
【太陽光：中小企業・組合】2022年度助成制度一覧

方法 対象
補助金額・限度額
(償還方法・利率等)

都 再エネ設備の新規導入
につながる電力調達構
築事業

助成金 民間事業者（民間企業、学校法人、公
益財団法人、社会福祉法人等）

補助率1/2、上限2億円 令和4年4月
1日～令和5
年3月31日

https://www.tokyo-
co2down.jp/subsidy/saiene-
offsite

環境局地球環境
エネルギー部次
世代エネルギー
推進課
03-5320-7783

千代田区 千代田区省エネルギー
改修等助成制度

助成金 ①区内の既存建物の所有者
②所有者の承諾を得ている者

対象経費の20％（上限
額：150万円）

令和４年４
月１日～令
和５年２月
15日

http://www.city.chiyoda.lg.jp
/koho/machizukuri/kankyo/
hojo/sho-ene.html

環境まちづくり部
環境政策課エネ
ルギー対策係

中央区 中央区自然エネルギー
及び省エネルギー機器
等導入費助成制度

助成金 区内の事業所に太陽光発電システムを
設置する中小企業者等

○一般助成
10万円/kw（上限100万
円）
○中央エコアクト認証取
得
15万円/kw（上限120万
円）

令和4年4月
1日から令
和5年3月31
日
※予算が無
くなり次第
終了

https://www.city.chuo.lg.jp/k
ankyo/seisaku/taisaku/kikijo
sei/ecojosei_jigyosho.html

環境土木部
環境課
ゼロカーボン推
進係

港区 港区創エネルギー・省エ
ネルギー機器等助成事
業

助成金 太陽光発電システム
【機器要件等】
・対象者は、機器の設置後、自ら電力会
社と電力受給契約を締結できる者であ
ること
・一般財団法人電気安全環境研究所
（JET）又は国際電気標準会議（IEC）の
IECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認
証機関による太陽電池モジュール認証
を受けたものであること
・太陽電池モジュールの公称最大出力
又はパワーコンディショナの定格出力の
いずれかが10kW未満であること
・余剰電力については、逆流されるもの
・未使用のもの

最大出力に応じて
100,000円/kw
（上限999,000円）

令和4年4月
1日から令
和5年3月31
日まで
（交付申請
受付は令和
5年2月28日
まで、完了
報告受付は
令和5年3月
20日まで）

https://www.city.minato.toky
o.jp/chikyukankyou/kankyo-
machi/kankyo/hojo/j-
taiyoko.html

環境リサイクル支
援部環境課地球
環境係
03-3578-2111
（内線2496～98）

担当部署制度名称

助成制度の概要

実施期間
備考

(制度URL、その他)
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新宿区 令和4年度新宿区集合住
宅・事業所用新エネル
ギー及び省エネルギー機
器等導入補助金

補助金 集合住宅用太陽光発電システム
【対象者】
(1) ア　区内に集合住宅を所有若しくは
所有しようとする中小企業者（個人事業
者を含む）で、当該集合住宅（所有者が
複数いる場合にあっては、当該集合住
宅の所有者から機器等を設置又は施工
することについて同意を得ているものに
限る。）に機器等を設置又は施工するも
の。
イ　区内にある集合住宅において、当該
集合住宅に機器等を設置又は施工する
管理組合等
(2) 導入する機器が未使用であること
(3) 過去に本制度に基づく同一機器の
補助を受けていないこと
(4) 法人事業税又は個人事業税を滞納
していないこと（管理組合等は除く）
【機器要件】
一般財団法人電気安全環境研究所
(JET)若しくは、IECEE(国際電気標準会
議電気機器・部品適合性試験認証制
度)に基づく認証機関による太陽電池モ
ジュール認証をうけたもの。

100,000円/ｋＷ
・kWは小数点第三位以
下を切り捨て
・1,000円未満切り捨て
上限額300,000円

令和4年4月
11日(月)～
令和5年2月
10日(金)

令和5年2月28日(火)までに
設置完了報告書及び添付書
類を提出

https://www.city.shinjuku.lg.j
p/jigyo/shoenergy.html

環境清掃部
環境対策課
環境計画係

台東区 我が社の環境経営推進
助成制度

助成金 区内の事業所に太陽光発電システムを
導入する事業所（ただし、当該事業所の
年間エネルギー使用量が原油換算で
1,500kl以下）

1kWあたり5万円、上限
50万円

通年
※予算が無
くなり次第
終了

https://www.city.taito.lg.jp/k
enchiku/kankyo/jyoseiseido/
chalenge.html

環境清掃部環境
課普及啓発担当
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地球温暖化防止設備導
入助成事業

助成金 区内に事業所等を所有する事業者 太陽電池モジュールの
公称最大出力の合計値
1kw当たり5万円（上限
20万円）

令和4年4月
1日～令和5
年3月31日
（交付申請
受付は令和
5年3月15日
まで、完了
報告書受付
は令和5年3
月31日ま
で）

https://www.city.koto.lg.jp/3
80201/machizukuri/kankyo/
sedo/30jigyousho.html

環境清掃部温暖
化対策課環境調
整係

江東区中小企業融資制
度（環境保全対策資金）

利子補給 （1）原則的に区内の同一場所で、引き
続き1年以上同一事業を営んでいるこ
と。
（2）中小企業者の方。
（3）区内にある事業所において、再生可
能エネルギー等の利用に該当する方
（4）確定申告をしており、それにともなう
所得税・法人税を原則的に完納してい
ること。
※申告地は区外でも可。
（5）申込みの日において納期の到来し
ている特別区民税・都民税（法人にあっ
ては法人都民税）を完納していること。
（6）東京信用保証協会の保証対象業種
を営む方（許認可の必要な業種を営ん
でいる方は、その許認可を受けているこ
と。）
※（4）・（5）については、非課税の方も
含まれます。

融資金額　2,000万円以
内
返済期間　6年以内（据
置期間12ヵ月を含む）
利率　年2.1％
利子補助率　1.1％
自己負担率　1.0％
返済方法　据置期間経
過後、元金均等返済

令和4年4月
1日～令和5
年3月31日

https://www.city.koto.lg.jp/1
02010/sangyoshigoto/yushi/
shurui/7584.html

地域振興部経済
課融資相談係

江東区
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北区 新エネルギー及び省エネ
ルギー機器等導入助成

補助金 区内に事業所を有する又は有する予定
の中小企業者等で、その事業所に自ら
使用する目的で助成対象機器等を購入
し、設置又は施工する方

【太陽光発電システム】
助成対象経費の20％、
上限100万円
（環境マネジメントシス
テム認証取得事業所に
て申請する場合：助成
対象経費の30％、上限
150万円）

令和4年4月
1日から令
和5年3月15
日まで
※予算が無
くなり次第
終了

http://www.city.kita.tokyo.jp/
kankyo/jutaku/kankyo/hojo/
energy/jose-info.html

生活環境部環境
課　環境政策係
03-3908-8603

荒川区 荒川区地球温暖化防止
及びヒートアイランド対策
事業(エコ助成金制度)

助成金 以下の全てを満たす場合を対象とす
る。
○区内の住宅、事業所、集合住宅の共
有部のいずれかに施工すること。
○個人は住民税及び国民健康保険料
を完納、法人は法人都民税を完納して
いること。
○建築物の屋根等に設置し、電力会社
と電力受給契約等を締結できること。
○㈶電気安全環境研究所の「太陽電池
モジュール認証」を受けているもの又は
同等以上の性能、品質が確認てきるこ
と。

太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ1kw当
たり5万円(区外業者施
工上限２５万円、区内業
者施工上限３０万円)

令和4年4月
1日～令和5
年2月15日

https://www.city.arakawa.tok
yo.jp/a024/kankyou/shoene_
ondantaisaku/4eco_jyosei.ht
ml

環境課
℡03-3802-3111
内線482

練馬区 練馬区再生可能エネル
ギー・省エネルギー設備
設置補助事業

補助金 区内の事業用の建物に２kW以上の太
陽光発電システムを設置し、電力会社と
受給契約をした事業者(従業員20名以
下)

1件あたり上限5万円
（機器費および設置費
用から国等の補助金額
を差し引いた額の1/2の
額と5万円とを比較し低
い額)

（申請受付
期間）令和
４年４月15
日から令和
５年３月15
日まで

https://www.city.nerima.toky
o.jp/kurashi/shigoto/kankyo
/hojo/Subsidy_Oview_top.ht
ml

環境課地球温暖
化対策係

4/6

http://www.city.kita.tokyo.jp/kankyo/jutaku/kankyo/hojo/energy/jose-info.html#
http://www.city.kita.tokyo.jp/kankyo/jutaku/kankyo/hojo/energy/jose-info.html#
http://www.city.kita.tokyo.jp/kankyo/jutaku/kankyo/hojo/energy/jose-info.html#
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a024/kankyou/shoene_ondantaisaku/4eco_jyosei.html#
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a024/kankyou/shoene_ondantaisaku/4eco_jyosei.html#
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a024/kankyou/shoene_ondantaisaku/4eco_jyosei.html#
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a024/kankyou/shoene_ondantaisaku/4eco_jyosei.html#
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shigoto/kankyo/hojo/Subsidy_Oview_top.html#
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shigoto/kankyo/hojo/Subsidy_Oview_top.html#
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shigoto/kankyo/hojo/Subsidy_Oview_top.html#
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shigoto/kankyo/hojo/Subsidy_Oview_top.html#


【太陽光：中小企業・組合】2022年度助成制度一覧

方法 対象
補助金額・限度額
(償還方法・利率等)

担当部署制度名称

助成制度の概要

実施期間
備考

(制度URL、その他)

葛飾区 かつしかエコ助成金（事
業所用）

助成金 対象システムを区内に、新たに設置す
る中小事業者等

太陽光発電システム：8
万円/kW（限度額80万
円）
※蓄電池を併設する場
合は助成額全体に5万
円を加算

令和4年4月
1日～令和5
年3月31日

事業所用
http://www.city.katsushika.lg.
jp/kurashi/1000062/1023018
/1023059.html

環境課環境計画
係
03-5654-8228ま
たは03-5654-
8531

江戸川区 経営向上資金（④地球温
暖化、節電・停電、公害・
アスベスト対策）

利子補給 【融資対処者】
江戸川区中小企業振興事業資金融資
の利用資格がある区内事業者

【資金用途】
事業用（太陽光含む）の発電設備とその
導入に伴う設備工事の経費（ただし売
電を目的とする設備を除く）

補助利率
　一般利率
　　0.5％
　　 ↓
　優遇利率
　　1.5％

令和4年4月
1日から令
和5年3月31
日までの申
し込み分

https://www.city.edogawa.to
kyo.jp/e032/shigotosangyo/ji
gyosha_oen/sangyo_jigyosya/
yushi_nintei/yushiseido/yushi
_syurui.html

産業経済部
産業経済課
経営支援係
03-5662-0538

三鷹市 新エネルギー・省エネル
ギー設備設置助成金
（太陽光発電設備）

助成金 市内に事業所を有し、自ら所有し設備
（中古品を除く）を設置した方。ただし、
設置後６ヶ月以内の設備に限る。

①自ら発注して設備を
設置した場合
1kWあたり2万円、上限
10万円
②新たに購入した建物
にあらかじめ設備がつ
いていた場合
１万５千円

令和４年４
月１日～令
和５年３月
31日。ただ
し、予算の
範囲内で先
着順

https://www.city.mitaka.lg.jp
/c_service/095/095663.html

生活環境部
環境政策課
担当：平山
0422-29-9612
（直通）
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羽村市 環境配慮事業助成 ｴｺﾎﾟｲﾝﾄ付与
による助成

・1月1日から12月31日までに工事及び
支払が完了したもの
・一般財団法人電気安全環境研究所が
行う太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙの認定を受けてい
るもの又は同等以上の性能を持つもの
・公称最大出力5kw以上のもの
・長期間の使用に耐えうるよう、適切に
設置されたもの
・未使用の機器を用いるもの
・電力会社の送配電線と逆潮流が可能
な状態で連携したもの
・助成対象工事の完成日の属する月の
後12月分の購入電力量及び太陽光発
電ｼｽﾃﾑによる発電量を報告すること

対象経費の2分の1
限度額
　優先 （市内業者施工）
150,000ﾎﾟｲﾝﾄ又は
16,000ﾎﾟｲﾝﾄ/kwのいず
れか低い方
　一般（市外業者施工）
80,000ﾎﾟｲﾝﾄ又は8,000
ﾎﾟｲﾝﾄ/kwのいずれか低
い方
※1ﾎﾟｲﾝﾄ1円、市内でﾎﾟ
ｲﾝﾄ分の買い物、飲食
等の領収書を提出し、
同ﾎﾟｲﾝﾄ額を還元

5月1日～1
月31日まで
※予算額に
達し次第終
了

http://www.city.hamura.toky
o.jp/0000004638.html

産業環境部
環境保全課
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