【2022年度 エネファーム導入補助金に係る全国自治体調査】

＜2022年6月12日時点＞

※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

事業名

申請受付期間（予定）

※２

エネファーム導入補助内容
（補助額上限，条件，予算/予定件数，等）

申請
採択
時期
法

URL

※３

北海道
札幌市

再エネ省エネ機器導入補助金

第1回：2022.5.11 ～ 7.13
第2回：9.1 ～11.9
予算残時は先着順で継続

8万円

旭川市

地域エネルギー設備等導入促進事業補
助

2022.4.19 ～ 5.31
（受付終了）

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 243万円

抽選

A

函館市

新エネルギー等システム設置費補助

2022.4.1 ～ 2023.2.28
（受付終了）

5万円
中小企業・小規模事業者等も対象

先着

A

帯広市

新エネルギー導入促進補助

2022.4.1 ～ 2023.1.31

先着

A

釧路市

ecoライフ促進支援補助

2022.5.9 ～ 11.4

抽選

A/B

住宅リフォーム等事業費補助

2022.4.1 ～

先着

A

http://www.city.
misawa.lg.jp/ind
ex.cfm/22,1359
2,17,132,html

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
20万円
エネファーム分として 3件程度を予定
釧路管内事業者からの購入が条件

各回
抽選

A

https://www.city
.sapporo.jp/kan
kyo/energy/hojo/
kiki.html
http://www.city.
asahikawa.hokk
aido.jp/kurashi/
271/290/291/p0
05154.html
https://www.city
.hakodate.hokk
aido.jp/docs/20
20032700097/
https://www.cit
y.obihiro.hokkaid
o.jp/kurashi/kan
kyo/energy/kas
hitsuke/100373
3.html
https://www.city
.kushiro.lg.jp/ku
rashi/kankyou/o
ndanka/hatsude
n/8686_00003.
html

青森県
三沢市
六ヶ所村

住宅用新エネルギー設備導入支援事業

工事費の10%、上限 10万円
登録業者への工事発注が条件

2022.4.1 ～ 2023.3.15

10万円

先着

A

http://www.rokk
asho.jp/index.cf
m/10,2933,56,1
93,html

2022.4.1 ～ 2023.2.28
（受付終了）

7万円
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.t
ono.iwate.jp/ind
ex.cfm/45,3479
6,247,html

－

A

http://www.town
.shiwa.iwate.jp/
soshiki/2/2/3/45
0.html

先着

B

https://www.mkj
.or.jp/archives/8
697

岩手県
遠野市

スマートエコライフ推進事業

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

秋田県
宮城県

1次：2022.5.16 ～ 5.27
スマートエネルギー住宅普及促進事業補
2次：2022.8.29 ～ 9.9
助
3次：2022.11.28 ～12.9

10万円
総予算額 2.6億円

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）， 先着
総予算額 2.500万円
1.5万円
市内業者施工又は購入の場合 0.5万円加算
先着
他機器併設による合計額上限 16万円

仙台市

Let's熱活！補助
（熱エネルギー有効活用支援補助）

2022.4.1 ～ 2023.1.31

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）

2022.6.1 ～ 2023.1.31

気仙沼市

住宅用スマートエネルギー設備普及促進
2022.4.1 ～ 2023.1.31
事業補助

5万円
総予算枠 80件程度

先着

A

大河原町

次世代型住宅 （スマートハウス）補助

2022.4.1 ～ 2023.1.31

10万円

先着

B

郡山市

エネルギー３Ｒ推進事業補助

2022.4.22 ～ 2023.3.15

5万円
エネファーム分として50件を予定

先着

B

いわき市

環境負荷軽減機器導入促進補助

2022.4.1 ～ 2023.3.31

10万円
エネファーム分として10件程度を予定

先着

B

石川町

「地球にやさしいまちづくり」事業補助

2022.4.15 ～ 2023.2.1

8万円

先着

A

楢葉町

住宅用新エネルギーシステム導入補助

10万円

先着

A

A

B

http://www.city.
sendai.jp/ondan
ka/download/bu
nyabetsu/kanky
o/kankyohozen/
hojokin.html
https://www.city
.osaki.miyagi.jp/
shisei/kurashin
ojoho/gomi_kan
kyo_pet/1/4054.
html
https://www.kes
ennuma.miyagi.
jp/sec/s028/020
/010/010/070/2
018032816574
https://www.tow
n.ogawara.miya
gi.jp/1408.htm

山形県
福島県

～ 2022.12.31

https://www.city
.koriyama.lg.jp/s
oshiki/54/2443.
html
http://www.city.i
waki.lg.jp/www/
contents/16172
59663980/index
.html
http://www.town
.ishikawa.fukus
hima.jp/admin/li
fe/07.html
https://www.to
wn.naraha.lg.jp/li
fe/007819.html

茨城県
5万円
蓄電池分と合わせて 200件を予定

先着

A

20万円

先着

A

2022.4.1 ～ 2023.3.20

10万円

先着

A

2022.4.1 ～ 2023.3.31

7.2万円

先着

B

2022.4.1 ～ 2023.2.28

つくば市

クリーンエネルギー機器等購入補助

神栖市

住宅用環境配慮型機器設置促進事業補
2022.4.1 ～
助

日立市

脱炭素化促進事業補助

常陸太田市 住宅用エコ製品設置補助
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https://www.city
.tsukuba.lg.jp/s
hisei/torikumi/ka
nkyo/1016401.h
tml
https://www.city
.kamisu.ibaraki.j
p/living/gomi/10
01057/1007581
/1007582.html
https://www.city
.hitachi.lg.jp/shi
min/007/011/p1
05278.html
http://www.city.
hitachiota.ibara
ki.jp/page/page
001002.html

都道府県
市・区・町
※１

事業名

申請受付期間（予定）

※２

エネファーム導入補助内容
（補助額上限，条件，予算/予定件数，等）

牛久市

住宅用環境配慮型機器設置事業補助

2022.4.1 ～

4万円
エネファーム分として 10台を予定

大洗町

家庭用燃料電池導入支援補助

2022.4.1 ～ 12月末

20万円
予算枠 2台分を予定

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 2022.4.1 ～
機器）

5万円

申請
採択
法 時期

URL

※３

先着

A

http://www.city.
ushiku.lg.jp/pag
e/page008765.
html

先着

A

https://www.tow
n.oarai.lg.jp/cat
1/seikatsu/kank
you/8411/

A

https://www.vill.
miho.lg.jp/page/
page002257.ht
ml

先着

栃木県
宇都宮市

足利市

家庭向け低炭素化普及促進補助

住宅省エネルギー対策エコポイント

2022.5.13 ～ 2023.3.31

2万円
エネファーム分として 95件を予定

先着

B

2022.5.9 ～

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 200件程度を予定

https://www.city
.utsunomiya.toc
higi.jp/kurashi/k
ankyo/ondanka/
1029152.html

先着

B

http://www.city.
ashikaga.tochigi
.jp/page/27zyut
akueco.html

群馬県
前橋市

新エネルギー・省エネルギー機器設置費 前期：2022.5.9 ～ 9.30
助成
後期：10.3 ～ 2023.1.31

太田市

省エネルギー機器設置費補助

沼田市

住宅用再生可能エネルギーシステム設置
2022.4.1 ～
補助

みなかみ町 住宅用省エネルギー設備設置費補助

埼玉県

2022.4.11 ～ 2023.1.31

－

3万円
市内事業者による購入/設置工事が条件
予算額 各期 250万円
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
8万円
総予算額 600万円

各期
先着

B

先着

A

先着

A

4万円
太陽光発電との併用申請も可
5万円
戸建住宅（既存）が対象
総予算枠 約1,900件
4万円
総予算額 2,366万円
国や県等の他補助との併用不可
5万円
市内業者設置で 1万円を増額
総予算額 6,589万円

先着

A

先着

A

先着

Ａ

先着

B

住宅用省エネ設備導入支援事業補助

2022.4.8 ～ 2023.2.28

川越市

再生可能エネルギー機器等普及促進事
業補助

2022.5.9 ～ 12.23

川口市

地球温暖化対策活動支援金

2022.5.6 ～ 2023.3.10

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：2022.6.1 ～ 6.30
第2期：9.1 ～ 9.30
第3期：11.1 ～ 11.30
第4期：2023.2.1 ～ 2.24

10万円
加算措置（最大25%）あり

各期
先着

B

草加市

地球温暖化防止活動補助

2022.4.1 ～ 2023.1.31

2万円
他種機器の併設で加算可能
総予算額 1,195万円

先着

A

春日部市

家庭用環境配慮型設備設置奨励事業

2022.4.1 ～ 12.28

5万円 （市内共通商品券にて）
総予算額 800万円

先着

A

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 2022.4.1 ～ 2023.3.31
システム、エネファーム等）

5万円 （地域商品券で交付）

先着

B

熊谷市

スマートハウス補助
（新築または購入）

2022.4.1 ～ 2023.3.31

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

上尾市

省エネ対策推進奨励金

2022.5.6 ～

2万円

先着

B

桶川市

住宅用新・省エネルギー機器設置費補助 2022.4.1 ～

5万円
他設備との重複申請可（合計額上限 20万円）

先着

A

鴻巣市

住宅用省エネルギー機器設置補助

2022.5.16 ～ 2023.3.15

5万円
総予算額 500万円

先着

A

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

2022.4.1 ～

5万円 （内、2万円分は地域商品券で交付）

先着

A

住宅リフォーム資金補助

前期：2022.4.18 ～ 4.22
後期：9月中旬予定

幸手市

狭山市

クリーンエネルギー推進補助

2022.4.16 ～

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）

2022.4.2 ～ 2023.1.31

深谷市

住宅用省エネ設備設置費補助

2022.4.1 ～ 2023.3.31
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工事費の 5%、上限10万円
給湯器、省エネ設備工事も対象
市内の施工・設計業者への発注が条件
予算額、前期 350万円，後期 150万円
5万円
総予算額 1,200万円
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 1,350万円
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）

抽選

A

先着

B

先着

A

先着

B

https://www.city
.maebashi.gun
ma.jp/kurashi_t
etsuzuki/1/10/2
3574.html
https://www.city
.ota.gunma.jp/0
05gyosei/0090003kankyodatsutanso/syo
http://www.city.
numata.gunma.j
p/life/kankyo/tai
yoko/1003684.h
tml
http://www.town
.minakami.gun
ma.jp/life/09su
mai/kankyou/20
16-1013-1804http://www.pref.
saitama.lg.jp/a0
503/hojyokin2.h
tml
https://www.city
.kawagoe.saita
ma.jp/kurashi/k
ankyo/ondankat
aisaku/re_energ
y/r4_saienehojo
https://www.city
.kawaguchi.lg.jp
/soshiki/01100/
010/2/1/34382.
html
https://www.city
.tokorozawa.sait
ama.jp/kurashi/
seikatukankyo/k
ankyo/ekojyosei
/kikidounyu.html
http://www.city.
soka.saitama.jp/
cont/s1701/020
/020/010/PAGE
000000000000
051694.html
https://www.city
.kasukabe.lg.jp/
kurashi/kankyos
hisaku/ondanka
taisaku/11034.h
https://www.city
.kumagaya.lg.jp
/about/soshiki/k
ankyo/kankyose
isaku/kankyosei
sakuhojo/04saie
http://www.city.
kumagaya.lg.jp/
about/soshiki/ka
nkyo/kankyosei
saku/kankyosei
sakuhojo/R2sm
arthousehojokin
https://www.city
.ageo.lg.jp/page
/037121032502
.html
https://www.city
.okegawa.lg.jp/k
urashi/gomi_ka
nkyo/eco/3222.
html
http://www.city.
kounosu.saitam
a.jp/soshiki/kan
kyo/2/gyomu/3/
158909712318
https://www.city
.sakado.lg.jp/so
shiki/20/8841.ht
ml
https://www.city
.satte.lg.jp/sitet
op/soshiki/kenc
hikushidou/1_1/
1263.html
https://www.city
.sayama.saitam
a.jp/kurashi/eco
pet/jyosei/hozyo
seido.html
https://www.city
.toda.saitama.jp
/soshiki/212/ka
nkyo-seisakusiminhttp://www.city.f
ukaya.saitama.j
p/kurashi/kuras
hi/gomi/kankyo/
seidohojo/1648
541642894.htm
l
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2022.4.1 ～ 2023.1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

地球温暖化対策設備等設置費補助

前期：2022..4.1 ～ 9.30
後期：10.3 ～ 2023.2.6

5万円
総予算額 500万円

先着

A

朝霞市

創エネ・省エネ設備設置費補助

2022.4.1 ～ 2023.2.28

5万円
既存住宅（戸建･集合）が対象
総予算 500万円

先着

A

久喜市

住宅用エネルギーシステム設置費補助

2022.5.9 ～ 12.28

4万円
総予算額 1,500万円

抽選

A/B

志木市

住宅用省エネルギー機器設置費補助

2022.4.1 ～ 2023.2.10

5万円

先着

A

住宅用省エネシステム設備推進補助

前期：2022.4.26 ～ 5.27
（予算残により、6,2から先着順 5万円
集合住宅は対象外
で受付）
後期： －

各期
抽選

A

https://www.city
.hanno.lg.jp/arti
cle/detail/1525
http://www.town
.ogose.saitama.
jp/kurashi/kanky
ou/hojyo/14532
90413260.html
https://www.tow

三郷市
蕨市

飯能市

太陽光発電システム等導入促進事業費
補助

A

越生町

再生可能エネルギー設備等設置費補助

2022.4.1 ～ 2023.2.24

6万円

先着

A

寄居町

エコハウス推進事業補助

2022.4.1 ～ 2023.2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

伊奈町

住宅用省エネルギー設備設置費奨励金

2022.4.1 ～ 2023.3.10

1万円
町内共通お買い物券により交付
総予算額 30万円

先着

B

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

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

千葉県

住宅用設備等脱炭素化促進事業補助
（各市町村で実施）
停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円
総予算額（太陽光発電以外） 5,507万円

先着

A

千葉市

住宅用設備等脱炭素化促進事業補助

2022.4.21 ～ 2023.2.15

千葉市

ネット・ゼロ・エネルギーハウス（ZEH）普
及促進事業補助

2022.4.1 ～ 2023.3.7

10万円
予算枠 100戸分を予定

先着

B

旭市

住宅用省エネルギー設備設置補助

2022.4.1 ～

停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円

先着

A

我孫子市

住宅用設備等脱炭素化促進事業補助

2022.4.1 ～ 2023.2.28

停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円

先着

A

市川市

スマートハウス関連設備設置助成

2022.4.1 ～ 2023.2.28

先着

B

市原市

住宅用省エネルギー設備等設置補助

先着

B

印西市

住宅用設備等脱炭素化促進事業補助

先着

B

浦安市

住宅用設備等脱炭素化促進事業補助

停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円
総予算額（太陽光発電以外） 1,470万円
停電時自立運転機能あり：10万円
2022.4.1 ～ 2023.2.28
停電時自立運転機能なし： 5万円
総予算額 2,203万円
停電時自立運転機能あり：10万円
2022.5.16 ～ 2023.3.10
停電時自立運転機能なし： 5万円
総予算額 1,910万円
2022.4.1 ～ 2023.2.28
停電時自立運転機能あり：10万円
（設置完了3か月後の月末まで） 停電時自立運転機能なし： 5万円

大網白里市 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助

2022.5.2 ～ 2023.2.28

柏市

エコハウス促進総合補助

2022.5.2 ～2023.2.28

勝浦市

住宅用設備等脱炭素化促進事業補助

2022.4.1 ～

停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円
停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円
エネファーム分として 50件を予定
停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円
集合住宅は対象外

http://www.city.
misato.lg.jp/686
7.htm
https://www.city
.warabi.saitama
.jp/kurashi/kank
yo/eco/1001349
.html
https://www.city
.asaka.lg.jp/sos
hiki/14/souenes
youene.html
https://www.city
.kuki.lg.jp/kuras
hi/kankyo_anim
al/hojokin/r4hojo
kin.html
http://www.city.
shiki.lg.jp/index.
cfm/37,53302,1
61,629,html

n.yorii.saitama.j
p/soshiki/11/ec
ohouseh31.html
https://www.tow
n.saitamaina.lg.jp/000000
6777.html
https://www.tow
n.yokoze.saitam
a.jp/kurashi/teat
e/1032
https://www.vill.
higashichichibu
.saitama.jp/sos
hiki/05/koukouri
tsukyuutoukihoj
http://www.pref.
chiba.lg.jp/shig
en/chikyuukank
you/ne/shienippan.html#ken
https://www.city
.chiba.jp/kankyo
/kankyohozen/h
ozen/ondanka/r
enewableenergyhttps://www.city
.chiba.jp/kankyo
/kankyohozen/h
ozen/ondanka/z
eh_hojo.html
https://www.city
.asahi.lg.jp/sos
hiki/8/11162.ht
ml
http://www.city.
abiko.chiba.jp/a
nshin/kankyo_k
ougai/chikyuond
anka/shoenergy
http://www.city.i
chikawa.lg.jp/en
v01/111100013
0.html
https://www.city
.ichihara.chiba.j
p/article?articleI
d=6244474116
ccd70f95c4f7b
d
https://www.city
.inzai.lg.jp/0000
014209.html
https://www.city
.urayasu.lg.jp/to
dokede/kankyo/t
orikumi/ondank
a/1035517.html
https://www.cit
y.oamishirasato.l
g.jp/000001217
1.html
https://www.city
.kashiwa.lg.jp/k
ankyoseisaku/e
cosite/ondanka/
shimin/r4ecoho
use.html

先着

B

先着

B

先着

－

先着

A

https://www.city
.katsuura.lg.jp/i
nfo/279

A

https://www.city
.katori.lg.jp/smp
h/living/kankyoh
ozen/shoene/ho

住宅用省エネルギー設備設置補助

2022.4.1 ～

鴨川市

住宅用省エネルギー設備設置補助

停電時自立運転機能あり：10万円
－
（2023.2月末までに実績報告要） 停電時自立運転機能なし： 5万円

先着

A

木更津市

住宅用省エネルギー設備設置補助

2022.5.10 ～ 2023.1.31

停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円

先着

A

君津市

家庭用省エネ・再エネ設備等導入促進事
2022.5.2 ～
業補助

先着

A

佐倉市

住宅用省エネルギー設備等設置費補助

2022.6.1 ～ 2023.2.28

先着

B

http://www.city.
sakura.lg.jp/000
0018600.html

山武市

住宅用設備等脱炭素化促進事業補助

2022.5.16 ～

先着

A

https://www.cit
y.sammu.lg.jp/pa
ge/page004344.
html

香取市

5万円
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停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円
総予算額（太陽光発電以外）800万円
停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円
総予算額 1,076万円
停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円

先着

https://www.city
.kamogawa.lg.jp
/site/shinsei/21
7.html
https://www.city
.kisarazu.lg.jp/k
urashi/kankyo/s
hoene/1001459
.html
https://www.city
.kimitsu.lg.jp/so
shiki/114/7041.
html

都道府県
市・区・町
※１

事業名

申請受付期間（予定）

※２

袖ヶ浦市

住宅用設備等脱炭素化促進事業補助

2022..4.1 ～

白井市

住宅用省エネルギー設備等設置費補助

2022.5.23 ～ 2023.2.28

館山市

住宅用設備等脱炭素化促進事業補助

2022.4.26 ～

銚子市

住宅用脱炭素化促進設備設置費補助

2022.4.20 ～

富里市

住宅用省エネルギー設備設置補助

2022.4.1 ～

流山市

住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促
進事業補助

2022.5.23 ～ 2023.3.31

習志野市

住宅用設備等脱炭素化促進事業補助

2022.4.1 ～
2023.3.17 （市営都市ｶﾞｽ使用）
2023.2.28 （その他ｶﾞｽ使用）

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

～ 2023.3月末

野田市

住宅用設備等脱炭素化促進事業

2022.4.1 ～ 2023.2.28

富津市

住宅用設備等脱炭素化促進事業補助

2022.5.6 ～

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

2022.5.2 ～ 2023.2.28

松戸市

住宅用省エネルギー設備設置費補助

2022.4.1 ～ 2023.3.10

南房総市

住宅用設備等脱炭素化促進事業補助

2022.4.1 ～

エネファーム導入補助内容
（補助額上限，条件，予算/予定件数，等）
停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円
停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円
総予算額 500万円
停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円

住宅用設備等脱炭素化促進事業補助

2022.4.1 ～

八街市

住宅用設備等脱炭素化促進事業補助

2022.6.15 ～ 2023.2.28

八千代市

住宅用設備等脱炭素化促進事業補助

2022.4.22 ～

四街道市

住宅用設備等脱炭素化促進事業

2022.4.18 ～ 2023.2.28

一宮町

住宅用設備等脱炭素化促進事業補助

2022.4.1 ～

鋸南町

住宅用設備等脱炭素化促進事業補助

2022.4.1 ～

URL

※３

https://www.city
.sodegaura.lg.jp
/soshiki/kankyo/
syouenesisute
mu.html
http://www.city.
shiroi.chiba.jp/k
urashi/kankyo/k
03/1552457487
773.html
https://www.city
.tateyama.chiba
.jp/kankyou/pag
e100073.html
http://www.city.
choshi.chiba.jp/
simin/gyousei/c
at04/kankyouho
zen/2020-0225-

先着

A

先着

B

先着

A

停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円

先着

A

停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円

先着

A

http://www.city.t
omisato.lg.jp/00
00004165.html

B

https://www.cit
y.nagareyama.ch
iba.jp/life/10025
84/1002591/10
24476/1024497.

先着

B

http://www.city.
narashino.lg.jp/j
oho/keikaku/tos
hikankyo/25082
016.html

先着

B

先着

B

先着

A

停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円
市営都市ガス使用：30万円
その他ガス使用：
停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円
停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 8万円
停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円
エネファーム分として4件を予定
停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円
停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円
総予算額（太陽光発電以外） 1,805万円
停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円
総予算額 1,222万円
停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円

茂原市

申請
採択
法 時期

停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円
総予算額 780万円
停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円
総予算額 262万円
停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円
停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円
総予算額 510万円
停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円
集合住宅は対象外
停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円

先着

先着

B

先着

B

先着

A

http://www.city.
narita.chiba.jp/k
urashi/page111
100.html
https://www.city
.noda.chiba.jp/k
urashi/oshirase/
toshi/1010125.h
tml
http://www.city.f
uttsu.lg.jp/0000
001668.html
https://www.city
.funabashi.lg.jp/
machi/kankyou/
004/p035670.ht
ml
https://www.city
.matsudo.chiba.
jp/kurashi/kanky
ou/tikyuuondan
ka/hojokin/shoe
ne.html
https://www.city
.minamiboso.ch
iba.jp/00000164
81.html

先着

A

https://www.city
.mobara.chiba.j
p/0000004665.
html

先着

B

https://www.cit
y.yachimata.lg.jp
/soshiki/21/693
3.html

先着

A

先着

B

先着

A

－

A

https://www.city
.yachiyo.chiba.j
p/123508/page
000010060_00
001.html
https://www.city
.yotsukaido.chib
a.jp/kurashi/kan
kyo/energy_savi
ng_eco/jutaku_
https://www.tow
n.ichinomiya.chi
ba.jp/machizuk
uri/207/113.htm
l
https://www.tow
n.kyonan.chiba.j
p/soshiki/13/18
14.html

九十九里町 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助

4月上旬 ～

停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円

先着

A

https://www.to
wn.kujukuri.chib
a.jp/000000072
5.html

栄町

住宅用省エネルギー設備等設置費補助

2022.6.1 ～ 2023.2.28

停電時自立運転機能あり：10万円
停電時自立運転機能なし： 5万円

先着

A

http://www.tow
n.sakae.chiba.jp/
page/page00516
5.html

酒々井町

住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 2022.4.1 ～

10万円
エネファーム分として 5件を予定

先着

A

白子町

住宅用脱炭素化設備等設置補助

－

停電時自立運転機能あり：20万円
停電時自立運転機能なし：10万円

先着

A

東庄町

脱炭素化のための住宅用設備等設置補
助

－

停電時自立運転機能あり：20万円
停電時自立運転機能なし：10万円

先着

A

多古町

住宅用省エネルギー設備設置補助

－

20万円

先着

A

長南町

住宅用省エネルギー設備等設置補助

－

停電時自立運転機能あり：20万円
停電時自立運転機能なし：10万円

先着

A

～ 2023.3.31

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

先着

A/B

2022.4.1 ～ 2023.2.15

対象経費の1/5、上限額 対象合計 75万円

先着

A

2022.4.1 ～

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

東京都
千代田区

中央区

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)
省エネルギー改修等助成
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
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－

A

https://www.tow
n.shisui.chiba.j
p/docs/201903
2800012/
http://www.tow
n.shirako.lg.jp/c
msfiles/content
s/0000001/178
2/koho05web2.p
http://www.town
.tohnosho.chiba
.jp/002service/c
003/2011-07061133-21.html
https://www.tow
n.tako.chiba.jp/
docs/20180119
00071/
https://www.tow
n.chonan.chiba.
jp/sizen/taiyouk
ou/3261/
https://www.tok
yoco2down.jp/sub
sidy/hydrogen_
smart
https://www.city
.chiyoda.lg.jp/ko
ho/machizukuri/
kankyo/hojo/sho
-ene.html
http://www.city.
chuo.lg.jp/kanky
o/seisaku/taisak
u/kikijosei/index
.html

都道府県
市・区・町
※１

事業名
※２

申請受付期間（予定）

エネファーム導入補助内容
（補助額上限，条件，予算/予定件数，等）

申請
採択
法 時期

港区

創エネルギー・省エネルギー機器等設置
2022.4.1 ～ 2023.2.28
費助成

15万円

先着

A

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

10万円
エネファーム分として 500万円を予定

先着

A

文京区

台東区

2022.4.11 ～ 2023.2.10

設置日に応じた申請期間
新エネルギー・省エネルギー設備設置費 第1期：2022.5.2 ～ 8.1
第2期：8.1 ～ 11.30
助成
第3期：12.1 ～ 2023.2.28
再生可能エネルギー機器等助成
2022.4.1 ～
（個人宅，共同住宅)

15万円
中小企業者も対象

URL

※３

抽選

B

14万円

先着

A

https://www.city
.minato.tokyo.jp/
chikyukankyou/
soueneshouene
.html
https://www.city
.shinjuku.lg.jp/s
eikatsu/kojinsho
energy.html
http://www.city.
bunkyo.lg.jp/bo
sai/kankyo/hoze
n/energy.html
http://www.city.t
aito.lg.jp/index/k
urashi/kankyo/jy
oseiseido/saien
e.html
http://www.city.
sumida.lg.jp/kur
ashi/kankyou_h
ozen/ecojyoseis
eido.html
https://www.city
.koto.lg.jp/3802
01/machizukuri/
kankyo/sedo/30j
yosei.html
https://www.cit

墨田区

地球温暖化防止設備導入助成

2022.4.1 ～ 2023.2.28

3万円
分譲/集合住宅、事業所も対象

先着

A

江東区

地球温暖化防止設備導入助成

2022.4.1 ～ 2023.3.15

住宅（集合は対象外）向け：10万円
事業所向け：20万円

先着

A

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

2022.6.1 ～ 2023.1.31

5万円
総予算額 1,012万円

先着

A/B

世田谷区

環境配慮型住宅リノベーション推進事業
補助

2022.4.1 ～ 2023.2.28

1万円
区内業者との契約・施工が条件
他改修工事との加算あり

先着

B

杉並区

断熱改修等省エネルギー対策助成
【エコ住宅促進助成】

2022.4.8 ～ 2023.2.27

5万円
総予算 3,480万円

先着

Ａ

豊島区

エコ住宅普及促進費用助成
（一般住宅用）

2022.4.1 ～ 2023.1.31

8万円
総予算 1,146万円を予定

先着

A

北区

新エネルギー及び省エネルギー機器等
導入助成

2022.4.1 ～ 2023.2.28

先着

A

荒川区

エコ助成
（地球温暖化防止及びヒートアイランド対 2022.4.1 ～ 2023.2.15
策事業助成）

先着

A

練馬区

再生可能エネルギー・省エネルギー設備
2022.4.15 ～ 2023.3.15
設置補助

先着

B

足立区

家庭用燃料電池システム（エネファーム）
2022.4.11 ～ 2023.2.28
設置費補助

5万円
予算枠 50件分を予定

先着

B

葛飾区

個人住宅用 かつしかエコ助成

2022.4.1 ～ 2023.3.31

5万円
（ZEHの場合は 30万円）

－

A

昭島市

住宅用新エネルギー機器等普及促進補
助

詳細は夏頃に発表予定

前年度と同額（5万円）を予定

－

－

稲城市

カーボンニュートラル推進住宅設備等導
入費補助

2023.1月 ～ （予定）

詳細は11月に発表予定
総予算額 578万円

－

B

清瀬市

新エネルギー機器等設置補助

2022.4.1 ～ 2023.3.31

5万円

先着

B

国立市

住宅用スマートエネルギー関連システム
2022.4.1 ～ 2023.3.31
設置費補助

4万円、HEMS設置で1万円加算

先着

B

小金井市

住宅用新エネルギー機器等普及促進補
助

5万円
2021.4.1以降の設置分が対象

先着

B

国分寺市

住宅用太陽光発電機器等設置費用の助
2022.4.1 ～ 2023.3.31
成

4万円

先着

B

小平市

省･創･蓄エネルギー機器等設置モニター
2022.4.1 ～ 2023.3.31
助成

2.5万円 （0.7kW機）， 1.9万円 （0.4kW機）
新築設置のPEFC型は対象外
エネファーム分として 100件を予定

先着

B

狛江市

地球温暖化対策住宅用設備導入助成

2022.4.1 ～ 2023.1.31

5万円

先着

A

環境配慮事業助成制度
（創省エネエコポイント）

2022.5.1 ～ 2022.1.31
（2022.1.1～12.31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/B

http://www.city.
hamura.tokyo.jp
/0000004638.ht
ml

東村山市

住宅用省エネルギー機器設置費補助

2022.7.1 ～ 10.21
（2021.10.1以降設置分）

5万円

抽選

B

https://www.city
.higashimuraya
ma.tokyo.jp/kur
ashi/gomi/hojo/
syouenehojo/sy
https://www.cit

府中市

エコハウス設備設置補助

2022.4.1 ～

2.5万円

先着

A

y.fuchu.tokyo.jp
/kurashi/sekatu
/datsutanso_ond
anka/ekohausu.

福生市

住宅リフォーム工事費助成 （商工会）

2022.4.1 ～ 2023.2.3
（受付終了）

先着

A

https://fussasci.com/reform
02.html

三鷹市

新エネルギー・省エネルギー設備設置助 設置後 6ヶ月以内
成
最終締切 2023.3.31まで

20万円
市内登録業者による工事が条件
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

武蔵野市

効率的なエネルギー活用推進助成

6万円

先着

B

羽村市

2022.4.1 ～ 2023.3.17

～ 2023.4.13
（年度内設置分）
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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
区内業者と契約し施工の場合：15万円
区外業者の場合：10万円
事業者等も対象
5万円
事業者も対象
総予算額 4,581万円

y.meguro.tokyo.j
p/kurashi/shize
n/ondanka_taisa
ku/taiyoukou.ht
https://www.city
.setagaya.lg.jp/
mokuji/sumai/0
11/003/d00190
129.html
https://www.city
.suginami.tokyo.
jp/guide/gomi/s
youene/100492
1.html
http://www.city.t
oshima.lg.jp/14
9/machizukuri/s
hizen/ecojutaku/
003402.html
https://www.city
.kita.tokyo.jp/ka
nkyo/jutaku/kan
kyo/hojo/energy/
jose-info.html
https://www.city
.arakawa.tokyo.j
p/a024/kankyou
/shoene_ondant
aisaku/4eco_jyo
sei.html
https://www.city
.nerima.tokyo.jp
/kurashi/shigoto
/kankyo/hojo/Su
bsidy_Oview_to
p.html
http://www.city.
adachi.tokyo.jp/
kankyo/kurashi/
kankyo/ondanka
-j-h24http://www.city.
katsushika.lg.jp/
kurashi/100006
2/1023018/102
https://www.cit
y.akishima.lg.jp/
s068/020/010/
010/040/020/2
0170331085540.
http://www.city.i
nagi.tokyo.jp/sm
ph/kankyo/tikyu
uondanka/juuta
kuyousouenerg
https://www.city
.kiyose.lg.jp/kur
ashi/gomi/kanky
ouhozen/10038
45/1003846.ht
http://www.city.
kunitachi.tokyo.j
p/machi/town12
/town13/ondank
ataisaku/14654
https://www.city
.koganei.lg.jp/ku
rashi/473/hozyo
kin/jyuutakuyou
sinnene.html
http://www.city.
kokubunji.tokyo.
jp/kurashi/1011
090/1011425/1
002416.html
https://www.city
.kodaira.tokyo.jp
/kurashi/097/09
7023.html
http://www.city.
komae.tokyo.jp/i
ndex.cfm/41,12
0796,313,2006,
html

https://www.city
.mitaka.lg.jp/c_
service/095/095
663.html
http://www.city.
musashino.lg.jp
/kurashi_guide/
shouene_eco/jo
sei_assen/1005

都道府県
市・区・町
※１

武蔵村山市

事業名

申請受付期間（予定）

※２

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）

エネファーム導入補助内容
（補助額上限，条件，予算/予定件数，等）
5万円
市内事業者からの購入等が条件

～ 2023.3.31

申請
採択
法 時期

URL

※３

先着

B

https://www.city
.musashimuray
ama.lg.jp/kuras
hi/seikatsu/101
2248/1000953.
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）
2022.5.13 ～
補助

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 2022.4.5 ～ 2023.3.4
補助事業）

設備の高効率化工事として 13万円加算
断熱改修工事は必須
事前協議による確認が必要
3万円
HEMS併設などの条件あり
総予算額 2,500万円

相模原市

住宅用スマートエネルギー設備導入奨励 第1期：2022.9.1 ～ 9.30
金（ZEHコース）
第2期：2023.2.15 ～ 3.15

小田原市

家庭用エネルギー高度利用システム補助
2022.5.10 ～ 2023.2.28
（燃料電池）

小田原市

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス補助

大和市

先着

A

先着

A

ZEH設備として15万円
ZEHコース分として各期25件を予定

各期
抽選

B

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（予定）

先着

A

2022.5.10 ～ 2023.2.28

10万円
予算枠 16件程度（予定）

先着

A

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

2022.4.1 ～ 2023.2.15

4万円 （500W未満機の場合、2万円）
エネファーム分として 50件を予定

先着

A

厚木市

スマートハウス導入奨励金

2022.6.1 ～ 2023.3.15

5万円
エネファーム分として 10件を予定

先着

B

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･ 2022.4.1 ～ 2023.2.28
HEMS・EV/FCV）

6万円
太陽光発電及びHEMSの同時設置で 2万円加
算

先着

A

鎌倉市

住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器
2022.4.1 ～ 2023.3.1
等設置費補助

4万円、 ZEH加算 5万円
総予算額 550万円

先着

A

座間市

スマートハウス関連設備設置補助

2022.4.1 ～

4万円
エネファーム分として 14件を予定

先着

A

藤沢市

家庭用燃料電池システム設置費補助

2022.4.1 ～

綾瀬市

住宅用スマートエネルギー設備導入補助 2022.4.1 ～ 2023.3.15

逗子市

カーボンニュートラル推進補助
（再エネ・省エネ・蓄エネ機器導入費補
助）

大磯町

スマートエネルギー設備導入費補助

寒川町

ゼロカーボン推進対策設備等導入補助

葉山町

～ 2023.2.28

5万円
先着
予算枠 180件分を予定
市内事業者による施行が条件
5万円
蓄電システム、EV充給電器と合わせて67件を予 先着
定

A

B

https://www.city
.yokohama.lg.jp/
kurashi/sumaikurashi/jutaku/s
ien/shoene/eve
nt/ecohojo.html
https://www.city
.kawasaki.jp/kur
ashi/category/2
4-4-16-1-0-0-00-0-0.html
http://www.city.
sagamihara.kan
agawa.jp/kuras
hi/kankyo/hojyo/
1008083.html
https://www.city
.odawara.kanag
awa.jp/field/envi
/zerocarbon/sub
sidy/nenryor4.ht
ml
https://www.city
.odawara.kanag
awa.jp/field/envi
/zerocarbon/sub
sidy/r4enehous
https://www.city
.yamato.lg.jp/gy
osei/soshik/24/s
umai/hojo_josei/
11916.html
https://www.cit
y.atsugi.kanagaw
a.jp/soshiki/kan
kyoseisakuka/3
/10/8675.html
https://www.city
.ebina.kanagaw
a.jp/guide/kuras
hi/hozen/10137
59.html
http://www.city.
kamakura.kana
gawa.jp/kankyo/
saiseihojyo.html
https://www.city
.zama.kanagaw
a.jp/www/conte
nts/139588679
3372/index_k.ht
http://www.city.f
ujisawa.kanaga
wa.jp/kankyous/machizukuri/k
ankyo/hojo/denc
hi3.html
https://www.city
.ayase.kanagaw
a.jp/hp/page000
039600/hpg000
039525.htm
https://www.cit
y.zushi.kanagaw
a.jp/syokan/kan
kyo/p13430copy.html
http://www.town
.oiso.kanagawa.
jp/kurashi/kanky
ou/seisaku/201
400618.html
http://www.tow

5万円

先着

A

2022.5.9 ～ 2023.2.28

5万円
HEMS設置（1万円）が必須

先着

A

2022.4.1 ～ 2023.3.15

5万円
総予算額 100万円

先着

B

再生可能エネルギーシステム等設置補助 2022.4.1 ～

5万円
総予算枠として 約40件を予定

先着

A

エネファーム助成金
（ガス水道局）

2022.4.4 ～

40万円
予算枠 10台分を予定

先着

A

上越市

住宅リフォーム促進事業

前期：2022.4.13 ～ 5.18
後期：9.14 ～ 10.12

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 9,000万円，後期 3,000万円

抽選

A/B

柏崎市

低炭素型創エネ･省エネ機器導入補助

2022.5.9 ～ 2023.3.17

20万円
他設備との同時申請時 上限50万円

先着

A

柏崎市

住まい快適リフォーム事業
（省エネ化工事）

2022.4.18 ～

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

先着

A

魚沼市

再生可能エネルギー普及促進

2022.4.1 ～ 12.28

15万円

先着

A

燕市

住宅リフォーム助成

2022.4.1 ～

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

小千谷市

脱炭素設導入促進補助

20万円
エネファーム向けのお得なガス料金プランあり

先着

A

小千谷市

住宅エコリフォーム補助金

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 200件分

抽選
先着

A

見附市

新エネルギー導入促進事業

20万円

先着

A

https://www.city
.mitsuke.niigata
.jp/22646.htm

五泉市

住宅用省エネ設備等（太陽光発電、エネ
2022.4.8 ～
ファーム）設置費補助

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/org
anization/7/14/1
473.html

n.samukawa.kan
agawa.jp/soshiki
/kankyokeizai/k
ankyo/kankyoho
https://www.tow
n.hayama.lg.jp/
soshiki/kankyou
/1/4/4/1204.htm
l

新潟県
上越市

－
2022.4.11 ～ 4.22
予算未達のため、5.16より先着
で受付再開→5.19 受付終了
－
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http://gwhp.city.
joetsu.niigata.jp/
customer/picku
p_list/joseikin/
https://www.city
.joetsu.niigata.jp
/soshiki/kenjuu/
reform04zenki.html
https://www.city
.kashiwazaki.lg.j
p/kurashi_tetsu
zuki/kankyo_pet
/kankyo_kankyo
https://www.city
.kashiwazaki.lg.j
p/kurashi_tetsu
zuki/sumai_seik
atsu/jutaku_toc
hi/5/10638.html
http://www.city.
uonuma.niigata.
jp/docs/201703
1300052/
https://www.city
.tsubame.niigat
a.jp/soshiki/tosh
i_seibi/1/1/7825
.html
https://www.city
.ojiya.niigata.jp/
soshiki/shimin/s
aienehojokin.ht
ml
https://www.city
.ojiya.niigata.jp/
soshiki/kensets
u/jutakureform.html

都道府県
市・区・町
※１

湯沢町

事業名

申請受付期間（予定）

※２

再生可能エネルギー普及促進事業補助

－

エネファーム導入補助内容
（補助額上限，条件，予算/予定件数，等）
20万円

申請
採択
法 時期

URL

※３

先着

A

https://www.tow
n.yuzawa.lg.jp/k
urashinojoho/m
achinitsuiteshirit
ai/12/1/1722.ht

富山県
富山市

省エネルギー機器等導入補助

2022.5.9 ～ 2023.3.20

富山市

ZEH導入補助事業

2022.5.9 ～ 2023.3.20

立山町

環境保全型住宅設備普及促進事業

立山町

省エネ型住宅設備等切替推進事業
（75歳以上の高齢者のみの世帯）

－

－

5万円
EF分として60件を予定
上限 20万円/戸
30件を予定
10万円相当の「たてポカード」ポイント付与
世代同居又は近居世帯の住宅設備が対象
新設は対象外
町内事業者による施工が条件
15万円相当の「たてポカード」ポイント付与
新設は対象外
町内事業者による施工が条件
環境保全型住宅設備補助との併用不可

先着

B

先着

A

先着

先着

A

A

https://www.city
.toyama.toyama
.jp/kankyobu/ka
nkyoseisakuka/
ondankataisaku
https://www.city
.toyama.toyama
.jp/kankyobu/ka
nkyoseisakuka/
ondankataisaku
https://www.tow
n.tateyama.toya
ma.jp/kurashi_t
etsuzuki/sumai
_machizukuri/to
shikeikaku/2241
.html
https://www.tow
n.tateyama.toya
ma.jp/kurashi_t
etsuzuki/sumai
_machizukuri/to
shikeikaku/2242
.html

石川県
金沢市

創エネ・省エネ・蓄エネ設備設置費補助

～ 2023.3.31
（設置日から30日以内）

B

https://www4.cit
y.kanazawa.lg.j
p/soshikikarasa
gasu/kankyosei
sakuka/gyomua

－

B

https://www.city
.yamanashi.yam
anashi.jp/citizen
/docs/1609044.
html

20万円
市内事業者による設置が条件
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

先着

A

5万円

先着

福井県
山梨県
山梨市

自然エネルギー・省エネルギー設備補助
2022.4.1 ～
金

5万円

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）

2022.4.1 ～

大町市

安心・安全住宅リフォーム補助

2022.4.1 ～

坂城町

住宅用スマートエネルギー設置導入事業
2022.4.1 ～
補助

7.5万円

先着

A

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

－

https://www.city
.matsumoto.nag
ano.jp/soshiki/8
5/4406.html
https://www.city
.omachi.nagano
.jp/00011000/0
0012400/00012
301_2_2_2.htm
l
http://www.town
.sakaki.nagano.j
p/www/contents
/100100000013
3/index.html
http://www.villag
e.ikusaka.naga
no.jp/gyousei/ju
uminka/ondank
abousi.htm

静岡県

2022.4.1 ～ 2023.2.28

静岡市

ZEH建築等事業補助

浜松市

創エネ・省エネ・蓄エネ型住宅推進事業
費補助

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

沼津市

住宅用新エネ・省エネ機器設置費及び省
2022.4.1 ～ 2023.3.24
エネリフォーム費補助

藤枝市

新エネルギー機器等設置費補助

伊豆の国市 住宅用新エネルギー機器導入補助

2022.5.10 ～
2022.4.15 ～ 2023.1.31

30万円
BELSの評価においてゼロエネ相当と表示された
先着
戸建住宅が対象
市内事業者による建築･改修が条件
総予算額 2,250万円
6万円
先着
総予算額 1億円
専有部：8万円/件
共用部：10万円/kW （上限 90万円）
集合住宅全戸の所有者及び管理組合等が対象
4万円
新築住宅及び事業所等は対象外

A

B

先着

A

先着

A

2022.6.1 ～ 2023.2.28

6万円
総予算額 170万円

先着

A

2022.4.1 ～ 2023.3.10

5万円
総予算額 300万円

先着

A

2022.5.6 ～ 2023.3.31

1万円
総予算額 1,000万円

先着

B

8万円

先着

A

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

熱海市

新エネルギー機器設置費補助

三島市

スマートハウス設備導入費補助

2022.4.1 ～

5万円
総予算 850万円

先着

A

富士宮市

創エネ・蓄エネ機器等設置費補助

2022.4.1 ～ 2023.1.31

10万円 （リースの場合 5万円）
総予算 3,800万円を予定

先着

A

伊東市

住宅用新エネルギー・省エネルギー機器
2022.4.1 ～
設置費補助

4万円
他機器との合算申請可
総予算額 300万円

先着

A

島田市

住宅用省エネルギー設備設置事業費補
助

5万円
総予算 1,300万円

先着

A

焼津市

住宅用新エネルギー機器（エネファーム）
2022.4.4 ～ 2023.1.31
設置事業補助

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

－

2022.4.1 ～ 2023.3.31
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https://www.city
.shizuoka.lg.jp/0
41_000256.htm
l

https://www.cit
y.hamamatsu.shi
zuoka.jp/shinene/smart_hojyo
/hojokin.html#A
https://www.city
.hamamatsu.shi
zuoka.jp/shinene/new_ene/s
martmansion.ht
http://www.city.
numazu.shizuo
ka.jp/kurashi/su
mai/kankyo/hojy
o/shinene.htm
https://www.city
.fujieda.shizuok
a.jp/toshi/kanky
o/kakushuhojoki
n2/16949.html
https://www.city
.izunokuni.shizu
oka.jp/kankyou/
kurashi/hojo/sin
enerugi-.html
http://www.city.i
wata.shizuoka.j
p/kurashi_tetsu
zuki/kankyou_h
ozen/kankyou/1
https://www.city
.atami.lg.jp/kura
shi/kankyo/100
0809/1000810.
html
https://www.city
.mishima.shizu
oka.jp/ipn04082
7.html
http://www.city.f
ujinomiya.lg.jp/c
itizen/llti2b0000
000wui.html
https://www.city
.ito.shizuoka.jp/
gyosei/kurashi_
tetsuzuki/gomi_
kankyo_pet/kan
https://www.city
.shimada.shizu
oka.jp/kurashidocs/28194568
2.html
https://www.city
.yaizu.lg.jp/g03004/taiyoukou/2
022enefarm.ht
ml

都道府県
市・区・町
※１

事業名

申請受付期間（予定）

※２

エネファーム導入補助内容
（補助額上限，条件，予算/予定件数，等）

申請
採択
法 時期

URL

※３

https://www.city
.kakegawa.shiz
uoka.jp/gyosei/d
ocs/218213.ht
ml
https://www.city
.gotemba.lg.jp/k
urashi/b-11/b11-4/7812.html
https://www.city
.fukuroi.shizuok
a.jp/kurashi_tet
suzuki/kankyo_
energy/shinene/
http://www.city.

掛川市

新エネルギー機器等設置支援事業

2022.4.11 ～ 2022.10.31

8万円相当の地域買物券で支給
総予算額 1,440万円

御殿場市

新・省エネルギー機器設置事業補助

2022.4.1 ～ 2023.3.31

5万円

先着

B

袋井市

新エネルギー機器導入促進奨励金

2022.4.1 ～

6万円

先着

B

裾野市

新エネルギー機器設置事業補助

2022.4.1 ～

7万円
総予算額 660万円

先着

B

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

2022.4.1 ～ 2023.3.31

6万円
総予算額 500万円

先着

B

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 340万円

先着

A

長泉町

ZEH( ゼロ・エネルギー・ハウス ) 等支援
事業補助

10万円
新築・既築共に対象

－

B

－

－

https://www.pre
f.aichi.jp/soshiki
/ondanka/00000
04471.html

愛知県

－
～ 2023.3.10
（設置後 30日以内）

住宅用地球温暖化対策設備導入促進費
補助
市町村毎に異なる
（各市町村補助金に含めて交付）

－

先着

B

先着

A

https://www.city
.toyohashi.lg.jp/
49738.htm

名古屋市

家庭用燃料電池システム設置費補助

2022.4.18 ～ 2023.2.28

豊橋市

家庭用エネルギー設備導入補助

2022.4.1 ～

4万円
エネファーム分として 170件を予定

先着

A

岡崎市

住宅用地球温暖化対策設備設置費補助 2022.4.1 ～ 2023.3.31

5万円， ZEHの場合は 一律16万円
総予算額 4,675万円

先着

A

豊田市

エコファミリー支援補助

5万円
エネファーム分として 128件を予定

先着

A

春日井市

住宅用地球温暖化対策機器設置費補助 2022.4.1 ～ 2023.3.15

5万円

先着

A

一宮市

住宅用地球温暖化対策設備設置補助

6万円

先着

A

岩倉市

住宅用地球温暖化対策設備設置費補助 2022.4.1 ～

10万円

先着

A

刈谷市

住宅用地球温暖化対策設備設置費補助 2022.4.1 ～

10万円
総予算額 4,785万円

先着

A

東海市

住宅用地球温暖化対策設備導入促進費
2022.4.1 ～
補助

5万円

先着

A

日進市

住宅用地球温暖化対策機器設置費補

2022.4.1 ～ 2023.3.31

3万円
総予算額 1,045万円

先着

A

みよし市

エコエネルギー促進事業補助

2022.4.1 ～

15万円
低公害車等を含む総予算額 7,500万円

先着

B

瀬戸市

住宅用地球温暖化対策設備導入費補助 2022.5.26 ～ 6.13

5万円
総予算額 300万円

抽選

A

碧南市

スマートハウス設備設置費補助

2022.4.1 ～

10万円
総予算額 1,901万円

先着

A

安城市

スマートハウス普及促進補助

2022.4.1 ～ 2023.3.16

5万円

先着

Ａ

西尾市

住宅用地球温暖化対策設備導入費補助 2022.4.1 ～

10万円
総予算額 2,900万円

先着

A

蒲郡市

住宅用地球温暖化対策設備導入費補助 2022.4.1 ～

5万円
エネファーム分として 20件程度を予定

先着

A

犬山市

住宅用地球温暖化対策設備導入費補助 2022.4.1 ～

5万円

先着

A

江南市

住宅用地球温暖化対策設備設置費補助 2022.4.1 ～

10万円

先着

A

小牧市

住宅用地球温暖化対策設備設置費補助 2022.4.8 ～ 2023.3.31

10万円
総予算額 2,594万円

先着

A

稲沢市

家庭用燃料電池システム（エネファーム）
2022.4.1 ～
設置費補助

5万円

先着

A

新城市

住宅用地球温暖化対策設備導入促進費
2022.4.11 ～
補助

先着

A

知立市

住宅用地球温暖化対策設備導入促進費
2022.4.1 ～
補助金

先着

A

尾張旭市

住宅用地球温暖化対策設備設置費補助 2022.4.1 ～ 11.30

先着

A

豊川市

住宅用燃料電池システム設置費補助

5万円
総予算額 245万円
5万円
総予算額（次世代自動車補助を含む） 1,487万
円
10万円
市内業者施行で2万円加算
総予算額 800万円
10万円
予算額 400万円

先着

A

2022.4.1 ～

2022.4.1 ～
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.kosai.shizuoka.
jp/soshikiichiran
/kankyoka/gyom
uannai/hojokink
http://www.town
.shimizu.shizuo
ka.jp/chiiki/chiiki
00022.html
http://www.town
.nagaizumi.lg.jp
/life_procedure/
environment_pe

https://www.city
.nagoya.jp/kank
yo/page/000013
8392.html

3万円
400件を予定

2022.4.1 ～ 2023.3.31

susono.shizuok
a.jp/mokuteki/h
ojokin/sumai/59
96.html
https://www.city

https://www.city
.okazaki.lg.jp/15
50/1564/1621/p
034805.html
http://www.city.t
oyota.aichi.jp/ku
rashi/kankyou/h
ojokin/1023875.
html
https://www.city
.kasugai.lg.jp/s
himin/gomi/keih
atsu/1012787.h
tml
https://www.city
.ichinomiya.aich
i.jp/kankyou/kan
kyouseisaku/10
43982/1043983
https://www.city
.iwakura.aichi.jp
/0000000202.ht
ml
https://www.city
.kariya.lg.jp/kur
ashi/pet/kankyo/
1003920/10039
24/1003927.ht
http://www.city.t
okai.aichi.jp/738
5.htm
https://www.city
.nisshin.lg.jp/de
partment/seikat
u/kankyou/6/2/5
/enegy/11561.ht
https://www.city
.aichimiyoshi.lg.jp/ka
nkyo/hojyokin/e
coenergyhojyo.
http://www.city.
seto.aichi.jp/doc
s/20210324000
48/
https://www.city
.hekinan.lg.jp/s
oshiki/keizai_ka
nkyo/kankyo/su
bsidy/11435.ht
https://www.city
.anjo.aichi.jp/ku
rasu/bika/20200
4smarthouse.ht
ml
https://www.city
.nishio.aichi.jp/k
urashi/gomi/100
5103/1001400/
1001906.html
https://www.city
.gamagori.lg.jp/
unit/kankyo/ond
anhojo.html
https://www.city
.inuyama.aichi.j
p/kurashi/gomi/
1005043/10068
68/1004877.ht
https://www.city
.konan.lg.jp/kur
ashi/gomi/1003
144/1003297/1
003210.html
http://www.city.
komaki.aichi.jp/
admin/shimin/k
ankyokotsu/eco/
6/25460.html
http://www.city.i
nazawa.aichi.jp/
kurashi_tetsuzu
ki/kankyo/kanky
ohojo/1004762.
https://www.city
.shinshiro.lg.jp/
kurashi/kankyo/
energytaisaku/hojyosei
https://www.city
.chiryu.aichi.jp/k
urashi/kankyo/h
ozyokin/nyuutak
uhozyokin/1553
https://www.city
.owariasahi.lg.jp
/kurasi/seikatu/k
ankyou/ondank
ataisakusetsubi/
http://www.city.t
oyokawa.lg.jp/k
urashi/kankyos
umai/chikyuond
ankataisaku/on

都道府県
市・区・町

事業名

申請受付期間（予定）

※２

※１

エネファーム導入補助内容
（補助額上限，条件，予算/予定件数，等）

申請
採択
法 時期

田原市

住宅用地球温暖化対策設備設置費補助 2022.4.1 ～

5万円
総予算額 550万円

清須市

住宅用地球温暖化対策設備設置費補助 2022.4.1 ～

5万円
総予算額 458万円

先着

A

あま市

住宅用地球温暖化対策設備設置費補助 2022.4.1 ～ 2023.1.31

5万円
総予算額 600万円

先着

A

幸田町

新エネルギーシステム設置等補助

10万円
総予算額 961万円

先着

A

東浦町

住宅用地球温暖化対策機器設置費補助 2022.4.1 ～

6万円

先着

A

東郷町

地球温暖化対策設備導入促進費補助

2022.4.1 ～

5万円
エネファーム分として 20件を予定

先着

A/B

豊山町

地球温暖化対策設備設置費補助

2022.4.1 ～

5万円

先着

A

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

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

2022.4.7 ～

URL

※３

先着

A

http://www.city.t
ahara.aichi.jp/k
urashi/gomi/100
0033/1006138.
html
http://www.city.
kiyosu.aichi.jp/k
urashi_joho/sei
katsu_kankyo/k
ankyo/chikyuon
https://www.cit
y.ama.aichi.jp/ku
rashi/kankyo/on
danka/1002443.
html
https://www.tow
n.kota.lg.jp/sos
hiki/12/1066.ht
ml
http://www.town
.aichihigashiura.lg.jp/
shinseisho/sub
sidy/146062011
https://www.tow
n.aichitogo.lg.jp/soshik
ikarasagasu/ka
nkyoka/gyomua
https://www.tow
n.toyoyama.lg.jp
/kurashi/seikats
u/1000747.html
https://www.tow
n.oharu.aichi.jp/
topics/201704_t
aiyokohatsuden
http://www.vill.to
bishima.aichi.jp/
kurashi/hojyo/h
_kankyo.html

岐阜県
多治見市

住宅用新エネルギーシステムの補助

2022.4.1 ～

5万円

先着

A

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

恵那市

住宅用新エネルギーシステム設置補助

詳細は7月以降に公開予定

10万円

－

－

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

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件程度を予定

先着

A

白川町

水源の里エネルギー活用推進事業補助

－

10万円

先着

A/B

http://www.city.t
ajimi.lg.jp/kuras
hi/kankyo/newenergy.html
https://www.city
.mizunami.lg.jp/
kurashi/kankyou
hozen/1001540.
html
https://www.cit
y.ena.lg.jp/soshi
kiichiran/suidok
ankyobu/kankyo
ka/annai/9881.h
https://www.tow
n.tomika.gifu.jp/
docs/339.html
https://www.tow
n.mitake.lg.jp/p
ortal/town/envir
onmentalinformation/envi
http://www.town
.shirakawa.lg.jp/
%E4%BD%8F
%E5%AE%85
%E7%94%A8

三重県
四日市市

スマートシティ構築促進補助

2022.4.1 ～ 2023.2.28

3万円
総予算額 4,530万円

津市

新エネルギー利用設備設置費補助

2022.4.1 ～

6万円

先着

A

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

滋賀県

スマート・エコハウス普及促進事業補助

－

2022.5.30 ～ 2023.2.17

2022.5.2 ～ 2023.3.31

守山市

住宅・店舗・施設改修助成

東近江市

コージェネレーションシステム設置奨励金 2022.5.9 ～ 2023.2.15

愛荘町

先着

A

6万円
太陽光発電の併設、停電時自立運転対応、県内
先着
事業者による設置施工が条件
総予算額 6,060万円
補助率 対象工事の10%，最大 30万円
先着
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
4万円，自立運転型のみが対象
（地域商品券での交付）

住宅省エネ等改修補助

2022.4.20 ～ 2023.1.31

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

COOL CHOICE 実践補助

～ 2023.3.15
（設置工事完了後4カ月以内）

5万円
停電時自立発電機能付き機種であること
市内業者への工事発注が条件

先着

B

B
B

https://www.city
.yokkaichi.lg.jp/
www/contents/1
646634989672/
index.html
http://www.info.
city.tsu.mie.jp/w
ww/contents/10
01000007750/i
http://www.town
.kawagoe.mie.jp
/index.php/kura
shi/life/solar_h2
804/
https://www.pre
f.shiga.lg.jp/ipp
an/kankyoshize
n/ondanka/3044
63.html
http://www.city.
moriyama.lg.jp/
shokokanko/20
21_jyutakutenp
oshisetsukaisyu
.html
http://www.city.
higashiomi.shig
a.jp/000001451
3.html

先着

A

https://www.tow
n.aisho.shiga.jp
/sangyo/shoko/
4936.html

先着

B

http://www.city.
nagaokakyo.lg.j
p/0000010968.
html

京都府
長岡京市

大阪府
堺市

スマートハウス化支援事業補助

－

－

高槻市

エコハウス補助

2022.5.16 ～ 2023.2.28
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

東大阪市

再生可能エネルギー等普及促進事業補
助

2022.6.1 ～ 2023.2.28

4万円
エネファーム分として 約200件を予定

先着

B

豊中市

スマートハウス等支援補助

2022.5.9 ～ 2023.2.28

6万円
エネファーム分として 660万円を予定

先着

A/B

6月中に発表予定
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－

https://www.city
.sakai.lg.jp/kura
shi/gomi/ondan
ka/smarthouse/
sumarthouse/in
https://www.city
.takatsuki.osaka
.jp/soshiki/25/1
909.html
http://www.city.
higashiosaka.lg.
jp/0000015249.
html
https://www.city
.toyonaka.osaka
.jp/machi/hojo_j
oseikin/kankyo_
hojyo_jyosei/sm

都道府県
市・区・町
※１

事業名

申請受付期間（予定）

※２

エネファーム導入補助内容
（補助額上限，条件，予算/予定件数，等）

申請
採択
法 時期

池田市

家庭用燃料電池システム設置費補助

2022.4.1 ～ 2023.3.25

3万円
予算額 450万円

茨木市

住宅用太陽光発電システム等設置事業
補助

2022.4.18 ～ 2023.3.10
（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

岸和田市

地球温暖化対策設備導入補助

2022.6.1 ～ 2023.2.1

5万円
総予算額 500万円（100件分）

先着

A

泉大津市

高効率給湯器設置補助

2022.4.1 ～ 2023.3.31

5万円
総予算枠として 170件程度を予定

先着

B

貝塚市

住宅用省エネルギー設備の設置費補助

2022.6.1 ～

2万円
総予算額 100万円

先着

B

泉佐野市

家庭用燃料電池コージェネレーションシス
2022.6.15 ～ 2022.3.15
テム設置補助

5万円
予算枠として 100台分を予定

先着

B

高石市

家庭用燃料電池（エネファーム）設置補助 2022.4.1 ～

5万円
予算 400万円（80台分）を予定

先着

B

富田林市

家庭用燃料電池設置費補助

5万円
予算枠として 100件程度を予定

先着

B

松原市

2022.6.6 ～ 2023.3.31

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

家庭用燃料電池（エネファーム）設置補助 2022.4.1 ～

URL

※３

先着

B

先着

B

http://www.city.i
keda.osaka.jp/s
hinseisho/kanky
o/14303810867
89.html
https://www.city
.ibaraki.osaka.jp
/kikou/sangyo/k
ankyos/menu/h
ojo/2022solar.ht
https://www.city
.kishiwada.osak
a.jp/soshiki/29/o
ntai-zyosei.html
http://www.city.i
zumiotsu.lg.jp/s
hisei/sonotabos
yuu/139702033
3638.html
https://www.city
.kaizuka.lg.jp/ka
kuka/toshiseibi/
kankyoseisaku/t
opics/syouenes
https://www.cit
y.izumisano.lg.jp
/kakuka/seikats
u/kankyo/menu
/kougai_04/158
http://www.city.
takaishi.lg.jp/kak
uka/soumu/seik
atu_kankyou_ka/
enefarmhojo.htm
https://www.cit
y.tondabayashi.l
g.jp/soshiki/17/
1370.html
https://www.city
.matsubara.lg.jp
/kurashi/kankyo
u/8/6241.html

兵庫県
明石市

西脇市

加東市

奈良県

家庭用脱炭素化設備等導入支援事業
家庭用創エネ省エネ設備等導入促進事
業

詳細は後日に発表

2022.4.1 ～ 2023.3.31

－
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
総予算額 500万円

エコハウス設備設置補助

2022.7.1 ～ 2023.3.31

スマートハウス普及促進事業

南部東部地域 11万円、その他地域 8万円
2022.6.1 ～ 2023.2.10
停電時自立運的機能を有すること
（南部東部地域を除き、即日に 蓄電池と合わせての予算額 南部東部地域 163
受付終了）
万円、その他の地域 1,430万円

家庭用燃料電池(エネファーム)設置助成
大和郡山市
商品券交付

～ 2023.2.28

10万円

抽選

A/B

先着

B

先着

A

https://www.city
.kato.lg.jp/kuras
hi/shizen/14577
47693643.html

先着

Ａ

http://www.pref.
nara.jp/43555.h
tm

5万円分の市内共通商品券
予算枠 50件分を予定

先着

B

葛城市

家庭用燃料電池コージェネレーションシス
2022.4.1 ～ 2023.2.28
テム設置補助

5万円

先着

B

三郷町

創エネ・省エネシステム普及促進補助

5万円

先着

B

－

https://www.city
.akashi.lg.jp/kan
kyou/kankyou_s
oumu_ka/top/sh
ouenesetsubido
https://www.city
.nishiwaki.lg.jp/
kurashi/kankyog
omi/kankyogyos
eitorikumi/2309
6.html

https://www.city
.yamatokoriyam
a.lg.jp/kurashi_t
etsuzuki/seikatu
/kankyohozen/6
https://www.city
.katsuragi.nara.j
p/kurashi_tetsu
zuki/gomi_kank
yo/5/3650.html
https://www.to
wn.sango.nara.jp
/soshiki/16/232
6.html

和歌山県
岡山県
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 1.86億円
7万円
リースも補助対象
エネファーム分として 70件を予定

先着

B

https://www.city
.okayama.jp/kur
ashi/000001590
8.html

先着

B

https://www.city
.kurashiki.okaya
ma.jp/dd.aspx?
menuid=30670

－

A

12万円
総予算額 600万円

先着

A

10万円

先着

A

住宅用スマートエネルギー導入促進補助 2022.4.1 ～2023.3.25

7万円
総予算額 200万円

先着

B

低炭素なむらづくり推進施設設置補助

12万円

先着

A

岡山市

住宅用スマートエネルギー導入促進補助
2022.5.9 ～ 2023.3.10
（別途に事業所用補助もあり）

倉敷市

創エネ･脱炭素住宅促進補助
（燃料電池システム）

和気町

家庭の省エネ機器導入促進補助

矢掛町

スマートエネルギー導入促進補助

鏡野町

家庭の省エネ機器導入促進補助

早島町
西粟倉村

2022.4.1 ～ 2023.3.31
（設置後 60日以内）

12万円 （蓄電池枠として）

－
2022.4.1 ～
－

－

https://www.tow
n.wake.lg.jp/gyo
sei/gyoseiOshir
ase/12130
http://www.town
.yakage.okayam
a.jp/life/kankyo/
hojyo.html#articl
http://www.town
.kagamino.lg.jp/
?p=138475
http://www.town
.hayashima.lg.jp
/oshirase/15852
20342947.html
http://www.vill.ni
shiawakura.oka
yama.jp/wp/%e
4%bd%8e%e7
%82%ad%e7%

広島県
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 2022.4.15 ～ 2023.1.31
助金）

3万円
エネファーム分として 180台を予定

先着

A

呉市

家庭用燃料電池システム（エネファーム）
2022.4.8 ～ 2023.2.17
設置費補助

3万円
予算枠 30件分を予定

先着

A

東広島市

スマートハウス化支援補助

8万円

先着

A

廿日市市

住宅用地球温暖化対策設備導入促進補 2022.4.11 ～ 2023.1.31
助
（受付終了）

7万円
HEMS併設で1.5万円を加算

先着

A

2022.4.11 ～ 2023.2.28
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https://www.city
.hiroshima.lg.jp/
soshiki/88/1379
4.html
https://www.city
.kure.lg.jp/soshi
ki/18/enefarm.ht
ml
https://www.city
.higashihiroshi
ma.lg.jp/soshiki/
seikatsukankyo/
2/3/smarthouse
https://www.city
.hatsukaichi.hir
oshima.jp/soshi
ki/30/34822.htm
l

都道府県
市・区・町
※１

事業名

申請受付期間（予定）

※２

エネファーム導入補助内容
（補助額上限，条件，予算/予定件数，等）

申請
採択
法 時期

URL

※３

鳥取県
境港市
岩美町

家庭用発電設備等導入推進補助

2022.4.1 ～

2022.4.1 ～ 2023.1.31

南部町

家庭用発電設備等導入推進補助

日南町

家庭用発電設備等導入推進補助

－

八頭町

家庭用発電設備等導入推進補助

－

三朝町

住宅用太陽光発電システム等設置費補
助

2022.4.1 ～

湯梨浜町

住宅用太陽光発電システム設置費補助

2022.4.1 ～

北栄町

12万円
2件分を予定

家庭用燃料電池(エネファーム)設置補助 2022.4.28 ～

創エネルギー等設備設置費補助

2022.4.1 ～ 2023.1.10

12万円
県内事業者への発注･施工が条件
総予算額 284万円
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.cit
y.sakaiminato.lg.j
p/index.php?vie
w=112415

先着

A

http://www.iwa
mi.gr.jp/2699.ht
m
https://www.tow
n.nanbu.tottori.j
p/admin/choumi
nseikatsuka/a1
10/v159/
https://www.tow
n.nichinan.lg.jp/
kurashi_kankyo/
hojo_hojoseido/
2383.html
http://www.town
.yazu.tottori.jp/2
053.htm

先着

A

18万円
県内事業者への発注･施工が条件

先着

A

12万円
総予算額 302万円

先着

A

先着

A

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

先着

A

https://www.yur
ihama.jp/soshiki
/3/17091.html

A

http://www.ehokuei.net/item/
1822.htm#Cont
entPane

先着

A

https://www.hou
kitown.jp/new1/1
0/12/c167/

12万円
県内事業者への発注･施工が条件
総予算額 310万円
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
12万円
県内事業者への発注･施工が条件
総予算額 1,210万円
12万円
県内事業者への発注が条件
EF分として 1件を予定

先着

伯耆町

家庭用発電設備等導入推進補助

2022.6.1 ～ 12.28

日吉津村

家庭用発電設備等導入推進補助

2022.4.27 ～ 2023.1.27

12万円

先着

B

再生可能エネルギー熱利用普及モデル
事業補助

2022.6月 ～ 12月
（各月1日～20日で受付）

10万円

先着

A

再生可能エネルギー機器等導入促進事
業補助

2022.4.1 ～

先着

A

抽選

A

https://www.pre
f.yamaguchi.lg.j
p/site/zeh/

A

https://www.city
.shimonoseki.lg.
jp/soshiki/53/19
69.html

島根県
松江市

山口県
下関市

ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）導入支援
2022.4.18 ～ 5.31
補助金
スマートハウス普及促進補助

前期：2022.4.1 ～ 4.28
後期：9.1 ～ 9.30

14万円
事業所用も対象
市内事業者による設置が条件
20万円
リフォームは対象外
予算枠として 25件分を予定
8万円
既築住宅のみ対象
総予算 各期350万円

各期
抽選

http://www.hiez
u.jp/list/jumin/x9
35/c864/p698/
http://www.pref.
shimane.lg.jp/in
fra/energy/ener
gy/saisei/neturiy
ou/netumoderu.
http://www1.city
.matsue.shiman
e.jp/gomi/kanky
ou/hojokin/enef
a-mu.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

2022.4.1 ～ 2023.3.31

6万円

先着

Ｂ

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

～ 2023.3.17
（工事完了後 6か月以内）

10万円
蓄電池分と併せて50件を予定

先着

Ｂ

東温市

ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）導入費補 ～ 2023.3.17
（居住開始日から6か月以内）
助

今治市

住宅用新エネルギー等関連設備設置費
補助

2022.5.9 ～ 7.29
（2021年度設置分）

9万円

抽選

B

宇和島市

新エネルギー設備等導入費補助

2022.4.1 ～ 2023.3.31

10万円

先着

B

八幡浜市

新エネルギー設備等導入費補助

10万円

先着

B

西条市

新エネルギー等関連設備導入促進事業
補助

2022.4.1 ～
（導入完了後 1年以内）

10万円
総予算額 928万円

先着

Ｂ

大洲市

家庭用蓄電池等設備設置費補助

2022.4.1 ～

10万円

先着

B

伊予市

住宅用新エネルギー機器設置事業費補
助

2022.4.1 ～ 2023.3.31

10万円
蓄電池等分と併せて総件数40件を予定

先着

B

西予市

新エネルギー設備等導入費補助

2022.4.1 ～ 2023.2.28

10万円

先着

B

愛南町

新エネルギー等導入促進補助

2022.4.1 ～

10万円
総予算額 500万円の予定

先着

A

鬼北町

新エネルギー機器等設置費補助

10万円

先着

A

－

－
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20万円
15件を予定

先着

B

https://www.city
.matsuyama.ehi
me.jp/kurashi/k
urashi/hojokin/n
ennryoudennti.h
https://www.city
.toon.ehime.jp/s
oshiki/10/1308.
html
https://www.city
.toon.ehime.jp/s
oshiki/10/1139.
html
http://www.city.i
mabari.ehime.jp
/kankyou/denchi
/
https://www.city
.uwajima.ehime.
jp/soshiki/15/ne
w-energyhojokin.html
http://www.city.
yawatahama.ehi
me.jp/docs/202
2041300015/
https://www.city
.saijo.ehime.jp/s
oshiki/kankyo/n
ewenergysubsi
dy2015.html
https://www.city
.ozu.ehime.jp/s
oshiki/kankyo/3
6638.html
https://www.city
.iyo.lg.jp/kankyo
hozen/sineneho
jyokin.html
https://www.city
.seiyo.ehime.jp/
kurashi/life/gom
i/10554.html
http://www.town
.ainan.ehime.jp/
kurashi/tetsudu
ki/kankyoeisei/h
ojo/sinenehojyo.
https://www.tow
n.kihoku.ehime.j
p/soshiki/kanky
ou/9367.html

都道府県
市・区・町
※１

事業名

申請受付期間（予定）

※２

内子町

地球温暖化対策機器導入促進事業補助 2022.4.1 ～

砥部町

住宅用新エネルギー機器設置費補助

2022.4.1 ～ 2023.3.31
（設置完了後 1年以内）

エネファーム導入補助内容
（補助額上限，条件，予算/予定件数，等）

申請
採択
法 時期

10万円
エネファーム分として 1件を予定

先着

A

10万円

先着

B

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

伊方町

－

20万円

先着

B

先着

A

新エネルギー機器等設置費補助

URL

※３

https://www.tow
n.uchiko.ehime.
jp/soshiki/10/13
2655.html
https://www.tow
n.tobe.ehime.jp/
soshiki/7/jyuuta
kuyouenerugikiki.html
https://www.ku
makogen.jp/upl
oaded/attachme
nt/10175.pdf#p
age=10
http://www.town
.ikata.ehime.jp/s
oshiki/23/6977.
html

高知県
福岡県

県産材家づくり推進助成制度

2022.4.1 ～ 12.28

福岡市

住宅用エネルギーシステム導入補助（集
2022.5.6 ～ 2023.1.27
合住宅も対象）

福岡市

ECOチャレンジ応援事業

2022.5.9 ～ 12.31

条件を満たす新築が対象
住宅全体への熱交換型換気システムとの併設
で、環境配慮型として20万円を加算
5万円
エネファーム単体分として 300件を予定（他設備
も併せた複合補助は別枠）
総予算額 2.325億円
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 2,000世帯分

先着

A

先着

A

先着

国補
助交
付決
定後

https://www.pre
f.fukuoka.lg.jp/c
ontents/kensan
zaiiedukuri.html
https://www.city
.fukuoka.lg.jp/k
ankyo/jsuishin/hp/ener
gysystem_reiwa.h
tml
https://www.city
.fukuoka.lg.jp/k
ankyo/ssuishin/hp/ecoc
hallenge.html
http://www.city.
kurume.fukuoka.j
p/1050kurashi/
2100kankyougo
mi/3125ekopart

2022.6.1 ～

10万円

2022.4.1 ～

10万円
市内事業者による施工が条件
総予算額 200万円を予定

先着

Ａ

創エネルギーのまち・いとしま推進補助金 2022.4.1 ～

10万円
太陽光発電と合わせた総予算額 １,000万円

先着

B

地球温暖化防止対策支援補助・ZEH補
助

コージェネレーションシステムとして、30万円
総予算額 1,000万円

先着

A

http://www.town
.ooki.lg.jp/kanky
o/9/4387.html

A

http://www.town
.hasami.lg.jp/m
achi/kurashi/5/1
/1180.html

B

http://www.city.
oita.oita.jp/o141
/machizukuri/ka
nkyo/r4saienesy
ouenehojyokin.h

久留米市

ZEH化推進事業補助

筑紫野市

住宅用エコエネルギー導入促進事業補
助

糸島市
大木町

2022.4.1 ～

https://www.city
.chikushino.fuk
uoka.jp/soshiki/
29/3872.html
https://www.city
.itoshima.lg.jp/s
011/010/010/01
0/050/2019102
5151334.html

佐賀県
長崎県
波佐見町

住宅性能向上リフォーム支援

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

～ 2023.2.28

先着

大分県
大分市

再エネ・省エネ設備設置費補助

2022.5.2 ～ 2023.3.31

5万円
総予算額 １,000万円

先着

B

先着

A

先着

熊本県
熊本市

省エネルギー機器等導入推進事業補助

2022.5.30 ～ 2023.3.10

8万円
予算枠、エネファーム分として75件を予定

上天草市

住宅用省エネルギー設備設置費補助

2022.4.1 ～ 2023.1.31

10万円

2022.4.7 ～ 2023.3.31

7万円
太陽光発電およびHEMSの同時新設が条件
総予算額 6,080万円

先着

A

2022.4.1 ～

ZEH補助として 上限20万円
市内業者による施工が条件

先着

B

https://www.city
.kumamoto.jp/h
pkiji/pub/detail.a
spx?c_id=5&id
=19867
https://www.city
.kamiamakusa.k
umamoto.jp/q/a
view/73/15692.
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

薩摩川内市 地球にやさしい環境整備事業補助
肝付町

住宅用燃料電池(エネファーム)設置費補
助

－

8万円

先着

B

肝付町

ZEH（ネットゼロエネルギーハウス）支援
事業補助

－

ZEH国補助の1/2，最大35万円
燃料電池補助との同時申請可

先着

B

沖縄県
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https://www.city
.kagoshima.lg.j
p/kankyo/kanky
o/saiene/zeroen
ehojyo.html
https://jisedaienergysatsumasendai.
jp/information/1
9308/
https://kimotsuk
itown.jp/soshiki/j
uminka/2/4/377
9.html
https://kimotsuk
itown.jp/soshiki/j
uminka/2/4/377
8.html

