
   練馬区災害時医療機関用自立分散型エネルギー設備の設置に係る補助金交付要綱 

 

平成 2 8年３月 2 8日 

2 7練環環第 17 28号 

（目的） 

第１条 この要綱は、練馬区（以下「区」という。）が指定する災害時医療機関に太陽光発電

設備、蓄電システム等の自立分散型エネルギー設備を設置するものに対して、予算の範囲

内でその費用の一部を補助することにより、低炭素で高効率な自立分散型エネルギー設備

の普及を促進し、もって災害時におけるエネルギーセキュリティの向上に寄与することを

目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、つぎの各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 太陽光発電設備 太陽電池を利用することにより太陽光を受けて発電し、電力として 

供給するシステムをいう。 

⑵ 蓄電システム 蓄電池、インバータ、コンバータ、パワーコンディショナー等の電力 

装置によって一体的に構成された電気を蓄え必要に応じて使用するシステムをいう。 

 ⑶ ビークル・トゥ・ホームシステム 電気自動車等の電力を分電盤を通じて建築物の電

力と相互に利用できる機能を有するシステムをいう。 

⑷ 設置日 施工完了日をいう。 

（補助金交付対象設備） 

第３条 補助金の交付の対象となる設備（以下「設備」という。）は、つぎの各号に掲げる要件を

満たすものとする。 

⑴ 別表第１設備の種類の欄に掲げる設備であり、同表要件の欄に掲げる要件の全てを満たし

ていること。 

⑵ 設備は未使用のものを設置していること。 

⑶ 当該設備を設置する事業所の事業の用に供する部分に使用するものであること。 

（補助金交付対象） 

第４条 補助金の交付申請ができる者は、つぎの各号のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 別表第２に掲げる施設を運営するものであること。 

⑵ 自ら運営する施設に設備を設置していること。 

⑶ 補助金の交付申請時において、法人にあっては法人住民税、個人にあっては個人住民

税を滞納していないこと。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、つぎの各号のいずれか低い方とする。 

⑴ 設備の種類ごとに、別表第１に定める額 

⑵ 設備の設置に係る費用（消費税を除く。）から当該設備に対する国等の補助金額を差 

し引いた額の２分の１の額（1,000円未満切捨て） 

（補助金交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、設備の設置を行う



ことによって立地上または構造上の危険が生じないことを確認した上で設備の設置を行い、

設備の設置が完了した後に、別表第３に掲げる申請期間内に、つぎの各号に掲げる全ての

書類を添えて、練馬区災害時医療機関用自立分散型エネルギー設備の設置に係る補助金交

付申請書兼請求書（第１号様式）を区長に提出しなければならない。 

⑴ 設備の形式および性能を示すもの（メーカーが発行するカタログ等）  

⑵ 設備の製造番号を示すもの（太陽光発電設備の場合は出力対比表、蓄電システムおよ

びビークル・トゥ・ホームシステムについてはメーカーが発行する保証書等） 

⑶ 設備の配置および配線がわかる図面 

⑷ つぎに掲げる写真 

ア 設備の設置状況が確認できる写真（太陽光発電設備の場合は、太陽電池モジュールの

枚数が確認できるもの） 

イ 設備の形式・製造番号が記載された部分の写真（太陽光発電設備の場合を除く。） 

⑸ 設備の設置が完了したことを証明する施工完了届（第２号様式） 

⑹ 設置に係る領収書および内訳書の写し 

⑺ 申請者が法人の場合は申請の前年度（申請の時点で前年度の証明書が発行できない場

合は、申請の前々年度。以下同じ。）の法人住民税に係る納税証明書または非課税証明書、

申請者が個人の場合は申請の前年度の個人住民税に係る納税証明書または非課税証明書 

⑻ 次項の規定により設備の販売業者等（以下「代行者」という。）が本人に代わって申請

する場合は、申請者が代行者を定めたことを示す代行申請確認書（第３号様式） 

⑼ その他区長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、申請者自ら申請を行うことが困難な場合は、代行者が申請者

に代わって申請手続を行うことができる。 

３ 申請者は、区が求めた場合には、設備の設置の安全性を確認する書類の提出に応じるも

のとする。 

４ 申請者は、区が設備の設置の状況の現地調査等を行う場合は、当該現地調査等に協力す

るものとする。 

（補助金の交付決定等） 

第７条 区長は、前条の規定による申請を審査し、要件を満たすものについて予算の範囲内

で補助金の交付を決定するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による審査の結果、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定

通知書兼交付額確定通知書（第４号様式）により申請者に通知し、補助金を交付するものと

する。 

３ 区長は、第１項の規定による審査の結果、補助金の不交付を決定したときは、補助金不交

付決定通知書（第５号様式）により申請者に通知する。 

（管理） 

第８条 前条第２項の規定により補助金の交付を受けた者（以下「補助金受給者」という。）

は、補助金の交付を受けた設備（以下「補助金交付設備」という。）について、補助金交付

決定日から起算して５年間を管理期間とし、その期間が経過するまで、善良なる管理者の

注意をもって管理しなければならない。 

２ 補助金受給者は、管理期間内に補助金交付設備が損傷または滅失したときは、その旨を



区長に届け出なければならない。 

３ 補助金受給者は、設備の設置および使用により生ずる光の反射や騒音等の発生の防止に

努め、周辺環境の保全に配慮しなければならない。 

（処分の制限） 

第９条 補助金受給者は、補助金交付設備を管理期間内に処分しようとするときは、あらか

じめ処分承認申請書（第６号様式）を区長に提出し、処分の承認を得なければならない。 

（処分の承認） 

第10条 区長は、補助金受給者から前条に規定する処分承認申請書が提出されたときは、そ

の内容を確認し、処分の承認を行うものとする。 

（補助金の交付決定の取消しおよび補助金の返還） 

第11条 区長は、補助金受給者がつぎの各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決

定を取り消し、交付された補助金の全部または一部の返還を請求することができる。 

⑴ 虚偽の申請または届出をしたことが判明したとき。 

⑵ 補助金受給者の責により、管理期間内に補助金交付設備を損傷または滅失したとき。 

⑶ 前条に規定する処分の承認を得ずに、管理期間内に補助金交付設備を処分したとき。 

２ 区長は、前項の規定により補助金の返還を請求した場合において、補助金受給者に対し、

区長の定めた日から納付の日までの日数に応じ、当該返還請求の金額（その一部を納付し

たときにおけるその後の期間については、既納付額を控除した額）につき年10.95パーセン

トの割合で計算した違約加算金（100円未満は切捨て）の納付を命じることができる。 

３ 区長は、第１項の規定により補助金の返還を請求した場合において、補助金受給者が前

項の金額を納付の期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日

数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金（100円未満切捨

て）の納付を命じることができる。 

（使用状況等の報告） 

第12条 区長は、補助金受給者に対し、必要に応じ、補助金交付設備の使用状況および管理状

況について、報告を求めることができる。 

（補助金受給者に対する協力要請） 

第13条 区長は、補助金受給者に対し、区における自立分散型エネルギー社会の推進のため

必要な範囲で協力を要請することができる。 

（委任） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、環境部長が定

める。 

付 則（平成28年３月28日27練環環第1728号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成28年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（平成28年度における設置日等） 

２ 別表第４の規定にかかわらず、平成28年度における第６条第１項に規定する申請につい

ては、設置日を平成28年４月１日から平成29年１月31日までとし、申請期間を施行日から

平成29年２月28日までとする。 

   付 則（平成29年３月14日28練環環第1826号） 



 この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

   付 則（平成29年12月21日29練環環第1376号） 

 この要綱は、平成29年12月21日から施行する。 

付 則（平成30年３月30日29練環環第1875号） 

 この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

付 則（平成31年４月25日31練環環第138号） 

 この要綱は、平成31年４月25日から施行する。 

付 則（令和２年３月27日１練環環第2230号） 

 この要綱は、令和２年３月27日から施行する。 

別表第１（第３条、第５条関係） 設備の種類、要件および補助金の額 

設備の種類 設備の要件 補助金の額 

(１件当たり) 

⑴ 太陽光発電設 

 備 

ア 太陽電池の公称最大出力の合計値が２キロワット

以上であること。 

イ 一般財団法人電気安全環境研究所または国際電気

標準会議のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機

関による認証を受けたものであること。 

20万円 

⑵ 蓄電システム 国のネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）支援事業

において、一般社団法人環境共創イニシアチブに補助対

象機器として登録されたものまたは区長がそれと同等

と認めるものであること。 

⑶ ビークル・ 

トゥ・ホームシ

ステム 

国が実施する次世代自動車充電インフラ整備促進事業

における補助対象機器として一般社団法人次世代自動

車振興センターが認めたものまたは区長がそれと同等

と認めるもののうち、電気自動車等の電力を当該申請に

係る建築物の電力と相互利用するために必要な機能を

有するものであること。 

備考 補助金の額は、この表に定める額または設備の設置に係る費用（消費税を除く。）か

ら当該設備に対する国等の補助金額を差し引いた額の２分の１の額（1,000円未満切捨て）

のいずれか低い方とする。 

別表第２（第４条関係） 補助金交付対象施設 

 名称 所在地 

１ 順天堂練馬病院 練馬区高野台三丁目１番10号 

２ 練馬光が丘病院 練馬区光が丘二丁目11番１号 

３ 練馬総合病院 練馬区旭丘一丁目24番１号 

４ 浩生会スズキ病院 練馬区栄町７番１号 

５ 大泉生協病院 練馬区東大泉六丁目３番３号 

６ 川満外科 練馬区東大泉六丁目34番46号 

７ 田中脳神経外科病院 練馬区関町南三丁目９番23号 



８ 辻内科循環器科歯科クリニック 練馬区大泉学園町八丁目24番25号 

９ 島村記念病院 練馬区関町北二丁目４番１号 

10 保谷医院 練馬区南大泉四丁目50番15号 

11 東大泉病院 練馬区東大泉七丁目36番10号 

12 関町病院 練馬区関町北一丁目６番19号 

13 練馬さくら病院 練馬区北町三丁目７番19号 

14 慈雲堂病院 練馬区関町南四丁目14番53号 

15 陽和病院 練馬区大泉町二丁目17番１号 

16 豊島園大腸肛門科 練馬区春日町四丁目６番14号 

17 阿部クリニック 練馬区桜台二丁目１番７号 

18 練馬駅リハビリテーション病院 練馬区練馬一丁目17番１号 

19 ねりま健育会病院 練馬区大泉学園町七丁目３番28号 

20 久保田産婦人科病院 練馬区東大泉三丁目29番10号 

21 大泉病院 練馬区大泉学園町六丁目９番１号 

22 東海病院 練馬区中村北二丁目10番11号 

別表第３（第６条関係） 設置日に係る申請期間 

設置日 申請期間 

２月１日から１月31日まで ４月15日から２月末日まで 

備考 申請期間の初日または最終日が、練馬区の休日を定める条例（平成元年３月練馬区

条例第１号）第２条第１項で定める区の休日に当たる場合には、その直後の区の休日以

外の日を初日または最終日とする。 


