岩倉市住宅用地球温暖化対策設備設置費
補助金交付事業のご案内
岩倉市では、クリーンエネルギーの利用を促進するとともに、市民の環境保全意識を高め、地球温
暖化防止に寄与することを目的に、住宅用地球温暖化対策設備を設置する人に対し、その費用の一部
を予算の範囲内で補助する事業を行っています。
事業の概要と交付手続きの流れ、様式記入にあたっての注意点等をまとめましたのでご案内いたし
ます。各様式と併せてご覧いただき、申請前に必ず一読してください。
１ 補助の対象となる事業・金額
※太陽光発電システムだけの導入では、補助対象となりません。
対象事業

補助率（千円未
満切捨て）

上限

①太陽光発電システム（10kW 未満の設備）、家庭用エネルギー管理
システム及び定置用リチウムイオン蓄電システムの一体的導入

設置費の 1/4

17 万円

②家庭用エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）の導入

設置費の 1/4

1 万円

③定置用リチウムイオン蓄電システム（蓄電池）の導入

設置費の 1/4

10 万円

④家庭用燃料電池システム（エネファーム）の導入

設置費の 1/4

10 万円

⑤ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）の導入
（太陽光発電システム〔10kW 未満の設備〕、家庭用エネルギー管理
システム及び高性能外皮等の一体的導入）

設置費の 1/4

17 万円

①～⑤のいずれも、未使用のものの設置に限ります。
２

補助対象者と補助にあたっての条件
① 補助対象者
補助対象となる人は、次のアまたはイのどれかに当てはまる人です。
ア 設置者
市内において自らが所有し、かつ、居住する住宅に対象システムを設置しようとする者又は市
内において自らの居住の用に供するため新築する住宅にあわせて対象システムを設置しようと
する人
イ 購入者
市内において自ら居住するため、建売住宅供給者から対象システム付き新築住宅を購入しよう
とする人
② 補助にあたっての要件
補助を受けるには、次のア～エの要件を全て満たさなければなりません。
ア 徴収金（岩倉市税条例（昭和４６年岩倉市条例第４２号）第２条第２号で定める市税並びに
その督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。）
を滞納していないこと。
イ 店舗等併用住宅の場合は、延べ床面積の２分の１以上が住宅用であること。
ウ

過去に、岩倉市の実施する温暖化対策設備の設置に対する補助において同一システムの補助
を受けていないこと。

エ

交付申請時に、設置者の場合は工事の着工前であること、購入者の場合は建物の引渡し及び
居住前であること。
交付決定前に着工（購入者の場合は引渡し。）されると、申請できません。

＜交付手続きの流れ＞
申請者

市（環境保全課）

交付申請書

受付・審査

（様式第 1）

受付・審査の期間は、通常１週間～１０日間です。
※審査の状況によっては、これ以上かかる場合も
あります。

別紙１～５

受領
交付決定通知書（様式第２）

交付決定通知受領後に工事の着手、住
民登録の異動等（新築・購入の場合）
をしてください。

事業着手届

受付

（様式第３）
交付決定通知の日から６０日以内に必ず提出してください。
購入者も提出が必要です。

計画を変更又は中止する場合
事前に市（環境保全課）に連絡し、変更又は中止が可能
か確認の上、以下の手続きを行ってください。
計画変更・中止承認申請書
（様式第４）
金額変更なし

承認の文書
承認

金額変更あり

事業完了と実績報告

受
付
・
審
査

変更交付決定通知書
（様式第５）

事業完了日から３０日以内又は３月３１日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
事業完了日は、次に示す日のうちの一番遅い日です。
○電力会社との系統連系・受給開始日（太陽光発電システムの場合のみ）
○保証書に記載の保証開始日（HEMS、蓄電池、エネファーム）
〇国の ZEH 支援事業の補助金額確定通知日（ZEH の導入の場合のみ）
○設置工事又は住宅購入に係る費用の支払日
○住民登録における、住所を定めた日（新築又は購入に限る。）
※実績報告書の完了日は、事業完了日をご記入ください。
受付・審査

事業実績報告書（様式第６）
別紙１～５

確認

交付額確定通知書（様式第７）

請求書（様式第８）
確認後、振込み
口座振込
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＜様式記入にあたっての注意点等＞
○交付申請書（様式第１）
事業の着手は、交付決定を受けてからとなります（交付決定前に着工（購入者の場合は引渡し及び居住）が
されると申請できません）
。交付決定には、申請後１週間から１０日ほど必要であり、審査の状況により、さら
に時間がかかる場合もありますので、余裕をもった日程で申請してください。
①現在（新築の場合は転居前の住所）の住所、
氏名、電話番号を記入してください。

①

②該当するものに○を付します。
（下記「設置者と購入者」を参照）

③該当する項目があるもののみ日付を記
入してください。
当該年度の３月３１日までに事業を完
了する必要がありますので、６ページの
「事業が完了した日とは」を参考に、事
業完了予定日を記入してください。

②
③

④該当する対象事業に○を付してください。
⑤対象事業ごとに補助対象経費と交付申請
額を記入します。
「補助対象経費」には、対象事業ごとに
対象システムの設置に要する部分の経費
のみ記載します。例えば新築やリフォー
ムの場合、対象システムの設置に係る費
用以外は含みません。
消費税抜きの額を記入してください。

⑤

④

⑥申請しようとする対象事業に応じて、それぞ
れ指定する別紙を添付してください（３ペー
ジを参照）
。

⑥

新築の場合の「着工」について

設置者と購入者

設置者のうち新築の場合、原則として住宅の基礎

設置者、購入者のいずれに当たるかは、対象シス

工事の着工を指しますが、既に基礎工事に着工をし

テムごとに判断します。

ている場合は、一番最初に設置工事を行う対象シス

例えば、太陽光発電システム付きの建売住宅を購

テムの工事着工日を指します。交付決定通知書（様

入し、後から同一年度内に HEMS 及び蓄電池を設置

式第２）の受領後、６０日以内に着工する必要があ

する計画の場合、太陽光発電システムについては購

りますので（４ページを参照）
、６０日以内に対象シ

入者に、HEMS 及び蓄電池については設置者に該当

ステムの設置工事に着工できる見込みがない場合は

します。従って、様式第 1 の「補助金交付対象事業」

申請できません。

の欄は（１）と（３）に○を付し、別紙の「補助対象

なお、この場合の添付書類「工事着工前の写真」

者」の選択部分（次ページを参照）は、太陽光につい

は、更地の写真ではなく、申請時時点の写真となり

てはイの購入者に、HEMS と蓄電池についてはアの

ます。

設置者に○を付すことになります。
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別紙（専用の様式）

①

太陽光発電システム（別紙１）
、HEMS（別紙 2）、蓄電池（別
紙 3）、エネファーム（別紙 4）、高性能外皮等（別紙５）の
うち、設置しようとしている対象システムごとに必要です。
「太陽光発電システム、家庭用エネルギー管理システム及び
定置用リチウムイオン蓄電システムの一体的導入」の場合は、
別紙１、２、３が必要となります。
「太陽光発電システム、家庭用エネルギー管理システム及び
高性能外皮等の一体的導入（ZEH の導入）
」の場合は、別紙
１、２、５が必要となります。
①対象システムごとに、設置者か購入者か、いずれか
該当する方に○を付してください（２ページ「設置者
と購入者」を参照）
。
②添付が必要な書類にチェックをし、申請書に添付
してください（下記「添付書類について」を併せて
お読みください）。

②
＜添付書類について＞
太陽光発電システム

必ずお読みください。

※２ページ「新築の場合の「着工」について」も参照
・対象システムの仕様書とは、
「太陽電池モジュール（パネル）の型式及び公称最大出力の記載があるメーカー等の
パンフレットの写し」
「太陽電池モジュールの使用枚数が明記されている任意の書類」のことを指します。
・
「別途内訳書」には、
「太陽光発電工事 一式」ではなく、太陽電池モジュール（パネル）の費用、架台の費用、
電気工事の費用等の金額をそれぞれ明記してください。
・工事着手前の写真は、新築の場合は更地であることが分かるもの※を、既設住宅への設置の場合は家の全景と屋根
の形状がわかるもの（設置予定の屋根に太陽光パネルが乗っていないことが分かるもの）をご提出ください。
家庭用エネルギー管理システム（HEMS）
・対象システムの仕様書とは、
「HEMS の型番が明記されているパンフレットの写し」のことを指します。
・
「別途内訳書」には、
「HEMS 設置工事 一式」ではなく、HEMS 本体の費用、付属機器の費用、設置工事の費用
等の金額をそれぞれ明記してください。
・工事着手前の写真は、新築の場合は更地であることが分かるもの※を、既設住宅への設置の場合は家の全景と設置
予定場所が中央に写る構図の写真をご提出ください。
定置用リチウムイオン蓄電システム
・対象システムの仕様書とは、
「パッケージ型番及び蓄電容量が明記されているパンフレットの写し」のことを指し
ます。
・
「別途内訳書」には、
「リチウムイオン蓄電池設置工事 一式」ではなく、蓄電池本体の費用、付属機器の費用、
設置工事の費用等の金額をそれぞれ明記してください。
・工事着手前の写真は、新築の場合は更地であることが分かるもの※を、既設住宅への設置の場合は家の全景と設置
予定場所が中央に写る構図（設置していないことが分かるもの）の写真をご提出ください。
家庭用燃料電池システム（エネファーム）
・対象システムの仕様書とは、
「燃料電池ユニット及び貯湯ユニットの型番が明記されているパンフレットの写し」
のことを指します。
・
「別途内訳書」には、「エネファーム設置工事 一式」ではなく、燃料電池ユニット本体及び貯湯ユニット本体の
費用、付属機器の費用、設置工事の費用等の金額をそれぞれ明記してください。
・工事着手前の写真は、新築の場合は更地であることが分かるもの※を、既設住宅への設置の場合は家の全景と設置
予定場所が中央に写る構図（設置していないことが分かるもの）の写真をご提出ください。
高性能外皮等
・対象システムの仕様書とは、
「高断熱外皮（断熱材・窓）
、空調設備、給湯設備、換気設備、照明設備の型番、仕
様又は規格が明記されているパンフレットの写し」のことを指します。
・
「別途内訳書」には、
「ZEH 工事 一式」ではなく、高断熱外皮（断熱材、窓）
、空調設備、給湯設備、換気設備、
照明設備の機器及び設置工事費の金額をそれぞれ明記してください。
・工事着手前の写真は、新築の場合は更地であることが分かるもの※を、既設住宅への設置の場合は家の全景と設置
予定場所が中央に写る構図（設置していないことが分かるもの）の写真をご提出ください。
・既に国のＺＥＨ支援事業の交付決定通知を受けている場合は、交付決定通知書の写しをご提出ください。
３

事業着手届（様式第３）
交付決定通知書（様式第２）の受領後、６０日以内に工事の着工又は建売住宅の引渡しを行い、速
やかに提出してください。
着手したことを届け出る書類ですので、着手後に提出してください。
提出期限（交付決定通知から６０日）を過ぎますと、申請を取り下げたものとみなされますので、
ご注意ください。
購入者（対象システム付きの新築住宅（建売住宅）を購入する人）についても提出していただきま
すので、忘れずに提出してください。
①現在（新築の場合は転居前の
住所）の住所、氏名、電話番号
を記入してください。

①
②対象事業には「一体的導入」「家庭用燃料
電池システムの導入」など、交付決定通知
書の「対象事業」欄に記載している事業を
記入してください。

②
③一体的導入または ZEH の導入に係る交付決
定を受けた人で対象システムごとに着工日
又は引渡し日が異なる場合は、着工日及び引
渡し日のうち一番早い日を記載してくださ
い。
交付申請時に記載した工事着工年月日等と
必ずしも一致する必要はありませんが、着工
及び引渡しについては必ず交付決定通知後
に行ってください。

③

４

計画変更・中止承認申請書（様式第４）
交付決定通知書（様式第２）により決定した事業の内容を変更する場合や、事業を中止する場合に
提出が必要です（変更がなければ提出する必要はありません）。

①交付決定通知書（様式第 2）右上の
日付と番号（岩環発第○○号）を入
力してください。

②当初に交付決定を受けた事業を
記載してください。

①
③交付決定を受けた事業の全てを
中止する場合には「中止」に、そ
れ以外の場合は「変更」に○を付
します。

②
③

④補助金額の変更がある場合は、ア
に○を付し、変更前と変更後の補
助金額を記載してください。

④
⑤補助金額の変更が、対象事業の変更を伴う
ものである場合は、変更前後の対象事業を
記載してください（下記「対象事業の変更
について」を参照）
。

⑤

対象事業の変更について
対象事業を「太陽光発電システム、家庭用エネルギー管理システム及び定置用リチウムイオン蓄電システムの
一体的導入」または「太陽光発電システム、家庭用エネルギー管理システム及び高性能外皮等の一体的導入（ZEH
の導入）
」から「家庭用エネルギー管理システムの導入」
、
「定置用リチウムイオン蓄電システムの導入」等に変
更する場合、補助金額も変更後の対象事業の基準により算定した額となります。
例えば、一体的導入で交付決定を受けた人が太陽光発電システムに係る部分（電力会社との系統連系など）が
年度内に完了する見込みがなくなった場合は、この申請書により事業計画の変更の承認を受ける必要がありま
す。

５

事業実績報告書（様式第６）
事業が完了したら、実績報告書の提出が必要です。事業が完了した日から３０日以内又は当該年度
の３月３１日のいずれか早い日※までに提出してください。
提出期限を過ぎますと、交付決定で得た権利が失効しますので、ご注意ください。
※対象事業の変更（５ページを参照）により、計画変更の承認日の時点ですでに３０日を経過している場合は、変
更交付決定通知の受領後１０日以内又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までの提出となります。

事業が完了した日とは
次の①～⑤に示す日のうち一番遅い日です。
①電力会社との電力受給契約に係る系統連系・受給開始日（太陽光発電システムに限る）
（「発電設備の連系に関
するお知らせ」に記載があります。
）
②対象システムの保証開始日（HEMS、蓄電池、エネファーム）
③国の ZEH 支援事業の補助金額確定通知日（ZEH の導入に限る。
）
④対象システムの設置工事又は対象システム付き新築住宅購入に係る支払いが完了した日（領収書に記載され
る支払の日付。発行日ではありません。
）
⑤住民登録における、住所を定めた日（
「届出」の日ではありません。
）

①現在の住所※、氏名、電話番号を記入してく
ださい。
※新築の場合は、転居後の住所を記入してく
ださい。

①

②事業が完了した日をご記入ください。なお、事業の
が完了した日とは、上述のうち一番遅い日です。

②

③該当する対象事業に○を付してください。

④対象事業ごとに補助対象経費と交付申請額
を記入し、
「交付申請額合計」欄に合計額を記
入してください。
消費税抜きの額を記入してください。

③

④
⑤報告する対象事業に応じて、それぞれ指定する
別紙を添付してください（７ページを参照）
。

⑤

６

別紙（専用の様式）

太陽光発電システム（別紙１）
、HEMS（別紙 2）、蓄電池（別
紙 3）、エネファーム（別紙 4）、高性能外皮等（別紙５）の
うち、実績報告をする対象システムごとに添付が必要です。
「太陽光発電システム、家庭用エネルギー管理システム及び
定置用リチウムイオン蓄電システムの一体的導入」の場合は、
別紙１、２、３が必要となります。
「太陽光発電システム、家庭用エネルギー管理システム及び
高性能外皮等の一体的導入（ZEH の導入）
」の場合は、別紙
１、２、５が必要となります。
必要な書類にチェックをし、申請書に添付してください
（下記「添付書類について」を併せてお読みください）
。

＜添付書類について＞

必ずお読みください。

共通
・
「住民票の写し」とは、市区町村の窓口で発行される原本を指します（コピーではありません）。
※１回の報告につき、１部の提出となります。
また、実績報告書の提出日以前３か月以内発行のものに限ります。
太陽光発電システム
・経費内訳書には、
「太陽光発電工事 一式」ではなく、太陽電池モジュール（パネル）
の費用、架台の費用、電気工事の費用等の金額をそれぞれ明記してください。
・「電力受給契約を証明する書類」は、中部電力株式会社の場合、右の書類です。
他社との契約の場合は、これに準ずる電力受給契約を証明する書類※をご提出ください。
※接続契約締結日を示す書類ではありませんので、ご確認ください。
・設置状態を示す写真とは、太陽電池モジュール（パネル）が載った屋根の写真です。
屋根の写真は、設置した太陽電池モジュール全ての枚数がわかるようにしてください（1 枚の写真で収まらない
場合は、複数の写真で全ての太陽電池モジュールを収めてください。
）
※申請者自身での撮影が困難な場合は、設置工事の際に写真撮影をするよう、施工業者に依頼するなどしてください。

家庭用エネルギー管理システム（HEMS）
・経費内訳書には、
「HEMS 設置工事 一式」ではなく、HEMS 本体の費用、付属機器の費用、設置工事の費用等
の金額をそれぞれ明記してください。
・設置状態を示す写真とは、システムが設置された場所（申請時と同じ構図のもの）及びモニターの起動画面を写し
た写真です。
定置用リチウムイオン蓄電システム
・経費内訳書には、
「リチウムイオン蓄電池設置工事一式」ではなく、蓄電池本体の費用、付属機器の費用、設置工
事の費用等の金額をそれぞれ明記してください。
・設置状態を示す写真は、蓄電池本体、システムが設置された場所（申請時と同じ構図のもの）、システム本体に貼
付される型式及び製造番号を写した写真です。
家庭用燃料電池システム（エネファーム）
・経費内訳書には、
「エネファーム設置工事 一式」ではなく、燃料電池ユニット本体及び貯湯ユニット本体の費用、
付属機器の費用、設置工事の費用等の金額をそれぞれ明記してください。
・設置状態を示す写真は、燃料電池ユニット本体及び貯湯ユニット本体、システムが設置された場所（申請時と同じ
構図のもの）、各ユニットに貼付される型式及び製造番号を写した写真です。
高性能外皮等
・経費内訳書には、
「高性能外皮等設置工事 一式」ではなく、高断熱外皮（断熱材、窓）
、空調設備、給湯設備、換
気設備、照明設備の機器及び設置工事費の金額をそれぞれ明記してください。
・設置状態を示す写真は、高断熱外皮、空調設備、給湯設備、換気設備、照明設備が設置された場所（申請時と同じ
構図のもの）を写した写真です。
・「国のＺＥＨ支援事業の書類」は、国へ提出した完了実績報告書類一式と、国から送付された補助金額確定通知書
です。
７

○請求書（様式第８）
交付額確定通知書が送達されたら、速やかに補助金の請求をしてください。

●様式第８

①

①便宜上、日付を記入せずご提出ください。

②

③

②現在（新築の場合は転居後の住所）の住所、
氏名、電話番号を記入してください。

③金融機関名と支店名まで忘れずにご記入ください。
④振込先は、申請者本人の口座です。
口座名義には、必ずフリガナをつけてください。

④

【問い合わせ先】
〒４８２－８６８６ 岩倉市栄町一丁目６６番地 岩倉市建設部環境保全課環境グループ
電話番号

（０５８７）３８－５８０８

FAX 番号

（０５８７）６６－６１００

この案内に記載の様式は、岩倉市ホームページからダウンロードできます。

８

