
○浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付規則 

平成30年３月30日 

規則第31号 

改正 平成31年３月29日規則第18号 

令和３年３月30日規則第28号 

令和３年５月31日規則第41号 

令和４年３月31日規則第35号 

（題名改称） 

（目的） 

第１条 この規則は、家庭における地球温暖化対策の推進に加え電力の強靭
じん

化

を図るため、未使用の住宅用設備等（太陽熱利用システム、家庭用燃料電池

システム、定置用リチウムイオン蓄電システム、断熱窓、電気自動車及びV２

H充放電設備をいう。）（以下「補助対象設備」という。）を、自ら居住する

住宅に導入する者又は自ら居住するために補助対象設備（断熱窓を除く。）

が設置された住宅を購入する者に対し、予算の範囲内において、その導入又

は購入に要する費用の一部を補助することにより、脱炭素化の促進を図り、

もって地球温暖化の防止、資源の有効活用、エネルギーの有効利用等地球環

境の保全に資することを目的とする。 

（令３規則28・令４規則35・一部改正） 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる者は、本市に居住し、かつ、本市

の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める要件に該当するものとする。ただし、浦安市暴力団排除条

例（平成24年条例第２号）第２条第２号に規定する暴力団員及び市税を滞納

している者を除く。 

(1) 太陽熱利用システム又は家庭用燃料電池システムを導入する場合 当

該補助対象設備を自ら居住する市内の住宅（店舗等と併用するものを含む。）

に導入していること。 

(2) 定置用リチウムイオン蓄電システムを導入する場合 次のいずれにも

該当すること。 



ア 当該補助対象設備を自ら居住する市内の住宅（店舗等と併用するもの

を含む。）に導入していること。 

イ 自ら居住している住宅に、住宅用太陽光発電システム（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、

設置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をいう。以下同じ。）を導入していること。 

(3) 断熱窓を導入する場合 自ら居住している住宅（第三者が所有する場合

を含み、店舗等と併用するものを含む。）に設置されている窓を、断熱性能

の高い窓へ改修するものであること。 

(4) 電気自動車を導入する場合 自ら居住している住宅に、住宅用太陽光発

電システムを導入していること。 

(5) V２H充放電設備を導入する場合 自ら居住している住宅に、住宅用太陽

光発電システム及び電気自動車を導入していること。 

２ 前項に該当する者が、導入する設備と同種の補助対象設備に対し、自ら又

は自らと同一の世帯を構成する者がこの規則に基づき補助を受けている場合

は、補助金の交付を受けることができない。ただし、電気自動車を導入する

場合は、電気自動車を導入する住宅において、申請者がこの規則に基づく電

気自動車に係る補助を受けていないこととする。 

３ 電気自動車を除く補助対象設備については、補助金の申請をする年度内に、

補助対象設備に係る工事に着手し、及びその工事が完了しなければならない。 

（平31規則18・令３規則28・令４規則35・一部改正） 

（補助対象経費等） 

第３条 補助対象経費は、補助対象設備の導入（補助対象設備が設置された住

宅を購入する場合は、当該補助対象設備に係る部分に限る。）に要した経費

（消費税及び地方消費税に相当する金額を除く。）から、国又は他の地方公

共団体からの補助金、寄附金その他の補助の対象経費に係る収入額を控除し

た額とする。 

２ 補助対象設備の種類及び要件並びに補助金の限度額は、別表のとおりとす

る。 

（令３規則28・令４規則35・一部改正） 



（交付の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、浦安

市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書（別記第１号様式）に、

次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

(1) 市税を滞納していないことを証する書類（市が保有する情報により確認

することに同意する場合は、不要とする。） 

(2) 補助対象設備の形状、規格等の仕様が確認できる書類（断熱窓の導入に

ついては、平面図及び立面図を含む。） 

(3) 定置用リチウムイオン蓄電システムの導入については、住宅用太陽光発

電システムが導入されていることが分かる書類 

(4) 電気自動車の導入については、次に掲げる書類 

ア 住宅用太陽光発電システムが導入されていることが分かる書類（住宅

用太陽光発電システム及びV２H充放電設備を導入している場合の補助を

受けようとする場合は、V２H充放電設備が導入されていることが分かる

書類を併せるものとする。） 

イ 当該電気自動車の自動車検査証の写し 

(5) V２H充放電設備の導入については、住宅用太陽光発電システム及び電気

自動車が導入されていることが分かる書類 

(6) 当該補助対象設備に係る設置工事の開始日及び完了日が確認できる書

類（補助対象設備が設置された住宅を購入する場合は、当該住宅の引渡日

が確認できる書類） 

(7) 補助対象設備の導入に係る費用の支払を証する書類 

(8) 補助対象設備の導入に係る補助対象経費の内訳が記載された書類 

(9) 補助対象設備が未使用であることを証する書類 

(10) 補助対象設備の導入状況を示す写真（断熱窓については、導入前及び

導入後の全ての窓の写真とし、電気自動車については、保管場所において

撮影した写真とする。） 

(11) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請は、申請をする日の属する年度の２月末日（その日が日曜日又

は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土



曜日でない日）までに行わなければならない。 

（平31規則18・令３規則28・令４規則35・一部改正） 

（交付の決定） 

第５条 市長は、前条第１項の規定による申請を受けたときは、必要に応じて

現地調査を行い、その内容が適正であるかを審査し、補助金の交付の可否を

決定するものとする。 

（令３規則28・一部改正） 

（交付の決定の通知） 

第６条 市長は、補助金の交付の可否を決定をしたときは、浦安市住宅用設備

等脱炭素化促進事業補助金交付・不交付決定通知書（別記第２号様式）によ

り申請者に通知するものとする。 

（令３規則28・令４規則35・一部改正） 

（請求） 

第７条 前条の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとする

ときは、浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付請求書（別記第３

号様式）を市長に提出しなければならない。 

（令４規則35・一部改正） 

（補助金の交付の決定の取消し） 

第８条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が、補助金の交付の決定の内

容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の指示に違反し

たときは、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。 

（補助金の返還） 

第９条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、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、期限を定めて、そ

の返還を命じるものとする。 

（補則） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事

業補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（令４規則35・一部改正） 

附 則 



この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月29日規則第18号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成31年４月１日から施行する。ただし、別表太陽光発電シ

ステムの項の改正規定は、平成31年７月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の第２条第２項の規定は、平成31年４月１日以後に同項に規定する

補助を受けている場合に、自ら居住する住宅に省エネルギー設備を設置した

者について適用する。 

附 則（令和３年３月30日規則第28号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

ただし、第４条に１項を加える改正規定は、公布の日から施行し、令和３年

１月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 前項本文の規定による改正後の浦安市住宅用省エネルギー設備設置費等補

助金交付規則の規定は、施行日以後に省エネルギー設備の設置工事が完了し、

又は省エネルギー設備が設置されている住宅を購入した場合の引渡しがされ

るものについて適用し、施行日前に省エネルギー設備の設置工事が完了し、

又は省エネルギー設備が設置されている住宅を購入した場合の引渡しがされ

たものについては、なお従前の例による。 

附 則（令和３年５月31日規則第41号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年３月31日規則第35号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付規則の規定は、

施行日以後に住宅用設備等の導入に係る設置工事を開始し、又は住宅用設備

等を購入した場合について適用する。 



３ 施行日前に、改正前の浦安市住宅用省エネルギー設備設置費等補助金交付

規則（以下「旧規則」という。）に規定する省エネルギー設備（この項におい

て「省エネルギー設備」という。）に係る設置工事を開始し、又は省エネルギ

ー設備を購入した場合についての旧規則の規定は、なおその効力を有する。 

４ 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧規則第４条第１項

の規定による補助金の交付の申請は、同条第２項の規定にかかわらず、令和

５年２月末日までに行わなければならない。 

別表（第３条第２項） 

（令３規則28・全改、令３規則41・令４規則35・一部改正） 

省エネルギー設

備の種類 

省エネルギー設備の要件 補助金の限度額 

太陽熱利用シス

テム 

一般財団法人ベターリビングにより優良住宅

部品（BL部品）として認定を受けているもの

であること。 

50,000円 

家庭用燃料電池

システム 

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。 

停電時自立運転

機能あり 

100,000円 

停電時自立運転

機能なし 

50,000円 

定置用リチウム

イオン蓄電シス

テム 

（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） 県が実施する太陽光発電設備・蓄電

池の共同購入支援事業により、補助対象設

備を購入していないこと。 

70,000円 

断熱窓 （１） 国が令和元年度以降に実施する補助

事業の補助対象機器として、一般社団法人

補助対象経費に

４分の１を乗じ



環境共創イニシアチブ又は公益財団法人北

海道環境財団により登録されているもので

あること。 

（２） １居室（居室、作業、娯楽等の目的

のために継続的に使用する、壁、ドア、障

子、ふすま等で仕切られている空間）単位

で外気に接する全ての窓を断熱化するこ

と。 

て 得 た 額 又 は

80,000円のうち、

いずれか少ない

額 

電気自動車 （１） 新車として新たに購入したもの（中

古の輸入車の初度登録車を除く。）である

こと。 

（２） 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。 

（３） 自動車検査証の登録年月日又は交付

年月日が、補助金の交付を受ける年度内の

日付であること。 

（４） 国が令和３年度以降に実施する補助

事業において、一般社団法人次世代自動車

振興センターにより補助対象とされている

電気自動車であること。 

住宅用太陽光発

電システム及びV

２H充放電設備を

導入している場

合 

150,000円 

住宅用太陽光発

電システムを導

入している場合 

100,000円 

V２H充放電設備 国が令和３年度以降に実施する補助事業にお

いて、一般社団法人次世代自動車振興センタ

ーにより補助対象とされているV２H充放電設

備であること。 

補助対象経費に

10分の１を乗じ

て 得 た 額 又 は

250,000 円 の う

ち、いずれか少な

い額 

 


