
上士幌町太陽光発電等再エネ設備導入補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、環境への負荷の少ない太陽光エネルギーを利用した太陽光発電シス

テムの導入促進を図るため、太陽光発電等再エネ設備導入補助金（以下、「補助金」とい

う。）の交付について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、補助の対象となる太陽光発電設備、定置用蓄電池、Ｖ２Ｈ充電

設備（以下、「対象システム」という。）とは、別表に定める要件に適合したものをいう。 

２ 「一般住宅対象」とは、個人が常時居住する住宅であり、かつ、居住のみを目的として

建築された専用住宅又はその所有者及び使用者を対象とすることをいう。 

３ 「事業者対象」とは、「アパート」や「マンション」（大家・管理会社等の貸主）、「事務

所」、「店舗」、「工場」、「研究所」及び「畜舎」等、前項以外の建物又はその所有者及び使

用者を対象とすることをいう。なお、その建物に一般住宅を併用又は兼用する場合もこの

対象とする。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、別表に掲げる者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、本補助事業による補助金の交付を既に受けたことがある者

については、補助対象者としないものとする。ただし、事業者対象については、この限り

ではない。 

（補助対象経費） 

第４条 補助対象となる経費は、別表に掲げる部品の設置に要する費用とする。 

（補助金の算出及び交付限度額） 

第５条 町が交付する補助金の額は、対象システムごとに別表に掲げる式で算出した額を

合計した額とする。また、交付限度額についても別表にて掲げるとおりとする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（別記第１号様式）に別表

に掲げる書類を添えて、別に定める提出期限までに、町長に提出しなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第７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、当該申請に係る書類

等の審査により、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書（別記第４号様式）

をもって、補助金交付申請者にその内容を通知するものとする。 

（変更等の承認申請） 

第８条 本補助事業の内容又は本補助事業に要する経費を変更する場合においては、あら

かじめ補助金変更等承認申請書（別記第５号様式）を町長に提出し、承認を受けるものと

する。ただし、別に定める軽微な変更の場合はこの限りでない。 

（変更等の承認） 



第９条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、

補助事業変更等承認書（別記第６号様式）により、申請者にその内容を通知するものとす

る。  

（補助金の交付条件） 

第１０条 補助金により設置した対象システムは、法定耐用年数を経過するまで、この補助

金交付の目的に反して使用し、売却、譲渡、交換、廃棄、貸し付け、又は担保に供しては

ならない。ただし、災害等の自己の責めに帰さない事由で対象システムを処分する場合等、

予め町長の承認を得た場合はこの限りでない。 

２ 前項の規定により町長の承認を受け、対象システムの処分等で収入を得た場合には、そ

の収入の全部又は一部を町に納付させることができる。 

３ 法定耐用年数を経過するまでの間、本補助事業により取得した温室効果ガス排出削減

効果について J－クレジット制度等への登録を行ってはならない。 

４ 補助金の交付を受けた者は、環境省への実績値の報告等を目的として、法定耐用年数を

経過するまでの間、設置した太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備の発電量

の把握に関し、町にデータ等の提供をしなければならない。また、今後町が発電量等の計

測機器及び通信機器一式を設置する際は、これを認めるものとする。 

（実績報告） 

第１１条 補助金の交付決定を受けた者は、対象システムの設置完了後３０日以内又は当

該年度の３月１５日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書（別記第８号様式）に

別表に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定及び交付） 

第１２条 町長は、前条の規定により報告書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、

補助金の交付額を確定しなければならない。 

２ 町長は、前項の確定をしたときは、交付額確定通知書（別記第９号様式）により補助金

の交付決定を受けた者に通知の上、補助金を交付するものとする。 

（是正のための措置） 

第１３条 町長は、実績報告を受けた場合において、その報告の成果が交付決定の内容及び

これに附した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべ

きことを補助金の交付決定を受けた者に命じ、報告を求めること又は調査することがで

きる。 

（補助金交付の取消し） 

第１４条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合に

は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。 

 （１）町長の処分若しくは指示に従わないとき。 

 （２）虚偽の申請その他不正の手段により補助金を受けたとき。 

 （３）補助金の交付内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（補助金の返還） 



第１５条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、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、補助金の交付を受けた者に補助金の返還を命ずることが

できる。 

（協力） 

第１６条 町長は、補助金の交付決定を受けた者及び交付を受けた者に対し、次に掲げる事

項について協力を求めることができる。 

 （１）太陽光発電に関するアンケート 

 （２）その他町が進めるゼロカーボン推進施策に関する協力を依頼する事項 

 （３）今後、国等から各種データの追加要請がある場合に協力を依頼する事項 

（補助事業の遂行） 

第１７条 補助金の交付を受けた者は、本補助事業により取得した対象システムは、設置後

においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らな

ければならない。 

（補助対象期間終了後の廃棄） 

第１８条 補助対象期間を経過した後の対象システムの廃棄等については、補助金の交付

を受けた者や当該物件の所有者等が、自ら責任を持ち適切に処分を行わなければならな

い。 

２ 補助金の交付を受けた者や当該物件の所有者等は、１０ｋＷ以上の太陽光発電設備等

の解体・撤去等にかかる廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」（資源エネ

ルギー庁）を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、

その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リ

サイクルを実施すること。 

３ 補助金の交付を受けた者や当該物件の所有者等は、 １０ｋＷ未満の太陽光発電設備の

場合、「事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）」（資源エネルギー庁）第５節で述べら

れているとおり、必要な経費を見込んだ事業計画を策定するように努めつつ、適切な廃

棄・リサイクルを実施すること。 

（その他） 

第１９条 この要綱及び上士幌町補助金等交付規則（昭和５０年規則第７号）に定めるもの

のほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

  附 則 

この要綱は、令和４年９月１５日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和４年１２月１３日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和５年３月１日から施行する。 

２ この要綱は、令和 10年３月 31日限り、その効力を失う。 



別表（一般住宅対象） 

対象システム 太陽光発電設備 定置用蓄電池 Ｖ２Ｈ充電設備 

第２条 

対象システム 

（１）未使用品であること（中古品は対象外とする）。 

（２）性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されていること。 

（３）各種法令等に遵守した設備であること。 

（４）住宅の屋根等への設   

置に適しかつ太陽電池

の最大出力の合計値

（ｋＷ表示とし、小数

点以下第３位を切り捨

て）が２ｋＷ以上５０

ｋＷ未満の小出力発電

設備であること。 

（５）一般財団法人電気安   

全環境研究所（ＪＥ

Ｔ）の「太陽電池モジ

ュール認証」相当の認

証を受けていること、

又は、同等以上の性

能、品質が確認されて

いること。加えて、一

定の品質・性能が、一

定期間確保されている

システムであること。 

（４）太陽光、風力、中

小水力、バイオマス

等いずれかの再生可

能エネルギー発電設

備を接続すること。 

（５）リチウムイオン蓄

電池または同等以上

の性能を持ち蓄電池

部安全基準（ＪＩＳ

Ｃ８７１５－２と同

等規格)及び蓄電シス

テム部(ＪＩＳＣ４４

１２と同等規格)を満

たす製品であるこ

と。 

（６）停電時のみに利用    

する非常用予備電源

でないこと。 

（４）「Ⅴ２Ｈ充電設備」   

とは、電気自動車及び

プラグインハイブリッ

ド自動車（以下「電気

自動車等」という。）

から電力の取り出し及

び電気自動車等への充

電を行う装置のこと。 

（５）太陽光、風力、中小   

水力、バイオマス等い

ずれかの再生可能エネ

ルギー発電設備を接続

すること。 

 



第３条 

補助金の交付 

対象者 

上士幌町内の住宅等（自己が居住する住宅等に限る。以下この項において同じ。）

に対象システムを新設（増設及び入れ替えも含む。）し、又は対象システムの設置さ

れた住宅を購入する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、購入し

ようとする住宅等が中古住宅の場合は、新規（増設及び入れ替えも含む。）に対象シ

ステムを設置する場合に限る。なお、既に設置されているシステムを入れ替える場合

においては、システムの廃棄及び解体工事等にかかる費用については対象としない。 

（１）上士幌町内に住所を有する者（第１２条に規定する実績報告書を提出するとき   

までに上士幌町に住所を有する予定の者を含む。）であること。 

（２）設置者が上士幌町税（前号の括弧書きにあたる者は、現に住所を有する市町   

村税）を滞納していないこと。 

（３）自己が所有しない住宅等に対象システムを設置する場合にあっては、当該住宅   

等の所有者の承諾を得ていること。なお、居住者が補助対象者であること。 

（４）再エネ特措法に基づく固定価格買取制度（ＦＩＴ）の認定又はＦＩＰ制度の認

定を取得しないこと。 

（５）第三者所有型である電力購入契約（ＰＰＡモデル）又はリース契約での導入と   

しないこと。 

第４条 

補助対象経費 

となる部品等 

（１）太陽電池モジュール 

（２）架台 

（３）インバータ 

（４）保護装置 

（５）接続箱 

（６）直流側開閉器 

（７）交流側開閉器 

（８）配線及び配線器具 

（９）余剰電力販売用電力   

量計 

（10）その他対象システム

の設置に必要な工事に

かかる経費 

（１）蓄電池本体 

（２）電力変換装置（パ    

ワーコンディショナー

等） 

（３）配線及び配線器具 

（４）その他付属機器なら  

びに設置工事（配線や

電気工事等）に要する

経費 

（１）Ｖ２Ｈ本体 

（２）電力変換装置（パ    

ワーコンディショナー

等） 

（３）配線及び配線器具 

（４）その他付属機器なら   

びに設置工事（配線や

電気工事等）に要する

経費 

第５条 

補助金の算出 

及び交付限度 

額 

対象となる経費の合計額

の２／３（１，０００円未

満の端数が生じた場合、こ

れを切り捨てるものとす

る。） 

対象となる経費の合計額

の３／４（１，０００円未

満の端数が生じた場合、こ

れを切り捨てるものとす

る。） 

対象となる経費の合計額

の３／４（１，０００円未

満の端数が生じた場合、こ

れを切り捨てるものとす

る。） 

上記３種類の各システムの補助金の算出額を合計し、３，０００千円を上限とす

る。 



第６条 

補助金交付申

請に必要な書

類 

（１）上士幌町内に住所を有する者にあっては、町税納入状況調査承諾書（別記第２   

号様式）、その他の者にあっては、現に住所を有する市町村が発行する納税証明

書 

（２）第４条に掲げる経費の内訳が明記されている工事請負契約書等の写し（建売の   

場合は売買契約書等の写し） 

（３）対象設備の設置に係る住宅等が自己の所有でない場合にあっては、当該住宅の   

所有者の承諾書（別記第３号様式） 

（４）誓約書（別添様式） 

（５）その他町長が必要と認める書類 

（６）太陽電池の最大出力   

値の合計が確認できる

ものの写し 

（７）太陽電池モジュール   

の面積、設置角度、設

置方向、設置箇所及び

架台の高さがわかる図

面 

（６）定置用蓄電池の仕

様及び諸元や設置箇

所等がわかるカタロ

グや図面 

 

（６）Ｖ２Ｈ充電設備の仕

様及び諸元や設置箇所等が

わかるカタログや図面 

 

 

第１１条 

実績報告に必

要な書類 

（１）対象システムの設置状況を撮影した写真 

（２）対象システム設置費に係る領収書の写し（第４条各号の経費内訳が記載されて   

いるもの） 

（３）電力会社による太陽光発電余剰電力受給契約確認書等の写し 

（４）しゅん工検査の試験記録書の写し 

（５）本補助金により導入する太陽光発電設備で発電して消費した電力量（ｋＷｈ）   

が、当該設備で発電する電力量の「３０％以上」であることを証明する書類等 

（６）その他町長が必要と認める書類 

  



   別表（事業者対象） 

対象システム 太陽光発電設備 定置用蓄電池 Ｖ２Ｈ充電設備 

第２条 

対象システム 

（１）未使用品であること（中古品は対象外）。 

（２）性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されていること。 

（３）各種法令等に遵守した設備であること。 

（４）一般財団法人電気安   

全環境研究所（ＪＥ

Ｔ）の「太陽電池ジュ

ール認証」相当の認証

を受けていること、又

は、同等以上の性能、

品質が確認されている

こと。加えて、一定の

品質・性能が、一定期

間確保されているシス

テムであること。 

（４）太陽光、風力、中小   

水力、バイオマス等い

ずれかの再生可能エネ

ルギー発電設備を接続

すること。 

（５）リチウムイオン蓄電   

池または同等以上の性

能を持ち蓄電池部安全

基準(JISC8715-2と同

等規格)及び蓄電シス

テム部(JISC4412と同

等規格)を満たす製品

であること。 

（６）停電時のみに利用す   

る非常用予備電源でな

いこと。 

（７）とかち広域消防事務   

組合火災予防条例に基

づき、必要に応じて設

置届出書を消防署へ提

出すること。 

（４）「Ⅴ２Ｈ充電設備」   

とは、電気自動車及び

プラグインハイブリッ

ド自動車（以下「電気

自動車等」という。）

から電力の取り出し及

び電気自動車等への充

電を行う装置を指す。 

（５）太陽光、風力、中小   

水力、バイオマス等い

ずれかの再生可能エネ

ルギー発電設備を接続

すること。 



第３条 

補助金の交付 

対象者 

上士幌町内の事業所等に対象システムを新設（増設及び入れ替えも含む。）し、又は

対象システムの設置された事業所等を購入する者で、次の各号のいずれにも該当する

者とする。ただし、購入しようとする事業所等が中古の場合は、新規に対象システム

を設置する（増設及び入れ替えも含む。）場合に限る。なお、既に設置されているシス

テムを入れ替える場合においては、システムの廃棄及び解体工事等にかかる費用につ

いては対象としない。 

（１）設置者が上士幌町税を滞納していないこと、また、上士幌町以外の者は、現に   

住所を有する市町村税を滞納していないこと。 

（２）自己が所有しない事業所等に対象システムを設置する場合にあっては、当該事   

業所等の所有者の承諾を得ていること。なお、事業実施者が補助対象者である   

こと。 

（３）再エネ特措法に基づく固定価格買取制度（ＦＩＴ）の認定又はＦＩＰ制度の認   

定を取得しないこと。 

（４）第三者所有型である電力購入契約（ＰＰＡモデル）又はリース契約での導入と   

しないこと。 

第４条 

補助対象経費 

となる部品等 

（１）太陽電池モジュール 

（２）架台 

（３）インバータ 

（４）保護装置 

（５）接続箱 

（６）直流側開閉器 

（７）交流側開閉器 

（８）配線及び配線器具 

（９）余剰電力販売用電力   

量計 

（10）その他対象システム

の設置に必要な工事に

かかる経費 

（１）蓄電池本体 

（２）電力変換装置（パワ

ーコンディショナー

等） 

（３）配線及び配線器具 

（４）その他付属機器なら

びに設置工事（配線や

電気工事等）に要する

経費 

（１）Ｖ２Ｈ本体 

（２）電力変換装置（パ    

ワーコンディショナー

等） 

（３）配線及び配線器具 

（４）その他付属機器なら   

びに設置工事（配線や

電気工事等）に要する

経費 

第５条 

補助金の算出 

及び交付 

限度額 

対象となる経費の合計額

の２／３（１，０００円未

満の端数が生じた場合、こ

れを切り捨てるものとす

る。） 

対象となる経費の合計額

の３／４（１，０００円未

満の端数が生じた場合、こ

れを切り捨てるものとす

る。） 

対象となる経費の合計額

の３／４（１，０００円未

満の端数が生じた場合、こ

れを切り捨てるものとす

る。） 

上記３種類の各システムの補助金の算出額を合計し、３０，０００千円を上限とす

る。 



第６条 

補助金交付申

請に必要な書

類 

（１）上士幌町内に住所を有する者にあっては、町税納入状況調査承諾書（別記第２   

号様式）、その他の者にあっては、現に住所を有する市町村が発行する納税証明書 

（２）第４条に掲げる経費の内訳が明記されている工事請負契約書等の写し（建売の   

場合は売買契約書等の写し） 

（３）対象設備の設置に係る事業所等が自己の所有でない場合にあっては、当該事業   

所の所有者の承諾書（別記第３号様式） 

（４）誓約書（別添様式） 

（５）その他町長が必要と認める書類 

（６）太陽電池の最大出力   

値の合計が確認できる

ものの写し 

（７）太陽電池モジュール   

の面積、設置角度、設

置方向、設置箇所及び

架台の高さがわかる図

面 

（６）定置用蓄電池の仕様

及び諸元や設置箇所等

がわかるカタログや図

面 

（６）Ｖ２Ｈ充電設備の仕

様及び諸元や設置箇所等が

わかるカタログや図面 

第１１条 

実績報告に必

要な書類 

（１）対象システムの設置状況を撮影した写真 

（２）対象システム設置費に係る領収書の写し（第４条各号の経費内訳が記載されて 

  いるもの） 

（３）電力会社による太陽光発電余剰電力受給契約確認書等の写し 

（４）しゅん工検査の試験記録書の写し  

（５）本補助金により導入する太陽光発電設備で発電して消費した電力量（ｋＷｈ）  

  が、当該設備で発電する電力量の「５０％以上」であるとわかるモニタ画面等 

  の写真又は数値を出力した資料等 

（６）その他町長が必要と認める書類 

 


