
補助対象者 申請に必要な書類 補助金額 問い合せ先 掲載サイト 備　　　考

1.富山市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付申請書（様式第1号）　

2.振込依頼書

3.住宅用太陽光発電システムの概要等を記載した書類（別紙）

4.住宅用太陽光発電システムの設置に係る契約書、注文書の写し 富山市環境政策課

5.住宅用太陽光発電システムの設置に係る領収書及び領収書内訳の写し（ローンの契約書でも可） 　TEL ： 076-443-2053

6.「 太陽光発電からの余剰電力受給に関する契約要綱」の契約確認書の写し

7.システムの設置場所に居住していることを証明する書類の写し（住民票の写しや免許証等の写し）

8.太陽光発電システムの設置状況がわかるカラー写真

9.設置場所の地図

・以下の要件を全て満たす方 1.高岡市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付申請書（様式第1号）

2.協会へ提出した補助金申込書及び添付書類の写し

3.協会の補助金申込受理決定通知書の写し

4.協会へ提出した補助金交付申請書（兼完了報告書）及び添付書類の写し

5.協会の補助金交付決定通知書の写し

6.計画変更があった場合は、協会へ提出した計画変更承認申請書及び計画変更承認通知書の写し

3.市税の滞納がない方

8.その他市長が必要とする書類

1.氷見市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付申請書（様式第１号）                

2.国（Ｊ-ＰＥＣ）へ提出した交付申請書及び添付書類の写し

3.工事契約書の写し

4.国（Ｊ-ＰＥＣ）の補助金申込受理決定通知書の写し

5.国（Ｊ-ＰＥＣ）へ提出した実績報告書の写し（報告書１面～補助対象経費内訳まで）

6.電力需給契約書の写し

7.設置写真（システムを設置した建物全体と太陽電池モジュールを設置した屋根の写真） 氷見市環境課 

8.システム配置図 　TEL ： 0766-74-8065

2.国の補助を受けていること 9.申請者の住民票抄本（続柄・本籍不要）

3.市税の滞納がないこと 10.国（Ｊ-ＰＥＣ）の補助金交付決定通知書の写し

11.国（Ｊ-ＰＥＣ）へ提出した計画変更承認申請書の写し（計画変更があった場合）

12.国（Ｊ-ＰＥＣ）の計画変更承認通知書の写し

13.申請者の納税証明書

・市税の滞納がない方で、 1.滑川市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書（様式第１号） ・必ず設置前に申請してください。

2システム設置に関する費用の内訳が記載された見積書または契約書の写し

3.設置(購入)しようとする住宅の位置図（住宅地図など）および現況写真

4.市税の納税証明書（必ず）

5.滑川市住宅用太陽光発電システム設置費補助金実績報告書（様式第２号） 滑川市生活環境課  衛生公害担当

6.領収書の写し   TEL ： 076-475-2111(代)

7.電力会社との電力受給契約書の写し（「太陽光発電からの余剰電力受給に関する契約要綱」の契約確認書）

8.設置後の写真（太陽光パネル、パワーコンディショナー、分電盤、電力計など）

9.補助金の振込先

10.滑川市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付請求書

・書類の審査に期間が必要となります
ので、住宅用太陽光発電システムを設
置または太陽光発電システム付きの住
宅を購入される２～３週間前に申請書
を提出してください。

・設置後２年間の発電量などを記録し
ていただき、報告書を市役所生活環境
課へ提出してください。

・予算額に限りがありますので設置を
予定されている方は、生活環境課に確
認してください。

１kWあたり3万
円（限度額は12
万円）

2.市内に太陽光発電システム
付きの住宅を購入される方

http://www.city.himi.toyama.j
p/hp/page000003400/hpg00
0003365.htm

1件当たり5万円

・国（協会）へ補助金の申請を行い、工
事を実施し、国からの補助金交付決定
通知書を受領した後に申請してくださ
い。

7.申請者が補助金の交付決定のために税務情報を利用することに同意しない場合にあっては、当該申請者の
納税証明書

氷見市

1.居住用の住宅に、２ｋＷ以上
１０ｋＷ未満の太陽光発電シス
テムを設置すること

2.国（太陽光発電協会、以下”
協会”という）の補助を受けた
方

・通帳表紙の裏表の写しを持参のうえ
申請してください。

・同一住宅に対する補助金の交付は1
回限りです。

・国（J-PEC）への申請を行い、工事完
了後、国（J-PEC）からの補助金交付決
定通知書を受領してから氷見市に申請
してください。

富山県内市町別住宅用太陽光発電システム設置補助金一覧平成（25年度）

2 高岡市 1件当たり5万円

http://www.city.takaoka.toya
ma.jp/chian/kurashi/jutaku/j
ose/taiyoko.html

・国や県の補助を受けられた方も補助
の対象になります。

・補助は１人（1住宅）あたり1回限りで
す。

・平成25年度設置補助金の交付申請
書提出締切は平成26年3月31日です。

ただし、やむを得ない理由で申請がで
きない場合は、理由書を付けて平成26
年4月30日までに環境政策課へ提出し
てください。

市　町　名

http://www.city.toyama.toya
ma.jp/kankyobu/kankyoseisa
kuka/ondankataisakukikaku/j
utakuhatsudenhojo.html

1 富山市

富山市内の自ら居住する住宅
に、新たに太陽光発電システ
ム（最大出力2kW以上）を設置
し、電力会社と系統連系の契
約を結ばれた方

1件当たり5万円
（申請から交付
まで2ｹ月程度）

高岡市生活環境部　地域安全課
TEL ： 0766-20-1351

1.高岡市内の自ら居住する住
宅に、住宅用太陽光発電シス
テムを設置する方
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1.住んでいる滑川市内の住宅
に太陽光発電システムを設置
される方

・氷見市内の住宅に太陽光発
電システムを設置する方で、

平成22年4月1日以降、国への
申請を行い、以下の要件を全
て満たす方

3

滑川市

http://www.city.namerikawa.t
oyama.jp/kakuka/kankyou/s
un/sun.html設置前 

設
置
後

 

補助金額確定後 
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補助対象者 申請に必要な書類 補助金額 問い合せ先 掲載サイト 備　　　考

富山県内市町別住宅用太陽光発電システム設置補助金一覧平成（25年度）
市　町　名

1.魚津市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付申請書（様式第１号）                                         

2.魚津市住宅用太陽光発電システム設置補助金請求書

3.市税等納税状況確認同意書

4.魚津市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付申請提出書類チェックシート

5.財産処分承認申請書

6.振込口座（通帳表紙の裏面）の写し 魚津市環境安全課  環境政策係   

7.国（Ｊ-ＰＥＣ）の補助金申込書の写し（全頁）   TEL ： 0765-23-1004

8.国（Ｊ-ＰＥＣ）の補助金交付申請書（兼完了報告書）の写し（全頁）

9.国（Ｊ-ＰＥＣ）の交付決定通知書の写し

3.市税の滞納がない方 10.県（とやま環境財団）の交付決定兼額の確定通知書の写し

11.計画変更承認申請書及び計画変更承認通知書の写し（計画変更があった場合）

12.その他魚津市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付申請提出書類チェックシートに記載された書類

1.黒部市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付申請書（様式第１号)          

2.住宅用太陽光発電システム設置報告書（様式第２号）  

3.対象システム設置に係る契約書及び領収書の写し

4.低圧太陽光契約確認書又は電力会社との売電契約が確認できるもの

5.申請者の住民票 黒部市市民環境課

6.市税の納税証明   TEL ： 0765-54-2111(代)

7.対象システム設置後の状況を示す写真 　

1.補助金等交付申請書（様式第１号）                     

2.太陽光発電システム設置に係る契約書及び領収書の写し

3.太陽光発電システム設置前の状況を示す写真及び設置した場合の予測図

4.太陽光発電システム設置後の状況を示す写真

5.太陽光発電システム設置費に係る見積書(工事内容がわかるもの)

6.電力会社との系統連系に関する契約書及び電力受給契約書の写し 砺波市生活環境課

7.太陽光.発電システム設置場所を示す地図   TEL ： 0763-33-1111(代)

8.太陽光発電システム設置場所に住所を有していることを証する書類

9.市税等納付（納 入）状況確認承諾書（市指定の様式）

10.その他市長が必要と認める書類

4.市税等に滞納がない

1.小矢部市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書（様式第１号）      

2.申請者の住民票の写し

3.設置した発電システムの概要等を記載した書類の写し

1.小矢部市に居住する人 4.発電システムの設置等に係る契約書及び領収書の写し 小矢部市生活環境課 ・同一住宅に対する補助は、１回限り

2.市税の滞納がない人 5.電気事業者との系統連結及び電力供給に関する契約書の写し   TEL ： 0766-67-1760(代)

6.発電システムの設置等の状況を示す写真

7.発電システムの設置箇所のわかる配置図

8.直近の市税の納税証明書

黒部市

http://www.city.kurobe.toya
ma.jp/guide/svGuideDtl.aspx
?servno=774

4.同一住宅に対し、この補助金
の交付を受けていない方

・黒部市内の居住用住宅（自ら
住居する者に限る｡）に対象シ
ステムを設置するものとし、次
の条件を満たす方。

3.電力会社と系統連携に関す
る契約を締結しているものであ
ること
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・国（J-PEC）及び県の確定通知書が届
いてから（手元に揃ってから）15日以内
に市へ申請してください。

・国（J-PEC）へ提出する補助金申込書
の写し（全頁）、補助金交付申請書の写
し（全頁）ともに必要です。

・補助金の交付は、一世帯につき１回
限り

1件当たり5万円

1.電灯契約及び余剰電力需給
契約をされている方

・最大出力が２ｋW以上の太陽
光発電システムを設置する以
下の条件を全て満たす人

3.平成22年４月１日以降に太陽
光発電システムを設置した人
または太陽光発電システム付
住宅を購入した人

・砺波市内に住所を有し、市内
の居住専用住宅等に発電シス
テム(最大出力2キロワット以上
の発電をすることができ、か
つ、未使用である設備に限る）
を設置する方で、以下の条件
を全て満たす方。

1件当たり5万円

1件当たり5万円

１kWあたり3万5
千円（限度額10
万5千円、千円
未満切り捨て)

・魚津市内の住宅に太陽光発
電システムを新たに設置しよう
とする方又はシステムが設置さ
れた住宅を購入しようとされる
方で、次の要件の全てに該当
する方

2.国と県の補助金の交付を受
けている方（平成22年４月１日
以降に国に補助申請したもの
から対象）

2.設置前において、使用に供さ
れたものでないこと
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7 砺波市
1.太陽光発電システム設置の
際に敷地内の屋敷林を伐採し
ない

3.太陽光発電システムに関し
過去に補助金を受けたことが
ない

1.太陽電池モジュールが（一
財）電気安全環境研究所の認
証を受けていること

http://syougai.city.oyabe.toy
ama.jp/project/1121500/190
/190_4.htm

魚津市

http://www.city.tonami.toya
ma.jp/tonamisypher/www/se
rvice/detail.jsp?life_supergen
re=1&id=5755

http://www.city.uozu.toyama.
jp/guide/svGuideDtl.aspx?se
rvno=1629

2.伝統的な「アズマダチ」又は
「マエナガレ」の木造住宅屋根
に設置しない

小矢部市

・申請は平成22年４月１日より随時受
付ますが、予算を超える場合は募集を
締め切らせてもらうことがあります。
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補助対象者 申請に必要な書類 補助金額 問い合せ先 掲載サイト 備　　　考

富山県内市町別住宅用太陽光発電システム設置補助金一覧平成（25年度）
市　町　名

1.住宅用太陽光発電システム設置補助金交付申請書  

2.設置した発電システムの概要を記載した書類（カタログの写し）

3.発電システム設置に係る工事契約書及び領収書の写し 南砺市エコビレッジ推進課　

4.電力会社との系統連系及び電力供給に関する契約確認書の写し 　　　 　エコビレッジ推進係

5.発電システム設置後の状況を示す写真(カラー)   TEL ： 0763-23-2050

6.発電システム設置場所に住所を有していることを証する書類（住民票原本）

7.発電システムの設置場所がわかる位置図(住宅地図等)

8.請求兼振込依頼書

・以下の要件を全て満たす方 1.補助金等交付申請書

2.事業実績書

3.太陽光発電システム設置に係る契約書の写し及び領収書の写し

4.電力会社との系統連携に関する契約書の写し又は契約確認書の写し

5.電力会社との電力受給に関する契約書の写し又は契約確認書の写し 射水市市民環境部　環境課

6.太陽光発電システムの設置場所に住所を有していることを証明する書類   TEL ： 0766-52-7967

7.太陽光発電システム設置後の状況を示す写真

3.市税の滞納がない方

・以下の要件を全て満たす方 1.入善町住宅用太陽光発電システム導入促進事業補助金交付申請書

2.住宅用太陽光発電システムの概要等を記載した書類

3.入善町住宅用太陽光発電システム導入促進事業補助金交付請求書 入善町住民環境課  生活環境係

4.印鑑（認印でかまいません）   TEL ： 0765-72-1100 (代)

5.通帳（補助金の振込先の確認）

・以下の要件を全て満たす方 1.朝日町新エネルギー・省エネルギー推進事業補助金交付申請書(様式第１号) ・必ず工事実施前に申請してください

2.設備機器の設置に要する費用の内訳が記載された見積書又は契約書の写し

3.設備機器の仕様がわかる書類（パンフレット等）

4.町税等の未納がないことを証した納税証明書又は納税状況を調査することの承諾書 朝日町役場  住民・子ども課

5.その他町長が必要と認める書類   TEL ： 0765-83- 1100(代)

4.町税等の未納がない方

注)  立山町における住宅用太陽光発電システム補助金は平成24年度予算満額をもちまして終了いたしました。平成25年度以降は本補助事業を実施いたしません。

入善町

12

11

1.自ら居住する射水市内の住
宅に、太陽電池モジュールの
最大出力が２キロワット以上の
太陽光発電システムを新たに
設置した方又は当該太陽光発
電システム（設置に係る射水市
からの補助金の交付を受けて
いないものに限る）が設置され
た住宅を購入した方

2.電力会社と系統連携及び電
力受給に関する契約を締結し
た方

1.入善町に住んでいる方で、住
宅用太陽光発電システム（２ｋ
Ｗ～１０ｋＷ）を設置された方

http://www.town.asahi.toyam
a.jp/index.php?u=kurasi/seik
atu-kankyo/energie.html

http://www.town.nyuzen.toya
ma.jp/jyuminkankyo/seikatu/
taiyoko.jsp

設備の最大出
力（ｋW）に
20,000円を乗じ
て得た額とし、
80,000円が上限

1件当たり10万円

1件当たり5万円

・南砺市内の自ら居住する住
宅に平成２１年４月１日以降、
発電容量が２kW以上の太陽光
発電システムを設置し電力会
社と系統に関する契約を締結
された方で、市税を完納してい
ること。

1件当たり5万円

朝日町

3.太陽光発電システム（２ｋW以
上）を住宅の屋根等に新規に
設置される方

2.国（Ｊ-ＰＥＣ）と富山県の住宅
用太陽光発電システムの補助
を受けた方

1.朝日町内に住所を有し居住さ
れている方もしくは事業完了
後、直ちに町内に居住される方
2.居住用借家、中古住宅を購
入される方も対象となる場合が
あります

・補助金の交付申請は、太陽光発電シ
ステム設置工事が完了した後９０日以
内に申請書及び添付書類を提出して下
さい。

http://www.city.nanto.toyam
a.jp/webapps/www/service/
detail.jsp?id=5391

http://www.city.imizu.toyama
.jp/guide/svGuideDtl.aspx?se
rvno=1769

南砺市

・国（Ｊ-ＰＥＣ）と富山県の補助を受けて
から、申請して下さい。

10 射水市

9

・補助金交付申請書に必要事項を記入
し、必要書類を添付して電力会社との
系統連系を開始した年度末までに提出
して下さい。

・補助金の交付申請は、申請者が属す
る世帯につき１回限り

http://www.town.asahi.toyama.jp/index.php?u=kurasi/seikatu-kankyo/energie.html
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http://www.town.nyuzen.toyama.jp/jyuminkankyo/seikatu/taiyoko.jsp
http://www.town.nyuzen.toyama.jp/jyuminkankyo/seikatu/taiyoko.jsp
http://www.town.nyuzen.toyama.jp/jyuminkankyo/seikatu/taiyoko.jsp
http://www.city.nanto.toyama.jp/webapps/www/service/detail.jsp?id=5391
http://www.city.nanto.toyama.jp/webapps/www/service/detail.jsp?id=5391
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