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令和４年度 守山市 
住宅用蓄電池等設置補助金 

申請の手引き 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  守山市 環境生活部 環境政策課 

守山市では、地球温暖化防止、再生可能エネルギーの普及、自立分散型エネルギー社会

の構築を図るため、住宅用蓄電池等を設置する方に対して、費用の一部を補助します。 

＜申請受付期間＞ 

令和４年８月１日(月)～令和５年２月 28 日(火) 

※先着順で受付を行います。予算の範囲内での補助になりますので、受付期間の途中 

であっても、申請額が予算に達した時点で受付を終了します。 
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１ 概 要 

 「守山市住宅用蓄電池等設置補助金」は、再生可能エネルギーの積極的な活用と自立分散型 

エネルギー社会の推進を目的に、蓄電池や太陽光発電を戸建住宅に導入する方に対して、当 

該設備の導入･設置に要した費用の一部を助成します。 

    

２  補助対象者 

 

以下の (1)～(3)のいずれかの項目に該当する方 

(1) 太陽光発電システムが既に設置されている既築住宅に「蓄電池システム」を導入される方 

(2) 新築住宅または建売住宅に太陽光発電システムと併せて「蓄電池システム」を導入される 

  方 

(3) 既築住宅に蓄電池システムまたは V2H 充放電設備※と併せて「太陽光発電システム」を導 

入される方 

補助金額等 

項 目 助 成 額 上 限 額 

(1)、(2) 蓄電池システム設置費および工事費の４分の１ 26 万円 

(3) 太陽電池モジュールの最大出力に１kw あたり２万円 8 万円 

  ※(1)、(3)の同時申請も可能です。 

  ※V2H（Vehicle To Home）充放電設備とは、電気自動車等に蓄電した電気を家庭に供給できる 

仕組みを持つ設備のこと。 

  

補助対象者の共通要件 

   (1) 市内に住所を有していること 

   (2) 市税の滞納がないこと 

 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2

号に規定する暴力団等に所属していないこと。 

 

３  申請受付期間 

  令和４年８月１日（月）から令和５年２月 28 日(火)17 時 15 分まで 

※先着順で受付を行います。予算の範囲内での補助になりますので、受付期間の途中であっても、 

申請額が予算に達した時点で受付を終了します。 

 

 

守山市住宅用蓄電池等設置補助金 申請手引き 
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４ 補助対象機器の要件 

補助対象 

機器 

対象要件 補助要件 補助対象経費 

蓄電池シス

テム 

(1)太陽光発電システムと常時接続し、同システ

ムが発電する電力を充放電できるもの。 

(2)蓄電池および電力変換装置が一体的に構成

されているもの。 

(3)未使用品であるもの。 

(4)一般社団法人環境共創イニシアチブ（ＳＩＩ）

が「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事

業」において登録しているものまたはそれと同

等であると市長が認めるもの。 

(5)当該年度に設置工事が完了したもの（令和４年

度においては、令和４年８月１日以降に完了し

たものに限る）。 

既築住宅、新築住宅また

は建売住宅において、以

下のいずれかの場合に

補助対象とする。 

(1)太陽光発電システム

と併せて設置すること。 

(2)既設の太陽光発電シ

ステムを備えているこ

と。 

蓄電池本体お

よ び 付 帯 設

備、設置工事

費用（消費税

および地方消

費税除く。） 

太陽光発電

システム 

(1)発電された電気の全部または一部を住宅にお

いて消費するもの。 

(2)太陽電池モジュール、架台、パワーコンディ 

ショナーおよびその他附属機器で構成されて 

いるもの。 

(3)未使用品であること。 

(4)太陽電池モジュールが、一般社団法人太陽光発

電協会ＪＰＥＡ代行申請センター（ＪＰ-ＡＣ）

において設備認定にかかる型式登録されている

ものまたはそれと同等であると市長が認めるも

の。 

(5)当該年度に設置工事が完了したもの（令和４年

度においては、令和４年８月１日以降に設置工

事が完了したものに限る）。 

既築住宅に蓄電池シス

テムまたは V2H 充放電

設備と併せて設置する

こと。 

－ 

 

５ 補助対象機器の補助金額、補助上限額 

補助対象機器 補助金額 補助上限額 

蓄電池システ

ム 

補助対象経費に４分の１を乗じて得た額（千円未満の端数切捨

て） 
26 万円 

太陽光発電シ

ステム 

太陽電池モジュールの最大出力（小数点第２位以下切捨て）に

１kw あたり２万円を乗じて得た額 
８万円 
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６ 手続きの流れ 

  補助対象機器の設置工事完了後、交付申請書（兼実績報告書）（様式第１号）と交付請求

書（様式第７号）に添付書類を添えて環境政策課の窓口まで提出してください。 

 なお、設置機器が補助対象となるか等、詳細は工事着工前に環境政策課までご確認くださ

い。 

 

申請者 守山市 

  

 

 

７ 交付申請書（兼実績報告書）の添付書類一覧 

(1) 申請者の住民票の写し 

(2) 補助対象機器の設置に係る工事請負契約書・売買契約書の写し 

(3) 補助対象機器の仕様・規格等が判別できる書類（仕様書・カタログ等） 

(4) 領収書の写しおよび領収書に係る内訳書 

(5) 設置した補助対象機器の写真および設置状況がわかる建物全体の写真 

(6) 補助対象機器の区分に応じ次に掲げる書類 

   ア 蓄電池システム 補助対象経費内訳書（様式第２号） 

    イ 太陽光発電システム  太陽電池モジュールの製造業者が発行する出力対比表(太陽 

電池モジュールの製造番号と実出力の対比ができるもの)または太陽電池モジュール 

の出力確認表(様式第３号) 

(7) 賃借している住宅に補助対象機器を設置する場合は、賃借の事実を証する契約書等および

設置に係る賃貸人からの承諾書（任意様式） 

(8) 新築住宅または建売住宅については、引き渡し日の確認ができる書類の写し 

(9) 委任状(代理人が申請を行う場合のみ) 

(10)その他市長が特に必要と認める書類等 

 

①工事着工～完了 
交付申請書(兼実績報

告書)・交付請求書提出 
②受付・審査 

③交付決定 

請求に応じて振込 
通知(郵送) ④書類・振込内容確認 
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８ 補助金制度Ｑ＆Ａ 

 

① 他の補助金との併用は可能ですか。 本補助金は、他の補助金との併用が可能です。

ただし、国や県、その他の団体が実施する補

助金のなかには、他の補助金との併用ができ

ない規定を設けている場合があるため、事前

に確認をお願いします。 

② 機器をリース契約により設置する場合

は、補助対象になりますか。 

補助対象外です。申請できる機器は未使用か

つ購入品となります。 

③ 補助対象要件である「一般社団法人環境

共創イニシアチブ（ＳＩＩ）が「ネット・

ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業」に

おいて登録しているもの」はどこで確認

できますか。 

以下ＵＲＬをご参照ください。 

https://sii.or.jp/zeh/battery/search 

 

※本サイトに蓄電池本体機器・電力変換装置等を組み合

わせた蓄電池システムの総合的な型番である「パッケー

ジ型番」が表記されているため、交付申請書（兼実績報

告書）にはパッケージ型番および蓄電池本体機器の型番

を記入してください。 

④ 補助対象要件である「太陽電池モジュー

ルが、一般社団法人太陽光発電協会ＪＰ

ＥＡ代行申請センター（ＪＰ-ＡＣ）にお

いて設備認定にかかる型式登録されてい

るもの」はどこで確認できますか。 

以下ＵＲＬをご参照ください。 

https://www.fit-portal.go.jp/ 

※本サイトの「太陽光パネル型式リスト（PDF）」を参照。 

 

⑤ 現在市外在住ですが、守山市に新築住宅

を建てる予定で、補助対象機器の設置（補

助対象機器を設置した建売住宅の購入）

を検討しています。申請は可能ですか。 

可能です。 

ただし、交付申請書（兼実績報告書）提出ま

でに守山市に住民登録をすることが要件にな

ります。 

 

９ 書類作成時の注意事項 

(1) 鉛筆・消えるボールペン等は使用しないでください。 

(2) 書類に記入の誤りおよび不備、不足がある場合は、受付ができません。 

  記入誤りは書き直しもしくは訂正印にて訂正が可能です。不明点は事前にお問い合わせく 

ださい。 

(3) 提出書類は返却しませんので、必要に応じてご自身で控えを取ってください。 

(4) 市ホームページで様式等をダウンロードすることができます。 

  ＵＲＬ https://www.city.moriyama.lg.jp/kankyoseisaku/tikudentitaiyoukou.html 

 

 

https://sii.or.jp/zeh/battery/search
https://www.fit-portal.go.jp/
https://www.city.moriyama.lg.jp/kankyoseisaku/tikudentitaiyoukou.html
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トラブルにご注意！ 

   再生可能エネルギー利用機器等の販売業者との契約上のトラブルや、近隣住民とのトラ

ブルが全国で起きています。その例をいくつかご紹介しますので、十分に注意をお願いい

たします。 

 

 【契約上のトラブル】 

  ・売電収入について、過剰な説明や、売電制度について不正確な説明をする。 

  ・購入する機器が補助金の対象外であるのに「補助金が受けられる」と説明する。 

  ・契約を急がせる、お得感の強調、長時間にわたる勧誘等で冷静に検討させない。 

  ◆アドバイス◆ 

  ・補助金、発電量、売電量などについて、自分でよく情報収集する。 

  ・複数社から見積りを取り検討する。 

  ・契約前に事業者と契約内容などについてよく話し合い、十分に納得のうえで契約する。 

 【その他のトラブル】 

  ・太陽光パネルの反射光や、積もった雪の落下、パワーコンディショナーの動作音など。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金に関する問合せ先 

守山市環境政策課（もりやまエコパーク交流拠点施設内） 

電話番号 077-584-4691 

消費者向けの相談先 

事業者との契約トラブルに関すること  

守山市消費生活センター（守山市役所生活支援相談課内） 

電話番号 077-582-1146 

相談時間 午前９時～午後４時（土日・祝日・年末年始を除く） 


