
一般事項について  ver.2022.12.08

No. 質　　問 回　　　　　　　　答

1
国の補助制度と併用することは可能です
か。

国の補助制度に特段の規定がなければ、補助金の併用は可能
です。

2

H21～27年に実施していた本市の事業
（太陽光、エネファーム補助）で既に補助
を受けていますが、今回も申請できます
か。

申請できます。ただし、本事業を一度申請した場合、翌年度
以降は本事業を申請することはできません。

3
過去に新潟市健幸すまいリフォーム助成事
業、空き家活用推進事業の助成を受けてい
ますが、申請できますか。

申請できます。

4
申請書類に不足等があった場合はどうなり
ますか。

申請者本人または代行申請者の方に後日連絡しますので、す
みやかに不足書類の提出をお願いします。

5
申請を取り下げた場合、書類の返却は可能
ですか。

申請書類は返却しませんので、念のため写しをお取りくださ
い。

6
申請者と申請に関わる添付書類に記載の名
前が違いますが、問題ありませんか。

申請に関わる添付書類（「領収書」等）は、全て同一人であ
る必要があります。ただし連名で本人が含まれていれば構い
ません。ただし、太陽光発電に係わる電力会社との契約者が
申請者本人でない場合は、生計を１にする者でも構いませ
ん。

7
補助対象設備に係る単独の領収書ではな
く、他の工事と合算されたものでもいいで
すか。

他の工事と合算された領収書のほかに、領収書内訳で当該対
象設備の項目が確認できれば実績報告に必要な書類として扱
います。

8
カード払いで対象設備を設置したいため、
領収書が発行できないのですが。

代金の支払いを証する必要があります。工事請負業者にもご
相談のうえ、代金受領が分かる資料の提出をお願いします。

9
写真の撮影の仕方で気を付けるべきポイン
トはありますか。

設備設置前と設置後の写真が容易に比較できるよう、同じ角
度で撮影してください。
また、太陽光発電設備の屋根面の写真については、パネルの
配置や枚数が確認できるよう、設置するすべての屋根面の写
真を撮影してください。

10
申請書第三面の「設置工事業者の情報」欄
について、設置工事業者とは何を指します
か。

対象設備を設置する工務店、新築工事を行う住宅事業者、再
エネ設備メーカー代理店等で、市内に事業所等があるものを
記載してください。なお、実績報告時に提出する工事領収書
等の工事代金受領に係る書類に記載の業者名と合わせてくだ
さい。
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申請書類について

他補助金との併用について



11
受付開始前に郵送した場合、受付してもら
えますか。

受付開始前に郵送提出された場合は、受付開始日（令和4年
12月15日）付けで受付とします。（※申請書類に不足等が
あった場合を除きます。）なお、事前に窓口に提出した場合
も同様です。

12
窓口申請の方が郵送よりも受付は確実です
か。

窓口申請でも、郵送でも受付に変わりはありません。なお、
原則として窓口申請の場合は窓口で提出した日、郵送の場合
は住環境政策課に到着した日を受付日とします。（※申請書
類に不足等があった場合を除きます。）

13
交付決定がいつ出るか教えてもらえます
か。

申請書を受理してから約２週間程度で交付決定を行う予定と
しております。お電話いただければ進捗についてお伝えする
ことはできますが、交付決定日を早めてほしいなどの要望に
ついては、基本的にはお受けできませんのでご了承くださ
い。

14
指定の日までに補助金を振り込んでほしい
のですが。

あらかじめ補助金の振込日をご指定いただくことはできませ
んのでご了承ください。

15
都合により申請を取り下げたいのですが、
どうしたらよいですか。

「廃止承認申請書（別記様式第３号）」を提出する必要があ
りますので、市にご相談ください。

16
対象設備の設置工事について、契約と支払
いが済んでいますが申請できますか。

申請できます。領収書や工事代金受領に係る確認書類等に工
事前の支払である旨（「契約時金」など）を明示してくださ
い。

17
各対象設備の予定件数に達した場合には、
そこで受付は終了するのですか。

それぞれの対象設備の予定件数または予算上限額に達した時
点で受付を終了いたします。なお、予定件数に近くなった場
合には、ホームページ等でお知らせします。
※予算上限額
　・太陽光発電設備3,000万円
　・定置用蓄電池2,000万円
　・燃料電池490万円

18
単独の設備で補助金を申請した後、別の設
備も導入することにしました。補助金の増
額はできますか。

１の住宅、１の申請者につき１度しか申請ができません。複
数の設備を導入したい場合は１度の申請にまとめて申請して
ください。別の設備を追加することは任意ですが、補助金額
の増額変更はできません。

19
申請者多数の場合も先着順で締め切るので
すか。

郵送・窓口に関わらず原則は先着順で受付を行いますが、申
請額が各対象設備の予算額を超えた場合は、超えた日に受付
したものから抽選を行い、交付決定者を決定します。なお、
受付最終日の郵送受付は当日消印有効とします。

申請の流れについて



20 店舗併用住宅は申請できますか。
申請時に図面で住宅の床面積の過半が住居の用に供されてい
ることが確認できれば補助金交付の対象となります。

21
これから新築する予定の住宅は申請できま
すか。

新築住宅でも申請可能です。
補助金交付決定日以降に設備の設置工事に着手し、実績報告
書の提出期限（令和６年３月１５日）までに新築工事と設備
の設置工事を完了してください。

22
申請者が当該設備を設置する住宅に居住し
ていない場合は補助対象となりますか。

補助要件を満たしていないため補助対象外となります。
※「設備の導入を行う住宅が自らが現に居住する住宅である
場合」が対象となるため、居住していない場合には補助対象
外となります。なお、居住しているかどうかは住民票で確認
します。

23
二世帯住宅で電気系統を別にしており、同
一の住所に複数の同種設備を設置する場合
の考え方について教えてほしい。

１電灯契約につき同種対象設備１台が補助対象となります。
二世帯住宅で電気系統が別になっている場合には、電灯契約
者が異なることが確認できる書類のご提出をお願いします。

24
共同住宅の共用部や複数住戸で使用するた
めの設備を設置する場合は対象になります
か。

対象外です。
共同住宅や長屋の場合、申請者が居住する住戸内で使用する
設備のみ対象になります。

25
対象設備が既に設置されている建売り住宅
を購入する場合も対象になりますか。

対象外です。
補助金の交付決定を受けてから新たに対象設備を設置する方
を対象としています。

26
自身が居住する共同住宅の住戸で使用する
ための設備を共用部分に設置する場合は対
象になりますか。

原則は専用部分に設置してください。やむを得ず共用部分
（共用廊下、ベランダ、屋上、外壁など）に設置する場合
は、事前に当該共同住宅の所有者全員または管理組合から了
承を得てください。

27
店舗併用住宅において、店舗部分で使用す
るための設備を設置する場合は対象になり
ますか。

住居部分とそれ以外の部分で電灯契約が別になっている場
合、店舗部分のみで使用する設備は対象外です。電灯契約が
１の場合、専ら居住の用に供する部分に使用するための設備
は対象になります。

28

単身赴任をしている夫名義で工事契約を行
い、妻が省エネ対策を実施する建物に住ん
でいます。夫が申請者となり補助金を申請
できますか。

申請者の住所が実績報告書提出までに当該住宅に住民票を移
していることが確認できなければ補助金交付の対象となりま
せん。ただし、妻名義で申請され、申請に関わる添付書類
（「領収書」等）も妻名義であれば補助金交付の対象となり
ます。

29
補助対象設備の設置業者が市内業者でない
場合には、補助金は受けられませんか。

申請書の別記様式第１号（第三面）及び領収書で市内業者で
あることが確認できれば、補助金は受けられます。
例：申請者が市内のハウスメーカーと契約して、市外業者が
補助対象設備を設置した場合には、申請書及び領収書とも市
内のハウスメーカーを記載してください。

30
申請者（建物所有者）が単身赴任中で住民
票が市内の設置住所にありません。この場
合は、補助は可能ですか？

所有をしていても市外に住民登録があるため申請はできませ
ん。ただし、申請者親族が設置住所に居住している場合、そ
の親族を申請者とし、所有者から同意を得てかつ申請に関わ
る添付書類（「領収書」等）をその親族宛にすることで申請
が可能です。なお、太陽光発電設備を申請する場合は、太陽
光発電に係わる電力会社との契約者が申請者本人でない場合
は、生計を１にする者である必要があります。

申請者の要件について

住宅の要件について



31
複数の設備の補助金を申請することはでき
ますか。

各設備の補助要件を満たしていれば可能です。
例：太陽光発電設備＋エネファームなど。

32
既に設置してある設備を交換する場合は対
象になりますか。

対象になります。ただし、本事業を一度申請した場合、翌年
度以降は、本事業を申請することはできません。

33
既に対象設備を設置してしまいましたが、
申請できますか。

補助金交付決定前に設置工事に着手した設備は対象外です。

34
補助金の交付決定通知以前に補助対象設備
の設置に係る配管工事や配線工事を行って
いても補助金の交付は受けられますか。

設備本体（太陽光パネル、パワーコンディショナ、定置用蓄
電池、エネファーム）の据付け工事の着工日が交付決定通知
日以降であれば、補助金交付の対象となります。架台取付金
具の設置工事や配線工事等の関連工事は先に着手していても
構いません。

対象設備の要件について
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No. 質　　問 回　　　　　　　　答

1

賃貸住宅のオーナーですが、屋根に太陽光
発電設備を設置して、自宅及び共用部の電
気に利用する場合は補助対象になります
か。

太陽光発電設備で発電した電気を自宅の居住の用に供する
部分に使用することを要件としていますので共用部の電気
に使用する場合は補助対象外となります。

2
自分の車庫の屋根に太陽光発電設備を設置
しようと考えていますが、補助対象になり
ますか。

申請者が居住する母屋に発電した電力が供給されているこ
とが確認できれば、別棟の車庫に設置する場合も対象とな
ります。

3

新たに太陽光発電設備を導入する際に、既
に住宅に設置されている蓄電池のパワーコ
ンディショナを使用しても補助金は受けら
れますか。

補助要件を満たしていないため補助対象外となります。
※導入する設備はパワーコンディショナも含め、未使用の
設備に限ります。

4
既存の太陽光発電設備について、太陽光パ
ネルのみの増設を考えていますが、補助金
は受けられますか。

対象外です。
既存のパワーコンディショナ等の構成機器を引き続き使用
し、パネルなどの一部の機器のみを導入する場合は、設備
の要件である「未使用品であること」を満たさなくなるた
め、補助金を受けることができません。設備一式を新たに
導入する場合は対象となります。

5
定置用蓄電池と併設する太陽光発電設備に
ついて、持ち運び可能なモジュールは対象
となりますか。

住宅用太陽光発電設備が長期的に設置されていることが要
件であり、持ち運び可能なモジュールは設置として認めら
れませんので対象外となります。

6

太陽光モジュールの公称最大出力（合計）
が10kW以上だが、電力会社の設備認定は
10kW未満の余剰買取区分になっている場
合は対象になりますか。

電力会社による区分が10kW未満の余剰売電である旨を確
認できる書類を提出できれば対象とします。
申請書第三面の欄外にその旨を記載し、実績報告時に根拠
書類（電力需給契約書の写しなど）を添付してください。

7 FIT登録するものは対象になりますか。 全量売電するものでなければ対象になります。

8
JET認証以外にどの認証が対象になります
か。

国内認証機関（NCB）：JET、JQA、TUV、ULによる認
証を想定しています。その他機関で認証を受けている機器
を設置予定の場合は、事前に当課にご相談ください。

9

PPA形式※により0円ソーラーを導入する
場合は対象になりますか。

※発電事業者が太陽光などの発電設備を無
償で設置して保有、管理を行い、需要者が
その発電設備で発電された電力の自家消費
量分を電気料金として発電事業者に支払う
仕組み。

自身で設備を購入した際の費用に対する補助を目的として
いるため、PPAモデルは対象外です。

新潟市住宅用再生可能エネルギー導入促進事業　Ｑ＆Ａ

太陽光発電設備について



10
災害用、非常用電源として家庭用に使用す
るポータブル電源の購入を考えていますが
対象になりますか。

対象外です。
定置用のみが対象で、ポータブル型は補助対象に含まれま
せん。

11
EV車と連携するためのV2Hシステムは対
象になりますか。

要綱のとおり、以下の要件に合致するものであれば対象と
します。
（１）容易に持ち運びができるポータブル型を除く、定置
用であること。
（２）一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する環境
省の「戸建住宅におけるネット・ゼロ・エネルギー・ハウ
ス（ZEH）化等支援事業」の補助対象機器であること。
（３）未使用のもの（中古品、リース品は対象外とす
る。）
（４）実績報告を行う日までに太陽光発電設備または燃料
電池に接続すること。接続する設備は新設・既設を問わ
ず、太陽光発電設備は住宅用の低圧配電線と逆潮流有りで
連系し、燃料電池は一般社団法人燃料電池普及促進協会の
指定する機器であること。

定置用蓄電池について


