
【太陽熱：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 地産地消型再エネ増強
プロジェクト

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）、区市
町村

補助率2/3、上限1億円
（中小企業、区市町村
等）
補助率1/2、上限7500
万円(その他)

令和4年4月
1日～令和5
年3月31日

https://www.tokyo-
co2down.jp/subsidy/chisan-
zokyo

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

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 事業所用太陽光発電システム
【対象者】
１　区内に事業所を所有、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）等。賃貸住宅の場合においては、
住宅の所有者から当該機器の設置につ
いて同意を得ているものに限る。
(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
【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800,000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

担当部署制度名称

助成制度の概要
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(制度URL、その他)
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地球温暖化等環境対策
資金

融資 地球温暖化対策を目的として行う区内
の工場や事業場の改修に必要とするも
の等

1,500万円以内（代表者
が区民の場合1,800万
円以内）

令和4年4月
1日（金）～
令和5年3月
31日（金）ま
で

http://www.city.bunkyo.lg.jp/
sangyo/chushokigyo/yuushi/
seidoyushi/itiran.html

区民部経済課産
業振興係

持続可能性向上支援補
助金（省エネ設備）

補助金 個人事業者である場合は主たる営業所
を、法人である場合は登記上の本店を
区内に置く中小企業者であって、かつ、
区内で引き続き１年以上事業を営んで
いるものであること

省エネを目的とした設
備更新費用の3分の2の
額とし、50万円を限度
（高機能換気設備を設
置する場合は、設備設
置費用の5分の4の額と
し、50万円限度）

申込受付期
間
上半期：令
和4年4月8
日（金）より
先着順
下半期：令
和4年10月3
日（月）より
先着順

https://www.city.bunkyo.lg.jp
/sangyo/chushokigyo/chush
o/eco.html

区民部経済課産
業振興係

品川区 太陽光発電システム（業
務用）設置助成

助成金付与 以下の要件を備えた方
・区内で未使用の助成対象機器を設置
した事業所などを、所有または賃借して
いる中小企業者・社団法人・社会福祉
法人・個人事業主など大企業でない事
業者であること

降であること

の助成を受けていないこと

助成額：１ｋＷあたり３万
円（上限１５万円）
予算総額：７５万円

令和４年４
月１日（金）
～
令和５年３
月３１日
（金）

https://www.city.shinagawa.t
okyo.jp/PC/kankyo/kankyo-
kankyo/kankyo-kankyo-
zyosei/hpg000032926.html

都市環境部
環境課
環境管理係

文京区
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中小企業資金融資（脱炭
素化の設備導入）

利子補給 (1)信用保証協会の保証対象業種を営
んでいること。
(2)1年以上事業を営み、区内に住所又
は主たる事業所を有すること。ただし、
法人及び法人格を有する中小企業団体
の場合は、区内に登記上の本店所在地
を有すること。
(3)所得税（法人税）、住民税及び事業
税を滞納していないこと。
(4)融資あっせん申込日に、東京都環境
局が定める「都内の中小規模事業者に
おける地球温暖化対策推進のための導
入推奨機器指定要綱」により指定を受
けている太陽光発電システム・太陽熱
利用システムを導入し、設備導入後、１
４日以内に完了届を提出したもの。

補助利率
　　一般利率
　　　　０．４％（区補助）
　　　　↓
　　優遇利率
　　　　０．８％（区補助）

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

http://www.city.meguro.toky
o.jp/kurashi/shigoto/enjo/yu
shiassen/ichiran.html

目黒区産業経済
部産業経済・消
費生活課経済・
融資係
03-5722-9880

小規模企業資金融資（脱
炭素化の設備導入）

利子補給 上記対象条件に加え、
従業員数が20人以下(卸売業、小売業、
サービス業は5人以下)の法人及び個人
企業を対象とした一般の資金使途に応
じられる融資。ただし、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
分は、従業員の数が３０人以下(卸売
業、小売業、サービス業は１０人以下)に
対象を拡大。

補助利率
　　一般利率
　　　　０．７％（区補助）
　　　　　↓
　　優遇利率
　　　　１．４％（区補助）

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

http://www.city.meguro.toky
o.jp/kurashi/shigoto/enjo/yu
shiassen/ichiran.html

目黒区産業経済
部産業経済・消
費生活課経済・
融資係
03-5722-9880

小口零細企業資金融資
（脱炭素化の設備導入）

利子補給 中小企業資金融資の対象条件に加え、
(1)従業員数が20人以下（卸売業、小売
業、サービス業は5人以下）であること
(2)この融資を含め、全国の信用保証協
会の保証付融資の合計残高が2,000万
円以下であること。

補助利率
　　一般利率
　　　　１．０％（区補助）
　　　　　↓
　　優遇利率
　　　　１．４％（区補助）

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

http://www.city.meguro.toky
o.jp/kurashi/shigoto/enjo/yu
shiassen/ichiran.html

目黒区産業経済
部産業経済・消
費生活課経済・
融資係
03-5722-9880

目黒区
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杉並区 再生可能エネルギー等
の導入助成及び断熱改
修等省エネルギー対策
助成金

補助金 ・杉並区内の店舗や事業所に対象機器
等を導入する杉並区内中小企業者（法
人、個人事業主）
※ただし、申請時に代表者が杉並区内
に居住している場合に限る

・杉並区内建物の共同住宅（分譲）の共
有部分に対象機器等を導入する区内管
理組合または管理者

・杉並区内に所有する建物に、対象機
器等を導入する町会、自治会、商店街
組合等

・強制循環式ソーラーシ
ステム： 1㎡あた り 2万
円、（限度額 6万円）
・自然循環式太陽熱温
水器： 1㎡あたり1万円
（限度額 2万円）
・太陽光発電システム：
1kWあたり 4万円（限度
額12万円）

令和4年4月
8日から令
和5年2月27
日までの申
し込み分

http://www.city.suginami.tok
yo.jp/guide/gomi/syouene/1
004921.html

環境課環境活動
推進係

昭島市 昭島市住宅用新エネル
ギー機器等普及促進補
助金

補助金 市内に住所を有する個人又は法人のう
ち、市内に事務所若しくは事業所を所有
するもので、当該事務所又は事業所（賃
貸住宅等の場合にあっては、当該住宅
の所有者から当該機器を設置すること
について同意を得ているものに限る。）
に機器等を購入し、設置するものである
こと。
２ 設置した機器等が、設置当時未使用
のものであったこと。
３ 個人にあっては、納期が到来している
市税及び国民健康保険税を完納してい
ること。
４ 法人にあっては、納期が到来している
法人市民税を完納していること。

○太陽光発電：1ｋW
あたり1万5,000円(ただ
し上限6万円)
○太陽熱ソーラーシス
テム：5 万円
○太陽熱温水器：2万
5000 円

機器設置完
了が
R4/1/1～
R4/12/31
の機器を対
象に
R4/12/1～
R5/1/31 の
期間申請受
付

https://www.city.akishima.lg.j
p/s068/020/010/010/040/0
20/20170331085540.html

環境部環境課
計画推進係
(直通電話：
042-544-4331)
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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
・一般財団法人ﾍﾞﾀｰﾘﾋﾞﾝｸﾞの優良住宅
部品認定を受けたもの、又は同等以上
の性能を持つもの
・対象ｼｽﾃﾑから住宅等の部分に太陽
熱の供給を行うものであって、蓄熱層を
地上（耐震性のある陸屋根を含む）部分
に有するもの
・未使用の機器を用いるもの
・助成対象工事の完成日の属する月の
後12月分の電気及び燃料の使用量を
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）
100,000ﾎﾟｲﾝﾄ
　一般（市外業者施工）
50,000ﾎﾟｲﾝﾄ
※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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