
東京都区　主な環境関連助成金（平成２３年７月現在）

区名 制度名 制度対象 助成方式 融資限度額(助成限度額) 担当課

千代田区
新ｴﾈﾙｷﾞｰ及び省ｴﾈﾙｷﾞｰ
機器等導入助成制度

一般、区分所有者全員
の有に属する場合は、
管理者又は管理組合
法人

助成金

○太陽光発電ｼｽﾃﾑ
   【家庭用】100,000円/kw（上限400,000円）
   【業務用】150,000円/kw（上限1,000,000円）
○太陽熱温水器
   【家庭用】9,000円/㎡（上限100,000円）
   【業務用】9,000円/㎡（上限200,000円）
○太陽熱ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑ
   【家庭用】
　   熱証書あり：33,000円/㎡（上限500,000円）
　   熱証書なし：16,500円/㎡（上限500,000円）
   【業務用】16,500円/㎡（上限1,000,000円）
○CO2冷媒ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
   【家庭用】機器費用の15％（上限100,000円）
   【業務用】機器費用の5％（上限100,000円）
○ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ給湯器
   【家庭用】機器費用の15％（上限100,000円）
   【業務用】機器費用の5％（上限100,000円）
○潜熱回収型給湯器
   【家庭用】機器費用の40％（上限50,000円）
   【業務用】機器費用の10％（上限25,000円）
○省ｴﾈﾙｷﾞｰ診断後の設備改修
　  設置費用の20％（上限1,000,000円）

環境安全部環境
温暖化対策課
℡ 03(5211)4256

中央区
新ｴﾈﾙｷﾞｰ及び省ｴﾈﾙｷﾞｰ
機器等導入助成制度

助成金 助成金

○太陽光発電ｼｽﾃﾑ
　【戸建住宅】10万円/kW(上限35万円)
○ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑ(ｸﾞﾘｰﾝ熱証書の対象)
　  33,000円/㎡(上限15万円)
○ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑ(ｸﾞﾘｰﾝ熱証書の対象外)
　  16,500円/㎡(上限15万円)
○太陽熱温水器　9,000円/㎡(上限3万円)
○潜熱回収型給湯器　導入費の20%(上限5万円)
○ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ給湯器　導入費の20%(上限15万円)
○ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器　導入費の20%(上限10万円)
○高反射率塗料　導入費の20%(上限10万円)

環境部環境保全課
計画推進係
℡　03(3536)5654
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東京都区　主な環境関連助成金（平成２３年７月現在）

区名 制度名 制度対象 助成方式 融資限度額(助成限度額) 担当課

屋上等緑化助成
一般 助成金

○屋上　所要経費の1/2又は2.5万円/㎡の低い方
　(上限500万円)
○壁面　所要経費の1/2又は15,000円/㎡の低い方
　(上限45万円)
※同一申請箇所で複数の緑化を行う場合は
　上限500万円

各地区総合支所
協働推進課
まちづくり推進担当

住宅用新ｴﾈﾙｷﾞｰ機器設
置費助成制度

一般、ﾏﾝｼｮﾝ管理組合 助成金
○設置費用の1/4
　太陽光発電ｼｽﾃﾑ：上限30万円

省ｴﾈﾙｷﾞｰ機器設置費助
成制度

一般、中小企業者 助成金

○設置費用の1/4
　･CO₂冷媒ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器(ｴｺｷｭｰﾄ)：上限8万円
　･潜熱回収型給湯器(ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ)：上限3万円

高反射率塗料工事費助成
制度

区内に助成 対象建築
物を 所有する個人 又
は法人、ﾏﾝｼｮﾝ管理組
合代表者

助成金 ○設置費用の1/2(上限150万円)

一般 助成金

○太陽光発電システム　１kwあたり14万円、
　上限50万円
○太陽熱給湯システム　本体価格の20%、
　上限30万円
○太陽熱温水器　本体価格の20%、上限10万円
○CO₂冷媒ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器　定額10万円
○潜熱回収型給湯器　定額3万5千円
○高反射率塗装　屋根または屋上：塗料材料
　費全額、上限50万円。日射反射率50%以上を
　有する塗料を用いる
○家庭用燃料電池（ｴﾈﾌｧｰﾑ）
　定額10万円
○雨水利用設備
　本体価格の20%で上限2万円

中小企業・共同住宅管
理組合等

助成金
○太陽光発電システム　１kwあたり14万円、
　上限90万円

環境リサイクル支援部
環境課
℡ 03(3578)2496
              ・2498

環境清掃部環境対策課
℡ 03(5273)4267

新宿区
新エネルギー及び省エネ
ル ギー機器等導入補助金
制度

港区
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東京都区　主な環境関連助成金（平成２３年７月現在）

区名 制度名 制度対象 助成方式 融資限度額(助成限度額) 担当課

屋上等緑化補助
一般

補助金

○屋上緑化及びﾍﾞﾗﾝﾀﾞ：緑化に要した費用の1/2と
　 緑化面積2万円/1㎡のいずれか低い方
○壁面緑化：緑化に要した費用の1/2と緑化面積
　  1万円/1㎡のいずれか低い方
○補助金限度額は合計で40万円

みどり土木部みどり公園課
℡  03(5273)3924

住宅用太陽光発電システ
ム設置費助成

一般
補助金

○一般助成
　　5万円/kW（上限3kWまで）
○耐震改修併用助成
　　15万円/kW（上限3kWまで）

住宅用太陽光発電システ
ム売電助成

一般
補助金

○売電した総電力量に対し、1kWhあたり30円
　  を乗じた金額（上限額：年間５万円）

環境配慮型給湯器設置費
用についての助成

一般

○太陽熱温水器 9千円/㎡（上限5万円）
○ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑ 9千円/㎡（上限5万円）
○CO₂冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート）
　10万円/台
○潜熱回収型給湯器（エコジョーズ）
　4万円/台

屋上等・壁面緑化整備補
助金交付制度

一般 助成金

○屋上・・・建築物の屋上、ベランダ又はこれに類するもの
の全部又は一部に新たに緑地を設置し、
              樹木や草花等を設置する場合
　 壁面・・・新たに道路に面して壁面を緑化する場合
○工事費の1/2、又は1万円/1㎡のいずれか低い方(上限
40万円)

環境保全課緑化推進担
当
℡ 03(5608)6208

雨水利用促進助成制度 一般 助成金

○ﾀﾝｸの種類毎に設定された1㎥あたりの設定限度単
　価等による(上限4万円～100万円) 環境保全課環境啓発担

当
℡ 03(5608)6209

墨田区

文京区

環境政策課地域環境係
℡ 03(5803)1828
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東京都区　主な環境関連助成金（平成２３年７月現在）

区名 制度名 制度対象 助成方式 融資限度額(助成限度額) 担当課

墨田区
地球温暖化防止設備導入
助成制度

一般 助成金

○遮熱断熱塗装
　工事に要する費用の20%で戸建て・事業所上限20万円
　分譲集合住宅面積に応じて50万円から100万円

○建築物断熱改修
　工事に要する費用の20%で上限40万円
　分譲集合住宅戸数に応じて100万円～175万円

○太陽光発電ｼｽﾃﾑ
　1ｋｗあたり10万円か工事費用のいずれか少ない額
　戸建て・事業所上限50万円
　分譲集合住宅上限125万円

○太陽熱温水器
　工事に要する費用の10%で戸建・事業所上限10万円
　分譲集合住宅上限25万円

○CO2冷媒ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器（ｴｺｷｭｰﾄ）
　工事に要する費用の10%で上限5万円

○潜熱回収型給湯器（ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ）
　工事に要する費用の10%で上限2万

○燃料電池発電給湯器（ｴﾈﾌｧｰﾑ）
　工事に要する費用の10%で上限20万

○ｶﾞｽ発電給湯器（ｴｺｳｨﾙ）
　工事に要する費用の10%で上限5万円

環境保全課環境管理担
当
℡ 03(5608)6207

江東区 屋上等緑化助成 一般 助成金

○土厚30cm未満
     15,000円/㎡を上限として工事費の1/2
○土厚30cm以上
     3万円/㎡を上限として工事費の1/2
○壁面緑化
     5,000円/㎡を上限として工事費の1/2
                                   　(上限30万円)

土木部水辺と緑の課
℡ 03(3647)2079
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東京都区　主な環境関連助成金（平成２３年７月現在）

区名 制度名 制度対象 助成方式 融資限度額(助成限度額) 担当課

江東区
地球温暖化防止設備導入
助成 制度 個人･ﾏﾝｼｮﾝ管理組合 助成金

○太陽光発電ｼｽﾃﾑ1kw当たり5万円(上限20万円)
　(集合住宅は上限150万円)
○以下の設備は、設置費用の10％を助成
　･ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑ(上限10万円)
　･太陽熱温水器(上限3万円)
　･ｴｺｷｭｰﾄ(上限8万円)
　･ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ(上限5万円)
　･ｴｺｳｨﾙ(上限10万円)
　･ｴﾈﾌｧｰﾑ(上限40万円)
○高反射率塗装　屋根屋上に使用した塗料材料費全額
　（上限20万円）（集合住宅は上限150万円）

環境清掃部温暖化対策
課
℡ 03(3647)6124

住宅リフォーム助成事業 個人 助成金

○環境への配慮やバリアフリー化
　  防犯・防災対策を含む工事
○工事費用10万円以上、工事費の5％
　　（上限10万円）
　  耐震改修工事は、工事費の10％
　　（上限20万円）

防災まちづくり事業部都
市計画課
℡ 03(5742)6777

環境共生住宅助成事業 個人またはマ ンション
管理組合

助成金

○省ｴﾈﾙｷﾞｰ型設備設置工事、遮熱性塗装工事、
　ｼｯｸﾊｳｽ対策工事
○工事費用10万円以上、工事費の10%(上限30万円)

防災まちづくり事業部都
市計画課
℡ 03(5742)6777

省ｴﾈﾙｷﾞｰ設備導入助成
事業

個人・中小業者・公益
法人

助成金

○CO2冷媒ヒートポンプ給湯器：上限100,000円
○潜熱回収型給湯器：上限40,000円
○ガス発電給湯器：上限300,000円
○家庭用燃料電池：上限800,000円
※ただし、東京都の助成事業を活用しているため
　  区負担分は1/2となる。

都市環境事業部
環境課
℡ 03(5742)6949

屋上緑化等助成
個人・法人 助成金

○工事費の1/2又は定められた単価で算出した額の
　いずれか低い方(上限30万円)

都市環境事業部
水とみどりの課
℡ 03(5742)6799

雨水利用ﾀﾝｸ設置助成
個人・法人 助成金

○雨水利用ﾀﾝｸ購入価格の1/2(上限4万円) 防災まちづくり事業部
都市整備下水道課
℡  03(5742)6794

品川区
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東京都区　主な環境関連助成金（平成２３年７月現在）

区名 制度名 制度対象 助成方式 融資限度額(助成限度額) 担当課

品川区
防水板設置等工事助成

個人・法人 助成金

○個人　工事費の3/4
○法人　工事費の1/2
　(限度額は区民及び区内に会社の登記がある法人
　　は100万円、それ以外は50万円)

防災まちづくり事業部
都市整備下水道課
℡  03(5742)6794

目黒区みどりのまちなみ助
成
（接道部緑化助成）

助成金

○新植助成　1万円～3万円/ｍ
○移植助成　5,000円～1.5万円/本
○縁石設置助成　5,000円/ｍ
○塀撤去助成　9,000円/ｍ
○上限40万円
　（助成金総額に千円未満の端数が生じた場合には
　　切り捨てる）

目黒区
みどりのまちなみ助成
（屋上緑化助成）

助成金

○新植助成　2万円～3万円/㎡
○移植助成　1,000円～1万円/本
○縁石設置助成　1,000円/ｍ
○自動潅水装置助成　2,000円/㎡
○上限40万円(敷地面積500㎡以上は上限20万円）
　（助成金総額に千円未満の端数が生じた場合には
　　切り捨てる）

目黒区
みどりのまちなみ助成
（ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ緑化助成）

助成金

○新植助成　2.5万円～3万円/㎡
○移植助成　1,000円～1万円/本
○縁石設置助成　1,000円/ｍ
○自動潅水装置助成　2,000円/㎡
○上限40万円
　（助成金総額に千円未満の端数が生じた場合には
　　切り捨てる）

目黒区住宅用新ｴﾈ ﾙｷﾞｰ
及び省ｴﾈﾙｷﾞｰ機器設置
費助成

区内の住居に対象機
器を設置する区民

助成金

○設置経費の1/3
　太陽光発電ｼｽﾃﾑ　上限15万円
Co₂冷媒ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器　上限4万円
　潜熱回収型給湯器　上限2.5万円

環境清掃部
環境保全課
℡　03（5722）9034

目黒区

所有者等
都市整備部
みどりと公園課
℡　03(5722)9359
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東京都区　主な環境関連助成金（平成２３年７月現在）

区名 制度名 制度対象 助成方式 融資限度額(助成限度額) 担当課

大田区雨水貯留槽設置助
成 個人・法人 助成金

○本体購入費及び設置費の合計額の1/2助成
○個人で小型を設置する場合は2/3以内
○限度額は小型（500ℓ未満）1基につき4万円まで、
　大型（500ℓ以上）30万円

まちづくり推進部建築調
整課
℡　03(5744)1308

住宅用太陽ｴﾈﾙｷﾞｰ利用
機器 の設置等に係る補助
金

個人・ﾏﾝｼｮﾝ管理組
合・法人

○太陽光発電システム 出力1ｋｗ当たり7万円（上限70万
円）
○ソーラーシステム　16,500円/1㎡（上限20万円）
○太陽熱温水器　9,000円/1㎡（上限10万円）

省ｴﾈﾙｷﾞｰ設備設置等に
係る補 助金 個人

○省エネナビﾞ　1万円又は購入費の1/2のいずれか低い額
○潜熱回収型給湯器　4万円/1台

屋上緑化等助成金 建物所有者 等
助成金

○対象経費の1/2
　1㎡当たり2万円、総額で50万円を限度とする

環境清掃部環境保全課
℡　03(5744)1365

屋上・壁面緑化助成
一般・法人 助成金

○屋上緑化造成　植栽基盤部分
　上限　2万円/㎡
○壁面緑化造成　植物の端から端までの面積又は
　補助材の面積当たり
　上限　1万円/㎡
※併せて上限50万円(助成対象経費の1／2を限度
　とする)

雨水ﾀﾝｸ設置助成
一般・法人 助成金

○雨水ﾀﾝｸ
　屋根に降った雨水を使用するもので、製品として
　販売されており、一般に購入可能なもの
　500ℓ以下　1建物につき1基まで
　（本体購入費及び設置に係る経費）の1/2
※上限　設置経費5千円　　合計額　3万5千円

世田谷区

大田区 補助金 環境清掃部環境保全課
℡　03（5744）1362

みどりとみず政策担当部
みどり政策課
℡　03（5432）2282
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東京都区　主な環境関連助成金（平成２３年７月現在）

区名 制度名 制度対象 助成方式 融資限度額(助成限度額) 担当課

世田谷区
住宅用太陽光発電ｼｽﾃﾑ
機器 設置費補助金

一般・
マンション管理組合

補助金

○7万円（補助単価）×太陽電池の公称最大
　出力数（kW）＝補助額
　20万円を限度とする
　1,000円未満の端数は切り捨て

環境計画課
℡ 03(5432)2272

渋谷区
建築物の屋上緑化助成 一般 助成金

○屋上緑化　　上限40万円
○ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ緑化　上限10万円
○壁面緑化　　上限10万円

都市整備部環境保全課
℡ 03(3463)2749

屋上・壁面緑化助成 一般 助成金

○屋上緑化　2万円/㎡又は助成対象工事実費
　の1/2のいずれか小さい額
○壁面緑化　5,000円/㎡又は助成対象工事実費
　の1/2のいずれか小さい額
○屋上緑化及び壁面緑化あわせて上限100万円

都市整備部住宅課
℡ 03(3312)2111
内線3532

防水板設置工事助成
個人

助成金

○工事費の1/2　上限50万円 都市整備部建設課
℡ 03(3312)2111
内線3423

住宅用太陽ｴﾈﾙｷﾞｰ利用
機器 及び省ｴﾈﾙｷﾞｰ機器
導入助成

個人
助成金

○太陽光発電ｼｽﾃﾑ4万円 /1kw(上限12万円)
○ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑ　2万円/1㎡(上限6万円)
○太陽熱温水器　1万円/1㎡(上限2万円)
○潜熱回収型給湯器　2万円/1台
○CO₂冷媒ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器　5万円/1台
○ｶﾞｽ発電給湯器　5万円/1台
○燃料電池　15万円/1台

環境清掃部環境都市推
進課
℡ 03(3312)2111
内線3732

屋上緑化助成
一般

助成金

○工事費の2/3、又は助成単位額×緑化区画面積の
　いずれか低い方(上限50万円)

壁面緑化助成
一般

助成金

○工事費の2/3、又は助成単位額×緑化区画面積の
　いづれか低い方（上位30万円）

豊島区

杉並区

土木部公園緑地課
℡ 03(3981)4940
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東京都区　主な環境関連助成金（平成２３年７月現在）

区名 制度名 制度対象 助成方式 融資限度額(助成限度額) 担当課

豊島区
ｴｺ住宅普及推進のための
費用 助成制度 一般

助成金

○太陽光発電ｼｽﾃﾑ機器
　出力1kw当たり25,000円（上限10万円）
○太陽熱温水器
　設置費用の10％（上限10万円）
○潜熱回収型ｶﾞｽ給湯器
　一律3万円
○ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ給湯器
　一律5万円
○自然冷媒ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式電気給湯器
　一律5万円
○雨水貯水槽　（容量50ℓ以上1000ℓ以下）
　設置費用の1/2（上限5万円）
○窓の断熱改修工事
　改修工事費用の10%　（上限20万円）
※国で行う「住宅版エコポイント制度」が
　  実施されている間は休止中
○高反射塗装工事
A 　2万円（一律）
　　　（最低塗装面積35㎡以上100㎡未満）
B 　4万円（一律）
　　　（塗装面積100㎡以上）

清掃環境部環境政策課
℡ 03(3981)2771

北区
新ｴﾈﾙｷﾞｰ及び省ｴﾈﾙｷﾞｰ
機器 等導入助成

一般・ﾏﾝｼｮ ﾝ管理組合 助成金

○太陽光発電ｼｽﾃﾑ
・4万円/kw（上限8万円）【国の助成を受ける場合】
・8万円/kw（上限15万円）【国の助成を受けない場合】
○太陽熱温水器　5万円/㎡（上限15万円）
○CO2冷媒ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器　5万円/台
○潜熱回収型給湯器　2万円/台
○ｶﾞｽ発電給湯器　5万円/台
○家庭用燃料電池装置　10万円/台
○遮熱性塗料   1,000円/㎡（上限10万円）

生活環境部環境課
環境政策係
℡ 03(3908)8603
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東京都区　主な環境関連助成金（平成２３年７月現在）

区名 制度名 制度対象 助成方式 融資限度額(助成限度額) 担当課

エコ助成
（太陽熱ソーラーシステ ム
設置）

助成金

○集熱器、蓄熱槽、自動制御装置等で
　構成され㈶ＢＬの優良住宅部品認定
　を受けたもの
○1㎡当り2万円と集熱器面積を乗じて
　得た額と、設置費用の1/2の額のうち
　小さい額（上限20万円）

エコ助成
（太陽熱温水器設置）

助成金

○自然循環式で、㈶ＢＬの優良住宅部品
　認定を受けたもの
○1㎡当り1万円と集熱器面積を乗じて
　得た額と、設置費用の1/2の額のうち
　小さい額（上限8万円）

エコ助成
（CO₂冷媒ヒートポンプ 給
湯器設置）

助成金

○（社）日本冷凍空調工業会の規格に
　基づく年間給湯効率が3.1以上のもの
○設置に要した費用の1/5
（上限8万円）

エコ助成
（潜熱回収型給湯器設置）

助成金
○設置に要した費用の1/5
（上限3.5万円）

ｴｺ助成
(家庭用燃料電池装置設
置)

助成金
○定格出力が1kw級の定置用燃料電池装置
○設置に伴う配管や配線に要した費用の1/2
　(上限10万円)

ｴｺ助成
(太陽光発電ｼｽﾃﾑ機器設
置)

助成金

○住宅の屋根等に設置し、電力会社と電力受
　給契約等を締結できるもの
○助成単価は太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙの1kw当たり2万円
　(上限20万円)

荒川区
個人又は区内に事業
所を有する事業者

環境清掃部環境課
℡ 03(3802)3111
内線483
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東京都区　主な環境関連助成金（平成２３年７月現在）

区名 制度名 制度対象 助成方式 融資限度額(助成限度額) 担当課

ｴｺ助成
(遮熱性塗装施工)

助成金

○太陽光を反射し、塗装面の蓄熱を抑制する
　塗装であるもの
○助成単価は塗装1㎡当たり1,000円を掛けて得た額と
　設置に要した費用の1/2の額のうち小さい額
　(上限20万円)

ｴｺ助成
（屋上緑化施工）

助成金

○建築物の屋根部分に草花、樹木等を植栽するもの
　（最小施工面積2㎡）
○助成単価は1㎡当たり2万円と施工費用の1/2のうち
　小さい額（上限30万円）

ｴｺ助成
（壁面緑化施工）

助成金

○建築物の外壁部分に補助器具等を設置し、壁前
　植栽するもの（最小施工面積2㎡）
○助成単価は1㎡当たり1万円と施工費用の1/2のうち
　小さい額（上限30万円）

ｴｺ助成
（雨水貯水槽設置）

助成金

○貯水ﾀﾝｸの容量が100ℓ以上で、屋根面等から
　雨水を集めるもの
○貯水槽の容量を10ℓで割り1,000円を掛けて得た額と
　設置費用の1/2の額のうち小さい額（上限30万円）

ｴｺ助成
（ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ給湯器設置）

助成金

○設備の総合効率が80%以上でかつ、貯湯ﾕﾆｯﾄの
　容量が120ℓ以上であるもの
○設置に要した費用の1/20（上限5万円）

民間施設緑化助成
(屋上緑化助成)

一般 助成金
○工事費の5割以下とし総額40万円以内
　(上限1万円/㎡)

土木部みどりと公園課
℡  03(3579)2533

住宅用太陽光発電ｼｽﾃﾑ
設置費補助

一般
補助金 ○出力1kw当たり2万5千円(上限10万円) 資源環境部環境保全課

℡  03(3579)2596

荒川区
個人又は区内に事業
所を有する事業者

板橋区

環境清掃部環境課
℡ 03(3802)3111
内線483
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東京都区　主な環境関連助成金（平成２３年７月現在）

区名 制度名 制度対象 助成方式 融資限度額(助成限度額) 担当課

住宅用太陽熱温水器設置
費補助

一般 ○設置に要する経費の5/100(上限4万5千円)

住宅用ｶﾞｽ発電給湯器設
置補助

一般 ○設置に要する経費の5/100(上限4万円)

住宅用CO2冷媒ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
給湯器設置費補助

一般 ○設置に要する経費の5/100(上限3万円)

住宅用潜熱回収型給湯器
設置費補助

一般 ○設置に要する経費の5/100(上限2万円)

住宅用燃料電池ｼｽﾃﾑ設
置費補助

一般 ○設置に要する経費の5/100(上限10万円)

雨水貯留ﾀﾝｸ購入費補助 一般
○住宅等にﾀﾝｸを設置
○購入費の1/2（上限22,500円）

資源環境部環境保全課
℡  03(3579)2593

練馬区
練馬区みどりの街並みづく
り助成制度
屋上緑化助成

一般 助成金

○1㎡につき2万円（ただし、所要経費の1/2が2万円未満
の場合は
　所要経費の1/2）
○上限80万円

環境部みどり推進課
℡  03(5984)2418

板橋区
補助金

資源環境部環境保全課

℡  03(3579)2596
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東京都区　主な環境関連助成金（平成２３年７月現在）

区名 制度名 制度対象 助成方式 融資限度額(助成限度額) 担当課

練馬区みどりの街並みづく
り助成制度
壁面緑化助成

一般 助成金

○緑化区画1㎡につき5,000円
   （ただし、所要経費が5,000円未満の場合は
    所要経費の額）

○登はん補助資材を使用する場合は、登はん補助資材の
    面積1㎡につき1万円
   （ただし、所要経費が1万円未満の場合は
    所要経費の額）

○上限80万円

環境部みどり推進課
℡  03(5984)2418

地球温暖化対策住宅用設
備設置補助

自らが居住する区内の
住宅

補助

○住宅用太陽光発電設備
             上限80,000円/台
○潜熱回収型高効率給湯器
             上限15,000円/台
○自然冷媒ヒートポンプ給湯器
　　　　　　　上限25,000円/台
○ガスエンジン・コージェネレーションシステム
　　　　　　　　　　　　　　　　上限25,000円/台
○家庭用燃料電池システム
　　　　　　　　　上限100,000円/台

環境部環境課
℡ 03(5984)4705

住宅用太陽光発電ｼｽﾃﾑ
設置費補助金

一般
補助金

○10万円/1KW（上限40万円）
環境部温暖化対策課
環境計画係
℡　03（3880）5935

小型雨水貯留槽購入費補
助金

一般
補助金

○本体価格及び設置工事費の合計金額（消費税
　を除く）の1/2（ただし100円未満は切り捨て)
○1家庭2基まで（上限1基あたり25,000円）
　（特定地域割り増しあり、要問合せ）

環境部温暖化対策課
環境計画係
℡　03（3880）5935

練馬区

足立区
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東京都区　主な環境関連助成金（平成２３年７月現在）

区名 制度名 制度対象 助成方式 融資限度額(助成限度額) 担当課

建築物緑化工事助成制度 一般 助成金

○屋上緑化(草本、土厚15cm未満）
　工事費の1/2または5,000円/㎡の小さい方
○屋上緑化(草本、土厚15cm以上）
　工事費の1/2または15,000円/㎡の小さい方
○屋上緑化(樹木、土厚30cm以上)
　工事費の1/2または30,000円/㎡の小さい方
○壁面緑化
　工事費の1/2または5,000円/㎡の小さい方
　助成金限度額50万円

都市建設部
みどり推進課緑化推進係
℡ 03(3880)5188

住宅用太陽熱利用ｼｽﾃﾑ
設置費補助金

個人、管理 組合
助成金

○太陽熱温水器　9,000円/㎡(上限3万円）
○ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑ　16,500円/㎡（上限20万円） 温暖対策課

環境計画係
℡ 03(3880)5935

雨水貯水槽
設置費補助

一般
助成金

○100～500ℓの指定製品
　本体＋設置費の1/2(上限25,000万円)
○500ℓ超
　本体＋設置費の1/2(上限5万円、5千円/100ℓ
　で計算）

太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置助
成

一般
助成金

○3万円/1KW　(上限12万円)　※別途、自家消費
　電力量計測用ﾒｰﾀｰ設置助成（上限1万円）あり

屋上緑化・壁面緑化助成
一般

助成金

○屋上緑化(屋根のないﾍﾞﾗﾝﾀﾞ含む)　2万円/㎡
○壁面緑化　7,500円/㎡
　※上記金額、又は対象工事費の1/2のいずれか
　　低い金額
　(屋上緑化、壁面緑化合せて上限60万円)

省ｴﾈ設備・機器設置費補
助

一般
助成金

○潜熱回収型給湯器及びｶﾞｽ発電給湯器
CO2冷媒ヒートポンプ給湯器
　限度額4万円/台 環境部環境課

℡ 03(5654)8227

葛飾区

足立区

環境部環境課
℡ 03(5654)8227
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