千葉市住宅用再生可能エネルギー等設備導入事業補助金交付要綱
（趣旨）
第１条 市長は、地球温暖化対策を推進し、再生可能エネルギー等の普及を促進する
ため、市内の住宅に再生可能エネルギー等の設備を導入する事業に対し、予算の範
囲内において、千葉市補助金等交付規則（昭和６０年千葉市規則第８号。以下「規
則」という。）及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。
（定義）
第２条 この要綱において、次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）システム 次に掲げるものをいう。
ア 太陽光発電システム
イ 太陽熱利用給湯システム
ウ 家庭用燃料電池システム
エ 定置用リチウムイオン蓄電システム
オ 地中熱ヒートポンプシステム
（２）個人事業 市内に現に居住し、又は居住を予定している者が、住宅へのシステ
ムの導入（システムが設置された建売住宅（以下「建売住宅」という。）の購入
による導入を含む。）を行う事業をいう。
（補助対象者）
第３条 補助金の交付の対象となる者は、個人事業を行い、次に掲げる要件のすべて
に該当する者とする。
（１）自らの市税の納付状況を市が確認することに同意し、かつ、市税の滞納がない
こと。
（２）システムの導入を行う住宅が賃貸住宅又は居住部分の面積が延床面積の１／２
未満である店舗等の併用住宅でないこと。
（３）システムの導入を行う住宅が自らが現に居住する住宅（以下「既築住宅」とい
う。）である場合は、次のいずれにも適合すること。
ア 当該住宅に係る登記記録のうち表題部における登記事項（所有権の保存等の
登記がなされているときは、権利部における所有権に関する登記事項を含む。
以下同じ。）が現況に合致している当該住宅を所有していること（当該個人
事業についての同意が得られる２親等以内の親族が当該住宅を所有してい
る場合を含む。）。ただし、表題部の「種類」、
「構造」に関する登記事項及び
権利部の「権利者その他の事項」について、住民票の写し等で登記事項が現
況と合致していることが確認できる場合は、この限りではない。
イ 第８条第１項の通知を受けた日以後にシステムの設置工事に着手すること。
ウ 過去に、当該住宅について同一のシステムに係る市の補助金の交付を受けて

いないこと。ただし、過去に補助金の交付を受けた者と異なる世帯を構成す
る者が設備を設置する場合にはこの限りではない。
エ 住宅が共同住宅である場合は、システムを自らの専有部分の用に供し、かつ、
システムの設置箇所の使用についての当該共同住宅の管理組合の総会の議
決又はすべての区分所有者の同意を得ること。
（４）システムの導入を行う住宅が新築する住宅（建売住宅を除く。以下「新築住宅」
という。）である場合は、次のいずれにも適合すること。
ア 第３号イに適合すること。
イ 当該新築住宅を所有すること（当該個人事業についての同意が得られる２親
等以内の親族が当該新築住宅を所有する場合を含む。）。
ウ 当該新築住宅に居住すること。
（５）建売住宅の購入によるシステムの導入を行う場合は、次のいずれにも適合する
こと。
ア 第６条の補助金の交付の申請をした日が属する年度に当該建売住宅の売買
契約を締結し、第８条第１項の通知を受けた日以後に当該建売住宅の引渡し
を受けること。
イ 当該建売住宅を所有すること（当該個人事業についての同意が得られる２親
等以内の親族が当該建売住宅を所有する場合を含む。）。
ウ 当該建売住宅に居住すること。
（６）システムが太陽光発電システムである場合は、次のいずれにも適合すること。
ア システムの導入を行う住宅が既築住宅であり、第３号に適合すること。
イ 自らが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
を締結すること。
ウ 第１０条に定める実績報告の日までに、次のいずれかの設備が設置されてい
ること。
（ア）エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）
住宅全体の電力使用量などを自動で実測し、エネルギーの「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し、機器の制
御に係る装置（コントローラ等）が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」規格の認証を取得しているもの
（イ）定置用リチウムイオン蓄電システム
別表の定置用リチウムイオン蓄電システムの項の第２欄に定める要件（同
欄中（２）の要件を除く）に該当するもの。
（補助金の額等）
第４条 補助の対象となるシステムの仕様及び条件、経費並びに補助金の額は、別表
の第１欄に掲げるシステムの区分に応じ、同表の第２欄から第４欄までに定めると
おりとする。

（交付申請者の事前選定）
第５条 市は、補助金の交付に当たり公平を期するため必要と認めるときは、次条の
補助金の交付の申請を受け付ける前に、一定の受付期間及び受付件数を定めて当該
申請をしようとする者を募集し、予定を超える応募があった場合には、応募をした
者の中から抽選で交付申請対象者を選定するものとする。
２ 前項の場合においては、当該選定を受けた交付申請対象者に限り、次条の補助金
の交付の申請をすることができる。
（交付の申請）
第６条 規則第３条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、千葉市住
宅用再生可能エネルギー等設備導入事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次の
各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
（１）住宅が既築住宅である場合は、次に掲げる書類
ア 当該住宅の登記事項証明書
イ 申請者のほかに当該住宅の所有者が存在する場合は、すべての当該所有者に
よる当該個人事業についての同意書
ウ 住宅が共同住宅である場合は、システムの設置箇所の使用についての当該共
同住宅の管理組合の総会の議決書又はすべての区分所有者による同意書
（２）住宅が新築住宅又は建売住宅である場合は、次に掲げる書類
ア 当該住宅に係る請負契約書又は売買契約書の写し
イ 申請者のほかに当該住宅の契約者が存在する場合は、すべての当該契約者に
よる当該個人事業についての同意書
（３）システムの導入費用に係る見積書又は工事請負契約書の写しであって、余白部
分に署名及び原本に相違ない旨を記載したもの（当該導入費用の内訳が不明であ
る場合は内訳を明らかにする書類を添付すること）
（４）システムが太陽光発電システムである場合において、補助金の額の上乗せをす
るときは、市内業者（別表の太陽光発電システムの項の第４欄第２号に定める市
内業者をいう）の事業所の名称及び所在地を証明する書類
（５）システムの配置図
（６）システムの設置箇所を明らかにする当該住宅の現況のカラー写真
（７）当該住宅の場所を明らかにする地図
（８）その他市長が必要と認める書類
（交付の条件）
第７条 規則第５条第１項の規定により付する条件は、次に掲げるとおりとする。
（１）事業の変更（第９条第１項に定める変更に限る。）をする場合については、あ
らかじめ市長の承認を受けること。
（２）事業を中止する場合においては、市長の承認を受けること。

（３）事業により導入したシステムを、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、又は担保に供しないこと。
（交付の決定の通知）
第８条 規則第６条の規定による通知は、千葉市住宅用再生可能エネルギー等設備導
入事業補助金交付決定通知書（様式第２号）によるものとする。
２ 規則第４条第３項の規定による通知は、千葉市住宅用再生可能エネルギー等設備
導入事業補助金不交付決定通知書（様式第３号）によるものとする。
（変更又は中止の申請）
第９条 前条第１項の通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、次に掲げ
る事項を変更しようとするとき又は事業を中止しようとするときは、あらかじめ、
千葉市住宅用再生可能エネルギー等設備導入事業変更（中止）申請書（様式第４号）
を市長に提出しなければならない。
（１）システムの型式、方式、最大出力値等（補助金の交付決定金額の減額を伴うも
のに限る。
）
（２）その他市長が必要と認める事項
２ 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたと
きは、変更又は中止の承認をするものとする。
３ 前項における通知は、千葉市住宅用再生可能エネルギー等設備導入事業変更承認
通知書（様式第５号）又は千葉市住宅用再生可能エネルギー等設備導入事業中止承
認通知書（様式第５号の２）によるものとする。
（実績報告）
第１０条 交付決定者は、規則第１２条の規定により実績の報告をするときは、第８
条第１項の通知を受けた日が属する年度の２月２５日（その日が市の休日（千葉市
の休日を定める条例（平成元年千葉市条例第１号）第１条第１項に規定する市の休
日をいう。以下同じ。）に当たる場合にあっては、その直前の市の休日でない日）
までに、千葉市住宅用再生可能エネルギー等設備導入事業実績報告書（様式第６号。
以下「実績報告書」という。）に、次の各号に定める書類を添えて、市長に提出し
なければならない。
（１）住民票の写し
（２）住宅が新築住宅又は建売住宅である場合は、次に掲げる書類
ア 当該住宅に係る登記事項証明書又は登記申請書の写し。ただし、登記申請書
の写しについては、千葉地方法務局が受付したものに限る。
イ 第６条第２号イの同意書に係る同意者のほかに当該住宅の所有者が存在す
る場合は、当該所有者による当該個人事業についての同意書
（３）システムの導入費用に係る領収書の写しであって、余白部分に署名及び原本に
相違ない旨を記載したもの（当該導入費用の内訳が不明である場合は内訳を明ら

かにする書類を添付すること）
（４）システムの配置等を変更した場合にあっては、変更後のシステムの配置図
（５）システムを設置したことを明らかにする当該住宅の現況のカラー写真
（６）システムが太陽光発電システムである場合は、電気事業者との電力受給契約の
締結を証する書類の写し
（７）その他市長が必要と認める書類
（補助金の額の確定の通知）
第１１条 規則第１３条の規定による通知は、千葉市住宅用再生可能エネルギー等設
備導入事業補助金額確定通知書（様式第７号）によるものとする。
（交付の請求）
第１２条 規則第１６条第１項の規定による交付請求書は、千葉市住宅用再生可能エ
ネルギー等設備導入事業補助金交付請求書（様式第８号）によるものとする。
（交付決定の取消し及び返還命令）
第１３条 市長は、規則第１７条第１項に定めるもののほか、交付決定者が次の各号
のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すこと
ができる。この場合において、規則第１７条第３項において準用する規則第６条の
規定による通知は、千葉市住宅用再生可能エネルギー等設備導入事業補助金交付決
定取消通知書（様式第９号）によるものとする。
（１）提出書類に虚偽の事項を記載し、又は手続について不正の行為があったとき。
（２）この要綱の規定に違反したとき。
（３）前２号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき。
２ 規則第１８条第１項の規定による補助金の返還の命令は、千葉市住宅用再生可能
エネルギー等設備導入事業補助金返還命令書（様式第１０号）によるものとする。
（手続の代行）
第１４条 補助金の交付を受けようとする者は、手続代行届（様式第１１号）を市長
に提出することにより、第６条、第９条第１項、第１０条第１項及び第１２条に定
める書類の提出に係る手続を、システムを販売する者、システムの設置工事を請け
負う者その他市長が適当と認める者に代行させることができる。
２

前項の規定により手続を代行する者（以下「手続代行者」という。）は、誠意を
もって当該手続を行うものとし、手続の代行を通じて得た個人情報は、個人情報の
保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に従って取り扱うものとする。
３ 市長は、手続代行者が第１項に規定する手続を偽りその他不正の手段により行っ
たと認めたときは、当該手続代行者の名称及び不正の内容等を公表し、及び当分の
間、手続の代行を認めない措置を講ずることができる。

（協力の要請）
第１５条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、システムの設置後の２年間、当
該システムの稼働実績等に関するデータの提供その他の協力を要請することがで
きる。
（事務の委託）
第１６条 市は、この要綱に定める書類の受付等の事務の一部を、千葉市住宅供給公
社に委託することができる。
（その他）
第１７条 規則及び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、別に定める。
第１８条 システムの設置にあたり、周辺環境への影響について十分に配慮すること。

附

則
この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。

附

則
この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。

附

則
この要綱は、平成２７年４月１５日から施行する。

附

則
この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。

附

則
この要綱は、平成２８年５月２５日から施行する。

附

則
この要綱は、平成２８年８月１９日から施行する。

附

則
この要綱は、平成２９年４月１７日から施行する。

別表（第４条関係）
再生可能エ
ネルギー等
設備の区分
太陽光発電
システム

太陽熱利用
給湯システ
ム

家庭用燃料
電池システ

仕様及び条件
太陽電池を利用して電気を発生させ
るための設備及びこれに付属する設
備であって、導入された住宅におい
て電気が消費され、連系された低圧
配電線に余剰の電気が逆流されるも
のであり、次の要件を満たしている
こと。
(1) 住宅用の低圧配電線と逆潮流有
りで連系するものであること。
(2) 太陽電池の出力状況等により、
起動及び停止等に関して全自動運
転を行うものであること。
(3) 太陽電池モジュールが、次のい
ずれかの規格等に適合しているこ
と。
ア 国際電気標準会議の規格又は
日本工業規格に適合しているも
のであること。
イ 一般財団法人電気安全環境研
究所の認証を受けているもので
あること。
ウ 一般社団法人太陽光発電協会
JPEA 代行申請センターにおい
て設備認定に係る型式登録がさ
れているもの。
(4) 対象設備を構成する太陽電池の
公称最大出力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（複数のパワーコンディシ
ョナーを設置する場合、系列ごと
に当該値を合計した数値）が１０
キロワット（kW）未満であること。
なお、既存設備の出力を増加する
目的で設備を設置する場合は既存
設備分を含めた増設後の設備が上
記の要件を満たすこと。
(5) 未使用品であること。
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、太陽熱エ
ネルギーを集めて給湯や空調に利用
するソーラーシステム（以下「強制
循環式」という。）であり、次の要
件を満たしていること。
(1) 一般財団法人ベターリビングの
優良住宅部品（BL 部品）認定を
受けたものであること。
(2) 未使用品であること。
燃料電池ユニット及び貯湯ユニット
等から構成され、都市ガス、LP ガス

経費※

補助金の額

太陽電池モジ (1) ３万円に、発電設備を構成
ュール、架台、
する太陽電池モジュールの
パワーコンデ
最大出力値（単位は kW と
ィショナー
し、小数第３位を四捨五入す
（インバー
る。）を乗じて得た額とする
タ・保護装
（千円未満は切捨て）。ただ
置）、その他
し、
最大出力値が 3.00 kW を
付属機器（計
超えるものにあっては、3.00
測・表示装置、
kW を最大出力値とする。
接続箱、直流 (2) システムの設置工事を市
側開閉器、交
内業者に請け負わせ、かつ、
流側開閉器
その事業所の名称及び所在
等）の各購入
地が証明される場合は、補助
費、工事費（据
金の額の上乗せをすること
付・配線工事
ができる。この場合において
等）
は、前号中「３万円」とある
のは「４万円」と読み替えて、
同号の規定を適用する。な
お、市内業者とは、市内に所
在する事業所若しくはその
代表者又はその法人の本店
若しくは代表者が、見積書又
は工事請負契約書及び領収
書を発行するものをいう。た
だし、工事請負契約書にあっ
ては、市内に所在する事業所
又はその代表者が発行した
ものに限る。

設備その他付
属機器等（配
線・配線器具
を含む。）の
購入、据付、
工事に関する
費用

１０万円と経費（税抜）を比較
し、いずれか少ない額とする。

設備本体及び
付属品（独自

１０万円と、経費（税抜）から
国の補助金相当額を差し引い

ム（エネフ
ァーム）

定置用リチ
ウムイオン
蓄電システ
ム

地中熱ヒー
トポンプシ
ステム

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、次の要件を満たしてい
ること。
(1) 国が平成２５年度以降に実施す
る補助事業における補助対象機器
として、一般社団法人燃料電池普
及促進協会の指定を受けているも
のであること。
(2) 未使用品であること。
リチウムイオン蓄電池部（リチウム
イオンの酸化及び還元で電気的にエ
ネルギーを供給する蓄電池をいう。）
及びインバータ等の電力変換装置を
備え、再生可能エネルギーにより発
電した電力又は夜間電力等を繰り返
し蓄え、停電時や電力需要ピーク時
等必要に応じて電気を活用すること
のできるものであり、次の要件を満
たしていること。
(1) 国が平成２５年度以降に実施す
る補助事業における補助対象機器
として、一般社団法人環境共創イ
ニシアチブにより登録されている
ものであること。
(2) 未使用品であること。
地中の熱（冷熱を含む。）を熱源と
して、その熱をヒートポンプでくみ
上げることにより、冷暖房・給湯用
のエネルギーとして利用するもので
あり、次の要件を満たしていること。
(1) エネルギー消費効率（COP）が
3.0 以上のものであること。
(2) 地中熱交換器（熱交換井を含
む。）は適切な深度または総延長
を有し、十分な採熱、または放熱
ができるものであること。
(3) 未使用品であること。

モニター等）
の購入費、工
事費（据付・
配線・配管工
事等）

た額を比較し、いずれか少ない
額とする。

設備本体（蓄
電池部、電力
変換装置等）
及び付属品
（キュービク
ル、独自計測
表示装置）の
購入費、工事
費（据付・配
線工事等）

１０万円と、経費（税抜）から
国の補助金相当額を差し引い
た額を比較し、いずれか少ない
額とする。

採熱井掘削、
採熱パイプ、
ヒートポン
プ、循環ポン
プ、バッファ
タンク、リモ
コン、配管、
配線・配線機
器の購入、据
付、工事に関
する費用

経費（税抜）の１０分の１とす
る（千円未満は切捨て）。ただ
し、上限を２０万円とする。

※ 消費税及び地方消費税相当額を控除した額で、国その他の団体からの補助金を充当する場合
にあっては、さらに当該補助金の額を控除した額。

