【個人住宅用】(1/2)
スマートハウス補助金（創エネ・省エネ・蓄エネ機器導入補助金）

交付申請書

チェックリスト（提出前にこのリストで添付書類をチェックしてください。）
提出書類

1．交付申請書（第1号様式）

対象者、注意点等

チェック

記入例の通り正しく記載されているこ
とを確認してください。

2．所有者の同意書（第2号様式）
申請者以外に住宅の所有者がいる場合
3．納税証明書
市民税・県民税（個人）のもの
4．現況カラー写真（様式に貼付しご提出ください）※写真については、いずれの場合も次の条件があります
共通

・3ヶ月以内、昼光で鮮明に撮影したもの。手ぶれ、ピンボケ、夜間、解像度の低いものは不可。
・グーグルストリートビューの使用不可。
・完了届提出時に同じアングルから撮った写真が必要となります。

・建築場所がわかる現状の写真
・家全体
・太陽光パネルの

新築住宅の場合
建売・既築の場合
建売・既築の場合

-設置予定場所(すべての屋根面)の写真(既築)
-設置場所の写真(建売)
※屋根上に上がることが困難などの理由により屋根面の写真を撮影できない場合には、その理由及び完了届
の際に写真を提出する旨を記載した「理由書（書式自由）」を提出してください。既築の場合は、その上
で、工事実施時に設置前の屋根写真を撮影し、設置完了届に設置前の写真を添付して提出してください。

・家庭用燃料電池システム(エネファーム)の
-設置予定場所の写真(既築)
-設置場所の写真(建売)
・定置用リチウムイオン蓄電システムの
-設置予定場所の写真(既築)
-設置場所の写真(建売)
・V2Hの
-設置予定場所の写真(既築)
-設置場所の写真(建売)
5．契約書のコピー（工事請負契約書・売買契約書等）

建売・既築の場合で、エネファームを
導入する場合
建売・既築の場合で、定置用リチウムイ
オン蓄電システムを導入する場合
建売・既築の場合で、V2Hを導入する場
合
対象システム等の導入に関する契約書

※太陽光発電システム等の機器の設置工事着工前（建売の場合は住宅引渡し前）に申請することが必要ですので、
申請の時点で契約書に記載された工期の終了日（引渡し日）を過ぎている場合は、変更契約書のコピー又は交付申請
書（第１号様式）に記載した着工日（引渡し日）が正しい旨を記載した「申立書（書式自由）」も添付してください。

6．返信用封筒

定形第１種封筒に申請者本人の宛先を
記入し、82円切手を貼付

7．国ZEH補助金の交付決定通知書
8．国ZEH補助金の申請書類一式の写し
※申請書類一式とは、次の書類のことです。
・交付申請書 ・実施計画書 ・建築図面（配置図、求積図、平面図（兼設備設置図）、立面図（四面））

ZEH等

9．神奈川県ZEH補助金の交付決定通知書および申請書類一式

7.及び8.が提出できない場合

または、川崎市ZEH等審査結果通知書（第11号様式）の写し

10. 機器設置場所住所のガイドマップかわさき用途地
域図の写し
(導入場所が都市部狭小地（※）であることを証明する書類)
LCCM住
宅

CASBEE

※第一種及び第二種低層住居専用地域並び
に第一種及び第二種中高層住居専用地域

11．国LCCM補助金の採択決定通知書
12．国LCCM補助金の提案書類一式の写し
13．戸建住宅環境計画書（第1号様式）の受付後の写し

11.及び12.が提出できない場合

14．戸建住宅環境計画書（第1号様式）の受付後の写し

川崎市まちづくり局建築指導課に提出
し、受付印が押印されたもの。

【２世帯住宅で、それぞれの世帯で太陽光発電補助金を申請する場合】

世帯ごとのモジュールがわかるように
図示

戸建

その他

ZEH Orientedを申請する場合

15．屋根面の太陽光発電の図面

【定置用リチウムイオン蓄電システム・V2Hを導入する場合で、既に太陽光発電システムを導入している方】

16．売電の検針票コピーなど、太陽光発電システムを導入していることを証する書類
※作成した書類一式のコピーをとり、控えとしてお手元に保管してください（書類の内容について電話等で
確認させて頂く場合があります）。

【個人住宅用】(2/2)
■補助金額
補助対象システム等
(1) 太陽光発電システム
(2) 家庭用燃料電池システム（エネファーム）
(3) 定置用リチウムイオン蓄電システム
(4) ビークル・トゥ・ホームシステム（V2H）

補助金額
23,000 円／kW
(上限 80,000 円)
30,000 円
10,000 円／kWh
(上限 100,000 円)
50,000 円
※申請者が別表 1 の条件を満たす EV・PHV を V2H
と同時に新規導入した場合、駆動用バッテリ
ーの容量に対して以下の金額を加算する。

10,000 円／kWh
(ただし、加算する限度額は(3)と合わせて上
限 100,000 円)

(5) ZEH
(6) ZEH+
(7) ZEH Oriented
(8) LCCM 住宅
(9) CASBEE 戸建の環境効率の評価結果「A」以上

ZEH 等

備考
1,000 円未満の端数は切り
捨てる
1,000 円未満の端数は切り
捨てる
ア

新規導入する電気自動車等
は、新車（初めて道路運送車
両法第６０条第１項の規定に
より自動車検査証の交付を受
けるもの）であること
イ 加算分の 1,000 円未満の端
数は切り捨てる

100,000 円
130,000 円
100,000 円
130,000 円
50,000 円

■補助金交付要綱 別表 1（創・省・蓄エネ機器等の仕様・要件）
機器

仕様・要件

（１）エネルギー管理
装置
（２）太陽光発電シス
テム
（３）家庭用燃料電池
システム
（４）定置用リチウム
イオン蓄電システム

ＨＥＭＳ（ホーム・エネルギー・マネジメント・システム）機器とし、国ＺＥＨ補助に定める要件を満たす
エネルギー計測装置であること。
次の要件を全て満たすものであること。①申請者自ら電気事業者と電力受給契約（低電圧配線と逆潮流あり
で連系）を結ぶこと。②１０ｋＷ未満の太陽光発電システムであること。
都市ガスやＬＰガスから水素を製造し、大気中の酸素との化学反応により、電気と熱のエネルギーを家庭で
有効利用するシステムであること。

（５）Ｖ２Ｈ

（６）電気自動車
（７）プラグインハイ
ブリッド自動車

（８）ＺＥＨ

（９）ＺＥＨ＋

（１０）ＺＥＨ Ｏｒ
ｉｅｎｔｅｄ

（１１）ＬＣＣＭ住宅

（１２）ＣＡＳＢＥＥ
戸建

太陽光発電システムと連系し、電気を充放電できるシステムであること。
次の要件を全て満たすものであること。①電気自動車等と住宅とで分電盤を通じて電力を相互に供給するシ
ステムであること。②国が平成２６年度以降に実施する充電インフラ整備促進に係る補助事業の補助対象機器
として一般社団法人次世代自動車振興センターに登録されているもの又は一般社団法人ＣＨＡｄｅＭＯ協議会
の認証を受けているものであること。③太陽光発電システムと連系すること。
次の要件を全て満たすものであること。①４輪以上の車両で自動車検査証における燃料の種類が「電気」と
記載されているものであること。②Ｖ２Ｈを介した住宅への給電機能及び住宅からの充電機能を備えているも
のであること。③自動車検査証における使用の本拠の位置がＶ２Ｈの設置場所と同じであること
次の要件を全て満たすものであること。①４輪以上の車両で自動車検査証における燃料の種類が「ガソリン・
電気」と記載されているものであること。②Ｖ２Ｈを介した住宅への給電機能及び住宅からの充電機能を備え
ているものであること。③自動車検査証における使用の本拠の位置がＶ２Ｈの設置場所と同じであること。
次の要件を全て満たすものであること。①平成２８年基準等に準拠して計算される住宅の外皮平均熱貫流率
（ＵＡ）が０．６Ｗ／ｍ２Ｋ以下であること。②平成２８年基準等に準拠して計算される住宅の冷房期の平均
日射熱取得率（ηＡ）が２．８以下であること。③設計一次エネルギー消費量が再生可能エネルギーを除き基
準一次エネルギー消費量から２０％以上削減されていること。④設計一次エネルギー消費量が再生可能エネル
ギーを加えて基準一次エネルギー消費量から１００％以上削減されていること。⑤国ＺＥＨ補助におけるＺＥ
Ｈビルダーが設計、建築または販売を行う住宅であること。ただし、二世帯住宅に該当し、各々の世帯で申請
する場合は、当該建物について区分登記がなされていることを要する。
（８）の仕様・要件の①、②、④、⑤及びただし書きにくわえ、次の全ての要件を満たすものであること。①
設計一次エネルギー消費量が再生可能エネルギーを除き基準一次エネルギー消費量から２５％以上削減されて
いること。②次のいずれかの要件を満たすものであること。❶（８）ＺＥＨ設備の①に定める外皮平均熱貫流
率（ＵＡ）が ０．５Ｗ／ｍ２Ｋ以下であること。❷再生可能エネルギー・システムにより発電した電力を電
気自動車（プラグインハイブリッド車を含む）に充電を可能とする設備、又は電気自動車と住宅間で電力を充
放電することを可能とする設備を導入すること。
（８）の仕様・要件の①、②、③、⑤及びただし書きの全ての要件を満たすものであって都市部狭小地（第一
種及び第二種低層住居専用地域並びに第一種及び第二種中高層住居専用地域であって敷地面積が 85 ㎡未満で
ある土地）に建築されるものであること。
次の要件をすべて満たす戸建住宅を新築する事業であること。①ＬＣＣＯ２を算定し、結果が０以下となる
もの。②（８）の仕様・要件の①、②及び③を全て満たし、再生可能エネルギーが導入されること。③住宅の
品質の確保について、ＣＡＳＢＥＥ戸建の環境効率（ＢＥＥランク＆チャート）の評価結果がＢ＋又は同等以
上の性能を有するものであること。若しくは川崎市戸建住宅における環境計画書の届出に関する要綱（平成２
７年２６川ま建管第３３５２号）第３条の規定による「戸建住宅環境計画書」の届出において、ＣＡＳＢＥＥ
戸建の環境効率（ＢＥＥランク＆チャート）の評価結果が「Ｂ＋」となる住宅であること。
川崎市戸建住宅における環境計画書の届出に関する要綱（平成２７年２６川ま建管第３３５２号）第３条の
規定による「戸建住宅環境計画書」の届出において、ＣＡＳＢＥＥ戸建の環境効率（ＢＥＥランク＆チャート）
の評価結果が「Ａ」以上となる住宅であること。

【個人住宅用】

第１号様式（１／２）
（申請先）川崎市長

年度 川崎市住宅用創エネ・省エネ・蓄エネ機器導入補助金 交付申請書
川崎市住宅用創エネ・省エネ・蓄エネ機器導入補助金交付要綱（以下「要綱」という。）第７条の規定に基づき、次の
計画のとおり申請します。
記入日

（申請者）

年

月

（受付印）

日

※市役所使用欄

〒

住所
フリガナ

氏名

㊞

TEL/携帯

(朱肉を使って押印
するものを使用)

E-mail

（申請内容）（□は、該当するものに■又は☑をしてください）
１

□ パターンＡ

申請区分
必須

□ パターンＣ

■既築

□新築 □建売 □既築

□建売

)

■エネルギー管理装置
■太陽光発電システム

■エネルギー管理装置

□家庭用燃料電池システム
□定置用リチウムイオン蓄電システム
□Ｖ２Ｈ
□ＥＶ又はＰＨＶ
□ＺＥＨ等
□ＬＣＣＭ住宅

□太陽光発電システム
□家庭用燃料電池システム
□定置用リチウムイオン蓄電システム
□Ｖ２Ｈ
□ＥＶ又はＰＨＶ
□ＺＥＨ等

選択
任(意

□ＣＡＳＢＥＥ戸建

■太陽光発電システム
■Ｖ２Ｈ
必須

創・省・蓄
エネ機器等

選択 １(つ以上

２

□新築

□ パターンＢ

■ＥＶ又はＰＨＶ

□ＣＡＳＢＥＥ戸建

―

)

３

補助金交付
申請額
創・省・蓄エネ機

４ 器の仕様・要件

,０００（合計金額の頭に「\」を付けてください。）
□ 創・省・蓄エネ機器等（次ページ）が、要綱別表１の仕様・要件に合致することを確認
しました。
□なし
□あり 要綱第８条に基づき、次のとおり補助金交付に関する手続事務を以下の者に
代行させますので届出ます。
会社名

代表者名

営業所名

休業日
〒

フリガナ

５ 手続事務代行

住所

担当者名

E-mail

TEL/携帯

□ 同意事項 私は、下記の内容に同意した上で、
本申請を代行します。
１ 申請内容に一切の虚偽が無いことを誓約します。
２ 暴力団又は暴力団員でないことを確認するため、
代行事業者情報を神奈川県警察本部に照会するこ
とについて異議ありません。

㊞

手続代行代表者

（代表者印※を使用）

□ 私は、下記の１から４の内容に同意した上で、本申請を行います。

６ 同意事項

１ 申請内容に一切の虚偽が無いことを誓約します。
２ 暴力団又は暴力団員でないことを確認するため、申請者情報を神奈川県警察本部に照会することについて異
議ありません。
３ 市税の滞納がないことを誓約します。市税の滞納が判明した際には交付決定の取り消しを受けることに異
議を申し立てません。
４ 期限内に設置完了届を提出できない場合は、交付決定の取り消しを受けることに異議を申し立てません。

署名

㊞

(朱肉を使って押印するものを使用)

※代表者印は、角印（社印）ではなく、手続代行者の会社の代表取締役之印、及び支店、営業所等の出先部門の代表者の会社印（支店長之印、
営業所長之印等の丸印）です。代表者印がない場合は角印（社印）と出先等責任者の個人印の二つを押してください。

【個人住宅用】
第１号様式（２／２）

（創・省・蓄エネ機器等の設置に係る情報）

１

住居
表示

創・省・蓄エ
ネ機器等の

（新築または建売住宅で住居表示が未定の場合のみ）

設置場所

２

３

（新築で住居表示が未定の場合は記入不要）

地番

住宅の所有者氏名
（全員分）
工事施工

名称

予定業者

所在地

（申請者以外に所有者がいる場合、同意書（第２号様式）の提出が必要）

電話番号

□ 契約書の記載内容に関わらず、下記の工事着工予定日が正しいことを誓約します。

４

工事着工予定日

５

工事完了予定日

（新築及び既築の場合は補助対象システム等の導入
工事の着工予定日、建売の場合は建物引渡予定日）

年

月

日

年

月

日（完了届提出期限は平成32年3月19日です）

（創・省・蓄エネ機器等に係る情報）（□は、該当するものに■又は☑を記載してください）
１

２

エネルギー管理装置

太陽光発電システム

□ 今回導入する（メーカー名
□ 既に導入している（メーカー名

）
）

□ 今回導入する（メーカー名

）

□ 新設
□ 増設

最大出力

．

ｋＷ（少数第２位未満切り捨て）

□過去に川崎市の補助金の交付を受けて設置（平成
□過去に川崎市の補助金の交付を受けずに設置（

年度設置、
kＷ）

kＷ）※

□ 既に導入している（メーカー名

３

家庭用燃料電池
システム

）

メーカー名
□ 今回導入する（メーカー名

４

定置用リチウムイオン
蓄電システム

□ 新設
□ 増設

定格容量

）
．

ｋＷｈ（少数第２位未満切り捨て）

□過去に川崎市の補助金の交付を受けて設置（平成
□過去に川崎市の補助金の交付を受けずに設置

年度設置）※

□ 太陽光発電システムと連系する

５

Ｖ２Ｈ

□ 今回導入する（メーカー名

）

□ 太陽光発電システムと連系する
□ Ｖ２Ｈと同時に導入する（通称名
駆動用バッテリーの
総電力量

６

ＥＶ又はＰＨＶ

．

）
ｋＷｈ（少数第２位未満切り捨て）

□過去に川崎市の補助金の交付を受けて定置用リチウムイオン蓄電システムを設置(平成

年度設置)※

□ 既に導入している（通称名

）

□ Ｖ２Ｈを介した住宅への給電機能及び住宅からの充電機能を備えている
□ 自動車検査証の「使用の本拠の位置」がＶ２Ｈの設置場所と同じである

７

ＺＥＨ等

８

ＬＣＣＭ住宅

９

ＣＡＳＢＥＥ戸建

□ ＺＥＨ □ ＺＥＨ＋ □ ＺＥＨ Oriented
□ 国ＺＥＨ補助金又は県ＺＥＨ補助金の交付決定を受けている
□ 市のＺＥＨ等審査を受けている（ＺＥＨ等審査結果通知番号：
□ 国ＬＣＣＭ補助金の採択決定を受けている
□ 戸建住宅環境計画書の受付番号：
戸建住宅環境計画書の受付番号：

※補助金額の上限は要綱別表４参照

提出前に必ず別紙のチェックリストで仕様・要件、添付書類等を確認してください

）

