
呉市家庭用燃料電池設置費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は，家庭における省エネルギーを推進し，もって地球温暖化防止に資す

るため，住宅に家庭用燃料電池の設置等をする者に対し，予算の範囲内において，呉市

家庭用燃料電池設置費補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて，呉

市補助金等交付規則（昭和６３年呉市規則第２４号）に定めるもののほか，必要な事項

を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において，次の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) 家庭用燃料電池 都市ガス又はＬＰガスから取り出した水素と空気中の酸素を化学 

反応させて電気と熱を発生させる設備 

(2) 住宅 本市の区域内に存する居住の用に供するための家屋（事務所，店舗その他こ

れらに類する用途を兼ねる家屋を含む。） 

（補助の対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は，次の各号に掲げる要件のすべてに該当

する個人とする。 

(1) 自らが居住する住宅に家庭用燃料電池を設置する個人（借家の場合は，建物所有者 

の同意を得ること。）又は家庭用燃料電池が設置された住宅を購入し，自ら居住する 

個人 

(2) 本市の区域内に居住する個人又は単身赴任等で一時的に市外に居住している個人 

(3) 市税の滞納がない個人 

(4) 暴力団員等（呉市暴力団排除条例第２条第３号）でない個人 

２ 前項の場合において，市から補助金の交付を受けたことのある者は，再度補助金の交

付を受けることはできない。 

（補助の対象機器） 

第４条 補助金の交付対象となる家庭用燃料電池（以下「補助対象機器」という。）は，

一般社団法人燃料電池普及促進協会が指定した未使用の家庭用燃料電池とする。 

（補助の対象経費） 

第５条  補助対象となる経費は，補助対象機器の設置に係る別表１に掲げる機器費及

び工事費とする。 

（補助金の交付額） 

第６条 補助金の交付額は，1 台当たり３万円とする。ただし，補助対象経費が３万円未 

満のときは，交付しないものとする。 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は，補助対象機器の設置前又は補助対象機器が

設置された住宅の購入代金を支払う前に，呉市家庭用燃料電池設置費補助金交付申請書

（様式第１号）に別表２に掲げる書類を添えて，市長に提出するものとする。 

２ 市長は，別に定める申請受付期間内に，先着順に前項の規定による補助金の交付の申

請を受け付けるものとする。 

３ 前項に規定する申請受付期間内であっても，当該年度に申請を受け付けた台数が，別



に定める募集台数に達した場合は，当該達した日（以下「受付終了日」という。）をも

って受付を終了する。 

  なお，受付終了日に提出された申請については，抽選により，受け付ける申請を決定

する。 

 （交付の決定） 

第８条 市長は，前条第１項の呉市家庭用燃料電池設置費補助金交付申請書が提出された

場合は，当該申請に係る書類を審査し，適当と認めたときは呉市家庭用燃料電池設置費

補助金交付決定通知書（様式第２号）により，適当でないと認めたときは呉市家庭用燃

料電池設置費補助金不交付決定通知書（様式第３号）により，申請者に通知するものと

する。 

（計画変更の承認） 

第９条 前条の呉市家庭用燃料電池設置費補助金交付決定通知書により交付の決定を受け

た申請者（以下「補助事業者」という。）が，申請の内容を変更しようとする場合は，

速やかに呉市家庭用燃料電池設置費補助金計画変更申請書（様式第４号）に当該変更に

係る書類を添えて,市長に提出し，あらかじめ承認を受けなければならない。 

２ 市長は，前項の補助金計画変更申請書が提出された場合は，速やかにその内容を審査

し，適当と認めたときは呉市家庭用燃料電池設置費補助金計画変更承認通知書（様式第

５号）により，適当でないと認めたときは呉市家庭用燃料電池設置費補助金計画変更不

承認通知書（様式第６号）により，通知するものとする。 

３ 前項の規定により不承認の通知をしたにもかかわらず，変更が実行された場合は，当

該申請に係る補助金の交付の決定を取り消すものとする。 

４ 市長は，前項による取消しをしたときは，その旨を呉市家庭用燃料電池設置費補助金

交付決定取消通知書（様式第７号）により補助事業者に通知するものとする。 

 （計画中止の承認） 

第１０条 補助事業者が，補助対象機器を設置する前にこれを中止する場合は，速やかに

呉市家庭用燃料電池設置費補助金計画中止申請書（様式第８号）を,市長に提出し，あ

らかじめ承認を受けなければならない。 

２ 市長は，前項の補助金計画中止申請書が提出された場合は，当該申請に係る補助金の

交付の決定を取り消すものとする。 

３ 市長は，前項による取消しをしたときは，その旨を呉市家庭用燃料電池設置費補助金

交付決定取消通知書（様式第７号）により補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１１条 補助対象機器の設置又は補助対象機器が設置された住宅の購入を行った補助事

業者（以下「設置者」という。）は，補助対象機器の設置が完了した日又は補助対象機

器が設置された住宅を購入した日から４０日を経過する日又は補助金交付決定の日の属

する年度の３月２０日（その日が休日（呉市の休日を定める条例（平成元年呉市条例第

３５号）第１条に規定する休日をいう。）に当たるときは，その日の前日とする。）の

いずれか早い日までに，呉市家庭用燃料電池設置費補助金実績報告書（様式第９号）に

別表３の書類を添えて，市長に提出するものとする。 

（補助金の額の確定及び決定の通知） 

第１２条 市長は，前条の呉市家庭用燃料電池設置費補助金実績報告書が提出された場合



は，速やかにその内容を審査し，適当と認めたときは補助金の額を確定して呉市家庭用

燃料電池設置費補助金交付金額確定通知書（様式第１０号）により，当該設置者に通知

するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第１３条 設置者は前条の呉市家庭用燃料電池設置費交付金額確定通知書の受領の後に，

呉市家庭用燃料電池設置費補助金交付請求書（様式第１１号）を市長に提出するものと

する。 

２ 市長は，設置者から前項の呉市家庭用燃料電池設置費交付請求書が提出されたときは，

速やかに補助金を設置者に交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１４条 市長は，申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは，補助金の交

付の決定を取り消すものとする。 

 (1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

 (2) 補助金の交付の条件に違反したとき。 

(3) 暴力団員等であることが判明したとき。 

 (4) その他補助金の交付が不適当と認められるとき。 

２ 市長は，前項による取消しをしたときは，その旨を呉市家庭用燃料電池設置費補助金

交付決定取消通知書（様式第７号）により補助事業者に通知するものとする。 

（報告・調査及び指示）  

第１５条 市長は，補助金の交付に関し，必要があると認めるときには，申請者に対し報

告を求め，当該補助金の交付に係る書類その他必要な物件を調査し，又は現地調査，他

機関への確認等必要な指示をすることができる。 

（取得財産の管理） 

第１６条 設置者は，補助金の交付を受けて取得した財産を，善良な管理者の注意をもっ

て管理し，効率的な運用を図らなければならない。 

（協力の要請） 

第１７条 市長は，第１３条第２項の規定により，補助金の交付を受けた設置者に対し，

次の各号に揚げる事項について，協力を求めることができる。 

 (1) 補助対象機器を設置した翌月から１年間における発生電力量等を，呉市家庭用燃料 

電池稼働状況報告書（様式第１２号）により提出すること。 

 (2) 補助対象機器の使用状況等に関するアンケート調査 

（手続の代行） 

第１８条 補助金の交付を受けようとする者は，補助金に係る手続等について，第三者

（以下「代行者」という。）に委任することができる。 

２ 補助金の交付を受けようとする者が前項の規定により代行者を選任し，委任する場合

は，委任状（様式第１３号）を市長に提出しなければならない。 

（委任） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の実施について必要な事項は，市長が

別に定める。 

 

   付 則  

この要綱は，平成２８年４月２７日から実施する。  

 



この要綱は，平成３０年４月１日から実施する。  

 

この要綱は，令和２年４月１日から実施する。  

 

この要綱は，令和３年４月１日から実施する。  

 

この要綱は，令和４年４月１日から実施する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１（第５条関係）  

費目  対象設備  対象経費  

機器費  燃料電池  

ユニット  

燃料電池ユニット本体（燃料処理装置，空気供給装置，スタ

ック，インバータ，熱回収装置，脱硫器，パワーコンディシ

ョナー，水処理装置，同梱品の電流センサー（ＣＴセンサ

ー），燃料電池運転操作等）及び特殊排気カバーの購入に要

する経費，寒冷地及び塩害対策仕様に係る費用  

貯湯ユニッ

ト  

貯湯ユニット本体（貯湯槽，貯湯槽一体型バックアップ給湯

器，貯湯ユニット制御装置等）及び特殊排気カバーの購入に

要する経費，寒冷地及び塩害対策仕様に係る費用  

付属品他  貯湯槽分離型バックアップ給湯器，台所リモコン，風呂リモ

コン，配管カバー，据置台の購入及び製造事業者もしくは機

器販売会社が行う燃料電池システム試運転に係る費用，寒冷

地及び塩害対策仕様に係る費用  

工事費  配線・配線

器具の購

入・据付  

分電盤，消費電力計測信号線（ＣＴ線），同梱品以外の電流

センサー（ＣＴセンサー），リモコン配線，発電電力供給電

線，貯湯ユニット及び貯湯槽分離型バックアップ給湯器電源

用屋外コンセント，貯湯ユニット及び貯湯槽分離型バックア

ップ給湯器電源線，ユニット間通信線，貯湯槽分離型バック

アップ給湯器通信線，アース線及び前記電気設備の設置に係

る付属部材，電気支持部材及び前記設置等に係る人件費  

配管・配管

器具の購

入・据付  

ユニット間の熱回収配管，貯湯槽分離型バックアップ給湯器

接続配管，熱回収配管及び貯湯槽分離型バックアップ給湯器

接続配管用継ぎ手，熱回収配管及び貯湯槽分離型バックアッ

プ給湯器接続配管固定用部材，燃料電池ユニット及び貯湯ユ

ニット及び貯湯槽分離型バックアップ給湯器の排水配管（オ

ーバーフロー配管及びドレン配管）及び配管設備の設置に係

る付属部材，配管支持部材及び前記設置等に係る人件費  

上記工事に

付随するそ

の他工事  

燃料電池ユニット及び貯湯ユニット及び貯湯槽分離型バック

アップ給湯器の基礎（プレキャスト基礎または現場打設また

はゲタ基礎）及びアンカーボルト，機器の搬入据付（重機及

び重量とび等による特殊搬入費用を含む），搬入経路確保に

要する費用，設置に必要な支持部材，配管カバー，据置台，

リモコン及び特殊排気カバーの取付費用，寒冷地及び塩害対

策に係る費用，設置工事会社が行う試運転，系統連系協議書

類作成及び立会い費用，前記設置等に係る人件費及び諸経費

（直接経費，共通仮設費，現場管理費，一般管理費，間接経

費等），既設給湯器の撤去費  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表２（第７条関係）  

 申請書に添える必要書類  補足説明  

１  補助対象機器の設置に係る工事請負

契約書の写し若しくは売買契約書の

写し又は申請者が補助対象機器の設

置をすることが確認できる書類とし

て市長が認める書類  

 

２  工事費内訳書の写し等補助対象経費

の内訳が明記されている書類  

次の経費の内訳が明記されている書類  

・家庭用燃料電池の機器費  

・設置工事費に係る費用  

・工事に関する費用で市長が認めるもの  

３  補助対象機器の設置についての住宅

所有者の承諾書（様式第１４号）  

住宅の所有者が申請者と異なる場合又は

申請者以外の所有者がいる場合に必要  

４  賃貸借契約書の写し  申請者が住宅を賃貸している場合のみ  

５  補助対象機器の仕様等がわかる書類  次の仕様が確認できるカタログ若しくは

パンフレットなどの機器仕様書部分の写

し  

・製造事業者  

・品名番号（燃料電池ユニット及び貯湯  

ユニット）  

６  設置場所及び付近の見取図  住宅地図を利用する場合は，  複製の許

諾を得ること  

７  工事着手前の現況写真  

※カラー写真  

家庭用燃料電池の設置前の現状を示す写

真  

 新築住宅に設置する場合  

 (申請時に住宅がない場合) 

建設予定地  

既築住宅に設置する場合  設置する場所及び設置する住宅の全景  

設置された住宅を購入する場合  不要(実績報告書提出時に提出) 

８  単身赴任等に関する申立書（様式第

１５号）  

補助事業者が単身赴任等で一時的に市外

に在住する者のみ  

９  市内に居住している家族の住民票の

写し  

・申請書の提出日前の３か月以内に交付  

されたもの  

・補助事業者が単身赴任等で一時的に市  

外に在住する者のみ  

１０  申請者の住民票の写し  ・申請書の提出日前の３か月以内に交付

されたもの  

・申請日以後に補助対象機器を設置する

住宅に転居する場合は，実績報告書に

添付すること  

１１  覚書（様式第１６号）  申請日以後に補助対象機器を設置する住  

宅に転居する場合のみ  

１２  その他市長が必要と認めるもの   

 

 

 

 

 

 

 



別表３（第１１条関係）  

 実績報告書に添える書類  補足説明  

１  領収書の写し   

２  補助対象経費の領収書内訳書（様式第１

７号）  

 

３  

 

補助対象機器の設置状態を示す写真  

※カラー写真  

・補助対象機器の全景  

・補助対象機器の燃料電池ユニット及  

び貯湯ユニットの品名及び製造番号  

（銘板）のアップ  

・補助対象機器が設置された住宅の全  

 景  

４  保証書及びこれに類する書類  補助対象機器の製造事業者名及び品名

番号が明記されているもの  

５  設置場所についての申立書（様式第１８

号）  

申請時の設置場所の地番表示と補助事

業者の住所が異なっている場合のみ  

６  申請者の住民票の写し  

 

・実績報告書の提出日前の３か月以内  

に交付されたもの  

・申請書に添付していない場合のみ  

７  その他市長が必要と認めるもの   

 


