
方法 対象
補助金額・限度額
(償還方法・利率等)

県 群馬県住宅用太陽光発電
設備等導入資金融資

融資 【対象者】
（1）県内に居住し、自ら居住する住宅に対象設備を設置す
る方(転入予定者も含む)
（2）自己資金だけでは資金の調達が困難な方
（3）県税を滞納していない方
（4）事前に購入・着工していない方
（5）金融機関が定める審査基準を満たす方

【対象設備】
（1）太陽光発電設備
（2）EV等（電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車）
（3）家庭用蓄電池
（4）V2H（電気自動車から家庭に電力を供給するコンバー
ター）
＜設備要件＞
・（1）、（2）、（3）、（4）ともに、設置又は購入する時点で未使
用品であること
・太陽光発電設備については、1kW以上10kW未満の設備で
あること
・EV等については、経済産業省が実施する「CEV補助金」の
補助対象車両（※）として登録されている給電機能を有する
電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車であること
・V2Hについては、経済産業省が実施する「CEV補助金」の
補助対象機器（※）として登録されていること又は当該シス
テムと同等以上の性能を有すること
・太陽光発電設備を同時に設置しない場合は、対象設備等
を導入する住宅に太陽光発電設備が設置されており、かつ
太陽光発電設備と連携できる設備であること
（※）補助対象車両・補助対象機器は、一般社団法人次世
代自動車振興センターのホームページ（外部リンク）で確認
可

・償還方法：元利均等月賦
償還（元利金等半年賦償
還との併用可）
・融資利率等：年1%（固定
金利）

R4.4.1～
R5.3.31
（予算の範囲
内）

https://www.pref.gunma.jp/04
/bl0100031.html

グリーンイノベー
ション推進課
再生可能エネル
ギー推進室
027-897-2752

高崎市 高崎市住宅用太陽光発電
システム導入補助金

補助金 設置工事完了後申請で、令和4年4月1日から令和5年3月31
日までに系統連系を開始すること

1kWあたり10,000円
上限50,000円

Ｒ4.7.1～
Ｒ5.3.31

https://www.city.takasaki.gun
ma.jp/docs/2020040300012/

環境政策課
027-321-1251

太田市 太陽光発電システム導入
報奨金

補助金（太田
市金券）

自己が所有し居住する市内の住宅に令和3年4月1日～令和
4年3月31日の期間に 2kW以上の太陽光発電システムを設
置し売電を開始したもので、申請者本人及び本人と同じ世
帯の納税義務者全員が市税等を滞納していないこと

30,000円 令和4年6月
13日～9月30
日

https://www.city.ota.gunma.jp
/005gyosei/0090-003kankyo-
datsutanso/2022-0511-1335-
262.html

産業環境部
脱炭素推進室
0276-47-1953（直
通）

沼田市住宅用再生可
能エネルギーシステム
設置補助金

補助金 太陽光発電システム
・自ら居住する沼田市内の住宅に対象システム
（太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワー
コンディショナーの定格出力のいずれか小さい方が10kW 未
満）を設置する方
・低圧配電線と逆潮流有りで連系していること
・日本産業規格又はIEC等の国際規格に適合していること
・未使用品であること
・過去に同一の対象システム設置に関して沼田
市の補助金の交付を受けていない方
・令和5年3月20日まで実績報告書が提出できること
・世帯全員の市税の滞納がないこと

1kW あたり 15,000 円
上限 70,000 円

R4.4.1～
R5.3.20(予算
の範囲内)

https://www.city.numata.gunm
a.jp/life/kankyo/taiyoko/1003
684.html

環境課
環境政策係
0278-23-2111
内線　3071

沼田市住宅用再生可
能エネルギーシステム
設置補助金

補助金 太陽熱利用システム
・自ら居住する沼田市内の住宅に太陽熱利用
システムを設置する方
・未使用品であること
・自然循環型は、太陽熱エネルギーを集熱器により集めて
給湯に利用するシステムで、貯湯部分と集熱器部分（平板
型又は真空管型）が一体型のもの
・強制循環型は、太陽熱エネルギーを集熱器により集めて
給湯に利用するシステムで、不凍液等を強制循環する太陽
熱集熱器と蓄熱槽から構成され、主に給湯に利用するもの
・過去に同一の対象システム設置に関して沼田
市の補助金の交付を受けていない方
・令和5年3月20日まで実績報告書が提出できること
・世帯全員の市税の滞納がないこと

設置費用の 1/10 以内
自然循環型
上限 20,000 円
強制循環型
上限 40,000 円

R4.4.1～
R5.3.20(予算
の範囲内)

https://www.city.numata.gunm
a.jp/life/kankyo/taiyoko/1003
684.html

環境課
環境政策係
0278-23-2111
内線　3071

太陽熱利用システム及び太陽光発電に係る助成制度（住宅）（2022年度）

沼田市

担当部署実施自冶体 制度名称

助成制度の概要

実施期間
備考

(制度URL、その他)
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方法 対象
補助金額・限度額
(償還方法・利率等)

担当部署実施自冶体 制度名称

助成制度の概要

実施期間
備考

(制度URL、その他)

渋川市 渋川市住宅用再生可能エ
ネルギー機器設置補助金

補助金 【対象者】
・市民で、市税の滞納がない人
・補助金申請時に対象システムを設置した住宅に居住を開
始している人
・対象システムの設置費用を負担し、電力会社と電力受給
契約を交わした人
【対象機器】
（１）定置用リチウムイオン蓄電池システム
・1kWh以上で、未使用のもの
・太陽光発電設備が設置された住宅へ新たに設置又は併
せて設置し、常時接続していること
（２）ＨＥＭＳ機器
・電力使用量の｢見える化｣ができること
・ECONET Lite規格を標準インターフェースとして搭載してい
ること
・未使用であること
・太陽光発電設備が設置された住宅へ新たに設置又は併
せて設置し、常時接続していること
（３）住宅用太陽光発電システム
・住宅等に固定設置され、住宅用に電力を供給しているもの
・太陽電池の最大出力またはパワーコンディショナーの定格
出力いずれか小さい方の合計値が10kW未満のもので、未
使用のもの
・蓄電池またはV2Hとあわせて設置し、常時接続しているこ
と
（４）Ｖ２Ｈ
・未使用であること
・太陽光発電設備が設置された住宅へ新たに設置又は併
せて設置し、常時接続していること
・ＮｅＶ（一般財団法人次世代自動車振興センター）が実施す
る補助金の対象Ｖ２Ｈであること

（１）蓄電池
・4kWh未満：30,000円
・4kWh以上：50,000円
（２）HEMS：10,000円
（３）太陽光
・4kW未満：30,000円
・4kW以上：50,000円
（４）V2H：50,000円

R4.4.1～
R5.3.31
（予算の範囲
内）

https://www.city.shibukawa.lg.
jp/kurashi/gomi/ondanka/p00
6515.htmll

環境森林課
0279-22-2114

藤岡市 藤岡市再生可能エネル
ギー設備等設置費補助金

補助金 以下の要件を全て満たしている方
(1)市内の自ら居住する住宅（住宅部分の面積が1/2以上の
併用住宅を含む）に、対象システムを設置する、又は対象シ
ステム付き住宅を購入する方
(2)市税を滞納していないこと。ただし、転入する予定、又は
転入してから1年以内の場合は、転入前市町村においても
市税を滞納していないこと
(3)建物の所有が申請者以外の場合、書面により設置承諾
を受けていること
(4)過去に同一の対象設備に係る市の補助金の交付を受け
ていないこと

①太陽光発電設備（蓄電
池と同時設置に限る）
　1kWあたり2万円（上限8
万円）
②蓄電池（太陽光発電設
備と同時設置）
　1kWhあたり2万円（上限
10万円）
③蓄電池（単体設置）
　1kWhあたり1万円（上限5
万円）

令和4年4月1
日～令和5年
3月24日

https://www.city.fujioka.gunm
a.jp/soshiki/sinrinkankyobu/ka
nkyo/5/1491.html

森林環境部
環境課
環境企画係
0274-40-2264

富岡市 富岡市住宅用新エネル
ギー機器設置補助金

補助金 次に掲げる要件をすべて満たす者。　　　　　　　(１)市内にお
いて、自ら居住する既築住宅等に太陽熱利用システムを設
置しようとする場合（既設の太陽熱利用システムを撤去し、
新たに設置する場合を含む）　(２)市民及び市民になること
が確実であると認められる場合　(３)太陽熱利用システムの
設置工事を当該年度中に完了し、報告書を提出できると認
められる場合　(４)世帯の全員が市税及び国民健康保険税
を滞納していない場合

太陽熱利用システムの購
入及び据付工事に係る経
費（既設のシステムの撤
去が生じる場合は、撤去
に係る経費を除く）に100
分の10を乗じて得た額（千
円未満の端数切り捨て）と
する。ただし、強制循環型
にあっては４万円、自然循
環型にあっては２万円を限
度とする。

令和４年度
（予算の範囲
内において）

環境課
0274-62-1511
内線3532

太陽熱温水器設置費補助
制度

補助金 （１）市内に住所を有する者で、自らの居住の用に供する住
宅が市内に存し、当該住宅に対象機器を設置した者。
（２）市税を滞納していない者。

補助対象経費の10%に相
当する額として、上限
15,000円（100円未満切り
捨て）

令和4年4月1
日～令和5年
3月31日

https://www.city.annaka.lg.jp/
seikatsu_kankyou/taiyounetu.h
tml

環境政策課
TEL：027-382-
1111（内線1883）

住宅用スマートエネル
ギーシステム設置補助制
度
（太陽光発電システム・定
置用リチウムイオン蓄電シ
ステム）

補助金 （１）自ら所有する市内の対象機器を設置していない住宅に
対象機器を設置した者、または建売住宅供給者等から市内
にある対象機器（新品に限る）付住宅を購入し、居住した
者。
（２）市税を滞納していない者。

◎太陽光発電システム
・電力需給開始日から90日以内に申請すること。
　（電力需給開始日が今年度のものを対象とする）
・モジュールの公称最大出力の合計が10kw未満であること
・未使用であること

◎定置用リチウムイオン蓄電システム
・設置工事費用の支払いを完了した日から90日以内に申請
すること。
 （設置工事費用の支払いを完了した日が今年度のものを対
象する）
・住宅用太陽光発電システムと常時接続していること
・未使用であること

◎太陽光発電システム
1kWあたり1万円（上限5万
円）
　
◎定置用リチウムイオン
蓄電システム
1kWあたり1万円（上限6万
円）

令和4年4月1
日～令和5年
3月31日

https://www.city.annaka.lg.jp/
seikatsu_kankyou/solar.html

環境政策課
TEL：027-382-
1111（内線1883）

みどり市 住宅用新エネルギーシス
テム等設置補助金

補助金 以下の要件をすべて満たしている方
・住宅の用に供する床面積が、延床面積の1/2以上である
方
・市税（国民健康保険税を含む）を滞納していない方
・補助は同一年度1世帯あたり1回限りとし、過去に同様のシ
ステムに係る補助を受けていない方。
・パネルの最大出力が10ｋW未満であること。
・低圧配電線と逆潮流ありで系統連系しているもの。
・令和4年度内に電力需給を開始すること。
・未使用品のもの（中古品は除く）

最大出力1kWあたり30,000
円・上限50,000円
※1 出力は小数点第2位
以下切り捨て
※2 定置型ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ蓄電
池との同時申請に限り
50,000円加算

R4.4.1～
R5.3.31

https://www.city.midori.gunma
.jp/www/contents/155409162
7081/index.html

生活環境課
0277-76-0985

榛東村 榛東村住宅用太陽光発電
システム設置整備事業費
補助

補助金 村内居住者で住宅に居住する者。最大出力の合計値が
10kW未満に限る。

最大8万円、ただし村内事
業者による設置の場合は
最大16万円

毎年度4/1～
3/31

村内事業者の場合の16万円
の内訳は、現金8万円と村商
業振興会振興券8万円

住民生活課
0279-26-2494

安中市
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(制度URL、その他)

吉岡町 吉岡町住宅用太陽光発電
システム設置整備事業

補助金 町内に住所を有し、自ら居住する住宅に発電システムを設
置した人。
その他細かい要件あり。

１Kwあたり25,000円
100,000円を限度

毎年
4/1～3/31

https://www.town.yoshioka.gu
nma.jp/kurashi/kankyo/taiyou
kou.html

住民課
住民環境室
0279-26-2245

中之条町 中之条町住宅用再生可能
エネルギーシステム設置
費補助金

補助金 （１）中之条町に住民登録を行っている方。
（２）自分が所有若しくは居住する中之条町内の住宅等（併
用住宅を含む。）にシステムを設置する方又はシステムが設
置された新築住宅を購入する方
（３）世帯全員が町税及び使用料等を完納していること。

（１）太陽光発電システム
・１ｋｗあたり50,000円
・上限200,000円
（２）定置用リチウムイオン
蓄電池システム
・１ｋｗhあたり30,000円
・上限150,000円
（３）ホームエネルギーマネ
ジメントシステム（ＨＥＭＳ）
・費用額（税別）の1/10
・上限20,000円

R4.4.1
～
R5.3.31

https://www.town.nakanojo.gu
nma.jp/~info/2-
kikakuseisaku/taiyoko-
hojo/taiyoko-
hojo20220401.html

企画政策課
0279-75-8837

嬬恋村 嬬恋村住宅改修等助成金 補助金 ・助成の対象となる住宅は、助成を受けようとする者が村内
に所有又は新築する住宅等とする。
・助成対象となる工事は、村内施工業者による村内で施工さ
れる新増改築等工事であること。

住宅改修等助成金の一環
（村内業者に限る）
・費用の20％
・上限200,000円
・10kw未満

R4.4.1～
R4.12.25(工
事完了は
R5.3.31まで

https://www.vill.tsumagoi.gun
ma.jp/www/contents/1000000
000240/index.html

観光商工課
0279-82-1293

高山村 高山村住宅用太陽光発電
システム設置費補助金

補助金 村内に住所を有する者又は村内に住所を有する見込みの
ある者（法人は除く。）で、自ら居住する住宅等に設置される
発電システム

1kWあたり70,000円
上限200,000円

R4.4.1～
R5.3.31（予算
の範囲内）

https://www.vill.takayama.gun
ma.jp/02chiiki/taiyoko/taiyoko
-hojo.html

地域振興課
0279-63-2111

東吾妻町 東吾妻町住宅用太陽光発
電システム設置費補助金

補助金 自分が所有若しくは居住する町内の住宅（併用住宅を含む）
の屋根等に発電システムを設置するか、発電システムが設
置された新築住宅を購入する方

町内業者設置
・1kWあたり40,000円
・上限200,000円
町外業者設置
・1kWあたり25,000円
・上限200,000円

R4.4.1～
R5.3.31（予算
の範囲内）

https://www.town.higashiagats
uma.gunma.jp/www/contents/
1203344894754/index.html

町民課
0279-68-2111

昭和村 昭和村住宅用太陽光発電
システム設置補助金

補助金 （１）昭和村内において、自ら居住する住宅等に設置される
発電システムであること。
（２）発電システムの設置工事を当該年度中に完了し、実績
報告を提出できること。
（３）発電システムに対する補助金の交付は、１世帯につき１
回とし、世帯の全員が村税等を滞納していない者に限る。

１kwあたり２５，０００円
上限１００，０００円

R4.4.1～
R5.3.31

https://www.vill.showa.gunma.j
p/kurashi/kurashi/hojyokin/20
17-0224-1340-29.html

産業課
0278-24-5111

みなかみ町 みなかみ町住宅用省エネ
ルギー設備設置費補助金

補助金 ●対象
①自ら居住する住宅に設置する方及び補助対象設備が設
置された自ら居住する予定の住宅を購入する方。
②町民である方または町民となることが確実であると認めら
れる方。
③当該年度中に工事が完了し、実績報告書が提出できる
方。
④世帯の全員に町税等の滞納がない方。
⑤過去において本町から同様の補助を受けていない方。
●要件
□太陽光発電設備
①住宅の屋根等への設置に適した、低圧配電線と逆潮流
有りで連系しているもの
②電力会社と受電契約を結び、かつ余剰電力の買取契約
が結ばれているもの
③太陽電池の公称最大出力の合計が10キロワット未満のも
の（パワーコンディショ　ナで10キロワット未満に制限をかけ
た場合でも補助対象とならない。）
④日本工業規格等で認められているもの
⑤未使用品であるもの
□高効率給湯器（太陽熱温水器）
①太陽光に含まれる赤外線を熱として水を温める装置であ
り、集熱器と貯湯層が一体型又は分離型のもの。
②リース品の設置は対象外。購入したものを設置する場合
に限る。
③水を自然に循環させるもの又は水若しくは不凍液を強制
的に循環させるもの。
④ヒートポンプとの併用システムは対象外。太陽光発電モ
ジュール一体型は対象。
⑤未使用品であるもの。

●補助金額
□太陽光発電設備
設置する太陽電池の最大
出力の値（キロワット表示
とし、小数点第３位を切り
捨てる。以下同じ。）に２万
5,000円を乗じて得た額
（千円未満の端数がある
時は、これを切り捨てた
額）とする。ただし、補助金
の上限は10万円とする。
□高効率給湯器（太陽熱
温水器）
自然循環式　１家庭１台
上限20,000円
強制循環式　１家庭１台
上限40,000円

令和4年4月1
日～令和5年
3月31日（予
算の範囲内）

https://www.town.minakami.gu
nma.jp/life/09sumai/kankyou/
2016-1013-1804-16.html

生活水道課
0278-25-5003

玉村町 玉村町住宅用太陽光発電
システム設置補助制度

補助金 ・発電システム設置後（系統連系後）90 日以内に必要書類
を揃え、交付申請書を提出すること。
・町内の自ら居住する住宅に発電システムを設置しているこ
と、又は町内に自ら居住するため発電システム付き新築住
宅を購入していること。
・補助金を受けようとする者及びその者の属する世帯員全
員が町税を完納していること。
・過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。

1kW あたり10,000 円上限
50,000 円

R4.4.1～
R5.3.31

https://www.town.tamamura.lg
.jp/docs/2022032200027/

環境安全課
0270-64-7708

板倉町 板倉町住宅用太陽光発電
システム設置補助事業

補助金 町内在住で住宅用太陽光発電システムを設置した者（建売
含む）

25,000(円/kw)※上限10万
円

H22年～ http://www.town.itakrua.gunm
a.jp

住民環境課
環境下水道係
0276-82-6132

明和町 明和町住宅用太陽光発電
システム設置費補助金

補助金 自ら居住する町内の住宅に対象システムを設置した者、又
は町内に自ら居住するため対象システム付き住宅を購入し
た者

【太陽光発電システム】
1kwあたり10,000円
上限10万円
【定置型蓄電池】
1kwｈあたり10,000円
上限6万円

R4.4.1～
R5.3.31
（予算の範囲
内）

https://www.town.meiwa.gunm
a.jp/life/soshiki/sangyokankyo
/kankyohozen/1/5/2442.html

産業環境課
0276-84-3111

千代田町 千代田町住宅用太陽光発
電システム設置補助金

補助金 自ら居住する町内の住宅に発電システムを設置した者又は
町内に自ら居住するため発電システム付き住宅を購入した
者(平成22年4月1日以降に引き渡しを受けた者とする。)で、
当該者の属する世帯全員が町税(千代田町税条例(昭和30
年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税をいう。)及
び国民健康保険税を滞納していない者

太陽光発電システム：3万
円/kw・上限6万円
定置型蓄電池：1万円
/kwh・上限4万円

R4.4.1～
R5.3.31（予算
の範囲内）

https://www.town.chiyoda.gun
ma.jp/kankyo/kankyo/kankyo0
01.html

建設環境課
環境係
0276-49-5200

邑楽町 邑楽町住宅太陽光発電シ
ステム設置費補助金

補助金 自ら居住する町内の専用住宅又は併用住宅（居住部分が2
分の1以上であること。）に発電システムを設置した者又は
町内に自ら居住するための発電システム付き住宅を購入し
た者

１kwあたり2万円で上限6
万円

令和4年4月1
日～令和5年
3月31日

https://www.town.ora.gunma.j
p/s017/020/100/040/taiyo.ht
ml

建設環境課
生活環境係
0276-47-5036

群馬県
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