
◎鳥取県
県名 自治体名 助成制度名 対象エネルギー 対象者 担当課 連絡先 制度内容

鳥取県 鳥取県

鳥取県環境対策設備導入促進
補助金
※太陽光発電設備導入に対する
補助金は、生活環境部環境立県
推進課に移管されました
環境立県推進課 0857-26-7879

新エネルギー

以下の（１）又は（２）に該当する事業者で、
鳥取県内に所在し、省エネルギーの専門家
による省エネ診断を受診している者
（１）中小企業者（中小企業の新たな事業活
動の促進に関する法律第2条に規定する中
小企業者）
（２）一般社団法人又は一般財団法人で、産
業の振興に寄与する試験研究を目的に設
立された者

産業振興総室 0857-26-7699

【対象設備】
（１）太陽熱利用：有効集熱面積２０m2以上
（２）風力発電 定格出力：１kW以上
（３）温度差エネルギー利用：温度差エネルギー依存率40％以上
（４）バイオマス発電、バイオマス熱利用、バイオマス燃料製造： バイオマス依
存率６０％以上
（５）雪氷熱利用：冷気又は冷水の流量を調節する機能を有する設備であって、
雪氷熱の供給に直接的に供される設備に限る。
（６）水力発電：発電出力：1,000kW以下
（７）地熱発電：バイナリーサイクル発電方式に限る
【補助金額】上限５００万円、補助率１／２以内（新エネ事業）
【期間】平成２４年５月１４日～６月２５日
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=154764

鳥取県 鳥取県
非住宅用太陽光発電システム導
入推進補助金
※公募開始は６月中旬頃に予定

太陽光発電

県内の住宅以外に太陽光発電システムを設
置する事業者
県の他の補助金等をうけていないこと

環境立県推進課 0857-26-7205

【対象設備】
４ｋW以上の設備で県内事業者が設置工事を行ったもの
全量自家消費または余剰電力売買
【補助金額】
２分の１（国庫補助金等を活用しその補助率が２分の１を下回る場合は差額
分）
上限５，０００千円かつ３７万円／ｋW以内
【募集期間】平成２４年１１月２８日
【事業実施期間】平成２５年３月３１日
http://www.pref.tottori.lg.jp/196684.htm

鳥取県 鳥取市
鳥取市自然エネルギー等導入促
進事業

太陽光発電等

１．自らが居住する鳥取市内の住宅等に対
象設備を設置する者（民生用燃料電池シス
テムについては、工場及び事業場等を含め
ます）
２．集会所、共同利用施設等に対象設備を
設置する町内会

生活環境課 0857-20-3218

【補助金額】（太陽光発電システム）３．４万円／１ｋｗ（上限４ｋｗ １３．６万円）
（太陽熱温水器）設備の購入、設置費の１／１０（上限２万円）
【期間】平成２４年４月１日～平成２４年３月３１日
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1190955032778/index.html

◎島根県
県名 自治体名 助成制度名 対象エネルギー 対象者 担当課 連絡先 制度内容

島根県 島根県 島根県環境資金 自然エネルギー、低公害車等
県内企業（会社、中小企業者の組合及び個
人事業者）

中小企業課 0852-22-5883

設備資金融資
【限度額】２億円
【融資期間】１５年以内（据置２年以内）
【利率】
責任共有制度対象(融資利率)年 1.75% (保証料率)年 0.40〜1.50%
責任共有制度対象外(融資利率)年 1.60% (保証料率)年 0.40〜1.70%
【信用保証】中小企業者 … 必要 中小企業者以外 … 不要
http://www.pref.shimane.lg.jp/keieishien/kankyou.html

島根県 島根県
島根県太陽光発電等導入支援
事業補助金

太陽光発電、バイオマスエネ
ルギー、小水力発電、太陽熱
利用

市町村（間接補助） 地域政策課 0852-22-5899

【対象設備】
事業所用太陽光発電設備
【補助金額】市町村費の1/3以内 上限２０万円など
【期間】平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日
http://www.pref.shimane.lg.jp/environment/energy/energy/chiiki_taisaku/hojo
/hojo.html

島根県 松江市
松江市事業所用太陽光発電導
入促進事業費補助金交付制度

太陽光発電システム
松江市内に自ら所有し、自己の事業の用に
供する事業所（新築、既存共に可）に、未使
用の太陽光発電システムを設置する方

環境保全部
環境保全課
環境企画係

0852-55-5687

【対象設備】
事業所用として設置するもので、低圧配電線と逆潮流有りで連係し、かつ、太
陽電池の最大出力が１０kW未満であること
【補助金額】上限：３４．９万円（１０kW未満） 補助率：３．５万円／ｋW
※島根県より上記とは別途に間接補助有（市が補助する額×1/3、上限
200,000円）
【期間】平成２４年４月２７日から平成２５年１月３１日までに実績報告書類を提
出

島根県 大田市
大田市太陽光発電導入促進事
業費補助金

太陽光発電システム

市内の事業所
次の条件すべてに該当するシステム
１．太陽電池の最大出力が20ＫＷ未満であ
ること
２．余った電力を電力会社に売電できるよう
連系していること
３．電力会社と電灯契約を締結していること
４．J-PECの適合機種で、未使用（中古品で
ない）であること
５．市内業者と契約し設置するものであるこ
と

総務部 政策企画
課 新エネルギー推

進室
0854-82-1600

【補助金額】４万円／kw（上限８０万円）+島根県間接補助 ４万円／ｋW ×
1/3（上限２０万円）
【期間】 平成２４年４月１日～
予算枠 ３件
平成２４年５月３１日現在 申請件数 0件
http://www.city.ohda.lg.jp/9186.html

島根県 奥出雲町
奥出雲町新エネルギー設備導入
促進事業

太陽光発電
町内の事業所へ補助対象設備を設置する
者又は設置された建売住宅を購入する者

町民課
環境政策室

0854-54-2540

【補助金額】
パナソニック・三洋電機製は５万円／kW （上限４ｋW ２０万円）
パナソニック・三洋電機製以外は３万円／kW （上限４ｋW １２万円）
【期間】平成２５年３月８日まで（ただし、申請額が予算額に達した時点で公募を
終了）
http://www.town.okuizumo.shimane.jp/etc/news/post-584.html

島根県 飯南町
飯南町新エネルギー設備導入促
進事業補助金

太陽光発電 町内に営業を営む事業者 産業振興課 0854-72-0313

【対象設備】未使用品の太陽光発電設備（５ｋW以下）
【補助金額】６．６万円／ｋW （上限３３万円）
【期間】平成２４年４月２日～平成２５年３月２２日（３月３１日実績報告提出必
須）
《飯南町新エネルギー設備導入促進事業補助金交付要綱の一部改正》
http://www.iinan.jp/shinchaku/hyouzi.php

島根県 美郷町
美郷町新エネルギー設備導入促
進事業補助金

太陽光発電等
事業所に太陽光発電設備等を設置する場
合

企画課 0855-75-1924
【補助金額】５万円／ｋW （上限 ４ｋW ２０万円）※予算がなくなり次第終了
http://www.town.shimane-misato.lg.jp/shinchaku/hyouzi.php?no=10926

中国地域の太陽光発電設置に関する助成制度一覧（非住宅用） １／４

（注）各助成制度については、平成２４年６月現在の内容となっています。※中国経済産業局調べ
既に募集を終了した事業、内容が変更している場合などがありますので、必ず事前に各自治体担当課にご確認ください。



◎岡山県
県名 自治体名 助成制度名 対象エネルギー 対象者 担当課 連絡先 制度内容

岡山県 岡山県
晴れの国おかやまメガソーラー
設置促進補助金

太陽光発電
電気事業者と特定契約を締結し、岡山県内
の者を１名以上新規雇用する民間事業者

産業労働部産業企
画課新エネルギー

推進室
086-226-7380

【対象設備】岡山県内の大規模太陽光発電施設（出力１ＭＷ以上）
【補助金額】限度額１億円、補助単価２千万円／MＷ（岡山県公表候補地）
若しくは１千万円／ＭＷ（岡山県公表候補地以外）
【期間】随時
http://www.pref.okayama.jp/page/detail-112221.html

岡山県 岡山市

新技術、新商品・新製品開発導
入資金融資 （新技術、新商品・
新製品の開発導入のための資
金）

太陽光発電他

市内に住所又は主たる事業所を有し、次の
いずれかに該当するものとして認定した中
小企業者、組合等
１． 新技術又は新商品・新製品の研究開発
及び導入を図る中小企業者又は組合等とし
て市長の認定を受けたものであること
２．資源エネルギーの節約及び有効利用を
図るための機械設備を導入しようとする中
小企業者又は組合等として市長の認定を受
けたものであること
３． ISO及びHACCPの審査及び登録を受
け、認証取得を図る中小企業者又は組合等
として市長の認定を受けたものであること

産業課
中小企業振興室

086-803-1325

【設備資金】・中小企業者 保証なし５０００万円（内保証付き２０００万円）
・組合等保証なし、保証付き６００万円
【期間】設備資金 1年を超え10年以内(据置き2年以内を含む)
【利率】保証付き 年1.7％ 保証なし 年1.9％

（注）各助成制度については、平成２４年６月現在の内容となっています。※中国経済産業局調べ
既に募集を終了した事業、内容が変更している場合などがありますので、必ず事前に各自治体担当課にご確認ください。

中国地域の太陽光発電設置に関する助成制度一覧（非住宅用） ２／４



◎広島県
県名 自治体名 助成制度名 対象エネルギー 対象者 担当課 連絡先 制度内容

広島県 広島市
広島市中小企業融資制度
環境保全資金融資

地球温暖化対策等の推進に関
する条例に基づくもの
電気自動車等の購入

市内で１年以上同一事業を行っている中小
企業者及び組合等

振興部ものづくり
支援課

082-504-2237

【設備資金】7,000万円以内
【融資期間】１０年間（うち据置１年以内）
【融資利率】年1.2％以下
http://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/joseikin/joseikin01.html

広島県 広島市
広島市住宅環境性能向上補助
金

太陽光発電、太陽熱利用

市内に住居のある個人又は分譲共同住宅
の管理組合
市内の住宅に
１．太陽光発電システムを設置
２．太陽熱利用システムを設置
３．屋根、外壁、天井、内壁又は床のいずれ
かに断熱材を設置
４．一居室内のすべての窓に複層ガラスを
設置するものへ助成。
（ただし、工事費20万円以上のもの、３につ
いては総設置面積が50㎡以上、４について
は総設置面積が７㎡以上のもの）

環境局温暖化対策
課

082-504-2185

【補助金額】４万円／１件 募集件数２，８６０件
【期間】平成２４年４月１日～平成２５年２月２２日
平成２４年４月２７日現在 申請件数 ２３０件
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/13303268800
23/index.html

広島県 福山市
大規模太陽光発電システム設置
費補助事業

太陽光発電

市内に事業所を有し市税に滞納がなく,市内
の事業所等にシステムを設置する事業者及
び特に市長が認める事業者で,次の各号の
要件を満たす事業者。
１．中小事業者等で最大出力が10キロワット
以上のシステムを設置する。
２．前号以外の者で最大出力が50キロワット
以上のシステムを設置する。

環境総務課 084-928-1071

【補助金額】 ５，０００円／ｋW（上限３，０００ｋW）
（運営状況を補助金の交付を受けた年度を含めて４年間市長に報告すること）
【期間】 平成２４年４月２日～平成２５年３月１日
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/life/detail.php?hdnKey=10028

広島県 福山市
福山市住宅用太陽熱利用システ
ム設置費補助事業

太陽熱利用システム

１．自ら居住する福山市内の住宅に新たに
システムを設置する方又は福山市内に自ら
居住するためにシステム付き住宅を購入す
る方
２．市税の滞納がない方
３．2013年3月11日までにすべての手続きを
完了することができる方

環境総務課 084-928-1071

【補助金額】 ２５，０００円／１件（未使用のもの）
システムの設置費（工事費を含む）が１００，０００円以上等の要件あり
【期間】平成２４年４月２日～平成２５年３月１１日
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/life/detail.php?hdnKey=10029

広島県 福山市
福山市大規模太陽光発電システ
ム設置費補助事業

太陽光発電

市内に事業所があり市税の滞納がなく、次
の要件を満たす事業者。
１．中小事業者等で最大出力が10キロワット
以上のシステムを設置する。
２．前号以外の者で最大出力が50キロワット
以上のシステムを設置する。

環境総務課 084-928-1071

【対象設備】未使用のもの
【補助金額】1kWあたり5，000円
（中小事業者等は１０kW以上，それ以外の事業者は５０kW以上のシステムを設
置する場合が対象）
【期間】平成２４年４月２日～平成２５年３月１日
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/life/detail.php?hdnKey=10028

広島県 福山市 福山市環境保全資金融資 地球環境保全に資する施設
市内で１年以上同一事業を行っている中小
企業者

環境保全課 084-928-1072

【融資利率】年1.67％
【融資限度額】2.000万円
【融資期間】７年以内（うち据置１年）
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/life/detail.php?hdnKey=3545

中国地域の太陽光発電設置に関する助成制度一覧（非住宅用） ３／４

（注）各助成制度については、平成２４年６月現在の内容となっています。※中国経済産業局調べ
既に募集を終了した事業、内容が変更している場合などがありますので、必ず事前に各自治体担当課にご確認ください。



◎山口県
県名 自治体名 助成制度名 対象エネルギー 対象者 担当課 連絡先 制度内容

山口県 山口県
環境やまぐち省エネ住宅普及促
進事業（やまぐちエコハウス補助
金）

太陽熱利用システムと省エネ２
製品の複合導入

県内に住所を有する個人（予定を含む） 環境政策課 083-933-2690

【補助要件】太陽熱利用システムと省エネ２製品の複合導入等
【補助金額】最大１４万円（太陽熱利用システム：１．５万円／㎡（上限６万円）＋
省エネ製品：８万円）
※県産木材利用促進枠を使った場合、最大３０万円
【期間】平成２４年４月２日～平成２５年３月２９日
http://eco.pref.yamaguchi.lg.jp/ondan/torikumi/ecohouse/ecohouse.html

山口県 山口県
やまぐちエコオフィス補助金
（環境やまぐち省エネ事業所普
及促進事業）

太陽光発電
省エネ・グリーン化製品

中小企業者、組合等 環境政策課 083-933-2690

【補助要件】太陽光発電システム（５kW以上）と省エネ３製品（省エネ製品：３００
万円以上）の複合導入
補助対象製品のうち１製品以上を県産製品とし、施工は県内事業者に発注
【補助金額】補助対象経費の１／３以内（上限５００万円）
【期間】平成２４年５月１日～平成２４年６月２９日
http://eco.pref.yamaguchi.lg.jp/ondan/torikumi/ecooffice/ecooffice.html

中国地域の太陽光発電設置に関する助成制度一覧（非住宅用） ４／４

（注）各助成制度については、平成２４年６月現在の内容となっています。※中国経済産業局調べ
既に募集を終了した事業、内容が変更している場合などがありますので、必ず事前に各自治体担当課にご確認ください。


