
   令和４年度開成町ゼロカーボンシティ創成助成制度既存住宅スマートハウス化

補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、令和２年３月に町が行ったゼロカーボンシティ表明に基づき、

脱炭素社会に向けて令和 32 年までに二酸化炭素排出実質ゼロを実現することを目

的として、既存住宅に創エネ・省エネ・蓄エネ機器等を設置する者に対して、予算

の範囲内で開成町ゼロカーボンシティ創成助成制度既存住宅スマートハウス化補助

金（以下「補助金」という。）を交付することについて、開成町補助金等交付規則

（昭和 62 年開成町規則第３号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(１) 創エネ・省エネ・蓄エネ機器等 別表第１に掲げる機器等をいう。 

(２) 県の事業 「０円ソーラー設置プラン」及び「太陽光発電設備の共同購入事

業」をいう。 

（補助対象住宅） 

第３条 補助の対象とする住宅は、町内の築１年以上の住宅とし、補助金の交付を受

けて未使用の創エネ・省エネ・蓄エネ機器等を導入する事業を行う者が現に居住し

ているものとする。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者は、前条に規定する事業を実施する者

であって、次に掲げる要件を備えたものとする。 

(１) 本町に住民登録を有し、１年以上の居住実態を有していること。 

(２) 補助の対象住宅の所有権を有していること。 

(３) 申請日から起算して過去３年の間に同一内容の前条に規定する事業に係る町

補助金を交付されていない者であること。 

(４) 本町が徴収する税又は料の滞納がないこと。  

(５) 本町が徴収する税又は料を滞納している同居者がいないこと。 

(６) 開成町暴力団排除条例（平成 23 年開成町条例第１号）第２条第４号に規定

する暴力団員等（以下「暴力団員等」という。）に該当する者及び暴力団員等が

出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する

者でないこと。 

（補助金の額） 

第５条 この補助金の額は、別表第２に定める額とする。 



２ 別表第２に掲げる機器のうち３つ以上を同時に設置した場合は、加速化加算とし

て前項に規定する額に加え、50,000 円を交付する。 

（交付申請期間） 

第６条 補助金の交付申請期間は、当該年度の翌年３月 15 日までの間とする。 

（交付申請） 

第７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、令和４年

度開成町ゼロカーボンシティ創成助成制度既存住宅スマートハウス化補助金交付申

請書（第１号様式）に別表第３に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならな

い。 

（交付決定） 

第８条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審

査し、補助金交付の可否について、令和４年度開成町ゼロカーボンシティ創成助成

制度既存住宅スマートハウス化補助金交付（不交付）決定通知書（第３号様式）に

より、申請者に対して通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第９条 申請者は、前条の規定による補助金の交付決定を受けたときは、令和４年度

開成町ゼロカーボンシティ創成助成制度既存住宅スマートハウス化補助金交付請求

書（第４号様式）に別表第４に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならな

い。 

２ 町長は、前項の規定による請求書を受領したときから 30 日以内に補助金を交付

するものとする。 

（協力） 

第 10 条 補助金の交付を受けた者は、ゼロカーボンシティ創成のため、当該機器又

は住宅のエネルギー使用量の報告等を求められたときは、積極的に協力するものと

する。 

（交付決定の取消） 

第 11 条 町長は、補助金の交付決定後に申請者が次の各号のいずれかに該当するこ

とが判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又

は一部を返還させることができる。 

(１) この要綱の規定に違反したとき。 

(２) 提出書類に虚偽の事実を記載し、又は補助金の申請に関し、不正な行為があ

ったとき。 

（財産の処分の制限） 

第 12 条 補助金の交付を受けた者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加し

た当該住宅を令和４年度開成町ゼロカーボンシティ創成助成制度既存住宅スマー

トハウス化補助金財産処分承認申請書（第５号様式）による町長の承認を受けな



いで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担

保に供してはならない。ただし、補助金の交付を受けた者が令和４年度開成町ゼ

ロカーボンシティ創成助成制度既存住宅スマートハウス化補助金返納申出書（第

６号様式）を町長に提出し、補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又

は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が別に定める期

間を経過した場合は、この限りでない。 

第 13 条 町長は、前条の規定による財産処分承認申請書の提出があったときは、そ

の内容を審査し、その結果を令和４年度開成町ゼロカーボンシティ創成助成制度既

存住宅スマートハウス化補助金財産処分審査結果通知書（第７号様式）により、申

請者に対して通知するものとする。 

２ 町長は、前条ただし書きの補助金返納の申出があったときは、財産処分に係る令

和４年度開成町ゼロカーボンシティ創成助成制度既存住宅スマートハウス化補助

金返納期限等通知書（第８号様式）により、申出者に対して通知するものとす

る。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年６月７日から施行する。 

  



別表第１（第２条関係） 

№ 
創エネ、省エネ及び 

蓄エネ機器等の種類 
定義 

１ 太陽熱利用システム 集熱器により太陽の熱エネルギーを集めて給湯

又は空調等に利用するシステムで、動力を使用して

熱媒等を循環させるもののうち、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。 

２ 太陽光発電システム 

※家庭用エネルギー管

理システム（以下「ＨＥ

ＭＳ」という。）と連動

しているものに限る。 

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のうち、以下の要件

を満たすものであること。 

(１) 住宅用の低圧配電線と逆潮流有りで連系する

もの  

(２) 太陽電池の出力状況等により、起動及び停止

等に関して全自動運転を行うもの  

(３) 太陽電池モジュールが、下記のいずれかの規

格等に適合しているもの 

 ・ 国際電気標準会議の規格又は日本工業規格

に適合しているもの 

 ・ 一般財団法人電気安全環境研究所の認証を

受けているもの 

 ・ 一般社団法人太陽光発電協会ＪＰＥＡ代行

申請センターにおいて設備認定に係る型式登

録がされているもの  

(４) 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値

又はパワーコンディショナーの定格出力の合計

値のいずれか小さい方（複数のパワーコンディ

ショナーを設置する場合は、系列ごとに当該値

を合計した数値）が 10 キロワット未満のもの

であること。 

３ 家庭用燃料電池システ

ム 

燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構

成され、都市ガス、ＬＰガスなどから燃料となる水

素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、



  

発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、一

般社団法人燃料電池普及促進協会（以下「ＦＣＡ」

という。）の機器登録リストに掲載されているもの

であること。 

４ 定置用リチウムイオン

電池 

リチウムイオン蓄電池部（リチウムイオンの酸化

及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池

をいう。）並びにインバータ等の電力変換装置を備

え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜

間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピー

ク時など必要に応じて電気を活用することができ

るもののうち、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（以下「ＳＩＩ」という。）に

より登録されているものであること。 

５ ＨＥＭＳ 次に掲げる全ての機能を有するＨＥＭＳ専用の

機器 

(１) 「ＥＣＨＯＮＥＴ Ｌｉｔｅ」規格を標準イン

ターフェイスとして搭載していること。 

(２) 居住者が使用する空調、照明等の電力使用量

を計測し、及び蓄積し、電力使用量の見える化が

実現できること。 

(３) １つ以上の機器に対して、省エネルギーに資

する自動制御機能（省エネモードを含む。）を有

すること。 

(４) 創エネルギー機器及び蓄エネルギー機器との

接続機能を有していること。 

(５) 電力使用量に関わる情報に基づいた省エネル

ギーを促す情報提供機能を有していること。 



別表第２（第５条関係） 

№ 補助区分 補助額 

１ 太陽熱利用システム 50,000 円 

２ 太陽光発電シス

テム 

県の事業を活

用する場合 

20,000 円／ｋＷ 

（１kW 未満は切捨て）。 

ただし、80,000 円を上限とする。 

上記以外の場

合 

15,000 円／ｋＷ 

（１kW 未満は切捨て）。 

ただし、60,000 円を上限とする。 

３ 家庭用燃料電池システム 50,000 円 

４ 定置用リチウム

イオン電池 

県の事業を活

用する場合 

70,000 円 

上記以外の場

合 

50,000 円 

５ ＨＥＭＳ 20,000 円 

  



別表第３（第７条関係） 

№ 補助対象 添付書類 

１ 太陽熱利用システム (１) 一般財団法人ベターリビングのホーム

ページに掲載されている優良住宅部品製品

紹介リストの太陽熱利用システムにおける

該当製品掲載箇所の写し 

(２) 太陽熱利用システムの設置費に係る見

積書の写し（ただし、太陽熱利用システム

の設置に係る支払金額が記載されていない

場合にあっては、見積書内訳書を添付） 

(３) 令和４年度開成町ゼロカーボンシティ

創成補助制度既存住宅スマートハウス化補

助金に係る同居人リスト（第２号様式） 

(４) その他町長が必要と認めるもの 

２ 太陽光発電シ

ステム 

県の事業を活

用する場合 

(１) 太陽光発電システムの設置費に係る見

積書の写し（ただし、太陽光発電システム

の設置に係る支払金額が記載されていない

場合にあっては、見積書内訳書を添付） 

(２) 神奈川県の「０円ソーラー設置プラン」

または「太陽光発電設備の共同購入事業」

の契約書等の写し 

(３) 令和４年度開成町ゼロカーボンシティ

創成補助制度既存住宅スマートハウス化補

助金に係る同居人リスト（第２号様式） 

(４) その他町長が必要と認めるもの 

上記以外の場

合 

(１) 太陽光発電システムの設置費に係る見

積書の写し（ただし、太陽光発電システム

の設置に係る支払金額が記載されていない

場合にあっては、見積書内訳書を添付） 

(２) 経済産業省から事業計画の認定を受け

ていることが分かる書類 

(３) 令和４年度開成町ゼロカーボンシティ

創成補助制度既存住宅スマートハウス化補

助金に係る同居人リスト（第２号様式） 

(４) その他町長が必要と認めるもの 



３ 家庭用燃料電池システム (１) ＦＣＡのホームページの機器登録リス

トに掲載された補助金の対象となるシステ

ムの一覧における該当箇所の写し 

(２) 家庭用燃料電池システムの設置費に係

る見積書の写し（ただし、家庭用燃料電池

システムの設置に係る支払金額が記載され

ていない場合にあっては、見積書内訳書を

添付） 

(３) 令和４年度開成町ゼロカーボンシティ

創成補助制度既存住宅スマートハウス化補

助金に係る同居人リスト（第２号様式） 

(４) その他町長が必要と認めるもの 

４ 定置用リチウ

ムイオン電池 

県の事業を活

用する場合 

(１) 蓄電システムの設置費に係る見積書の

写し（ただし、定置用リチウムイオン蓄電

池の設置に係る支払金額が記載されていな

い場合にあっては、見積書内訳書を添付） 

(２) 神奈川県の「０円ソーラー設置プラン」

または「太陽光発電設備の共同購入事業」

の契約書等の写し 

(３) 令和４年度開成町ゼロカーボンシティ

創成補助制度既存住宅スマートハウス化補

助金に係る同居人リスト（第２号様式） 

(４) その他町長が必要と認めるもの 

上記以外の場

合 

(１) ＳＩＩに登録された蓄電システムにお

ける製品一覧の該当箇所の写し 

(２) 蓄電システムの設置費に係る見積書の

写し（ただし、定置用リチウムイオン蓄電

池の設置に係る支払金額が記載されていな

い場合にあっては、見積書内訳書を添付） 

(３) 令和４年度開成町ゼロカーボンシティ

創成補助制度既存住宅スマートハウス化補

助金に係る同居人リスト（第２号様式） 

(４) その他町長が必要と認めるもの 

５ ＨＥＭＳ (１) ＨＥＭＳの設置費に係る見積書の写し

（ただし、ＨＥＭＳの設置に係る支払金額



が記載されていない場合にあっては、見積

書内訳書を添付） 

(２) 令和４年度開成町ゼロカーボンシティ

創成補助制度既存住宅スマートハウス化補

助金に係る同居人リスト（第２号様式） 

(３) その他町長が必要と認めるもの 

 

  



別表第４（第９条関係） 

№ 補助対象 添付書類 

１ 太陽熱利用システム (１) 太陽熱利用システムの設置費に係る領

収書の写し（ただし、太陽熱利用システム

の設置に係る支払金額が記載されていない

場合にあっては、領収書内訳書を添付） 

(２) 太陽熱利用システムの設置状況を示す

カラー写真（住宅全体、集熱器及び蓄熱槽

が確認できるもの） 

(３) 保証書の写し（購入年月日、販売店名及

び型式が記載されているもの） 

(４) その他町長が必要と認めるもの 

２ 太陽光発電シ

ステム 

県の事業を活

用する場合 

(１) 太陽光発電システムの設置費に係る領

収書の写し（ただし、太陽光発電システム

の設置に係る支払金額が記載されていない

場合にあっては、領収書内訳書を添付） 

(２) 太陽光発電システムの設置状況を示す

カラー写真（太陽電池モジュール、パワー

コンディショナーが確認できるもの） 

(３) その他町長が必要と認めるもの 

上記以外の場

合 

(１) 太陽光発電システムの設置費に係る領

収書の写し（ただし、太陽光発電システム

の設置に係る支払金額が記載されていない

場合にあっては、領収書内訳書を添付） 

(２) 太陽光発電システムの設置状況を示す

カラー写真（太陽電池モジュール、パワー

コンディショナーが確認できるもの） 

(３) その他町長が必要と認めるもの 

３ 家庭用燃料電池システム (１) 家庭用燃料電池システムの設置費に係

る領収書の写し（ただし、家庭用燃料電池

システムの設置に係る支払金額が記載され

ていない場合にあっては、領収書内訳書を

添付） 

(２) 家庭用燃料電池システムの設置状況を

示すカラー写真（全景が確認できるもの） 



(３) 家庭用燃料電池システム保証書（使用者

控え・お客様控え）の写し又はそれに準ず

るもので、燃料電池ユニット、及び貯湯ユ

ニットの型番が確認できるもの 

(４) その他町長が必要と認めるもの 

４ 定置用リチウ

ムイオン電池 

県の事業を活

用する場合 

(１) 蓄電システムの設置費に係る領収書の

写し（ただし、定置用リチウムイオン蓄電

池の設置に係る支払金額が記載されていな

い場合にあっては、領収書内訳書を添付） 

(２) 蓄電システム出荷証明書又は保証書（使

用者控え・お客様控え）の写し又はそれに

準ずるもの（パッケージ型番が確認できる

もの） 

(３) その他町長が必要と認めるもの 

上記以外の場

合 

(１) 蓄電システムの設置費に係る領収書の

写し（ただし、定置用リチウムイオン蓄電

池の設置に係る支払金額が記載されていな

い場合にあっては、領収書内訳書を添付） 

(２) 蓄電システム出荷証明書又は保証書（使

用者控え・お客様控え）の写し又はそれに

準ずるもの（パッケージ型番が確認できる

もの） 

(３) その他町長が必要と認めるもの 

５ ＨＥＭＳ (１) ＨＥＭＳ機器販売・設置完了証明書 

(２) ＨＥＭＳの設置費に係る領収書の写し

（ただし、ＨＥＭＳの設置に係る支払金額

が記載されていない場合にあっては、領収

書内訳書を添付） 

(３) その他町長が必要と認めるもの 

 


