○
http://www.city.chiryu.aichi.jp/s
oshiki/shimin/kankyo/gyomu/5/
1459331841993.html

尾張旭市
住宅用地球温暖化対策設備設置
費補助

第1期：H28.4.15 ～ 6.30
第2期：H28.9.1 ～ 10.31

10万円
市内業者施行分を優先採択
エネファーム分として各期 5件を予定

抽選 A
○

第1期は抽選実施

https://www.city.owariasahi.lg.jp
/kurasi/seikatu/kankyou/ondank
ataisakusetsubi/ondankataisakus
etsubihojo.html

豊川市
住宅用燃料電池システム設置費
補助

H28.4.1 ～ 5万円 先着 －
×

9.26で予算枠消化

http://www.city.toyokawa.lg.jp/k
urashi/kankyosumai/chikyuonda
nkataisaku/ondankataisaku/nenr
you_denchi_hojo.html

豊明市
家庭用燃料電池（エネファーム）
補助

H28.4.1 ～ 5万円 先着 A ○
http://www.city.toyoake.lg.jp/ka
nkyo/sin_energy/hojo_jigyo/hojo_
jigyo2804.html

幸田町
新エネルギーシステム設置等補
助

H28.4.7 ～
1.5万円
エネファーム分として16件を予定

先着 A ○
http://www.town.kota.lg.jp/index.
cfm/33,0,84,230,html

東浦町
住宅用地球温暖化対策機器設置
費補助

H28.4.1 ～ 10万円 先着 A ○

http://www.town.aichi-
higashiura.lg.jp/kurashi/shinsei_t
odokede/shinseisho/146062011
0485.html

岐阜県

岐阜市
家庭用燃料電池及び蓄電池普及
促進補助

H28.4.10 ～
10万円
家庭用のみが対象
エネファーム分予算枠として200件を予定

先着 B/C ○
http://www.city.gifu.lg.jp/19430.h
tm

大垣市
スマートライフ設備設置補助
（家庭用燃料電池設置事業補助）

H28.6.1 ～ H29.3.31
10万円
蓄電池設置補助と併せて40件を予定

先着 B/C ○
http://www.city.ogaki.lg.jp/00000
14172.html
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事業名
※２

H28受付期間
エネファーム導入補助内容

(上限額，条件，予算額･予定件数，等）
採択法

申請
時期
※３

予算残状況
※４

都道府県
市･区・町

※１

補助事業内容

多治見市
住宅用新エネルギーシステムの
補助

H28.4.1 ～ 10万円 先着 Ａ ○
http://www.city.tajimi.lg.jp/kuras
hi/kankyo/new-energy.html

富加町
住宅用新エネルギーシステム設
置補助

H28.4.1 ～ 10万円 － B ○
http://www.town.tomika.gifu.jp/s
ervice/life/l-1/hatudensetubi-
hojo.html

御嵩町
新エネルギーシステム普及支援
補助

H28.4.1 ～
10万円
エネファーム分として3件を予定

先着 A ○
http://www.town.mitake.gifu.jp/c
ontents/contents.cfm?id=2654&
g1id=16&enq=3

三重県

四日市市 新エネルギー等導入奨励金

H28.4.1 ～ H28.5.10
（期限内に募集件数に達しな
かったため、先着順でH29.1.31
まで期間延長）

3万円
中小企業者も対象
よっかいちCO2ダイエットチャレンジ宣言を
行うことが条件
総予算枠として 370件分を予定

抽選
(募集延
長分は
先着)

Ａ ○
http://www5.city.yokkaichi.mie.jp
/menu91770.html

川越町
新エネルギーシステム設置費補
助

H28.4.1 ～
5万円分
太陽光発電システム（別途補助 5万円
/kw）への併設が条件

－ B ○
http://www.town.kawagoe.mie.jp
/index.php/kurashi/life/solar_h2
804/

滋賀県
スマート・エコハウス普及促進事
業補助（自立分散型エネルギーシ
ステム枠）

H28.6.1 ～ H29.2.20

10万円
予算額、太陽光発電分を除いて 1,930万円
を予定
県内販売店からの購入が条件

先着 A/B
×

10.3で予算枠消化

http://www.ohmi.or.jp/ondanka/
10taiyoko/1001taiyokohojo/1001
taiyokohojo2016.html

大津市
再生可能エネルギー等関連機器
設置補助

H28.6.15 ～ H29.2.28
3万円
総予算額 572万円

先着 B/C
○

9.30時点予算残
391万円

http://www.city.otsu.lg.jp/kurash
i/jutaku/new/1464955220994.ht
ml

大津市
ダブル発電売電促進助成
（企業局）

28.4.1 ～ H29.3.31
4万円／年
（最長 10年間、ただし金額は見直しあり）

－ B ○
http://www.city.otsu.lg.jp/kigyo/j
ohokokai/yoko/1454032296631.h
tml

彦根市
「住もうよ！ひこね」リフォーム事
業

第1回： H28.4.1 ～ 5.13
第2回： H28.9.1 ～10.31

10万円　ただし、移住/新婚/子育て/3世代
同居の場合は15万円
省エネ対策工事として対象
市内業者による対象工事経費が20万円以
上であることが条件
第1回枠 300件程度、第2回枠 200件程度

先着 A ○
http://www.city.hikone.shiga.jp/0
000007974.html

守山市 エコファミリー支援助成金 H28.6.1 ～
20万円
既築住宅の場合は市内業者による施工が
条件

先着 A ○
https://www.city.moriyama.lg.jp/
kankyoseisaku/eko-f_usui.html

東近江市
コージェネレーションシステム設置
奨励金

H28.4.1 ～

自立運転型の場合 10万円
自立運転型で無い場合 5万円
（地域商品券での交付）
総予算額 3.5百万円

先着 B ○
http://www.city.higashiomi.shiga.
jp/0000005727.html

愛荘町 住宅省エネ等改修補助 H28.5.2 ～ H29.1.31
20万円
創エネルギー設備として対象

先着 A ○
http://www.town.aisho.shiga.jp/
main/whats_new/01_kurasi/syoe
ne.html

京都府

京都市 すまいの創エネ・省エネ応援事業 H28.4.11 ～ H29.3.31
8万円
他設備との重複申請可
総予算 約251百万円

先着 B ○
http://www.city.kyoto.lg.jp/kanky
o/page/0000164308.html

京田辺市
家庭用燃料電池システム等設置
補助

H28.4.1 ～ H29.3.29
5万円
総予算額 690万円を予定

先着 B/C ○
https://www.kyotanabe.jp/00000
09340.html

大阪府

堺市 スマートハウス化支援事業 H28.4.15 ～ H29.3.15

10万円
（太陽光発電システム、HEMS、蓄電池等と
の併設で最大補助額 42万円）
総予算額 約124百万円

先着 B
○

10.4時点予算残
99.5百万円

http://www.city.sakai.lg.jp/kuras
hi/gomi/ondanka/smarthouse/s
marthouse.html

高槻市 エコハウス補助金 H28.5.16 ～ 12.28

5万円
他設備含め2種以上の設置が条件（補助
額は加算）
総予算枠として 350件分を予定

先着 B ○
http://www.city.takatsuki.osaka.j
p/kurashi/kankyogomi/kankyopa
ge/hojokin/1430110621924.html

東大阪市
再生可能エネルギー等普及促進
事業補助

H28.6.1 ～ H28.2.28
5万円
エネファーム分として約160件を予定

先着 B ○
http://www.city.higashiosaka.lg.j
p/0000015249.html

豊中市
家庭用燃料電池システム(エネ
ファーム)設置補助

H28.5.9 ～
8万円
予算額 600万円

先着 Ａ
×

5.23で予算枠消化

http://www.city.toyonaka.osaka.j
p/machi/hojo_joseikin/kankyo_ho
jyo_jyosei/enefarm.html

池田市
家庭用燃料電池システム設置費
補助

H28.4.1 ～ H29.2.28 10万円 先着 A ○

http://www.city.ikeda.osaka.jp/s
oshiki/kankyo/kankyoseisaku/ho
joseidoannai/1429596955909.ht
ml

茨木市
家庭用燃料電池（エネファーム）・
太陽熱利用システム設置事業補
助

H28.4.1 ～ H29.3.17
4万円
総予算 2,500万円

先着 B
○

9.30時点予算残
1,931万円

http://www.city.ibaraki.osaka.jp/
kurashi/kankyo/hojo/145042426
2490.html

11 / 15 ページ

http://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/kankyo/new-energy.html
http://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/kankyo/new-energy.html
http://www.town.tomika.gifu.jp/service/life/l-1/hatudensetubi-hojo.html
http://www.town.tomika.gifu.jp/service/life/l-1/hatudensetubi-hojo.html
http://www.town.tomika.gifu.jp/service/life/l-1/hatudensetubi-hojo.html
http://www.town.mitake.gifu.jp/contents/contents.cfm?id=2654&g1id=16&enq=3
http://www.town.mitake.gifu.jp/contents/contents.cfm?id=2654&g1id=16&enq=3
http://www.town.mitake.gifu.jp/contents/contents.cfm?id=2654&g1id=16&enq=3
http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/menu91770.html
http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/menu91770.html
http://www.town.kawagoe.mie.jp/index.php/kurashi/life/solar_h2804/
http://www.town.kawagoe.mie.jp/index.php/kurashi/life/solar_h2804/
http://www.town.kawagoe.mie.jp/index.php/kurashi/life/solar_h2804/
http://www.ohmi.or.jp/ondanka/10taiyoko/1001taiyokohojo/1001taiyokohojo2016.html
http://www.ohmi.or.jp/ondanka/10taiyoko/1001taiyokohojo/1001taiyokohojo2016.html
http://www.ohmi.or.jp/ondanka/10taiyoko/1001taiyokohojo/1001taiyokohojo2016.html
http://www.city.otsu.lg.jp/kurashi/jutaku/new/1464955220994.html
http://www.city.otsu.lg.jp/kurashi/jutaku/new/1464955220994.html
http://www.city.otsu.lg.jp/kurashi/jutaku/new/1464955220994.html
http://www.city.otsu.lg.jp/kigyo/johokokai/yoko/1454032296631.html
http://www.city.otsu.lg.jp/kigyo/johokokai/yoko/1454032296631.html
http://www.city.otsu.lg.jp/kigyo/johokokai/yoko/1454032296631.html
http://www.city.hikone.shiga.jp/0000007974.html
http://www.city.hikone.shiga.jp/0000007974.html
https://www.city.moriyama.lg.jp/kankyoseisaku/eko-f_usui.html
https://www.city.moriyama.lg.jp/kankyoseisaku/eko-f_usui.html
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000005727.html
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000005727.html
http://www.town.aisho.shiga.jp/main/whats_new/01_kurasi/syoene.html
http://www.town.aisho.shiga.jp/main/whats_new/01_kurasi/syoene.html
http://www.town.aisho.shiga.jp/main/whats_new/01_kurasi/syoene.html
http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000164308.html
http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000164308.html
https://www.kyotanabe.jp/0000009340.html
https://www.kyotanabe.jp/0000009340.html
http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/smarthouse/smarthouse.html
http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/smarthouse/smarthouse.html
http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/smarthouse/smarthouse.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/kankyogomi/kankyopage/hojokin/1430110621924.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/kankyogomi/kankyopage/hojokin/1430110621924.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/kankyogomi/kankyopage/hojokin/1430110621924.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000015249.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000015249.html
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/hojo_joseikin/kankyo_hojyo_jyosei/enefarm.html
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/hojo_joseikin/kankyo_hojyo_jyosei/enefarm.html
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/hojo_joseikin/kankyo_hojyo_jyosei/enefarm.html
http://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/hojoseidoannai/1429596955909.html
http://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/hojoseidoannai/1429596955909.html
http://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/hojoseidoannai/1429596955909.html
http://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/hojoseidoannai/1429596955909.html
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kurashi/kankyo/hojo/1450424262490.html
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kurashi/kankyo/hojo/1450424262490.html
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kurashi/kankyo/hojo/1450424262490.html


事業名
※２

H28受付期間
エネファーム導入補助内容

(上限額，条件，予算額･予定件数，等）
採択法

申請
時期
※３

予算残状況
※４

都道府県
市･区・町

※１

補助事業内容

岸和田市
再生可能エネルギー等設備導入
補助

H28.6.1 ～
5万円
総予算 400万円 （内，後期分230万円）

先着 A
×

8.12で予算枠消化

https://www.city.kishiwada.osak
a.jp/soshiki/28/hatuden-
zyosei.html

泉大津市 高効率給湯器設置 H28.4.1 ～ H29.3.31
5万円
総予算枠として 150件（300万円）程度を予
定

先着 B
○

9.30時点予算残
164万円

http://www.city.izumiotsu.lg.jp/k
akuka/tosiseisakubu/kankyouka
/hojyo/1363666684336.html

泉大津市 エコハウス認定奨励金 H28.4.1 ～ H29.3.31

5万円
太陽光発電と併せて，EV/PHVもしくは蓄
電池もしくはHEMSの設置が条件
予算枠として3件程度を予定

－ B
△

9.30時点予算残
1件

http://www.city.izumiotsu.lg.jp/k
akuka/tosiseisakubu/kankyouka
/hojyo/1332810258788.html

泉佐野市
家庭用燃料電池コージェネレー
ションシステム（エネファーム）設
置補助

H28.6.15 ～ H29.3.15
5万円
予算枠 100件分を予定

先着 A/C
○

10.6時点予算残
63件分

http://www.city.izumisano.lg.jp/k
akuka/seikatsu/kankyo/menu/k
ougai/1438928882229.html

高石市
家庭用燃料電池（エネファーム）
設置補助

H28.4.1 ～
5万円
予算額 250万円（50台分）を予定
国補助確定後の申請

先着 B/C
△

8.31時点予算残
15件分

http://www.city.takaishi.lg.jp/kak
uka/soumu/seikatu_kankyou_ka/
enefarmhojo.html

富田林市 家庭用燃料電池設置費補助 H28.7.1 ～ H29.3.31
5万円
100件程度を予定

先着 B/C ○
http://www.city.tondabayashi.os
aka.jp/public/section/mizumidori
/nenryoudenchi.html

大東市 家庭用燃料電池設置費補助 H27.10.14 ～
5万円
国補助確定後の申請
20件を予定

先着 B/C ○

http://www.city.daito.lg.jp/kakuk
akaranoosirase/shiminseikatsu/k
ankyo/chikyuondanka/14750274
62844.html

松原市
家庭用燃料電池（エネファーム）
設置補助

H28.4.1 ～
PEFC：2万円，SOFC：2.5万円
国補助確定後の申請

－ B/C ○
http://www.city.matsubara.osaka
.jp/index.cfm/6,55049,55,300,htm
l

兵庫県
住宅用創エネルギー・省エネル
ギー設備設置特別融資

H28.4.1 ～ H29.3.1
（指定金融機関にて受付）

融資金利１％（固定）
融資限度額：500万円、償還：10年以内
「うちエコ診断」を受診していることが条件

先着 A
https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk24
/yuushi2016.html

神戸市
家庭用燃料電池システム（エネ
ファーム）設置補助

H28.5.26 ～ H29.3.31
4万円
予算枠 1,000件分を予定

先着 B/C
○

9月末時点予算残
696件分

http://www.city.kobe.lg.jp/life/re
cycle/environmental/ecohome/
ecohome2016e.html

尼崎市 住宅エコリフォーム助成 H28.6.1 ～ H28.12.28

省エネ改修工事に併せた創エネ機器設置
として 7万円
（市内事業者施工の場合は50%増）
「兵庫県うちエコ診断」の受診が必要
総予算 1,000万円

先着 A ○
http://www.city.amagasaki.hyogo
.jp/sumai/reform/030309.html

西宮市
エコ･エネルギー設備導入促進補
助

H28.6.1 ～ H29.3.31
5万円
総予算額 2,150万円を予定

先着 B/C
○

9.1時点予算残
1,835万円

http://www.nishi.or.jp/contents/
0003365700030002500206.html

姫路市
住宅用燃料電池（エネファーム）
普及促進事業

H28.4.6 ～ H29.2.15
5万円
市内および連携市町内事業者施工が条件
（他事業者施行の場合は 2.5万円）

先着 A ○
http://www.city.himeji.lg.jp/s40/
2212468/_3993/_20366/_31485.h
tml

芦屋市
エコ・エネルギーシステム設置費
補助

H28.7.1 ～ H29.3.31
4万円
予算枠 100件分を予定

先着 B/C
○

8.19時点予算残
92件分

http://www.city.ashiya.lg.jp/kank
you/taiyoukouhojyo.html

西脇市
家庭用創エネ省エネ設備等導入
促進事業

H28.4.1 ～ H29.3.31
市内業者設置又は販売の場合：10万円、
それ以外の場合：6.5万円
地域共通商品券による交付

先着 B ○
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/ku
rashi/kankyogomi/kankyogyoseit
orikumi/1433475466375.html

高砂市
家庭用燃料電池（エネファーム）
設置補助

H28.4.1 ～ H29.3.31
5万円
予算枠 60件分を予定

先着 B/C ○
http://www.city.takasago.hyogo.j
p/index.cfm/19,40936,193,946,ht
ml

篠山市
新エネルギー・省エネルギー普及
促進補助

H28.4.1 ～
5万円
予算枠 410万円
自治会等および事業所等も対象

先着 Ａ
○

10.6時点予算残
343万円

http://www.city.sasayama.hyogo.
jp/pc/group/kankyo/cat3/post-
109.html

加東市 エコハウス設備設置補助 H28.6.1 ～ H29.3.10
10万円
市内業者による契約･施工時は同額を加
算

先着 B
×

7.1で予算枠消化
http://www.city.kato.lg.jp/kurash
i/shizen/1457747693643.html

奈良県 スマートハウス普及促進事業 H28.4.26 ～ H29.2.18

8万円
太陽光発電設備が必須、また停電時自立
運転機能を有することが条件
自治会（集会所等）も対象
エネファーム分として 200件を予定

先着 Ａ
○

9.29時点予算残
122件分

http://www.pref.nara.jp/43555.ht
m

生駒市 家庭用燃料電池設置補助 H28.5.16 ～ H29.3.31
10万円
予算枠 100件分を予定

先着 B/C
△

10.3時点予算残
15件分

http://www.city.ikoma.lg.jp/0000
005841.html

大和郡山市
家庭用燃料電池(エネファーム)設
置助成商品券交付

　 ～ H29.2.28
5万円分の市内共通商品券
予算枠 40件分を予定

先着 B/C
△

9.30時点予算残
7件分

http://www.city.yamatokoriyama.
nara.jp/life/env/torikumi/00390
8.html

橿原市
エコライフハウス推進事業
（燃料電池コージェネレーションシ
ステム設備設置補助）

H28.4.1 ～ H29.3.31
5万円
他設備との併用可

先着 B/C
○

9.5時点 総受付け
件数 36件

https://www.city.kashihara.nara.j
p/kankyo/enefarm.html
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事業名
※２

H28受付期間
エネファーム導入補助内容

(上限額，条件，予算額･予定件数，等）
採択法

申請
時期
※３

予算残状況
※４

都道府県
市･区・町

※１

補助事業内容

葛城市
家庭用燃料電池コージェネレー
ションシステム設置補助

H28.4.1 ～ H29.2.28 5万円 － B/C ○
http://www.city.katsuragi.nara.jp
/index.cfm/11,17495,15,103,html

三郷町 家庭用燃料電池設置補助 H28.4.1 ～ 5万円 先着 B/C ○
http://www.town.sango.nara.jp/s
eikatsukankyo/kateiyounenryoud
ennchi.html

和歌山県
住宅用太陽光発電設備導入補助
金

H28.4.1 ～ H29.10.31

併せての設置が条件である太陽光発電出
力1kW当たり１万円を上乗せ
県内事業者による施工が条件
総予算：29.6百万円

抽選 A ○
http://www.pref.wakayama.lg.jp/
prefg/032000/solar/28taiyoukou
.html

岡山県

岡山市
住宅用スマートエネルギー導入促
進補助
（別途に事業所用補助もあり）

H28.5.9 ～ H29.3.17
12万円
総予算枠として 約149百万円を予定

先着 B
○

10.7時点予算残
109.8百万円

http://www.city.okayama.jp/kank
you/kankyouhozen/kankyouhoze
n_00500.html

倉敷市
次世代エコハウス建築計画認定
補助

H28.4.1 ～
15万円
（次世代エコハウス認定住宅の建築）
総予算枠として 40件分を予定

先着 A
○

10.12時点予算残
16件

http://www.city.kurashiki.okayam
a.jp/ecohouse/

倉敷市
住宅用燃料電池システム設置費
補助

H28.9.1～H29.3.31
7万円
設置後60日以内の申請が必要
予算枠 100件分を予定

先着 B
○

10.11時点予算残
80件分

http://www.city.kurashiki.okayam
a.jp/enefarm

広島県

広島市 家庭用燃料電池設置補助 H28.5.16 ～ H29.1.31
5万円
予算枠 150台分を予定

先着 A
△

10.5時点予算残
36台分

http://www.city.hiroshima.lg.jp/w
ww/contents/1462930134271/in
dex.html

呉市
家庭用燃料電池システム（エネ
ファーム）設置費補助

H28.4.27 ～ H29.1.31
5万円
予算枠 80件分を予定

先着 A ○
https://www.city.kure.lg.jp/soshi
ki/18/enefarm.html

三原市
家庭用燃料電池システム（エネ
ファーム）設置費補助

H28.4.12 ～ H29.1.31
10万円
市内事業者による施工が条件
予算額 200万円

先着 A
△

9月末時点予算残
70万円

https://www.city.mihara.hiroshim
a.jp/soshiki/18/201604011000.ht
ml

東広島市 スマートハウス化支援補助 H28.4.11 ～ H29.2.28
10万円
HEMSとの併設が条件

先着 A ○
http://www.city.higashihiroshima
.hiroshima.jp/soshiki/18/smartho
use.html

鳥取県
家庭用発電設備等導入推進補助
（各市町村で実施）

http://db.pref.tottori.jp/yosan/H
28HojyokinKoukai01.nsf/c055ba8
1715639604925755c00386b79/8
11a574f0c261d0749257f770019e
68a?OpenDocument

鳥取市
自然エネルギー等導入促進事業
費補助

H28.4.1 ～

18万円
市内事業者による施工が条件
太陽光発電以外で50件程度を予定
町内会（集会場）、工場･事業場等も対象

先着 A/C
○

（太陽光枠は終
了）

http://www.city.tottori.lg.jp/www
/contents/1395796056263/inde
x.html

倉吉市
住宅用太陽光発電システム及び
家庭用燃料電池システム設置補
助

H28.4.1 ～ H29.3.20
18万円
県内事業者による施工が条件
エネファーム分として3件を予定

先着 Ａ
○

9.13時点予算残
2件分

http://www.city.kurayoshi.lg.jp/p
/gyousei/div/sangyoukankyou/k
ankyou/8/

米子市
家庭用燃料電池システム（エネ
ファーム）の設置費一部補助

H28.4.1 ～ H29.1.31
18万円
県内事業者による施工が条件

先着 Ａ ○
http://www.city.yonago.lg.jp/194
52.htm

境港市
家庭用燃料電池(エネファーム)設
置補助

H28.4.1 ～
18万円
2件分を予定
国補助確定後の申請

先着 Ａ
○

9.27時点予算残
2件分

https://www.city.sakaiminato.lg.j
p/index.php?view=106864

岩美町 家庭用発電設備等導入推進補助 H28.4.1 ～
18万円
県内事業者への発注･施工が条件

－ A
△

9.1時点予算残
約30万円

http://www.iwami.gr.jp/2699.htm

琴浦町 家庭用発電設備等導入推進補助 H28.4.1 ～ H29.3.31
18万円
県内事業者への発注･施工が条件
エネファーム分として3件を予定

先着 A
○

5.13時点予算残
3件

http://www.town.kotoura.tottori.j
p/docs/2015033000079/

南部町
家庭用燃料電池導入促進事業補
助

H28.4.1 ～
24万円
県内事業者への発注･施工が条件

－ A ○
http://www.town.nanbu.tottori.jp
/admin/kikakuseisakuka/2/5/

日南町 家庭用発電設備等導入推進補助  ～ H29.3.31
18万円
県内事業者への発注･施工が条件

先着 A ○
http://www.town.nichinan.lg.jp/p
/1/15/7/9/2/

三朝町
住宅用太陽光発電システム等設
置費補助

H28.4.1 ～ H29.3.31
18万円
県内事業者への発注･施工が条件
エネファーム分として1件を予定

先着 A/C
△

9.8時点予算残
1件分

http://www.town.misasa.tottori.j
p/315/319/324/764/3726.html

湯梨浜町
住宅用太陽光発電システム設置
費補助

H28.4.1 ～
18万円
県内事業者への発注･施工が条件
エネファーム分として1件を予定

先着 A
△

9.13時点予算残
1件分

http://www.yurihama.jp/page.cgi
?p=7993

北栄町
家庭用創エネルギー等設備設置
費補助

H28.4.1 ～ H29.1.10
18万円
県内事業者への発注･施工が条件
予算額、太陽光発電以外分として82万円

先着 A
○

10.5時点予算残
64万円

www.e-hokuei.net/1833.htm

智頭町 家庭用発電装置の導入補助 H28.4.14 ～
18万円
県内事業者による施工が条件

先着 A ○
http://cms.sanin.jp/p/chizu/kika
ku/36/
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事業名
※２

H28受付期間
エネファーム導入補助内容

(上限額，条件，予算額･予定件数，等）
採択法

申請
時期
※３

予算残状況
※４

都道府県
市･区・町

※１

補助事業内容

島根県
再生生可能エネルギー熱利用普
及モデル事業補助
（オフィス、店舗等も対象）

H28.7.4 ～ 7.29
30万円
エネファーム分として、20件を予定
応募多数の場合は予算内で配分

－ A/C ×
http://www.pref.shimane.lg.jp/inf
ra/energy/energy/saisei/neturiy
ou/netumoderu.html

松江市
再生可能エネルギー機器等導入
促進事業補助

H28.4.1 ～
14万円
事業所用も対象

－ A/C ○
http://www1.city.matsue.shiman
e.jp/gomi/kankyou/hojokin/taiyo
ukounadohojoseido.html

大田市
家庭用燃料電池導入促進事業費
補助

H28.4.1 ～
10万円
市内業者による施工が条件

先着 Ａ ○
http://www.city.ohda.lg.jp/tag/1
743/18713

山口県

下関市 スマートハウス普及促進補助 H28.4.1 ～ 10万円 先着 Ａ
×

9.5で予算枠消化

http://www.city.shimonoseki.lg.jp
/www/contents/1429859807081
/

光市
省エネ生活普及促進事業
(エコライフ補助金)

H28.4.11 ～ H29.1.31
10万円
省エネ設備分として 160件程度を予定
市内事業者による設置が条件

先着 Ａ ○
http://www.city.hikari.yamaguchi.
jp/seisaku/taiyoukou-
hojo16.html

周南市
家庭用燃料電池システム（エネ
ファーム）設置費補助

H28.4.1 ～
10万円
予算枠として 50件分を予定

先着 Ａ
○

10.1時点予算残
28件分

http://www.city.shunan.lg.jp/sec
tion/kankyo/environment/kateiy
ounenryoudentisisutemusettihiho
jokin/enefarm_top.html

和木町
家庭用燃料電池（エネファーム）
設置費補助

H28.4.1 ～
10万円
予算枠 5台分を予定

－ A ○
http://www.town.waki.lg.jp/life/d
etail.html?navi=1&lif_id=3069

徳島県

香川県

さぬき市 住宅リフォーム支援事業 H28.4.1 ～

工事費の10%、上限20万円
 （地域商品券で支給）
リフォームを共わない設備設置は対象外
市内業者による施工が条件

先着 Ａ ×
http://www.city.sanuki.kagawa.jp
/life/living/repair

愛媛県
新エネルギー等関連設備導入促
進支援事業費補助
（各市町にて実施）

－ －
https://www.pref.ehime.jp/h3010
0/1196713_2239.html

松山市
クリーンエネルギー等導入促進事
業（家庭用燃料電池システム設置
補助金）

H28.4.1 ～ H29.3.31
10万円
法人も対象
総予算額  1億2,577万円

先着 Ｂ
○

9.30時点予算残
7,630万円

https://www.city.matsuyama.ehi
me.jp/kurashi/kurashi/hojokin/k
an-fuel28.html

東温市
家庭用リチウムイオン蓄電池・燃
料電池の設置補助

H28.4.1 ～
10万円
蓄電池分と併せて30件を予定

先着 Ｂ
○

8.5時点予算残
20件分

http://www.city.toon.ehime.jp/lif
e/life_theme/kankyo/newene/ne
wene/sinenekiki.html

今治市
住宅用新エネルギー等関連設備
設置費補助

H28.4.1 ～ 20万円 － B ○
http://www.city.imabari.ehime.jp
/seikan/denchi/

宇和島市 新エネルギー設備等導入費補助 H28.4.1 ～ H29.3.31 20万円 先着 Ｂ ○
https://www.city.uwajima.ehime.j
p/soshiki/15/28energyhojo.html

西条市
新エネルギー等関連設備導入促
進事業補助

H28.4.1 ～
20万円
総予算額 1,440万円

先着 Ｂ
○

9.9時点予算残
710万円

http://www.city.saijo.ehime.jp/so
shiki/sangyoshinko/newenergysu
bsidy2015.html

伊予市
住宅用新エネルギー機器設置事
業費補助

H28.6.12 ～ H29.3.31
20万円
蓄電池分と併せて10件を予定

先着 B ○
https://www.city.iyo.lg.jp/kankyo
hozen/sinenehojyokin.html

新居浜市
住宅用省エネ・新エネ設備設置費
補助

H28.4.1 ～
10万円
総予算額 500万円

先着 Ａ
△

10.6時点予算残
97.4万円

https://www.city.niihama.lg.jp/so
shiki/hozen/28syouenesinnene.h
tml

松野町 新エネルギー機器等設置の補助 H28.4.1 ～ 10万円 － A ○
http://www.town.matsuno.ehime.
jp/soshiki/5/sinene.html

愛南町 新エネルギー等導入促進補助 H28.5.1 ～
10万円
総予算額 500万円

先着 A ○
http://www.town.ainan.ehime.jp/
kurashi/tetsuduki/kankyoeisei/h
ojo/sinenekai.html

鬼北町
新エネルギー機器等（住宅用蓄電
池・燃料電池）設置費補助

　－ 10万円 先着 A ○
http://www.town.kihoku.ehime.jp
/soshiki/kankyou/9367.html

内子町 地球温暖化対策機器導入促進 H28.4.1 ～
10万円
エネファーム及び蓄電池分として 2件程度

先着 A ×
https://www.town.uchiko.ehime.j
p/soshiki/10/hojyo28.html

伊方町 新エネルギー機器等設置費補助 H28.6.29 ～ 20万円 先着 B ○
http://www.town.ikata.ehime.jp/s
oshiki/23/6977.html

高知県
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事業名
※２

H28受付期間
エネファーム導入補助内容

(上限額，条件，予算額･予定件数，等）
採択法

申請
時期
※３

予算残状況
※４

都道府県
市･区・町

※１

補助事業内容

福岡県

福岡市
住宅用エネルギーシステム導入
補助

H28.6.1 ～ H29.1.31
10万円、HEMS併用で10万円加算などあり
総予算額 1.6億円

先着 A
○

9.30時点予算残
1億625万円

http://www.city.fukuoka.lg.jp/kan
kyo/ondan/hp/enesys-
hojo_28.html

福岡市 ECOチャレンジ応援事業
第1回：H28.7.1 ～ 7.10
第2回：H28.11.1 ～ 11.10
第3回：H29.2.1 ～ 2.10

3,000ポイント（環境省 エコ･アクション･ポイ
ント）
エネファーム分として140件を予定

先着
A

（購入
後）

○
http://www.city.fukuoka.lg.jp/kan
kyo/ondan/life/ecotyare_28_2.ht
ml

久留米市
エネファーム(家庭用燃料電池
コージェネレーションシステム)設
置費補助

H28.4.1 ～
10万円
「くるめエコ・パートナー」会員が条件

先着 Ａ ○

https://www.city.kurume.fukuoka
.jp/1050kurashi/2100kankyougo
mi/3125ekopartner/2015-0929-
1404-456.html

筑紫野市
住宅用エコエネルギー導入促進
事業補助

H28.4.1 ～
10万円
市内事業者による施工が条件
総予算 350万円を予定

先着 Ａ
○

6.1時点予算残
300万円

http://www.city.chikushino.fukuo
ka.jp/kankyoukeizaibu/kankyoka
/syouenetikyuuonndannkataisak
u/ecoenergyhojyokinh28.html

福津市
住宅用新エネルギー設備等設置
補助

H28.4.1 ～ H29.3.31
10万円
総予算額（太陽光発電を含む） 300万円

先着 A/C ○
http://www.city.fukutsu.lg.jp/ken
kou/kankyo/enefarm.php

宮若市
住宅用新エネルギー設備等設置
補助（家庭用燃料電池設置補費
助）

H28.4.1 ～ H29.3.31 10万円 先着 A/C ○
http://www.city.miyawaka.lg.jp/h
p/menu000007100/hpg00000704
2.htm

岡垣町
住宅用太陽光発電設置補助
（家庭用燃料電池システム）

－
10万円
2件を予定

－ － ○
http://www.town.okagaki.lg.jp/s0
10/010/050/120/201502050688.
html

小竹町
地球温暖化対策設備設置事業補
助

－ 10万円 － － ○

http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pu
b/detail.aspx?c_id=3&id=194&typ
e=search&q=%E7%87%83%E6%96%
99%E9%9B%BB%E6%B1%A0%E3%8
0%80%E8%A3%9C%E5%8A%A9&rad
iobutton=4&now_P=1&show_num
=20&sc_id=2

佐賀県

長崎県

大分県

大分市 再エネ・省エネ設備設置費補助 H28.4.15 ～ H29.3.31
6万円
太陽光発電との重複申請可

先着 Ｂ ○
http://www.city.oita.oita.jp/www
/contents/1454475386750/

別府市
家庭用燃料電池システム（エネ
ファーム）普及促進補助

H28.6.1 ～
10万円
予算額 200万円

先着 A
○

10.3時点予算残
130万円

http://www.city.beppu.oita.jp/sei
katu/kankyou_gomi/kankyou/ene
farm.html

熊本県

上天草市
住宅用省エネルギー設備設置費
補助

H28.4.4 ～ H29.1.31 10万円 先着 A ○
http://www.city.kamiamakusa.ku
mamoto.jp/q/aview/73/6735.ht
ml

あさぎり町
個人用住宅新築及び改修（リ
フォーム）助成

H28.4.1 ～ H29.2.28

新エネリフォームとして対象
対象経費の10%以内で上限 50万円
町内に主たる事務所を有する業者による
施工が条件

－ A ○
http://reiki.asagiri-
town.net/reiki_honbun/r002RG00
000737.html

大津町
住宅用省エネルギー機器設置補
助

　－ 5万円 － A ○
http://www.town.ozu.kumamoto.j
p/development/josei/_9842.html

宮崎県

鹿児島県

鹿児島市
ゼロエネルギー住宅整備促進事
業補助金（太陽光、蓄電池、
HEMS、家庭用燃料電池）

  ～ H29.3.31 10万円 先着 Ａ ○
https://www.city.kagoshima.lg.jp
/kankyo/kankyo/saiene/zeroene
hojyo.html

薩摩川内市
地球にやさしい環境整備事業補
助

H28.4.1 ～

20万円
市内業者による施工が条件
総予算額 70百万円
国補助確定後

－ B/C

○
9.30時点予算残

4,501万円

http://jisedai-energy-
satsumasendai.jp/information/43
33/

沖縄県

宜野湾市
再生可能エネルギー・省エネル
ギー設備等設置補助

H28.5.1 ～ H29.3.31
10万円
約25件分を予定

先着 A
×

6月末で
予算枠消化

http://www.city.ginowan.okinawa
.jp/life/house/06/hojokintaiyouk
ou_223.html
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