
【2021年度 エネファーム導入補助金に係る全国自治体調査】 ＜2021年5月9日時点＞

事業名
※２

申請受付期間
エネファーム導入補助内容

(上限額，条件，予算/予定件数，等）
採択法

申請
時期
※３

URL

北海道

札幌市 再エネ省エネ機器導入補助金
第1回：2021.5.12 ～ 7.14
第2回：9.1 ～11.4
予算残時は先着順継続募集

8万円
各回
抽選

A http://www.city.sapporo.jp/kankyo/energy/hojo/kiki.html

旭川市
地域エネルギー設備等導入促進
事業補助

2021.4.19 ～ 5.31
15万円　　中小企業者等も対象
市内事業者による工事請負が条件
総予算額 209万円

抽選 A http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/290/29
1/p005154.html

函館市
新エネルギー等システム設置費
補助

2021.4.1 ～ 12.24 10万円
中小企業・小規模事業者等も対象

－ A https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/20200327000
97/

帯広市 新エネルギー導入促進補助 2021.4.1 ～ 2022.1.31
11万円
エコジョーズとの併設が条件
予算枠として11件分を予定

先着 A https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashi/kankyo/energ
y/kashitsuke/1003733.html

釧路市 ecoライフ促進支援補助 2021.5.10 ～ 12.10
15万円
エネファーム分として 2件を予定
釧路管内事業者からの購入が条件

抽選 A https://www.city.kushiro.lg.jp/kurashi/kankyou/ondanka/ha
tsuden/8686_00003.html

青森県

三沢市 建物リフォーム等事業費補助 2020.4.1 ～ 工事費の10%、上限 20万円
登録業者への工事発注が条件

先着 A http://www.city.misawa.lg.jp/index.cfm/22,13592,17,132,h
tml

岩手県

遠野市 スマートエコライフ推進事業 2021.4.1 ～ 2022.2.26

10万円
市内業者との請負契約等が条件
（着工前に事前相談を受付）
総予算額 50万円

先着 B http://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/45,34796,247,html

紫波町
循環型エコプロジェクト推進事業
（家庭用燃料電池導入奨励事業）

　－ 60,000ポイント分の町内地域商品券として － A http://www.town.shiwa.iwate.jp/soshiki/2/2/3/450.html

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

設置日に応じた受付期間：
　1次： 2021.5.17 ～ 5.28
　2次： 8.30 ～9.10
　3次： 11.29 ～ 12.10

12万円
総予算額 2.58億円

各期
抽選

B https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/saisei/smart-energy-
r3.html

仙台市
Let's熱活！補助
 （熱エネルギー有効活用支援補
助）

2021.4.1 ～ 2022.1.31

13万円（１棟当たり26万円を上限）
事業用も対象（補助率 1/10，上限額 100万
円）
総予算 2 500万円を予定

先着 A http://www.city.sendai.jp/ondanka/download/bunyabetsu/k
ankyo/kankyohozen/hojokin.html

気仙沼市
住宅用スマートエネルギー設備普
及促進事業補助

2021.4.1 ～ 5万円
総予算枠 80件程度

－ A https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s028/020/010/010/
070/20180328165746.html

大河原町
次世代型住宅 （スマートハウス）
補助

2021.4.1 ～ 2022.1.31 10万円 先着 B https://www.town.ogawara.miyagi.jp/1408.htm

山形県

福島県

郡山市 エネルギー３Ｒ推進事業補助 2021.4.15 ～ 2022.3.15 5万円
エネファーム分として30件を予定

先着 B https://www.city.koriyama.lg.jp/kurashi/kankyo/4/16876.ht
ml

いわき市 環境負荷軽減機器導入促進補助 2021.4.1 ～ 2022.3.31 10万円
エネファーム分として20件程度を予定

先着 B http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1617259663980/i
ndex.html

石川町
「地球にやさしいまちづくり」事業
補助

2021.4.15 ～ 2022.4.1 8万円 先着 A http://www.town.ishikawa.fukushima.jp/admin/life/07.html

楢葉町
住宅用新エネルギーシステム導
入補助

　 ～ 2021.12.31 10万円 先着 A https://www.town.naraha.lg.jp/life/007325.html

茨城県

つくば市
クリーンエネルギー機器等購入補
助

2021.4.1 ～ 202.2.28 5万円 先着 A https://www.city.tsukuba.lg.jp/shisei/torikumi/kankyo/1014
367.html

神栖市
住宅用環境配慮型機器設置促進
事業補助

2021.4.1 ～ 20万円 先着 A https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/living/gomi/1001057/10
07581/1007582.html

日立市
新エネルギー機器普及促進事業
補助

2021.4.1 ～ 10万円 先着 A https://www.city.hitachi.lg.jp/shimin/007/011/p093927.htm
l

常陸太田市 住宅用エコ製品設置補助 2021.4.1 ～ 2022.3.31 7.2万円 先着 B http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page001002.html

牛久市
住宅用環境配慮型機器設置事業
補助

2021.4.13 ～ 4万円
20台を予定

先着 A http://www.city.ushiku.lg.jp/page/page008765.html

美浦村
地球温暖化対策機器設置等補助
（住宅用新エネルギー及び省エネ
ルギー機器）

2021.4.1 ～ 5万円 先着 A https://www.vill.miho.lg.jp/page/page002257.html

栃木県

※１ 都道府県および補助事業実施を発表している市･特別区・町 （村は調査できたもののみ）

※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：設置後等

都道府県
市･区・町

※１

補助事業内容
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都道府県
市･区・町

※１

補助事業内容

宇都宮市 家庭向け低炭素化普及促進補助 5.26 ～　（予定）
2万円
エネファーム枠として 80件を予定
詳細は5.14発表予定

－ －
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kankyo/ond
anka/1026817.html

足利市
住宅省エネルギー対策エコポイン
ト

2020.5.7 ～

1万円相当のエコポイント
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 約100件分を予定

先着 B http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/page/27zyutakueco.htm
l

群馬県

前橋市
新エネルギー・省エネルギー機器
設置費助成

2021.5.1 ～ 3万円 先着 B https://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi_tetsuzuki/1/1
0/23574.html

太田市 省エネルギー機器設置費補助 2021.4.12 ～ 2022.1.31
2万円 （太田市金券で交付）
新築は対象外
総予算枠 200件程度を予定

先着 A http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0090-001kankyo-
seisaku/2017-0408-1341-90.html

沼田市
住宅用再生可能エネルギーシス
テム設置補助

2021.4.1 ～ 8万円
総予算額 600万円

先着 A http://www.city.numata.gunma.jp/life/kankyo/taiyoko/1003
684.html

みなかみ町
住宅用省エネルギー設備設置費
補助

　－
4万円
太陽光発電との併用申請も可
総予算額 260万円

先着 A http://www.town.minakami.gunma.jp/life/09sumai/kankyou
/2016-1013-1804-16.html

埼玉県
住宅用省エネ設備導入支援事業
補助

2021.4.1 ～ 2022.2.28
5万円
戸建住宅（既存）が対象
総予算枠 約400件

先着 A http://www.pref.saitama.lg.jp/a0503/hojyokin2.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

2021.5.25 ～ 2022.1.31
 （予算残額が100万円を下
回った場合、抽選）

4万円
市内事業者施工で1万円加算
総予算額 9,500万円

先着 A https://www.city.saitama.jp/001/009/015/002/p035077.ht
ml

川越市
再生可能エネルギー機器等普及
促進事業補助

前期：2021.5.6 ～ 5.28
後期：10.1 ～ 10.29 4万円

各期
抽選

Ａ
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/kankyo/onda
nkataisaku/re_energy/r3_saienehojo.html

川口市 地球温暖化対策活動支援金 2021.5.6 ～ 2022.3.11
5万円
市内業者設置で 1万円を増額
総予算額 6,325万円

先着 B https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/010/2/1/34
405.html

所沢市
スマートハウス化推進補助金
【家庭用】創エネ・蓄エネ機器導入

第1期：2021.5.6 ～ 5.31
第2期：8.2 ～ 8.31
第3期：11.1 ～ 11.30
第4期：2022.2.1 ～ 2.28

10万円
加算措置（最大25%）あり

各期
先着

B http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukank
yo/kankyo/ekojyosei/kikidounyu.html

草加市 地球温暖化防止活動補助 2021.4.1 ～ 2022.1.31
2万円
他種機器の併設で加算可能
総予算 1,195万円

先着 A http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1701/020/020/010/P
AGE000000000000051694.html

春日部市
家庭用環境配慮型設備設置奨励
事業

2021.4.1 ～ 12.28 5万円　（市内共通商品券にて）
総予算額 800万円

先着 A https://www.city.kasukabe.lg.jp/machi/kankyou/ondanka/k
ankyoshorei.html

熊谷市

再生可能エネルギー・省エネル
ギー設備設置費補助（太陽光発
電システム、蓄電システム、エネ
ファーム等）

2021.4.1 ～ 2022.3.31 5万円　（地域商品券で交付） 先着 B https://www.city.kumagaya.lg.jp/smph/about/soshiki/kanky
o/kankyoseisaku/kankyoseisakuhojo/03saienehojyo.html

熊谷市
スマートハウス補助
　（新築または購入）

2021.4.1 ～ 2022.3.31

太陽光発電,HEMS,LED照明を全て備え、か
つ長期優良住宅認定が条件
一律30万円 （内、15万円分は地域商品券）
総予算枠として 50件分を予定

先着 B http://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/kankyo/kanky
oseisaku/kankyoseisakuhojo/R2smarthousehojokin.html

上尾市 省エネ対策推進奨励金 2021.5.6 ～ 2万円 先着 B https://www.city.ageo.lg.jp/page/037121032502.html

桶川市
住宅用新・省エネルギー機器設
置費補助

2021.4.1 ～
5万円
他設備との重複申請可（合計額上限 20万
円）

先着 A https://www.city.okegawa.lg.jp/kurashi/gomi_kankyo/eco/3
222.html

坂戸市
住宅用太陽光発電システム・省エ
ネルギー機器設置費補助

　－ 5万円　(内、2万円分は地域商品券で交付） 先着 A https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/20/8841.html

幸手市 住宅リフォーム資金補助
前期：2021..4.21 ～
後期：9.16 ～
（例年、ほぼ即日で終了）

工事費の 5%、上限10万円
給湯機、省エネ設備工事も対象

各期
先着

A https://www.city.satte.lg.jp/sitetop/soshiki/kenchikushidou/
1_1/1263.html

狭山市 クリーンエネルギー推進補助 2021.4.16 ～ 5万円
総予算額 700万円

先着 A/B https://www.city.sayama.saitama.jp/kurashi/ecopet/jyosei/
hozyoseido.html

戸田市
環境配慮型システム等設置費補
助（個人･事業者向け）

2021.4.2 ～ 2022.1.31
8万円/台　（個人向け上限 2台まで）
他種機器併設での加算可
総予算額 1,000万円

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

深谷市 住宅用省エネ設備設置費補助 2021.4.1 ～ 2022.3.31

5万円、　他種機器との重複申請可
市内事業者設置の場合 1万円加算
総予算枠 1,200万円（うち市内事業者優先
枠 350万円）

先着 B http://www.city.fukaya.saitama.jp/kurashi/kurashi/gomi/ka
nkyo/seidohojo/1617083538240.html

三郷市
太陽光発電システム等導入促進
事業費補助

2021.4.1 ～ 2022.1月末頃
4万円
他種機器併設で加算可能 上限12万円
総予算額 800万円

先着 A http://www.city.misato.lg.jp/6867.htm

蕨市
地球温暖化対策設備等設置費補
助

前期：2021..4.1 ～ 9.30
後期：10.1 ～ 2022.2.4 5万円 先着 A https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/kankyo/eco/100

1349.html

朝霞市 創エネ・省エネ設備設置費補助 2021.4.1 ～ 2022.2.28
5万円
既存住宅（戸建･集合）が対象
総予算 500万円

先着 A https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/14/souenesyouene.ht
ml

久喜市
住宅用エネルギーシステム設置
費補助

2021.5.6 ～ 12.28 4万円
総予算額 1,500万円

抽選 A https://www.city.kuki.lg.jp/kurashi/kankyo_animal/hojokin/h
ojyokin.html

志木市
住宅用省エネルギー機器設置費
補助

2021.4.1 ～ 2022.2.10 5万円 先着 A http://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/37,53302,161,629,ht
ml
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※１
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飯能市
住宅用太陽光発電システム等設
置補助

2021.4.26 ～ 15万円
集合住宅は対象外

先着 A https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/1525

入間市
住宅用省エネルギー設備設置費
補助

6月上旬に発表
　－
総予算額　250万円

－ －
http://www.city.iruma.saitama.jp/kurashi/sumai_kurashi/su
mai_kankyo/1001279.html

越生町
再生可能エネルギー設備等設置
費補助

2021.4.1 ～ 2022.2.25 6万円 先着 A http://www.town.ogose.saitama.jp/kurashi/kankyou/hojyo/1
453290413260.html

寄居町 エコハウス推進事業補助 2021.4.1 ～ 2022.2月末
8万円（通常運転型）、10万円（自立運転型）
他設備との重複申請可（最大70万円）

先着 A https://www.town.yorii.saitama.jp/soshiki/11/ecohouse-
h31.html

伊奈町
住宅用省エネルギー設備設置費
奨励金

2021.4.1 ～ 2022.3.10
1万円
町内共通お買い物券により交付
総予算額 20万円

先着 B https://www.town.saitama-ina.lg.jp/0000000134.html

横瀬町
住宅環境改善及び空き家活用促
進補助金

　－ 5万円 先着 A https://www.town.yokoze.saitama.jp/kurashi/teate/1032

東秩父村
住宅用高効率給湯器設置費補助
金

　－ 10万円 先着 A https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/soshiki/05/kouk
ouritsukyuutoukihojyokin.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/shigen/chikyuukankyou/ne/shie
n-ippan.html#ken

千葉市
住宅用再生可能エネルギー等設
備導入補助

5月中旬頃 ～ （予定）
5万円
詳細は後日発表
総予算額 3,799万円

－ －
http://www.cjkk.or.jp/22saisei/00_main/03_tikudenenefam
u/01_main/03_tikudenenefamu_top_main.html

千葉市
ネット・ゼロ・エネルギーハウス普
及促進事業補助

　－ 詳細は後日発表 － －
https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/ond
anka/zeh_hojo.html

旭市
住宅用省エネルギー設備設置補
助

2021.4.1 ～ 5万円 先着 A http://www.city.asahi.lg.jp/section/kankyo/news/2017-
0322-1131-7.html

我孫子市
住宅用省エネルギー設備等設置
費補助

2021.4.1 ～ 2022.2.28 5万円 先着 A http://www.city.abiko.chiba.jp/anshin/kankyo_kougai/chiky
uondanka/R2shoenergy_hojo.html

市川市
スマートハウス関連設備設置助
成

2021.4.1 ～ 2022.2.28 5万円
総予算額 1,288万円

先着 C http://www.city.ichikawa.lg.jp/env01/1111000130.html

市原市
住宅用省エネルギー設備等設置
補助

2021.4.1 ～ 2022.2.28

5万円
総予算額（太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置補助との
合算）
1 296万円

先着 B https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=60581f2
c4082c254c7c6e656

印西市
住宅用省エネルギー設備設置費
補助

2021.4.1 ～ 2022.3.10 5万円
総予算額 1,813万円

先着 B https://www.city.inzai.lg.jp/0000006370.html

浦安市
住宅用省エネルギー設備設置費
等補助 （エコホーム補助）

2021.4.1 ～ 5万円 先着 B http://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/kankyo/torikumi/ond
anka/1000599.html

大網白里市
住宅用省エネルギー設備等設置
費補助

2021.5.6 ～ 2022.3.4 5万円 先着 B https://www.city.oamishirasato.lg.jp/0000005885.html

柏市 エコハウス促進総合補助 2021.5.6 ～2022.2.28 5万円
エネファーム分として 50件を予定

先着 B https://www.city.kashiwa.lg.jp/kankyoseisaku/ecosite/onda
nka/shimin/r3ecohouse.html

勝浦市
住宅用省エネルギー設備等設置
補助

2021.4.1 ～ 5万円
集合住宅は対象外

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

香取市
住宅用省エネルギー設備設置補
助

2021.4.1 ～ 5万円 先着 A https://www.city.katori.lg.jp/smph/living/kankyohozen/shoe
ne/hojokinseido.html

鴨川市
住宅用省エネルギー設備設置補
助

　　－
（2022.2月末までに実績報
告要）

5万円 先着 A http://www.city.kamogawa.lg.jp/kankyo_sangyo/kankyo/14
95151641175.html

木更津市
住宅用省エネルギー設備設置補
助

2021.5.7 ～ 2022.1.31 5万円
総予算 1,244万円

先着 A https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/shoene/100
1459.html

君津市
住宅用省エネルギー設備等設置
補助

2021.4.12 ～ 5万円 先着 A https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/16/7041.html

佐倉市
住宅用省エネルギー設備等設置
費補助

2021.6.1 ～ 2022.2.28 5万円
総予算額 1,030万円

先着 B http://www.city.sakura.lg.jp/0000018600.html

袖ヶ浦市
住宅用省エネルギー設備設置補
助

2021..4.1 ～ 5万円 先着 A https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kankyo/syouenesi
sutemu.html

白井市
住宅用省エネルギー設備等設置
費補助

2021.5.20 ～ 2022.2.28 5万円
総予算額 495万円を予定

先着 B http://www.city.shiroi.chiba.jp/kurashi/kankyo/k03/155245
7487773.html

館山市
住宅用省エネルギー設備設置費
補助

2020.5月上旬頃（予定） ～ 詳細は後日発表 先着 A https://www.city.tateyama.chiba.jp/kankyou/page100138.h
tml

富里市
住宅用省エネルギー設備設置補
助

2021.4.1 ～ 5万円 先着 A http://www.city.tomisato.lg.jp/0000004165.html

習志野市
住宅用省エネルギー設備等設置
費補助

2021.4.1 ～
 2022.2.28（市営都市ｶﾞｽ使

用）

 2021 3 18（その他ｶﾞｽ使用）

市営都市ガス使用：30万円
その他ガス使用：5万円

先着 C http://www.city.narashino.lg.jp/joho/keikaku/toshikankyo/2
5082016.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

　～ 2022.3月末 8万円 先着 B http://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page111100.html

野田市 住宅用省エネルギー設備補助 2021.4.1 ～ 2022.2.28 5万円 先着 B http://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/oshirase/toshi/10101
25.html

富津市
住宅用省エネルギー設備設置補
助

2021.5.6 ～ 5万円 先着 A http://www.city.futtsu.lg.jp/0000001668.html
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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

2021.4.30 ～ 2022.2.28 5万円 先着 B https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p0356
70.html

松戸市
住宅用省エネルギー設備設置費
補助

2021.4.1 ～ 2022.3.10 5万円
総予算額 1,206万円

先着 B https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/kankyou/tikyuuo
ndanka/hojokin/shoene.html

南房総市
住宅用省エネルギー設備設置費
補助

2021.4.1 ～ 5万円 先着 A https://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000014376.html

茂原市
住宅用省エネルギー設備等設置
費補助

2021.4.1 ～ 15万円
総予算額 620万円

先着 A http://www.city.mobara.chiba.jp/0000004665.html

八街市
住宅用省エネルギー設備等導入
促進事業補助

2021.6.14 ～ 2022.2.28 5万円
補助枠件数は6月に発表

先着 A https://www.city.yachimata.lg.jp/soshiki/21/27642.html

八千代市
住宅用省エネルギー設備設置費
補助

2021.4.23 ～ 5万円 先着 A http://www.city.yachiyo.chiba.jp/123508/page000010060_
00001.html

四街道市
住宅用省エネルギー設備設置費
補助

2021.4.19 ～ 2022,2,28 5万円
総予算額 561万円

先着 B https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/kankyo/energ
y_saving_eco/jutaku_syouene.html

一宮町
住宅用省エネルギー設備設置補
助

2021.4.1 ～ 2022.2.10 5万円
集合住宅は対象外

先着 A https://www.town.ichinomiya.chiba.jp/machizukuri/207/11
3.html

御宿町
住宅用省エネルギー設備設置補
助

　 ～ 2022.1.28 5万円
集合住宅は対象外

先着 A http://www.town.onjuku.chiba.jp/sub1/7/77.html

鋸南町
住宅用省エネルギー設備設置補
助

　－ 5万円 － A https://www.town.kyonan.chiba.jp/soshiki/13/1814.html

栄町
住宅用省エネルギー設備等設置
費補助

2021.4.19 ～ 5万円 先着 A http://www.town.sakae.chiba.jp/index.php?code=4849

酒々井町
住宅用省エネルギー設備設置補
助

2021.4.1 ～ 10万円
エネファーム分として 5件を予定

先着 A https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2019032800012/

東庄町
住宅用省エネルギー設備設置補
助

　－ 16万円 先着 A http://www.town.tohnosho.chiba.jp/002service/c003/2011-
0706-1133-21.html

多古町
住宅用省エネルギー設備設置補
助

　－ 20万円 先着 A https://www.town.tako.chiba.jp/docs/2018011900071/

東京都
水素を活用したスマートエネル
ギーエリア形成推進事業(家庭部
門)

　 ～ 2022.3.31
PEFC（700W）：戸建 7万円，集合 12万円
SOFC（700W）：戸建 10万円，集合 15万円
SOFC（400W）；戸建 7万円，集合 12万円

先着 A/B https://www.tokyo-
co2down.jp/individual/subsidy/hydrogen_smart/index.html

千代田区 省エネルギー改修等助成 2021.4.1 ～ 2022.2.15 対象経費の1/5、上限額 対象合計 75万円 先着 A https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/ho
jo/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

2021.4.1 ～

住宅用：25万円
　（中央ｺｱｱｸﾄ認証で30万円へ増額）
事業所用：20万円
　（中央ｺｱｱｸﾄ認証で50万円へ増額）

－ A http://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/seisaku/taisaku/kikijosei/i
ndex.html

港区
創エネルギー・省エネルギー機器
等設置費助成

2021.4.1 ～ 2022.2.28 15万円 先着 A https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/souenesh
ouene.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

2021.4.12 ～ 2022.2.10 10万円
エネファーム分として 440万円を予定

先着 A http://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/kojinshoenergy.html

文京区
新エネルギー・省エネルギー設備
設置費助成

設置日に応じた申請期間
第1期：2021.5.6 ～ 8.2
第2期：8.2 ～ 11.30
第3期：12.1 ～ 2022.2.28

15万円
中小企業者も対象

抽選 B http://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/kankyo/hozen/energy.ht
ml

台東区
再生可能エネルギー機器等助成
　（個人宅，共同住宅) 2021.4.1 ～ 14万円 先着 A http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/kankyo/jyoseiseido/

saiene.html

墨田区 地球温暖化防止設備導入助成 2021.4.1 ～ 2022.2.28 3万円
分譲/集合住宅、事業所も対象

先着 A http://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/kankyou_hozen/ecojy
oseiseido.html

江東区 地球温暖化防止設備導入助成 2021.4.1 ～ 2022.3.15 住宅（集合は対象外）向け：10万円
事業所向け：20万円

先着 A https://www.city.koto.lg.jp/380201/machizukuri/kankyo/se
do/30jyosei.html

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

　－ 詳細は、5月下旬から6月上旬に発表予定 先着 A http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/shizen/ondanka_t
aisaku/taiyoukou.html

世田谷区
環境配慮型住宅リノベーション推
進事業補助

2021.4.1 ～ 2022.2.28 1万円
他工事合算 上限20万円

先着 B https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/011/003/d0
0190129.html

杉並区
低炭素推進機器導入助成
【エコ住宅促進助成】

2021.4.8 ～ 2022.2.28 5万円
総予算 4,000万円

先着 Ａ
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/gomi/syouene/10
04921.html

豊島区
エコ住宅普及促進費用助成
 （一般住宅用）

2021.4.1 ～ 2022.1.31 8万円
総予算 1,146万円を予定

先着 A http://www.city.toshima.lg.jp/149/machizukuri/shizen/ecoj
utaku/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

2021.4.1 ～ 2022.2.28
5万円
区内事業者による施工で1万円加算
中小企業者･管理組合等も対象

先着 A https://www.city.kita.tokyo.jp/kankyo/jutaku/kankyo/hojo/en
ergy/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）

2021.4.1 ～ 2022.2.15 区内業者と契約し施工の場合：10万円
区外業者の場合：5万円

先着 A http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kankyo/josei/31eco_jyose
i.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

2021.4.15　～ 2022.3.15 5万円
事業者も対象

先着 B https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shigoto/kankyo/ho
jo/Subsidy_Oview_top.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

2021.4.12 ～ 2022.2.28 5万円
予算枠 50件分を予定

先着 B http://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi/kankyo/ond
anka-j-h24-denchi.html
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事業名
※２

申請受付期間
エネファーム導入補助内容

(上限額，条件，予算/予定件数，等）
採択法

申請
時期
※３

URL

都道府県
市･区・町

※１

補助事業内容

葛飾区 かつしかエコ助成 2021.4.1 ～ 2022.3.31 5万円 － A http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000062/1023018
/1023057.html

稲城市
住宅用創エネルギー機器等導入
促進事業補助

2022.1月 ～ （予定）
詳細は11月頃に発表予定
　（2020年度は補助額 2万円）
総予算額 578万円

抽選 B http://www.city.inagi.tokyo.jp/kankyo/kankyou/juutakuyous
ouenergy/index.html

清瀬市
住宅用地球温暖化対策設備設置
費補助

2021.4.1 ～ 5万円
総予算額 458万円

先着 A https://www.city.kiyosu.aichi.jp/kurashi_joho/seikatsu_kan
kyo/kankyo/chikyuondanka_hojo.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

2021.4.1 ～ 2022.3.31 4万円、HEMS設置で1万円加算 先着 B http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/machi/town12/town13/on
dankataisaku/1465447569706.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

2021.4.1 ～ 2022.3.18 5万円
2020.4.1以降の設置分が対象

先着 B http://www.city.koganei.lg.jp/kurashi/473/ecology/D04010
1020140331ene.html

国分寺市
住宅用太陽光発電機器等設置費
用の助成

2021.4.1 ～ 2022.3.31 4万円 先着 B http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/1011090/10114
25/1002416.html

狛江市
地球温暖化対策住宅用設備導入
助成

2021.4.1 ～ 2022.1.31 5万円 先着 A https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/41,108119,313,
2006,html

多摩市
住宅用創エネルギー・省エネル
ギー機器導入補助

　－ 詳細は、6月中旬頃までに公表予定 － － http://www.city.tama.lg.jp/0000011214.html

羽村市
環境配慮事業助成制度
（創省エネエコポイント）

2021.5.1 ～ 2022.1.31
　（2021.1.1～12.31完了分）

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：6万円相当
　その他の場合：3万円相当
小規模企業者も対象

先着 A http://www.city.hamura.tokyo.jp/0000004638.html

府中市 エコハウス設備設置補助 2021.4.1 ～ 2.5万円 先着 A https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/sekatu/kankyo/eko
hausu.html

福生市
住まいの省エネ・バリアフリー住
宅改修等工事費助成 （商工会）

2021.4.1 ～ 2022.2.4 20万円
市内業者による工事が条件

先着 A https://fussa-sci.com/reform02.html

三鷹市
新エネルギー・省エネルギー設備
設置助成

設置後 6ヶ月以内
最終締切 2022.3.31まで

3万円、EFミニ設置は2万円
建売分譲住宅に予め設置の場合 1.5万円
総予算額 900万円

先着 B https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/090/090544.html

武蔵野市
効率的なエネルギー活用推進助
成

2021.4.1 ～ 2022.4.7
　（年度内設置分）

6万円
総予算額 2,545万円

先着 B http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/shouene_e
co/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）

　～ 2022.3.31 5万円
市内事業者からの購入等が条件

－ B https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/seikatsu/
1012248/1000953.html

神奈川県

横浜市
住まいのエコリノベーション（省エ
ネ改修）補助

2021.5.12 ～

省エネ･創エネ設備導入として 3万円加算
断熱改修工事は必須
事前協議による確認が必要
総予算枠として 17件程度を予定

先着 A https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-
kurashi/jutaku/sien/shoene/event/ecohojo.html

川崎市
スマートハウス補助金
（住宅用創エネ・省エネ・蓄エネ機
器導入補助事業）

2021.4.1 ～ 2022.3.4
3万円
HEMS併設などの条件あり
総予算額 2,500万円

先着 A http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000075577.html

相模原市
住宅用スマートエネルギー設備導
入奨励金（ZEHコース）

第1期：2021.9.1 ～ 9.30
第2期：2022.2.22 ～ 3.22

ZEH設備として15万円
ZEHコース分として各期15件を予定

各期
抽選

B http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kankyo/h
ojyo/1008083.html

小田原市
家庭用エネルギー高度利用シス
テム補助（燃料電池）

2021.5.10 ～ 2022.2.28

3万円
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス補助との同
時申請は不可
予算枠として、5件程度を予定

先着 A http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/energy/sub
sidy/taiyounetsur2.html

小田原市
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス
補助

2021.5.10 ～ 2022.2.28

10万円、蓄電池の同時設置で2万円加算
家庭用エネルギー高度利用システム補助と
の同時申請は不可
予算枠として 16件（蓄電池加算は5件）を予
定

先着 A https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/energy/su
bsidy/enehouser3.html

大和市
住宅用再生可能エネルギー・省エ
ネルギーシステム等設置費補助

2021.4.1 ～ 2022.2.15 4万円 （定格 500W未満機の場合、2万円）
エネファーム分として 90件を予定

先着 A http://www.city.yamato.lg.jp/web/k-
soumu/solarsystem.html

海老名市
環境保全対策支援事業補助
（太陽光発電施設・蓄電池・エネ
ファーム･HEMS・EV/FCV）

2021.4.1 ～ 2022.2.28
6万円
太陽光発電とHMESとの同時設置で 2万円
加算

先着 A https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/kurashi/hozen/1
012253.html

鎌倉市
住宅用再生可能エネルギー・省エ
ネ機器等設置費補助

2021.4.1 ～ 2022.3.1 4万円、 ZEH加算 5万円
総予算額 500万円

先着 A http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kankyo/saiseihojyo.
html

座間市
スマートハウス関連設備設置補
助

2021,4,15 ～ 4万円
エネファーム分として 14件を予定

先着 A https://www.city.zama.kanagawa.jp/www/contents/139588
6793372/index_k.html

藤沢市
家庭用燃料電池システム設置費
補助

2021.4.1 ～ 2022.2.28
5万円
予算枠 200件分を予定
市内事業者による施行が条件

先着 A http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kankyou-
s/machizukuri/kankyo/hojo/denchi3.html

綾瀬市
住宅用スマートエネルギー設備導
入補助

2021.4.1 ～ 2022.3.15 5万円 先着 B https://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000037700/h
pg000037671.htm

大磯町
スマートエネルギー設備導入費補
助

2021.4.1 ～ 2022.3.18 5万円
HEMS設置（1万円）が必須

先着 A http://www.town.oiso.kanagawa.jp/kurashi/kankyou/seisak
u/201400618.html

寒川町
家庭用燃料電池システム（エネ
ファーム）設置補助

2021.4.1 ～ 5万円
10件を予定

先着 A
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/kankyoke
izai/kankyo/kankyohozen/info/taiyoukou_sisutemu/152040
8761140.html

葉山町
再生可能エネルギーシステム等
設置補助

2021.4.1 ～ 5万円
総予算枠として 30件を予定

先着 A https://www.town.hayama.lg.jp/soshiki/kankyou/1/4/4/120
4.html
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新潟県

上越市
エネファーム助成金
（ガス水道局）

2021.4.5 ～ 40万円
予算枠 5台分を予定

先着 A http://gwhp.city.joetsu.niigata.jp/customer/pickup_list/josei
kin/

上越市 住宅リフォーム促進事業
前期：2021.4.14 ～ 5.19
後期：9.15 ～ 10.11

対象工事費用の20%以内、上限額 15万円
市内事業者による施工が条件
予算額：前期 7,500蔓延，後期 2,500万円

各期
抽選

A https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kenjuu/r02reform-
1.html

柏崎市
低炭素型創エネ･省エネ機器導入
補助

2021.5.10 ～ 2022.3.18
20万円
他設備との同時申請時 上限50万円
事業者も対象

先着 A https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/kanky
o_pet/kankyo_kankyohozen/6/13747.html

柏崎市
住まい快適リフォーム事業
　（省エネ化工事）

2021.4.19 ～

15万円より（世帯区分等に依る）
一般住宅に加え空き家リフォームを含む
市内事業者による施工が条件
総予算枠として、300件弱を予定

先着 A https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai
_seikatsu/jutaku_tochi/5/10638.html

魚沼市 再生可能エネルギー普及促進 2021.4.1 ～ 12.28 15万円 先着 A http://www.city.uonuma.niigata.jp/docs/2017031300052/

燕市 住宅リフォーム助成 2021.4.1 ～ 工事費の10%以内，上限10万円
市内登録施工業者の利用が条件

先着 A https://www.city.tsubame.niigata.jp/life/6/3/8680.html

小千谷市 住宅エコリフォーム補助金
2021.4.12 ～ 4.23
予定件数に達しなかったた
め、引き続き先着順で受付

10万円
市内業者による施工が条件
リフォーム工事予算枠 190件分

抽選/
先着

A https://www.city.ojiya.niigata.jp/soshiki/kensetsu/jutaku-
reform.html

妙高市
都市ガス機器導入助成
（ガス上下水道局）

　－ 20万円 － A https://www.city.myoko.niigata.jp/docs/95.html

五泉市
住宅用省エネ設備等（太陽光発
電、エネファーム）設置費補助

2021.4.9 ～
20万円
市内業者による設置が条件
総予算額 100万円

先着 A https://www.city.gosen.lg.jp/organization/7/14/1473.html

湯沢町
再生可能エネルギー普及促進事
業補助

　－ 20万円 先着 A https://www.town.yuzawa.lg.jp/kurashinojoho/machinitsuit
eshiritai/12/1/1722.html

富山県

富山市 省エネ設備等導入補助 2021.4.1 ～ 2022.3.31
5万円
太陽光発電および蓄電システムの一括導入
で、5万円を加算

－ B https://www.city.toyama.toyama.jp/kankyobu/kankyoseisak
uka/ondankataisakukikaku/shoenesetsubihojo.html

石川県

金沢市
創エネ・省エネ・蓄エネ設備設置
費補助

2021.4.1 ～ 5万円 先着 A https://www4.city.kanazawa.lg.jp/25001/ondanka/hojokin/s
aienesiennseido.html

福井県

越前市
住宅用太陽光発電・省エネ設備
補助金

2021.4.1 ～
太陽光発電（同時設置が条件）補助に5,000
円/kWを加算（加算額上限2万円）
市内事業者施工で更に5,000円/kw加算

－ A http://www.city.echizen.lg.jp/office/060/051/hojyoseido/taiy
oukou.html

山梨県

山梨市
自然エネルギー・省エネルギー設
備補助金

2021.4.1 ～ 5万円 － B https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/citizen/docs/160
9044.html

長野県

松本市
住宅用温暖化対策設備設置補助
（省エネリフォーム補助）

2021.4.1 ～
20万円
既存住宅向け
市内事業者による設置が条件

－ A https://www.city.matsumoto.nagano.jp/shisei/kankyojoho/e
arth/hozyo/onndanka_secchi.html

大町市 安心・安全住宅リフォーム補助 2021.4.1 ～

住宅性能向上工事費の20%以内 （上限 20
万円）
市内業者による施工が条件
総予算 2 500万円

先着 A https://www.city.omachi.nagano.jp/00011000/00012400/0
0012301_2_2_2.html

坂城町
住宅用スマートエネルギー設置導
入事業補助

2021.4.1 ～ 7.5万円 先着 A http://www.town.sakaki.nagano.jp/www/contents/1001000
000133/index.html

生坂村
地球温暖化防止対策設備設置費
補助

　－ 12万円 先着 B http://www.village.ikusaka.nagano.jp/gyousei/juuminka/on
dankabousi.htm

静岡県

静岡市 静岡市版ZEH建築等事業補助 　～ 2022.2.28

30万円
BELSの評価においてゼロエネ相当と表示さ
れた戸建住宅が対象
市内事業者による建築･改修が条件
総予算枠 約50件

先着 A https://www.city.shizuoka.lg.jp/041_000256.html

浜松市
スマートマンション等集合住宅整
備促進事業費補助

2021.4.15 ～
専有部：万円/件，共用部：10万円/kW
集合住宅（2戸以上）の建設事業者及び管理
組合等が対象

先着 A https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shin-
ene/new_ene/smartmansion.html

沼津市
住宅用新エネ・省エネ機器設置費
及び省エネリフォーム費補助

2020.4.1 ～ 2021.3.24
（工事着工予定日の7日前ま
で）

4万円
新築住宅及び事業所等は対象外

先着 A http://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/sumai/kankyo/
hojyo/shinene.htm

藤枝市 新エネルギー機器設置補助 2021.5.6 ～
6万円
総予算額 170万円

先着
原則

A
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/toshi/kankyo/kakushu
hojokin2/16949.html

伊豆の国市
住宅用新エネルギー機器導入補
助

　～ 2020.3.10 5万円
総予算額 185万円

先着 A https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/kankyou/kurashi/ho
jo/sinenerugi-.html
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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

2021.5.6 ～ 2022.3.31 1万円
総予算額 1,000万円

先着 B http://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/kankyo
u_hozen/kankyou/1001493.html

御前崎市
新エネルギー・省エネルギー機器
導入促進補助

2021.4.1 ～ 8万円
総予算 500万円を予定

先着 A https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/kurashi/kurashi_tet
suduki/energy/shinenergy/donyu.html

三島市 スマートハウス設備導入費補助 2021.4.1 ～ 5万円
総予算 850万円

先着 A https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn040827.html

三島市 スマートハウス設備導入費補助 2020.4.1 ～ 5万円
総予算額 850万円

先着 A https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn040851.html

富士宮市 創エネ・蓄エネ機器等設置費補助 2021.4.1 ～ 2022.1.31 10万円　（リースの場合 5万円）
総予算 2,800万円を予定

先着 A http://www.city.fujinomiya.lg.jp/citizen/llti2b0000000wui.ht
ml

伊東市
住宅用新エネルギー・省エネル
ギー機器設置費補助

2021.4.1 ～
4万円
他機器との合算申請可
総予算額 300万円

先着 A
https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/kurashi_tetsuzuki/g
omi_kankyo_pet/kankyonitsuitenoshisaku_keikaku/4040.h
tml

島田市
住宅用省エネルギー設備設置事
業費補助

2021.4.1 ～ 2022.3.31 5万円
総予算 970万円

先着 A https://www.city.shimada.shizuoka.jp/kurashi-
docs/281945682.html

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

2021.4.2 ～ 2022.1.31
5万円
太陽光発電補助と合わせた総予算額 700万
円

先着 A https://www.city.yaizu.lg.jp/g03-
004/taiyoukou/2021enefarm.html

掛川市
新エネルギー機器等設置支援事
業

2021.5.6 ～ 2022.3.31 5万円相当の地域買物券で支給
総予算 1,940万円

先着 B http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/life/kankyou/shinene
/hojoseido/ecomyhouse_h30_2.html

御殿場市
新・省エネルギー機器設置事業
補助

2021.3.1 ～ 2022.3.31 5万円 先着 B https://www.city.gotemba.lg.jp/kurashi/b-11/b-11-
4/7812.html

袋井市
新エネルギー機器導入促進奨励
金

2021.4.1 ～ 6万円 先着 B http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kurashi/kurashi_tetsuz
uki/kankyo_energy/shinene/1489732154877.html

裾野市 新エネルギー機器設置事業補助 2021.4.1 ～ 10万円
総予算額 400万円

先着 A
http://www.city.susono.shizuoka.jp/mokuteki/hojokin/suma
i/5996.html

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

2021.4.1 ～ 2022.3.31 6万円 先着 B https://www.city.kosai.shizuoka.jp/material/files/group/12
/r3goriyounotebiki.pdf

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

　－
4万円
総予算額 175万円

先着 A http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/chiiki/chiiki00022.ht
ml

長泉町
ZEH( ゼロ・エネルギー・ハウス )
等支援事業補助

　～ 2022.3.10
 （設置後 30日以内）

10万円 － B http://www.town.nagaizumi.lg.jp/life_procedure/environme
nt_pet/3/2541.html

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

市町村毎に異なる 　- - - https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/0000004471.ht
ml

名古屋市
家庭用燃料電池システム設置費
補助

2021.4.19 ～ 2022.2.28 3万円
500件を予定

先着 A https://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000138392.html

豊橋市 家庭用エネルギー設備導入補助 2020.4.1 ～ 4万円
EF分として 170件を予定

－ A http://www.city.toyohashi.lg.jp/34039.htm

岡崎市
住宅用地球温暖化対策設備設置
費補助

2021.4.1 ～ 2022.3.31 5万円 先着 A https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1564/1621/p028715.ht
ml

豊田市 エコファミリー支援補助 2021.4.1 ～ 5万円 先着 A http://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/kankyou/hojokin/102
3875.html

春日井市
住宅用地球温暖化対策機器設置
費補助

2021.4.1 ～ 2022.3.15 5万円 先着 A https://www.city.kasugai.lg.jp/shimin/gomi/keihatsu/10127
87.html

一宮市
住宅用地球温暖化対策設備設置
補助

2021.4.1 ～ 6万円 先着 A https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kurashi/gomi/1037865
.html

岩倉市
住宅用地球温暖化対策設備設置
費補助

2021.4.1 ～ 10万円 先着 A https://www.city.iwakura.aichi.jp/0000000202.html

刈谷市
住宅用地球温暖化対策設備設置
費補助

2021.4.1 ～ 10万円
総予算額 4,730万円

先着 A https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/pet/kankyo/1003920/1
003924/1003927.html

東海市
住宅用地球温暖化対策設備導入
促進費補助

2021.4.1 ～ 5万円 先着 A http://www.city.tokai.aichi.jp/7385.htm

日進市
住宅用地球温暖化対策機器設置
費補助

2021.4.1 ～ 2022.3.31 5万円
総予算 1,045万円

先着 A https://www.city.nisshin.lg.jp/kurashi/sumai/chikyuuonnda
nnka/shouene/11578.html

みよし市 エコエネルギー促進事業補助 2021.4.1 ～ 15万円
低公害車等を含む総予算額 4,500万円

先着 B https://www.city.aichi-
miyoshi.lg.jp/kankyo/hojyokin/ecoenergyhojyo.html

瀬戸市
住宅用地球温暖化対策設備導入
費補助

2021.5.25 ～ 6.11
（予算額に満たない場合は
先着順で継続受付け）

5万円
集合住宅は対象外
エネファーム分として15件程度を予定

抽選
（先着）

A http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2021032400048/

碧南市 スマートハウス設備設置費補助 2021.4.1 ～ 10万円
総予算額 1,596万円

先着 A http://www.city.hekinan.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/kankyo/
hozen/11435.html

安城市 スマートハウス普及促進補助 2021.4.1 ～ 2022.3.16 5万円 先着 Ａ
https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/bika/202004smarthou
se.html

西尾市
住宅用地球温暖化対策設備導入
費補助

2021.4.1 ～ 10万円
総予算額 2,900万円

先着 A http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/6,60960,68,627,ht
ml

蒲郡市
住宅用地球温暖化対策設備導入
費補助

2021.4.1 ～ 5万円
エネファーム分として 20件程度を予定

先着 A http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankyo/ondanhojo.html
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都道府県
市･区・町

※１

補助事業内容

江南市
住宅用地球温暖化対策設備設置
費補助

2021.4.1 ～ 10万円 先着 A https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/gomi/1003144/10032
97/1003210.html

小牧市
住宅用地球温暖化対策設備設置
費補助

2021.4.8 ～ 2022.3.31 10万円
総予算額 2,134万円

先着 A http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/shimin/kankyokotsu/
eco/6/25460.html

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

2021.4.1 ～ 5万円 先着 A http://www.city.inazawa.aichi.jp/kurashi_tetsuzuki/kankyo/
kankyohojo/1004762.html

新城市
住宅用地球温暖化対策設備導入
促進費補助

2021.4.12 ～ 5万円
総予算額 255万円

先着 A https://www.city.shinshiro.lg.jp/kurashi/kankyo/energy-
taisaku/hojyoseido/r03.html

知立市
住宅用地球温暖化対策設備導入
促進費補助金（住宅用燃料電池
システム）

2021.4.1 ～ 8万円 先着 A https://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/kankyo/hozyokin/ny
uutakuhozyokin/1553737867140.html

尾張旭市
住宅用地球温暖化対策設備設置
費補助

2021.4.1 ～ 11.30
10万円
市内業者施行で2万円加算
総予算額 800万円

先着 A https://www.city.owariasahi.lg.jp/kurasi/seikatu/kankyou/o
ndankataisakusetsubi/ondankataisakusetsubihojo.html

豊川市
住宅用地球温暖化対策設備導入
促進費補助（住宅用燃料電池シ
ステム）

2021.4.1 ～ 10万円
総予算額 400万円

先着 A
http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kankyosumai/chikyu
ondankataisaku/ondankataisaku/nenryou_denchi_hojo.ht
ml

豊明市
住宅用地球温暖化対策設備等設
置費補助（家庭用燃料電池）

2021.4.1 ～ 5万円 先着 A http://www.city.toyoake.lg.jp/3631.htm

田原市
住宅用地球温暖化対策設備設置
費補助

2021.4.1 ～ 5万円
総予算額 340万円

先着 A http://www.city.tahara.aichi.jp/kurashi/gomi/1000033/1006
138.html

清須市
住宅用地球温暖化対策設備設置
費補助

2021.4.1 ～ 5万円
総予算額 458万円

先着 A http://www.city.kiyosu.aichi.jp/kurashi_joho/seikatsu_kank
yo/kankyo/chikyuondanka_hojo.html

幸田町
新エネルギーシステム設置等補
助

2021.4.7 ～ 5万円
総予算額 450万円

先着 A https://www.town.kota.lg.jp/soshiki/12/1066.html

東浦町
住宅用地球温暖化対策機器設置
費補助

2021.4.1 ～ 6万円 先着 A http://www.town.aichi-
higashiura.lg.jp/shinseisho/subsidy/1460620110485.html

東郷町
地球温暖化対策設備導入促進費
補助

2021.4.1 ～ 5万円
エネファーム分として 10件を予定

先着 A/B
http://www.town.aichi-
togo.lg.jp/kankyo/tikyuuonndannkataisakusetubidounyuus
okusinnhihojyokinn.html

豊山町 地球温暖化対策設備設置費補助 2021.4.1 ～ 5万円 先着 A https://www.town.toyoyama.lg.jp/kurashi/seikatsu/100074
7.html

大治町
住宅用地球温暖化対策設備設置
補助

　－ 3万円 先着 A https://www.town.oharu.aichi.jp/topics/201704_taiyokohat
suden_hojyokin.html

飛島村
住宅用太陽光発電施設設置費補
助

　－ 15万円 先着 A/B http://www.vill.tobishima.aichi.jp/kurashi/hojyo/h_kankyo.ht
ml

岐阜県

岐阜市
家庭用燃料電池及び蓄電池普及
促進補助

国補助確定後 6ヶ月以内 2020年度国補助受給額の 1/10 先着 C http://www.city.gifu.lg.jp/19430.htm

多治見市
住宅用新エネルギーシステムの
補助

2021.4.1 ～ 10万円 先着 A http://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/kankyo/new-energy.html

瑞浪市 エネルギー利用最適化事業補助 設置後 90日以内 10万円 先着 B https://www.city.mizunami.lg.jp/kurashi/kankyouhozen/100
1540.html

富加町
住宅用新エネルギーシステム設
置補助

設置後 180日以内 10万円 － B https://www.town.tomika.gifu.jp/docs/339.html

御嵩町
新エネルギーシステム普及支援
補助 （事業者も対象）

　－
10万円
エネファーム分として2件を予定

先着 A https://www.town.mitake.lg.jp/portal/town/environmental-
information/environmental-city-promotion/post0017707/

白川町
水源の里エネルギー活用推進事
業

　－ 10万円 先着 A/B
http://www.town.shirakawa.lg.jp/%E4%BD%8F%E5%AE
%85%E7%94%A8%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%85
%89%E7%99%BA%E9%9B%BB%E8%A8%AD%E5%8
2%99%E7%AD%89%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%8
A%A9%E6%88%90/

三重県

四日市市 スマートシティ構築促進補助 2021.4.1 ～ 2022.1.31 3万円
総予算額 3,910万円

先着 A https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/161483599
0715/index.html

津市
新エネルギー利用設備設置費補
助

2021.4.1 ～ 6万円 先着 A http://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1001000007
750/index.html

川越町
新エネルギーシステム設置費補
助

　－
5万円
太陽光発電との同時設置が条件

先着 B http://www.town.kawagoe.mie.jp/index.php/kurashi/life/sol
ar_h2804/

滋賀県

守山市 住宅・店舗・施設改修助成 2021.4.1 ～ 2022.3.31
補助率 対象工事の10%，最大 30万円
エコリフォーム工事として対象
市内施工業者利用が条件

先着 B http://www.city.moriyama.lg.jp/shokokanko/2021_jyutakute
nposhisetsukaisyu.html

愛荘町 住宅省エネ等改修補助 2021.4.14 ～ 20212.1.31
上限 20万円
創エネルギー設備として対象
町内業者による施工が条件

先着 A https://www.town.aisho.shiga.jp/sangyo/shoko/4936.html

京都府

大阪府
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※２
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採択法

申請
時期
※３

URL

都道府県
市･区・町

※１

補助事業内容

高槻市 エコハウス補助
2021.5.17 ～ 2022.2.28
事業完了後 1か月以内

3万円
エネファーム分として 60件を予定

先着 B http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/shimin/kankyo/g
yomuannai/heatisland/hojoseido/ecohouse.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

2021.5.17 ～ 2022.2.28 6万円
予算額 570万円

先着 B https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/hojo_joseikin/ka
nkyo_hojyo_jyosei/enefarm.html

池田市
家庭用燃料電池システム設置費
補助

2021.4.1 ～ 2022.3.25 3万円
予算額 450万円

先着 B http://www.city.ikeda.osaka.jp/shinseisho/kankyo/1430381
086789.html

茨木市
住宅用太陽光発電システム等設
置事業補助

2021.4.16 ～ 2022.3.11
　（設置後 6ヶ月以内）

4万円
太陽光発電との同時設置･申請が条件

先着 B http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kurashi/sumai/tochi/hojoki
n/1450423916001.html

岸和田市 地球温暖化対策設備導入補助 2021.6.1 ～　2022.2.1 5万円
予算額 500万円（100件分）

先着 A https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/29/ontai-
zyosei.html

泉大津市 高効率給湯器設置補助 2021.4.1 ～ 2022.3.31 5万円
総予算枠として 170件程度を予定

先着 B http://www.city.izumiotsu.lg.jp/shisei/sonotabosyuu/13970
20333638.html

泉佐野市
家庭用燃料電池コージェネレー
ションシステム設置補助

2021.6.15 ～ 2022.3.15 5万円
予算枠として 100台分を予定

先着 C http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/seikatsu/kankyo/me
nu/kougai_04/1584317362202.html

高石市
家庭用燃料電池（エネファーム）
設置補助

2021.4.1 ～ 5万円
予算 400万円（80台分）を予定

先着 B http://www.city.takaishi.lg.jp/kakuka/soumu/seikatu_kanky
ou_ka/enefarmhojo.html

松原市
家庭用燃料電池（エネファーム）
設置補助

2021.4.1 ～
2「万円
定住促進として、新築又は中古住宅の購入
に合せた設置で1万円加算

先着 B https://www.city.matsubara.lg.jp/kurashi/kankyou/8/6241.h
tml

兵庫県

尼崎市
スマートハウス普及促進事業
 （スマートハウス補助）

1次：2021.4.1 ～ 6.11
2次：7.12 ～ 10.1
3次：11.8 ～ 2022.2.4

蓄エネ機器補助に対する加算として、
・蓄エネ機器との同時導入： 5万円
・蓄エネ機器、HEMSとの同時導入：10万円

先着 B http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/kankyo/hozen/
1003761/1014615.html

西宮市
省エネ・創エネ設備導入促進補助
事業

　－ 詳細は 6月頃に発表予定 － －
https://www.nishi.or.jp/kurashi/sumai/josei/tetsuzuki/shoe
nesetsubi.html

明石市
家庭用燃料電池・蓄電池導入支
援事業

　－ 詳細は後日発表
https://www.city.akashi.lg.jp/kankyou/kankyou_soumu_ka/
top/shouenesetsubidounyuusien.html

宝塚市
住宅用省エネルギー給湯器買替
助成金

2021.4.5 ～
1万円
既設給湯器を廃棄しての買換えが条件
エコキュート分を含め 60件を予定

先着 A http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kankyo/1011303/1016
355/1036706.html

芦屋市
エコ・エネルギーシステム設置費
補助

2021.7.1 ～ 2022.3.31
　（2021.1.1～3.31 設置分）

4万円 先着 B http://www.city.ashiya.lg.jp/kankyou/taiyoukouhojyo.html

西脇市
家庭用創エネ省エネ設備等導入
促進事業

2021.4.1 ～ 2022.3.31
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 https://www.city.nishiwaki.lg.jp/kurashi/kankyogomi/kanky
ogyoseitorikumi/23096.html

奈良県

生駒市
創エネ・省エネシステム普及促進
事業補助金

2021.5.14 ～ 2022.3.31 5万円
総予算額 2,000万円

先着 B https://www.city.ikoma.lg.jp/0000021137.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

2021.4.1 ～ 2022.2.28 5万円分の市内共通商品券
予算枠 50件分

先着 B https://www.city.nara.lg.jp/site/kankyoseisaku/list612-
1987.html

橿原市
エコライフハウス推進事業
 （太陽光・蓄電池・エネファーム）

2021.4.12 ～ 2022.3.31 5万円 先着 B https://www.city.kashihara.nara.jp/article?id=5c352473f1a
7f00f31b1e269

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

2021.4.1 ～ 2022.2.28 5万円 先着 B https://www.city.katsuragi.nara.jp/kurashi_tetsuzuki/gomi_
kankyo/5/3650.html

三郷町 創エネ・省エネ普及促進補助 　－ 5万円 先着 C http://www.town.sango.nara.jp/seikatsukankyo/souenesyo
uene.html

和歌山県

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）

2021.5.7 ～ 2022.3.17
15万円
太陽光発電と組み合わせての導入が条件
総予算額 1.72億円

先着 B https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000015908.html

倉敷市
創エネ･低炭素住宅促進補助
（燃料電池システム）

2021.4.1 ～ 2022.3.31
　（設置後 60日以内）

7万円
リースも補助対象
予算枠 70件分を予定

先着 B https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=3
0670

倉敷市 次世代エコハウス整備促進補助 2021.4.1 ～

15万円
次世代エコハウス認定住宅建築として対象
総予算枠 40件分を予定（4.6時点で、前年度
迄の事前登録として既に10件）

先着 A http://www.city.kurashiki.okayama.jp/ecohouse/

和気町 家庭の省エネ機器導入促進補助 　　－ 12万円　（蓄電池枠として） － A https://www.town.wake.lg.jp/gyosei/gyoseiOshirase/12130

矢掛町 スマートエネルギー導入促進補助 2021.4.1 ～ 12万円
総予算額 400万円

先着 A http://www.town.yakage.okayama.jp/life/kankyo/hojyo.html
#article05

鏡野町 家庭の省エネ機器導入促進補助 　－ 10万円 先着 A http://www.town.kagamino.lg.jp/?p=138475

西粟倉村
低炭素なむらづくり推進施設設置
補助

　－ 12万円 先着 A
http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/%e4%bd%8e
%e7%82%ad%e7%b4%a0%e3%81%aa%e3%82%80%e
3%82%89%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%
8e%a8%e9%80%b2%e6%96%bd%e8%a8%ad%e8%a8
%ad%e7%bd%ae%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%9

広島県
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採択法
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都道府県
市･区・町

※１

補助事業内容

広島市
家庭用スマートエネルギー設備設
置補助（家庭用燃料電池、家庭用
蓄電池設置補助金）

2021.4.14 ～ 2022.1.31 3万円
エネファーム分として 180台を予定

先着 A https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/88/13794.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

2021.4.9 ～ 2022.2.18 3万円
予算枠 30件分を予定

先着 A https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/18/enefarm.html

三原市 脱炭素社会推進事業補助 2021.5.6 ～ 2022.2.28 7万円
総予算額 210万円

先着 A https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/18/121830.ht
ml

東広島市 スマートハウス化支援補助 2020.4.1 ～ 2022.2.28 10万円 先着 A https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/seikatsuka
nkyo/2/3/smarthouse/27753.html

廿日市市
住宅用地球温暖化対策設備導入
促進補助

2021.4.16 ～ 2021.1.31 7万円
HEMS併設で1.5万円を加算

先着 A https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/30/3482
2.html

鳥取県

境港市
家庭用燃料電池(エネファーム)設
置補助

2021.4.23 ～ 12万円
2件分を予定

先着 A https://www.city.sakaiminato.lg.jp/index.php?view=111129

岩美町 家庭用発電設備等導入推進補助 2021.4.1 ～
12万円
県内事業者への発注･施工が条件
総予算額 309万円

先着 A http://www.iwami.gr.jp/2699.htm

南部町 家庭用発電設備等導入推進補助 2021.4.1 ～ 2022.1.31
12万円
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

－ A https://www.town.nanbu.tottori.jp/admin/chouminseikatsuk
a/a110/v159/

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

先着 A https://www.town.nichinan.lg.jp/kurashi_kankyo/hojo_hojo
seido/2383.html

八頭町 家庭用発電設備等導入推進補助 2021.4.1 ～ 12万円
総予算 298万円

先着 A http://www.town.yazu.tottori.jp/2053.htm

三朝町
住宅用太陽光発電システム等設
置費補助

2021.4.1 ～
12万円
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 http://www.town.misasa.tottori.jp/315/319/324/764/3726.h
tml

湯梨浜町
住宅用太陽光発電システム設置
費補助

2021.4.1 ～
12万円
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 https://www.yurihama.jp/soshiki/3/14307.html

北栄町 創エネルギー等設備設置費補助 2021.4.1 ～ 2022.1.7
12万円
県内事業者への発注･施工が条件
総予算額 798万円

先着 A http://www.e-hokuei.net/item/1822.htm#ContentPane

日吉津村
家庭用燃料電池導入経費支援補
助

2021.4.30 ～ 20221.1.28 15万円 先着 B http://www.hiezu.jp/list/jumin/x935/c864/a345/

島根県

松江市
再生可能エネルギー機器等導入
促進事業補助

2021.4.1 ～
14万円
事業所用も対象
市内事業者による設置が条件

先着 A http://www1.city.matsue.shimane.jp/gomi/kankyou/hojokin/
enefa-mu.html

山口県

下関市 スマートハウス普及促進補助 2021.4.12 ～ 2022.2.28 8万円
既築住宅のみ対象

先着 A http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/14298598
07081/index.html

徳島県

香川県

愛媛県

松山市
家庭用燃料電池システム設置補
助

202１.4.1 ～ 2022.3.31 60万円 先着 Ｂ
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/hojoki
n/kanene2021.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

工事完了後6ヶ月以内
最終締切日： 2022.3.18

10万円
蓄電池分と併せて50件を予定

先着 Ｂ https://www.city.toon.ehime.jp/soshiki/10/1308.html

東温市
ゼロ・エネルギー・ハウス導入費
補助

居住開始日から６か月以内
最終締切日： 2022.3.18

20万円
15件を予定

先着 B https://www.city.toon.ehime.jp/soshiki/10/1139.html

今治市
住宅用新エネルギー等関連設備
設置費補助

2021.5.6 ～ 7.30 9万円 抽選 B http://www.city.imabari.ehime.jp/kankyou/denchi/

宇和島市 新エネルギー設備等導入費補助 2021.4.1 ～ 2022.3.31 20万円 先着 Ｂ
https://www.city.uwajima.ehime.jp/soshiki/15/2021-
sinenehojokin.html

西条市
新エネルギー等関連設備導入促
進事業補助

2021.4.1 ～
　（導入完了後 1年以内）

10万円
総予算額 1,000万円

先着 Ｂ
https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/kankyo/newenergys
ubsidy2015.html

大洲市 家庭用蓄電池等設備設置費補助
2021.4.1 ～
　（設置完了後 1年以内）

20万円 先着 Ｂ http://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/shimin/36638.html

伊予市
住宅用新エネルギー機器設置事
業費補助

2021.4.1 ～ 2022.3.31 10万円
蓄電池分と併せて25件を予定

先着 B https://www.city.iyo.lg.jp/kankyohozen/sinenehojyokin.html

愛南町 新エネルギー等導入促進補助 2021.4.1 ～ 10万円
総予算額 300万円の予定

先着 A http://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/tetsuduki/kankyoei
sei/hojo/sinenehojyo.html

鬼北町 新エネルギー機器等設置費補助 　－ 10万円 先着 A https://www.town.kihoku.ehime.jp/soshiki/kankyou/9367.ht
ml
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事業名
※２

申請受付期間
エネファーム導入補助内容

(上限額，条件，予算/予定件数，等）
採択法

申請
時期
※３

URL

都道府県
市･区・町

※１

補助事業内容

内子町
地球温暖化対策機器導入促進事
業補助

2021.4.1 ～ 10万円
エネファーム分として 1件を予定

先着 A https://www.town.uchiko.ehime.jp/soshiki/10/chikudenti.ht
ml

砥部町
住宅用エネルギー機器設置費補
助

2021.4.1 ～ 2022.3.31
　（設置完了後 1年以内）

10万円 先着 B https://www.town.tobe.ehime.jp/soshiki/7/jyuutakuyouener
ugi-kiki.html

久万高原町 新エネルギー機器等設置費補助 　－ 15万円 先着 B https://www.kumakogen.jp/uploaded/attachment/8670.pdf
#page=12

伊方町 新エネルギー機器等設置費補助 　－ 20万円 先着 B http://www.town.ikata.ehime.jp/soshiki/23/6977.html

高知県

福岡県

福岡市
住宅用エネルギーシステム導入
補助（集合住宅も対象）

2021.5.6 ～ 2022.1.28

5万円
エネファーム分として 300件を予定（他設備
も併せた複合補助は別枠），総予算額 1.38
億円

先着 A https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/ondan/hp/energy-
system_reiwa02.html

福岡市 ECOチャレンジ応援事業 2021.5.1 ～ 12.31
3,000ポイント
　（交通系ICカードへのポイント交換）
総予算枠 1,500世帯分

先着 A https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/ondan/hp/ecochalle
nge.html

筑紫野市
住宅用エコエネルギー導入促進
事業補助

2021.4.1 ～
10万円
市内事業者による施工が条件
総予算額 150万円を予定

先着 Ａ
https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/soshiki/29/3872.ht
ml

糸島市
創エネルギーのまち・いとしま推
進補助金

2021.4.1 ～ 10万円
総予算額 500万円

先着 B https://www.city.itoshima.lg.jp/s011/20191025151334.htm
l

大木町 地球温暖化防止対策支援補助 2021.4.1 ～ コージェネレーションシステムとして、20万円
総予算額 330万円

先着 A http://www.town.ooki.lg.jp/kankyo/9/4387.html

佐賀県

長崎県

波佐見町 住宅性能向上リフォーム支援
工事完了日に応じて、
前期：2021.5.7 ～ 8,27
後期：10.1 ～2022.1.28

対象改修工事費の1/5以内、上限10万円
省エネルギー型リフォームとして対象
町内事業者による施工が条件

先着 A http://www.town.hasami.lg.jp/machi/kurashi/5/1/1180.html

大分県

大分市 再エネ・省エネ設備設置費補助 2021.5.6 ～ 2022.3.31 5万円
蓄電池分と合わせ総予算額 １,000万円

先着 B http://www.city.oita.oita.jp/o141/machizukuri/kankyo/saien
esyoene2020.html

熊本県

熊本市
省エネルギー機器等導入推進事
業補助

2021.5.12 ～ 2022.3.11 8万円
予算枠、エネファー分として75件を予定

先着 B https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=
5&id=19867

上天草市
住宅用省エネルギー設備設置費
補助

2021.4.1 ～ 2022.1.31 10万円 先着 A https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/369/1
3956.html

宮崎県

鹿児島県

鹿児島市
太陽光 de ゼロカーボン促進事業
補助

2021.4.7 ～ 2022.3.31 10万円
太陽光発電とHEMSの同時新設が条件

先着 A https://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/saiene/zer
oenehojyo.html

薩摩川内市
地球にやさしい環境整備事業補
助

2021.4.1 ～
ZEHとして 上限30万円
市内業者による施工が条件
ZEH分予算額 1,000万円

先着 B https://jisedai-energy-
satsumasendai.jp/information/18597/

肝付町
住宅用燃料電池(エネファーム)設
置費補助

2021.4.1 ～
（設置完了後、2ヶ月以内）

8万円 先着 B https://kimotsuki-town.jp/soshiki/juminka/2/4/3779.html

肝付町
ZEH（ネットゼロエネルギーハウ
ス）支援事業補助

2021.4.1 ～ ZEH国補助の1/2，最大35万円 先着 B https://kimotsuki-town.jp/soshiki/juminka/2/4/3778.html

沖縄県
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