
堺市スマートハウス化等支援事業補助金交付要綱 

 

令和元年５月２１日制定 

令和４年６月２０日改定 

令和４年８月２６日改正 

 

１ 補助金の名称 

補助金の名称は、堺市スマートハウス化等支援事業補助金（以下「補助金」という。）

とする。 

２ 補助金の目的 

補助金は、市内の戸建住宅、集合住宅、集会所又は地域会館にエネルギー利用の最適

化・効率化に資する機器又は環境性能に特に優れた自動車（以下「機器等」という。）

を導入した場合に、要した費用の一部を補助することで、住宅等における脱炭素化を

推進し、安全・安心で持続可能な都市づくりに寄与することを目的とする。 

３ 堺市補助金交付規則との関係 

補助金の交付については、堺市補助金交付規則（平成１２年堺市規則第９７号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

４ 用語の定義 

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）戸建住宅  

一つの建物が１住宅であって、建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第

６９号）第１条に定める区分所有権を有さない住宅（居宅として登記されている店舗、

事業所等との併用住宅を含む。） 

（２）集合住宅 

１棟の建物が、共用部分を除き、構造上、数個の部分に区画され、各区画がそれぞ

れ独立して住居に供される住宅 

（３）集会所 

主として地域住民の集会に供せられる施設 

（４）地域会館  

地域住民の文化の向上及び福祉の増進を目的に、本市の補助金を受けて小学校区に

整備された自治会活動の拠点施設 

（５）自治会等  

自治会、町内会その他の住民が組織する団体 

（６）管理組合  

建物の区分所有等に関する法律に規定する管理組合 

（７）使用者 

自動車検査証上の使用者であり、市内の戸建住宅又は集合住宅の居住者 



（８）リース事業者  

電気自動車又は燃料電池自動車の使用者とリース契約を締結し、当該使用者に提供

する法人 

（９）申請者 

この要綱による補助金の交付を受けようとする者 

（10）電力販売事業 

太陽光発電システムの所有者である発電事業者が、戸建住宅に太陽光発電システム

を当該発電事業者の費用で導入し、当該太陽光発電システムから発電された電力を当

該戸建住宅に供給する事業 

（11）電力販売事業者 

戸建住宅の所有者と電力販売事業による販売に関する契約を締結し、電力販売を行

う法人 

（12）太陽光発電システム  

太陽電池を利用することにより太陽光を受けて発電する装置であり、第１号から第

４号までに規定する建築物（以下単に「建築物」という。）の住居の用に供する部分（集

合住宅における共用部分、集会所又は地域会館の用に供する部分を含む。以下「住居

部分等」という。）に電力を供給するために導入されるもの 

（13）燃料電池システム（エネファーム等） 

燃料電池ユニット、貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、ＬＰガス等から燃料

となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に

利用できるものであり、住居部分等に電力及び熱を供給するために導入されるもの 

（14）蓄電システム 

蓄電池及び電力変換装置（パワーコンディショナ等）で構成され、太陽光発電シス

テム等により発電した電力又は夜間電力等を繰り返し蓄え、停電時や電力需要のピー

ク時など必要に応じて電力を供給するシステムであり、住居部分等に電力を供給する

ために導入されるもの 

（15）Ｖ２Ｈ（ビークル・トゥ・ホーム）システム  

分電盤を通じて電気自動車等と住居部分等において電力を相互に供給するために

導入されるもの 

（16）エネルギー計測装置（ＨＥＭＳ又はＥＭＳ） 

住居部分等の電力使用量等に係る計測・蓄積等をするために導入されるもの 

（17）電気自動車 

搭載された電池により駆動する電動機を原動機とし、内燃機関を併用しない検査済

自動車（道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第６０条第１項の規定による

自動車検査証の交付を受けた同法第２条第２項に規定する自動車をいう。以下同じ。）。

ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。 

（18）燃料電池自動車 

搭載された燃料電池により駆動する電動機を原動機とし、内燃機関を併用しない検



査済自動車。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。 

（19）単体導入 

別表１、別表１－２又は別表１－３の定めるところにより、補助対象機器等のうち、

１種類を導入する事業 

（20）複合導入 

別表１の定めるところにより、補助対象機器等のうち、２種類以上を導入する事業

（第７項第２号又は第３号の規定により、要件に適合する種類とみなす場合を含む。） 

（21）領収日 

補助対象機器等に係る領収書等に記載された領収日 

（22）保証開始日 

補助対象機器等に係る保証書に記載された保証開始日 

（23）出荷日 

補助対象機器等に係る出荷証明書に記載された機器の出荷日 

５ 補助対象者 

補助対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

（１） 次の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、同表右欄に定めるいずれかの者であるこ

と。 

個  人 

（別表１） 

市内の戸建住宅又は集合住宅の居住者 

 
電気自動車又は燃料電池自動車に係るリース事業者 

（使用者に係る共同申請者となる場合に限る。） 

 

 

個人以外 

（別表１－２） 

市内の賃貸集合住宅の所有者 

市内の分譲集合住宅の管理組合の代表者 

市内の集会所又は地域会館に係る自治会等の代表者 

電力販売事業者 

（別表１－３） 

市内の戸建住宅に太陽光発電システムを導入し、発電された電

力を住宅所有者に販売する電力販売事業者 

（２）本市の市税を滞納していないこと。 

（３）暴力団又は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６号に規定する暴力団員若しくは堺市暴力団排除条例(平成２４年条例

第３５号)第２条第３号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと（法人の場合

は、同法第９条第２１号ロに規定する役員がこれらに該当しないこと。）。 

（４）市内の戸建住宅に導入する補助対象機器等のうち、太陽光発電システムを導入する

場合にあっては、さかいエコバンク（Ｊ－クレジット制度（国内における地球温暖化

対策のための排出削減・吸収量認証制度）実施要綱（平成２５年４月１７日制定。経

済産業省、環境省、農林水産省）に基づき、二酸化炭素削減事業を行う任意団体）へ

協力する意思があること。 

（５）電気自動車及び燃料電池自動車については、原則として、申請者が車両の購入者で

あり、申請車両の自動車検査証上の所有者であって、かつ、使用者であること。ただ



し、次に掲げる場合は、この要件に適合するものとみなす。 

① 所有権留保付ローンによる購入において、自動車検査証上の所有者が販売会社又

はローン会社等であり、かつ、申請者が使用者である場合 

② リース契約において、自動車検査証上の所有者がリース事業者等であり、かつ、

申請者が使用者である場合 

６ 補助対象機器等 

（１）補助対象機器等の種類は、次に掲げる機器等とする。 

① 太陽光発電システム 

② 燃料電池システム 

③ Ｖ２Ｈ（ビークル・トゥ・ホーム）システム 

④ 電気自動車 

⑤ 燃料電池自動車 

（２）補助対象機器等は、別表２及び次の要件に適合する機器等とする。 

① 未使用品であること（電気自動車及び燃料電池自動車については、第７項第４号

③の定めるところによる。）。 

② 電気自動車及び燃料電池自動車を除き、リース品でないこと。 

③ 戸建住宅にあっては、堺市ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）支援事

業補助金の交付を受けた設備でないこと。 

７ 補助対象事業 

（１）補助対象事業は、次の各号に掲げる事業とする。 

① 別表１、別表１－２又は別表３に定める要件に従い、市内の戸建住宅、集合住宅、

集会所若しくは地域会館又は集合住宅の共用部分に補助対象機器等を導入する事

業（補助対象機器等が導入された住宅に係る事業を含む。） 

② 市内の戸建住宅に太陽光発電システムを導入する電力販売事業として本市が登

録した事業であって、別表１－３の要件及び次の要件を全て満たすものとする。 

ア 太陽光発電システムの導入に要する費用を住宅の所有者が負担しないもので

あること。 

イ 住宅の所有者に対し、本補助金の交付を申請すること及び補助金額相当分が住

宅の所有者に還元されることが説明されたものであること。 

（２）補助対象機器等の複合導入を要件とする事業において、補助対象者が補助対象機器

等と同等の性能を有する機器等(リース契約による電気自動車及び燃料電池自動車を

除く。)を既に導入している場合は、当該機器等を複合導入の要件に適合する種類とみ

なすことができる。ただし、既に導入した機器等は補助の対象とならない。 

（３）前号に定めるもののほか、太陽光発電システムの導入について別表３の機器と同等

の性能を有する機器を既に導入している場合は、当該機器を複合導入の要件に適合す

る種類とみなすことができる。ただし、既に導入した機器は補助の対象とならない。 

（４）補助対象機器等の導入については、前年度の２月１日から当該年度の１月末日まで

（電気自動車及び燃料電池自動車にあっては、当該年度の４月１日から１月末日まで）



の間（以下「導入期間」という。）において実施する事業とし、次に定める区分に応じ、

それぞれに定める要件とする。 

① 太陽光発電システム 導入に係る領収日又は導入した住宅の引渡日が導入期間

内であること。 

② Ⅴ２Ｈシステム又は燃料電池システム 次の要件を全て満たしていること。 

ア 導入に係る領収日又は導入した住宅の引渡日が導入期間内であること。 

イ 保証開始日又は出荷日が導入期間内であること。 

③ 電気自動車及び燃料電池自動車 新車として導入するもので、自動車検査証の初

度登録年月が導入期間内であること（中古輸入車の初度登録を除くものとする。）。

この場合において、リース契約によるときは、次の要件についても全て満たしてい

ること。 

ア リース契約の期間が４年以上であること。 

イ リース料金等から補助金相当分が還元されていること。 

④ 電力販売事業による太陽光発電システム 導入に係る領収日が導入期間内であ

ること。 

（５）同じ建築物につき、同じ種類の補助対象機器等の導入（電気自動車又は燃料電池自

動車にあっては、同じ戸建住宅又は同じ住居に係る導入をいう。）に係る補助金を申請

することはできない。ただし、申請が個人以外の区分で、当該導入が機器等の構成上、

一の補助事業と認められる場合は、この限りでない。 

（６）前号の規定にかかわらず、太陽光発電システム（本市からの補助金の交付を受けて

導入したものを含む。）については、増設する場合に限り、補助の対象とし、その増設

した出力分を補助の対象とする。 

８ 補助対象経費 

（１）補助対象経費は、補助対象事業を実施するために必要な経費であって、補助対象機

器等の導入に要する費用とする。 

（２）消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

に定める消費税及び地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除くものとする。 

９ 補助金の額 

補助金の額は、予算の範囲内で、別表４に定めるものとする。ただし、補助金の額に

千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

１０ 補助金の交付の申請 

（１）提出書類 

申請者は、補助対象機器等の導入完了後に、補助金交付申請書（様式第 1 号）その

他の別表５に掲げる書類を市長に提出することにより、補助金の交付の申請を行うも

のとする。 

（２）申請の期間 

申請者は、補助金の交付の申請を当該年度の６月２０日から２月１５日までの期間

に行うものとする。ただし、補助金交付申請額の合計が予算に達した日をもって受付



を終了する。 

（３）申請の方法 

① 申請者は、補助金の交付の申請を、持参又は本市に到達した日が確認できる書留

等の郵送の方法により行うものとする。 

② 持参による補助金の交付の申請は、本市環境局カーボンニュートラル推進部環境

エネルギー課の窓口において、本市の休日を除き、午前９時から午後５時１５分ま

で受け付ける。 

③ 本市に到達した日が確認できる書留等の郵送の方法により補助金の交付の申請

を行う場合は、本市に到達した日をもって提出日（本市の休日の場合はその翌日）

とする。 

１１ 手続代行者 

申請者は、前項に規定する補助金の交付の申請及び第１４項に規定する補助金の交付

の申請の取下げについて、これらの手続の権限を第三者（以下「手続代行者」という。）

に委任することができる。 

１２ 補助金の交付の条件 

申請者及び手続代行者は、補助金の交付の申請に当たり、次の条件を遵守しなければ

ならない。 

（１）規則及びこの要綱の規定に従うこと。 

（２）市長に提出する書類には、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わな

いこと。 

１３ 補助金の交付の決定及び額の確定 

（１）市長は、受け付けた補助金の交付の申請について、速やかにその内容を審査し、必

要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは補助金の交付を受ける者を決定し、

補助金の額を確定するものとする。 

（２）市長は、補助金の交付の決定及び額の確定をしたときは、補助金交付決定及び交付

額確定通知書（様式第５号）により申請者に通知するものとする。ただし、リース契

約に係る申請の場合は共同申請者に通知し、他の申請者には写しを送付するものとす

る。 

（３）市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、速やか

にその旨を申請者に連絡するものとする。 

１４ 交付の申請の取下げ 

補助金の交付決定及び額の確定通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、前

項第２号の規定による通知を受けた日から起算して１４日以内に補助金の交付の申請

を取り下げることができる。 

１５ 補助金の交付 

（１）補助金は、規則第１４条第１項の規定による補助金の額の確定後交付する。 

（２）補助事業者は、補助金の額の確定について通知を受けたときは、速やかに補助金交

付請求書（様式第６号）により補助金の交付の請求を市長に対して行わなければなら



ない。 

（３）前号の規定による請求の期限は、翌年度の４月７日とする。ただし、市長が認める

場合はこの限りではない。 

１６ 期限の特例 

第１０項第２号に規定する補助金の交付の申請及び前項第３号に規定する補助金の

請求に係る期限の日が本市の休日に当たるときは、本市の休日の翌日をもってその期限

とみなす。 

１７ 交付の決定の取消し等 

市長は、規則第１８条第１項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、

補助金取消通知書（様式第７号）により補助事業者に通知するものとし、補助事業の当

該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金返還命令通知

書（様式第８号）により、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

１８ 電力販売事業の登録 

（１）電力販売事業は、当該年度の６月２０日から２月１５日までの期間に電力販売事業

登録申請書（様式第９号）その他の別表６に掲げる書類を市長に提出することにより

電力販売事業の登録を申請することができる。 

（２）市長は、前号の規定により登録の申請があった電力販売事業について、速やかにそ

の内容を審査し、次号に定める要件を満たすものについては、当該電力販売事業を登

録するとともに登録した旨を当該年度末まで本市のホームページ上に公表するもの

とする。 

（３）電力販売事業の登録の要件は、次の全てに該当するものとする。 

① 太陽光発電システムの導入に要する費用を住宅の所有者が負担しないもので

あること。 

② 太陽光発電システムは、未使用品であって、かつ、地絡検知機能を有し、停電

時においても電力供給が可能な自立運転機能を有していること。 

③ 太陽光発電システムが故障した場合に、交換又は修理がなされること。 

④ 太陽光発電システム又はその取付工事が原因で生じた身体障害又は財物損壊

に起因する賠償責任補償が付加されていること。 

１９ 協力 

市長は、補助事業者に対し、補助事業の効果検証及び本市が取り組む地球温暖化対策

の推進に係る事項について協力を求めることができる。 

２０ 財産の管理及び処分の制限 

（１）補助事業者及び使用者は、補助対象機器等の導入日から起算して６年間（電気自動

車及び燃料電池自動車にあっては４年間）、補助対象機器等の点検及び必要な整備を

行うなど善良なる管理者の注意をもって管理し、使用しなければならない。 

（２）補助事業者及び使用者は、補助対象機器等を市長の承認を受けないで、補助金の交

付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

ただし、前号に規定する期間を経過した場合は、この限りではない。 



（３）補助事業者は、第１号に規定する期間内に補助対象機器等の処分（以下「財産処分」

という。）を行う場合は、市長に対し、財産処分承認申請書を提出し、その承認を受け

なければならない。ただし、補助対象機器等が災害又は火災によって使用できなくな

った場合又は立地上若しくは構造上、危険な状態となった場合において、財産処分を

行ったときは、財産処分実施後の報告をもって財産処分承認申請書の提出に代えるこ

とができる。 

（４）補助事業者及び使用者は、第１号に規定する期間（電気自動車及び燃料電池自動車

にあっては５年間）を経過するまで、補助対象機器等に関する書類を保管しなければ

ならない。 

２１ 個人情報に関する事項 

この要綱による事務の執行に当たり、取得した個人情報の管理、利用及び廃棄につい

ては、堺市個人情報保護条例（平成１４年条例第３８号）の規定に基づき適切に取り扱

うものとする。 

２２ 委任 

この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定め

る。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年６月２０日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱による改正後の堺市スマートハウス化等支援事業補助金交付要綱は、令和５

年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、令和４年度の予算に係る補助金（当該年

度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。）については、この要綱は、同

日後もなおその効力を有する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年８月２６日から施行する。 

（適用区分) 

２ この要綱による改正後の堺市スマートハウス化等支援事業補助金交付要綱の規定は、

この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助

金については、なお従前の例による。 

  



別表１（第４項第 19 号及び 20 号並びに第５項第１号及び第７項第１号関係） 

個人に係る導入要件 

補助対象機器等 戸建住宅 集合住宅 

太陽光発電システム 複合導入に限る。 ― 

燃料電池システム 

電力販売事業で導入する 

太陽光発電システムとの複合導入

に限る。 

単体導入可 

Ｖ２Ｈシステム 

太陽光発電システム・電気自動

車・燃料電池自動車のいずれかと

の複合導入に限る。 

― 

電気自動車 単体導入可 単体導入可 

燃料電池自動車 単体導入可 単体導入可 

※ 複合導入については、第４項第２０号並びに第７項第２号及び第３号の定めるとこ 

ろによる。 

※ 太陽光発電システムとの複合導入については、上記のほか別表３の機器を複合導入として

適用することができる。 

※ 電力販売事業については、第１８項の規定による登録を受けた事業であって、燃料電池シ

ステムの導入を伴う事業に限るものとする。 

  



別表１－２（第４項第 19並びに第５項第１号及び第７項第１号関係）） 

個人以外に係る導入要件 

補助対象機器等 集会所又は地域会館 集合住宅の共用部分 

太陽光発電システム 単体導入可 単体導入可 

燃料電池システム 単体導入可 単体導入可 

Ｖ２Ｈシステム 単体導入可 単体導入可 

 

  



別表１－３（第４項第 19号、第５項第１号及び第７項第１号関係） 

電力販売事業者に係る導入要件 

補助対象機器等 戸建住宅 

太陽光発電システム 単体導入 

 

  



別表２（第６項第２号関係） 

補助対象機器等の要件 

補助対象機器等 要      件 

太陽光発電 

システム 

次の要件を全て満たすものであること。 

１ 建築物の屋根等への設置に適した配電線と逆潮流有りで連系するも

のであること。ただし、発電した電力の全量を戸建住宅の住居の用に

供する部分に供給する場合は、この限りではない。 

２ 発電した電力の全量を逆潮流するものでないこと。 

３ 発電量が確認できるモニター等が設置されていること。 

燃料電池 

システム 

次の要件を全て満たすものであること。 

１ 一般社団法人燃料電池普及促進協会により指定機器システムに登録

されているもの 

２ 停電時においても電力供給が可能な自立運転機能を有しているこ

と。 

Ｖ２Ｈシステム 

国が平成２６年度以降に実施する補助事業の補助対象機器等として一

般社団法人次世代自動車振興センターに登録されているもの又は一般社

団法人ＣＨＡｄｅＭＯ協議会の認証を受けているもの若しくはそれらと

同等以上の機能を有していると市長が認めるものであること。 

電気自動車・ 

燃料電池自動車 

次の要件を全て満たすものであること。 

１ 一般社団法人次世代自動車振興センターがクリーンエネルギー自動

車導入促進補助金において、補助対象とする電気自動車又は燃料電池

自動車であること。 

２ 自動車検査証上の所有者と使用者が同一であること。 

ただし、次の場合は、この要件に適合するものとみなす。 

① 所有権留保付ローンによる購入において、自動車検査証上の所有

者が販売会社又はローン会社等であり、かつ、申請者が使用者であ

る場合 

② リース契約において、自動車検査証上の所有者がリース事業者等

であり、かつ、申請者が使用者である場合 

３ 自動車検査証の使用の本拠の位置が、市内の住所であること。 

４ 自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が「自家用」であること。 

 

 

 

  



別表３（第４項第 20号並びに第７項第１項及び第３号関係） 

太陽光発電システムとの複合導入の要件に適合する種類とみなすことができる機器 

名 称 要      件 

蓄電システム 

次の要件を全て満たすものであること。 

１ 蓄電池本体又は蓄電システムパッケージが、一般社団法人電気安全環

境研究所のＳ－ＪＥＴ認証又は国が平成２９年度以降に実施する補助事

業の補助対象設備として一般社団法人環境共創イニシアチブ（ＳＩＩ）に

登録されているものであること。 

２ システムを構成する蓄電容量が１ｋＷｈ以上のものであること。 

ＨＥＭＳ 

次の要件を全て満たすものであること。 

１ 住宅の電力使用量等に係る計測・蓄積等をするものであること。 

２ 「ＥＣＨＯＮＥＴ Ｌｉｔｅ」規格を標準インターフェイスとして搭載

しているものであること。 

ＥＭＳ ＨＥＭＳと同等以上の機能を有するものであること。 

 

  



別表４（第９項関係） 

補助金の額 

補助対象機器等 補助金の額 

太陽光発電システ

ム 

太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値（ｋＷ表示で小数点

第３位以下を切り捨て）に１ｋＷ当たり２万円を乗じて得た額とす

る。ただし、上限６万円又は補助対象経費の５分の１の低い方を上

限とする。 

集合住宅の共用部分、集会所又は地域会館に係る導入について

は、上限８万円又は補助対象経費の５分の１の低い方を上限とす

る。 

燃料電池システム 

補助対象経費に５分の１を乗じて得た額とする。ただし、６万円

を上限とする。 

集合住宅、集会所又は地域会館に係る導入については、上限４万

円又は補助対象経費の５分の１の低い方を上限とする。 

Ｖ２Ｈシステム 
補助対象経費に５分の１を乗じて得た額とする。ただし、４万円

を上限とする。 

電気自動車 一律５万円 

燃料電池自動車 一律２０万円 

 

  



別表５（第１０項第１号関係） 

交付申請に必要な提出書類 

区分 提出が必要な書類 備考 

共通 

補助金交付申請書（様式第１号） 
 

補助対象事業の内容（様式第２号） 
 

補助金交付申請額計算書（様式第３号） 
 

補助対象経費に係る領収書等の写し 

ただし、所有権留保付きローンにあっ

ては、販売業者に対する支払が確認で

きるもの 

領収書等が発行されない場合は領収

証明書の写し（所有権留保付きロー

ンの場合を含む。） 

補助対象経費に係る契約書又は見積書

の写し 

 

既に補助対象

機器等が導入

された住宅の

引渡しを受け

る場合 

住宅の引渡証明書等の写し 

住宅の引渡日が前年度の２月１日か

ら当該年度の１月末日までの期間で

あることを要件に申請する場合にの

み提出 

居宅として登

記されている

店舗又は事業

所等との併用

住宅の場合 

建物の登記事項証明書 

 

電力販売事業 

 

次の全ての書類 

１ 電力販売に係る契約書の写し 

２ 本補助金を申請すること及び補助

金交付額相当分が住宅の所有者に還

元されることが説明されたことが分

かる書類 

３ 役員情報届出書（様式第４号） 

４ 前年度の決算書 

３及び４ 

同一年度において左欄に掲げる書類

を本補助金の交付申請において既に

提出している場合は、当該申請時から

変更があった場合にのみ提出 



申請者が法人

の場合 

次の全ての書類 

１ 役員情報届出書（様式第４号） 

２ 前年度の決算書 

同一年度において左欄に掲げる書類

を本補助金の交付申請において既に

提出している場合は、当該申請時から

変更があった場合にのみ提出 

申請者が管理

組合又は自治

会等の代表者

の場合 

会則、規約等の写し 

 

太陽光発電シ

ステム 

１ 新設の場合 

次の全ての書類 

 ① 電力会社との系統連系が確認で

きる書類 

② パワーコンディショナの型式及

び型番が分かる書類 

 ③ 太陽電池モジュールの製造番号

と発電出力が確認できる書類 

④ 建物の外観写真 

⑤ 太陽光パネルが設置されたカラ

ー写真 

⑥ 発電量が確認できる書類 

２ 既設の場合 

電力会社との系統連系が確認できる

書類等 

１① 

受給最大電力（当該機器を構成する太

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の

出力のいずれか少ない方）が１０ｋＷ

以上の場合は発電した電力の全量を

逆潮流しないことが確認できるもの 

既設の場合は、発行から１年以内のも

の 

１①２ 

発電した電力の全量を戸建住宅の住

居の用に供する部分に供給する場合

は、そのことが分かるもの 

燃料電池シス

テム 

１ 新設の場合 

次の全ての書類 

① 保証書又は出荷証明書の写し 

② 機器の導入状況が確認できるカ

ラー写真 

③ 電力販売事業により太陽光発電

システムが導入されたことが分か

る契約書等の写し 

２ 既設の場合 

 保証書、出荷証明書その他これらに

相当する書類の写し 

１① 

保証開始日又は出荷日が、前年度の２

月１日から当該年度の１月末日まで

のもの 

１② 

補助対象機器等が、同一の集合住宅の

全戸に標準仕様で導入されている場

合で、事前に住宅供給事業者等から全

戸分の補助対象機器等に係る仕様及

び導入状況を確認できる書類の提出

があった場合は、省略可能 

２ 

住所の記載がないものについては、導

入されていることが分かる書類も提

出 

Ｖ２Ｈシステ

ム 

１ 新設の場合  

次の全ての書類 

① 保証書又は出荷証明書の写し 

② 機器の導入状況が確認できるカ



ラー写真 

２ 既設の場合 

保証書、出荷証明書その他これらに

相当する書類の写し 

電気自動車及

び 

燃料電池自動

車 

１ 新規導入 

① 自動車検査証の写し 

② リース契約の場合は、次の全て

の書類 

ア リース契約書の写し 

イ リース料計算書（リース料金

等から補助金相当分が還元され

ていることが確認できるもの） 

ウ 役員情報届出書（様式第４号） 

エ 前年度の決算書 

２ 既に導入 

自動車検査証の写し 

１②ウエ 

同一年度において本補助金の交付申

請において既に提出している場合は、

当該申請時から変更があった場合に

のみ提出 

蓄電システム

又はエネルギ

ー計測装置 

 保証書、出荷証明書その他これらに

相当する書類の写し 

住所の記載がないものについては、導

入されていることが分かる書類も提

出 

その他市長が必要と認める書類 
 

 

  



別表６（第１８項第１号） 

登録申請に必要な提出書類 

区分 提出が必要な書類 

電力販売事業 

電力販売事業登録申請書（様式第９号） 

電力販売事業の内容（様式第１０号） 

太陽光モジュール及びパワーコンディショナの仕様が分かる書類 

電力販売事業に係る住宅の所有者との契約書ひな型 

その他市長が必要と認める書類 

 


