平成３０年度
館山市住宅用省エネルギー設備設置費補助事業のご案内
地球温暖化の防止並びに家庭におけるエネルギーの安定確保及びエネルギー利用の効率化・最適化を
図るために，住宅用省エネルギー設備を設置する方に補助金を交付します。
なお，今年度から地中熱利用システムが対象外となります。また，家庭用燃料電池システム

（エネファーム）の補助額や要件等に変更があります。申請の際はご注意ください。
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１

交付申請の受付

平成３０年４月～
工事については，すべて交付決定後に着工してください。

２

補助の対象となるシステムと補助額

補助の対象となるシステムと補助額は表のとおりです。
なお，補助の対象となる費用から，他の制度の補助金や助成金を差し引いた金額が，下記金額を下回
る場合は，その金額が上限となります。
例

設置費：５０万円
他の制度の補助金：４５万円
補助金を申請する設備：エネファーム（１０万円）
５０万円 ― ４５万円 ＝ ５万円 ＜
⇒補助金額：５万円

の場合

１０万円

設備の種類

補助金の額

太陽光発電設備

単価２０,０００円／kw
（上限９０，０００円）

家庭用燃料電池システム（エネファーム）

８０,０００円※

定置用リチウムイオン蓄電システム

１００,０００円

太陽熱利用システム

５０，０００円

地中熱利用システム

今年度から補助対象外とな
りました

※太陽光発電システムについては，最大出力に２０,０００円を乗じた額で，１,０００円未満の端数
のある場合は切り捨て
（例：最大出力：３．１１kw
⇒２０，０００円×３．１１ｋｗ＝６２，２００円 (端数切捨て)→６２，０００円）
※家庭用燃料電池システム（エネファーム）の補助金の額は，前年度までの１０万円から８万円に変更し
ました。
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３

太陽光発電システムについて

（１）設置者（申請者）の要件
下記の全てに該当（☑）すること
□設備の設置費を負担し，設備を所有する者
□自身又は同一世帯の者が，同じ住宅への太陽光発電システムの設置について，館山市住宅用省エ
ネルギー設備設置費補助金を過去に受けていない者
□設置する住宅に，申請者自身が居住している又は，実績報告書を提出するまでに居住する予定の
者
□設置する住宅を申請者が所有する
又は，第三者（申請者以外）の名義，共有の場合，その所有者全員の承諾を受けている者
□電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定により，電気事業者
と当該設備により発電した電気に係る特定契約を締結する者
□館山市の市税の滞納がない者
とくにココの要件が複雑です！
ご注意ください！！

（２）設置に関する要件
下記の全てに該当（☑）すること

□太陽光発電システムの設置工事着工前に，既に住宅の建築工事が完了している住宅（※1）
□実績報告書の提出までに次のいずれかの設備が設置されている（※2）
・エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）
・定置用リチウムイオン蓄電池
※１ 交付申請の時点で，住宅の新築工事が未着工（工事中）の場合，住宅の新築工事が全て終わっ
た後に太陽光発電システムの工事に着手する必要があります（外構や倉庫などの付属建物など，
住宅以外の工事の状況は関係ありません。）。
※２ 設備は，リースでも構いません。
太陽光発電システムと異なる契約，メーカーでも構いません。
太陽光発電システムの設置者（申請者）以外の方でも構いません。
定置用リチウムイオン蓄電池は，Ｐ４の要件に該当すれば，補助金の対象となります。
【イメージ図】
Ｈ29.4.1
住宅

実績報告
（Ｈ30.2.末まで）

交付申請

建築工事完了

ＨＥＭＳ
か
蓄電池

設置完了
工事着手～工事完了※
工事着手～工事完了

太陽光発電

※蓄電池の補助金も申請する場合
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（３）設備の要件
共通事項
□設備機器は，全て未使用品であること
□建築物，電気設備，ガス設備及び水道設備に関する関係法令に準拠していること
設備
設備の概要
設備の要件
□住宅用の低圧配電線と逆潮流有りで連携す
る
□太陽電池の出力状況等により，起動及び停
・太陽電池を利用して電気を発生させ
止等に関して全自動運転を行うもの
るための設備及びこれに付属する設
□太陽電池モジュールが以下のどれかに適合
備
している
・国際電気標準会議の規格（ＩＥＣ）
・設置された住宅で，発電した電気を
太陽光発電シ
・日本工業規格（ＪＩＳ）
消費する
ステム
・一般財団法人電気安全環境研究所の認証
（全量売電は対象外）
を受けている
・一般社団法人太陽光発電協会ＪＰＥＡ代
・連携された低圧配電線に余剰の電気
行申請センターで，設備認定に係る型式
が逆流されるもの
登録がされている
（余った電気を売電する）
□どちらかの出力が１０ｋｗ未満※
・太陽電池の公称最大出力
・パワーコンディショナーの定格出力
定置用リチウ
ムイオン蓄電
システム

Ｐ６

４-（2）と同じ

一般社団法人エコーネットコンソーシアムの定める「ECHONET Lite」規格を標準イ
エネルギー管
ンターフェイスとして搭載し，住宅全体の電力使用量などを自動で実測し，エネルギ
理システム
ーの「見える化」を図るとともに，機器の電力使用量などを調整する制御機能を有す
(ＨＥＭＳ)
るもの
※パワーコンディショナーを複数取り付ける場合，その合計値
既存の設備に増設する場合，既存分も含めた合計値
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（４）各申請と添付書類
①交付申請（設置工事着工１４日前まで）
申請書及び添付書類
備考
□交付申請書
指定の書式を使用してください。
□事業計画書
□補助対象設備の設置に係る経費の内訳が 各設備や工事費の内訳がわかるもの。
記載された契約書の写し又は見積書の写し 全体額のみでは受付できません。
設備の仕様，規格の適合，出力がわかる書類。
□補助対象設備の技術仕様が確認できる書
規格の適合については，認証機関が発行した証明書やホ
類の写し
ームページのコピーなども可。
□補助対象設備の設置予定図面
設置箇所，設置数がわかるもの。
□補助対象設備の設置工事着工前の現況写 設置する住宅と設置する箇所の写真。
真
住宅が未完成（工事中）の場合は，その状況写真。
□補助対象住宅の位置図
住宅の位置がわかるもの。
□補助金の交付申請の日前１週間以内に作 交付申請時点で，市外に居住している場合でも，館山市
成された館山市の完納証明書
で証明を受けてください。
□住宅所有者の同意書
設備を設置する住宅が，申請者以外の人の名義の場合の
み。
住宅が完了していない場合は，実績報告時に提出してく
□住宅の登記事項証明書
ださい。
②実績報告書（工事完了後３０日以内か交付申請した年度の２月末日まで）
申請書及び添付書類
備考
□実績報告書
指定の書式を使用してください。
□事業結果報告書
□補助対象設備の設置費の支払いを証する 各設備や工事費の内訳がわかるもの。
書類・内訳書の写し
全体額のみでは受付できません。
□電気事業者との特定契約の締結を証する 特定契約の受給契約後の返送書類，購入電力量のお知ら
書類
せ，太陽光発電における系統連系日について など
□補助対象設備の設置状況が確認できる写 太陽光パネル，パワーコンディショナーが設置されてい
真
ることがわかる写真。
□未使用品であることを確認できる書類， 太陽光パネル，パワーコンディショナーの出荷証明書，
竣工検査の試験記録の写し
保証書や出力対比表も可。
□実績報告書の提出日の前３ヵ月以内に発
申請者が設置した住宅に住民票を置いていること。
行された住民票の写し
□ＨＥＭＳ又は蓄電池が設置されているこ
出荷証明書，保証書，カタログ，取扱説明書，型番がわ
とがわかるもの
□ＨＥＭＳ又は蓄電池が要件に合致してい かる写真
ることがわかる書類
・設備の設置工事着工前の写真（日付があること）
・設備の契約日以前に，既に住宅が完成していることが
□住宅の建築工事が完了後に太陽光発電設
わかるもの（検査済票，登記簿，固定資産税の証明書な
備の工事が着手したことがわかるもの
ど）
※ただし，新築工事完了後すぐに設備を設置した場合は，
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□他の補助金額がわかる書類の写し
□補助金請求書

設置工事着工前の写真を必ず添付してください。
他に補助金や助成金を受けている場合，その金額がわか
る書類の写し
日付と番号は未記入のまま提出してください。

（５）設置費の対象範囲
・太陽電池モジュール
・架台
・パワーコンディショナー（インバータ，保護装置）
・その他付属機器
（計測・表示装置，接続箱，直流側開閉器，交流側開閉器等）
・工事費（据付，配線工事等）

４

太陽光発電システム以外の設備

（１）設置者（申請者）の要件
下記の全てに該当（☑）すること
□設備の設置費を負担し，設備を所有する者
□自身又は同一世帯の者が，同じ住宅への同一の設備について，館山市住宅用省エネルギー設備設
置費補助金を受けていない者
□設置する住宅に，申請者自身が居住している者又は，実績報告の提出までに居住する予定の者
□設置する住宅が第三者（申請者以外）の名義の場合，その所有者の承諾を受けている
□館山市の市税の滞納がない者
（２）設備の要件
共通の要件
□設備機器は，全て未使用品であること
□建築物，電気設備，ガス設備及び水道設備に関する関係法令に準拠していること
設備
設備の概要
要件（全ての要件に該当☑すること）
・燃料電池ユニットと貯湯ユニット等から □国が，平成２５年度以降に実施する補助事
なる設備
業における補助対象機器として，一般社団
家庭用燃料
法人燃料電池普及促進協会の指定を受けて
電池システ
・都市ガス，ＬＰガスなどから燃料となる
いる
ム
水素を取り出して空気中の酸素と反応
(エネファ
□平成３０年度中に，国が実施する「家庭用燃
させて発電する
ーム)
料電池システム導入支援事業」で補助金の交
付決定を受けている（H30 から新規要件）
・発電時の排熱を給湯等に利用できる
・リチウムイオンの酸化及び還元で電気的
定置用リチ
□国が，平成２５年度以降に実施する補助事
にエネルギーを供給する蓄電池とイン
ウムイオン
業における補助対象機器として，一般社団
バータ等の電力変換装置がある
蓄電システ
法人環境共創イニシアチブにより登録され
ム
ている
・再生可能エネルギー（太陽光発電など）
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により発電した電力や夜間電力などを
繰り返し蓄えることができる
・停電時や電力需要ピーク時などの際に，
必要に応じて電気を活用することがで
きる
・集熱器により太陽の熱エネルギーを集め
て，給湯や空調等に利用するシステム

□国が平成２５年度以降に実施する補助事業
太陽熱利用
における補助対象機器として，一般財団法
・動力を使用して熱媒等を循環させるもの
システム
人ベターリビングに優良住宅部品（ＢＬ部
品）として認定を受けている
※集熱方式が「自然循環型」に分類される
ものは対象外
（３）各申請と添付書類
①交付申請（設置工事着工１４日前まで）
申請書及び添付書類
□交付申請書
□事業計画書
□補助対象設備の設置に係る経費の内訳が
記載された契約書の写し又は見積書の写し

備考
指定の書式を使用してください。

各設備や工事費の内訳がわかるもの。
全体額のみでは受付できません。
設備の仕様，規格の適合，出力がわかる書類。
□補助対象設備の技術仕様が確認できる書
規格の適合については，認証機関が発行した証明書やホ
類の写し
ームページのコピーなども可。
□補助対象設備の設置予定図面
設置箇所がわかるもの。
□補助対象設備の設置工事着工前の現況写 設置する住宅と設置する箇所の写真。
真
住宅が未完成（工事中）の場合は，その状況写真。
□補助対象住宅の位置図
住宅の位置がわかるもの。
□補助金の交付申請の日前１週間以内に作 交付申請時点で，市外に居住している場合でも，館山市
成された館山市の完納証明書
で証明を受けてください。
□住宅所有者の同意書
設備を設置する住宅が，申請者以外の人の名義の場合の
み。
住宅が完了していない場合は，実績報告時に提出してく
□住宅の登記事項証明書
ださい。
②実績報告書（工事完了後３０日以内か交付申請した年度の２月末日まで）
申請書及び添付書類
備考
□実績報告書
指定の書式を使用してください。
□事業結果報告書
□補助対象設備の設置費の支払いを証する 各設備や工事費の内訳がわかるもの。
書類・内訳書の写し
全体額のみでは受付できません。
□補助対象設備の設置状況が確認できる写
設置されていることがわかる写真。
真
□未使用品であることを確認できる書類， 出荷証明書，保証書も可。
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竣工検査の試験記録の写し
□実績報告書の提出日の前３ヵ月以内に発
申請者が設置した住宅に住民票を置いていること。
行された住民票の写し
他に補助金や助成金を受けている場合，その金額がわか
□他の補助金額がわかる書類の写し
る書類の写し
□国が実施する「家庭用燃料電池システム
家庭用燃料電池システム（エネファーム）を申請してい
導入支援事業」の交付決定を受けているこ
る場合に必要です。
とがわかる書類の写し
□補助金請求書
日付と番号は未記入のまま提出してください。
（４）設置費の対象範囲
設備の種類
家庭用燃料電池システム
（エネファーム）
定置用リチウムイオン
蓄電システム

太陽熱利用システム

５

設置費の対象範囲
・設備本体（燃料電池ユニット，貯湯ユニット等）
・付属品（給湯器，リモコン等）
・工事費（据付，配線，配管工事等）
・設備本体（蓄電池部，電力変換装置，蓄電システム制御装置等）
・付属品（計測・表示装置，キュービクル等）
・工事費（据付，配線工事等）
・設備本体（集熱器，蓄熱槽等）
・架台
・その他の付属機器（集熱配管，リモコン等）
・工事費（据付，配線，配管工事等）

Ｑ＆Ａ

Ｑ１
Ａ１

Ｑ２
Ａ２

Ｑ３
Ａ３
Ｑ４
Ａ４

太陽光パネルを倉庫やカーポートに設置しても補助の対象になりますか。
発電した電気を既築住宅で使用するのであれば，対象になります。
逆に，発電した電気を倉庫だけで使うなど，既築住宅に引き込まないのであれば対象外にな
ります。
「設置する業者は市内業者であること」という条件はありますか。
ありません。
平成２４～２７年度では，その条件を設けていましたが，平成２８年度からその条件を撤
廃しました。
複数の設備で補助金の申請をしたいのですが，各書式や添付資料は別々に提出しなければ
いけないのですか。
複数の設備で併せて１つの申請で構いません。
設置工事が完了し，必要な書類も準備できましたが，都合によりまだ設置場所に住所を置
いていません。実績報告書はいつ提出すればよいですか。
設備の設置場所に住所を置いていることを条件にしていますので，転居完了後に提出して
ください。
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Ａ６

Ｑ６

Ａ６

Ｑ６
Ａ６

Ｑ７

Ａ７

Ｑ８
Ａ８

申請は代理の者でも大丈夫ですか。
代理の方でも大丈夫です。
ただし，申請書類の不備や記載誤りがあった場合に確認が必要になります。内容を把握で
きる方（業者や申請者）に来ていただいた方がよいです。
設置する家屋の所有者が，同居している家族の名義です。同意書や登記簿は不要ですか。
申請者から見れば，同居の親族の方でも「第三者」となりますので，同意書と登記簿を添
付してください。
今まで他市（町村）に住んでいたため，館山市から課税されていません。それでも完納証
明書は必要ですか。
必要です。
「完納証明書」という名称ですが，「未納がないことの証明」でもあるため，「課税がされ
ていない＝未納がない」という証明にもなります。
また，土地だけ先に取得している方，相続された方，過去に市内に住んでいた方である場
合もあり得ますので，添付をお願いします。
建売住宅に設備を設置する場合は，補助の対象になりますか。
設備がすでに設置されている住宅の場合は，対象になりません。
ただし，建売住宅を購入し，そこに居住する方が設置する場合は対象です。
太陽光発電システムの場合，
「建築工事が完了している住宅」が条件になりましたが，どの
ような状態であれば，
「建築工事が完了している」と言えますか。
その住宅の工事が全て完了し，いつでも引き渡しができる状態です。
そのため，住宅以外の附属家や外構工事などが未完でも問題ありません。
なお，足場が残っている状態は，
「建築工事が完了している」と言えないため，住宅に足場
が設置されたままの写真では，受付できません。
今年度（Ｈ30）の改正内容を教えてください。
改正点は次のとおりです。
・地中熱利用システムが補助対象外に
・家庭用燃料電池システム（エネファーム）の補助額，要件，補助対象経費が変更
補 助 額：10 万円→8 万円に変更
要
件：
「平成 30 年度中に，国が実施する『家庭用燃料電池システム導入支援事
業』の補助金の交付決定を受けていること」を追加
補助対象経費：
「給湯器」を追加
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