みどり市住宅用新エネルギー等設置補助事業
―申請の手引きー

―問合せ・受付窓口―
市民部 生活環境課
TEL:0277-76-0985
FAX:0277-76-9813
ﾒｰﾙ:seikastukankyo@city.midori.gunma.jp
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１

補助対象者

補助対象となる方は以下を満たしている方です。
•住宅の用に供する床面積が、延べ床面積の 1/2 以上である方。
•市税等（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 世帯につき 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。（補助を受けた場合は、対象外となります。同一世帯に属する方が
当該補助金を受けた場合も含みます。
）

２

対象システム要件

対象システムは以下のとおりです。
①太陽光パネルの最大出力(太陽電池ごとの日本産業規格に規定する
公称最大出力の値の合計値をいう。) が 10kW 未満であること。
②低圧配電線と逆潮流有りで系統連系するものであること（対象シ
太陽光発電

ステムが発電する電力が.不足した場合は電力会社から不足電力の

システム

供給を受けることができ、対象システムによる電力が余った場合
は余剰電力を当該電力会社に送電できるもの。
）
※年度内に電力受給開始をすること。
③未使用のもの（中古品は除く）
①蓄電容量が 1kWh 以上であること。
②保証書の保証開始日が当該年度内であること。

リチウムイオ
ン蓄電池

※年度内に設置完了すること。
③壁又は床に固定できる定置型であること。
※ポータブル型リチウムイオン蓄電池は対象外。
④蓄電設備から供給される電力が、住居において消費されること。
⑤未使用のもの。（中古品は除く。）
①木質ペレット（製材端材や間伐材等の木材を粉砕したおが粉を円
筒状に固めたもの）を燃料として使用する設計及び仕様となって

木質ペレット
ストーブ

いる暖房機器であること。
②保証書の保証開始日が当該年度内であること。
※年度内に設置完了すること。
③未使用のもの。（中古品は除く。）
①薪を燃料として使用する設計及び仕様となっている暖房機器であ
ること。

薪ストーブ

②保証書の保証開始日が当該年度内であること。
※年度内に設置完了すること。
③未使用のもの。（中古品は除く。）

※ペレット・薪兼用ストーブの場合は、主に使用する予定の用途の方で申請してくださ
い。
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３

補助金額

補助金額は以下のとおりです。
太陽光発電システム

1kW あたり 3 万円（上限 5 万円）
最大出力の値は、小数点以下１位未満を切り捨てとします

リチウムイオン蓄電池

一律 15 万円

木質ペレットストーブ

本体等購入費＋設置工事費の 1/2 以内の額（上限 15 万円）

薪ストーブ

本体等購入費＋設置工事費の 1/2 以内の額（上限 15 万円）

※1,000 円未満の端数が出た場合は切り捨てます
太陽光発電システム及びリチウムイオン蓄電池同時申請者
に対して一律 5 万円

加算額

補助額の例：5 万円(太陽光) + 15 万円(蓄電池) + 5 万円(加算額)
＝25 万円（補助金交付総額）

４

申請方法

(１) 申請期間
期間：令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで
（土日祝祭日を除く）
時間：午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで（土日祝祭日を除く）
※郵送の場合は、令和 5 年 3 月 31 日 午後 5 時 15 分必着
～注意～
・受付期間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。
・申請期間までに実績報告書類一式が提出できない場合は、補助金を
交付することができませんのでご注意ください。
(２) 書類提出
・工事着工前の「交付申請」と設置後の「実績報告」の２回の提出が必要です。
(３) 提出場所
①笠懸庁舎 生活環境課 ②大間々庁舎 大間々市民生活課 ③東支所 東市民生活
課
※大間々庁舎及び東支所で書類を受け取りますが、内容の確認は笠懸庁舎生活環境
課で行います。
【郵送の場合】
〒379-2395 みどり市笠懸町鹿 2952 番地 みどり市役所 生活環境課
宛封筒に「住宅用新エネ補助金申請書在中」と朱書きをしてください。
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(４) 書類作成に係る留意事項
・印鑑は実印または認印を使用してください（スタンプ印は不可です）。
・記載内容の訂正は、訂正箇所を二重線で消し、その上に申請書使用の印鑑を押印し
てください。ただし、請負業者が作成したものについては（内訳書等）、請負業者
の印鑑にて押印してください。

５

申請の流れ

工事着工前の「交付申請」と着工後の「実績報告」があります。
余裕をもって申請をしてください。
申請者
みどり市

交付申請書

工事の

実績報告

の提出

着手・完了

の提出

交付申請書

補助金の

実績報告

補助金交付額

交付決定

の審査

の確定

審査

2 週間前後
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補助金の
約 1 ヶ月

支払

６

交付申請

工事着工前に交付申請が必要です。
下記の書類を全て揃えて提出してください。
提出書類

備考

①交付申請書

記載例をご確認ください。

【様式第 1 号】

※申請者が住宅の所有者でない場合は、住宅所有者または
地権者の承諾書の提出が必要になります。

②設置予定場所の案内図

地図等、住宅の所在地がわかるもの

③設置予定場所の現況写真

《太陽光発電システム》
・住宅全体、設置場所がわかるもの 2 枚以上提出。
・屋根は全方向から撮影し、全ての面で設置されていない
ことがわかるようにしてください。
《リチウムイオン蓄電池・ペレットストーブ・薪ストーブ》
・設置予定場場所がわかるものを提出。
※新築住宅の場合は、更地や住宅の建設途中の段階で構い
ません。

④見積書の写し

・自社様式の使用可能

【参考様式あり】

・業者の社判が押印されているもの
・下記「見積・領収内訳の書き方」を参考に項目別に金額
がわかるように提出してください。
（※補助金額の算出に使用するため必ずお願いします。
）

⑤仕様書の写し

製品カタログ等の写し

⑥納税証明書（完納証明） 提出日から 3 箇月以内に市町村が発行するもの
［みどり市の場合：未納税額がないことの証明書］
⑦補助金振込口座確認書
申請者名義の口座を記入
【様式あり】

◆見積・領収内訳の書き方◆
見積明細及び領収書の明細は、以下のとおり。区分をした上で提出してください。
参考の様式がホームページにありますので、活用していただいて構いません。
システム

太陽光発電
システム

リチウムイオ
ン蓄電池

項目

費用

太陽光モジュール

××円

パワーコンディショナー

××円

その他付属機器（架台、接続箱、モニター等の上記以外
の機器）

××円

設置工事に係る費用

××円

リチウムイオン蓄電池本体

△△円

その他付属機器

△△円

設置工事に係る費用

△△円
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木質ペレット
ストーブ

薪ストーブ

７

ペレットストーブ本体

〇〇円

その他付属機器（煙突）

〇〇円

設置工事に係る費用

〇〇円

薪ストーブ本体

□□円

その他付属機器（煙突）

□□円

設置工事に係る費用

□□円

実績報告

対象システムの設置後に、下記の書類を全て揃えて提出してください。
共通書類①～⑥は、設置したシステムに関わらず提出していただきますが、太陽光発
電システムを設置した場合は⑦、⑧の書類、蓄電池及び木質ペレットストーブを設置し
た場合は⑨の書類がそれぞれ必要となります。
＜提出〆切：令和 5 年 3 月 31 日 午後 5 時 15 分（郵送の場合は必着）＞
※内容の不備等により、修正を依頼する場合がありますので、余裕をもって提出して
ください。
◆共通書類
提出書類
①実績報告書
【様式第 7 号】

備考
記載例をご確認ください。

②領収書の写し

―

③領収書の内訳明細

・自社様式の使用可能

【参考様式あり】

・P4「見積・領収内訳の書き方」を参考に項目別に金額が
わかるように提出してください。

④設置完了後の写真

（※補助金額の算出に使用するため必ずお願いします。）
《太陽光発電システム》
・住宅全体、設置場所がわかるもの 2 枚以上提出。
《リチウムイオン蓄電池・ペレットストーブ・薪ストーブ》
・設置が完了したことがわかるものを提出。

⑤住民票の写し（原本）

窓口で交付されたものが「写し」です。
実績報告書類提出日以前 3 箇月以内のもの

⑥請求書
【様式第 9 号】

記載例をご確認ください。
（日付は未記入でお願いします）

◆太陽光発電システム
⑦受給契約申込書等の写し
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⑧電力受給開始日のわかる書類

電力受給開始日が当該年度内であること。
・検針票の写し、ホームページで電力受給開始日のわかる
画面をプリントアウトしたもの等
・提出できない場合又は増設の場合は、同意書の提出に代
えることができます。

◆リチウムイオン蓄電池／木質ペレットストーブ／薪ストーブ
⑨保証書の写し

８

保証開始日が当該年度内であること。

変更・中止をする場合

P.3 ページの交付申請をした内容について変更する場合、また中止する場合は、申請が必
要となる場合がありますのでお問い合わせください。
◆変更する場合
・交付申請時の内容と変更になる場合はご相談ください。
【例】最大出力が変更になったことによる補助金額の変更
・原則、
「変更申請書」の提出が必要となりますが、軽微な修正は、不必要な場合があり
ますのでご相談ください。
◆中止する場合
・交付申請した事業を中止する場合は、
「中止申請書」が必要となります。
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