
ＰＰＡモデルを活用した事業用太陽光発電設備導入促進補助金交付要綱 

 （目的） 

第 1条 本市が実施するＰＰＡ（Power Purchase Agreement(電力販売契約）)モデルを活

用した事業用太陽光発電設備導入促進補助金（以下「補助金」という。）の交付手続き等

に関する基本的事項を定めることにより、補助金の交付に関する業務の適正かつ円滑な

運営を図ることを目的とする。なお、補助金の交付については、名古屋市補助金等交付

規則（平成 17 年名古屋市規則第 187 号）の定めによるほか、この要綱に定めるところに

よる。 

（定義） 

第 2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(1)「ＰＰＡモデル」とは、オンサイトＰＰＡモデル及びオフサイトＰＰＡモデルをい

う。 

(2)「オンサイトＰＰＡモデル」とは、ＰＰＡ事業者の費用負担により、需要家施設に

太陽光発電設備を設置し、所有・維持管理等をしながら、当該太陽光発電設備の発電

電力を需要家に売却し、当該施設（当該設備が設置された敷地と同一敷地内に存在す

る他施設含む）に供給する契約方式をいう。 

(3)「オフサイトＰＰＡモデル」とは、ＰＰＡ事業者の費用負担により、需要家施設と

離れた市内の別の場所に太陽光発電設備を設置し、所有・維持管理等をしながら、当

該太陽光発電設備の発電電力を需要家等に売却し、需要家施設に電力等を供給する契

約方式をいう。 

(4)「ＰＰＡ事業者」とは、ＰＰＡモデルにより、需要家の所有する施設等に太陽光発

電設備の設置及び保守管理等を行う事業者をいう。 

(5)「需要家」とは、ＰＰＡモデルにより、電力を購入する事業者をいう。 

(6)「需要家施設」とは、需要家が所有している施設等（同一敷地内に存在する他施設

含む）をいう。 

(7)「太陽電池の最大出力」とは、日本産業規格又はＩＥＣ等の国際規格に規定されて

いる太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値（kW 表示）をいうものとし、小数

点以下第 2位未満は切り捨てる。 

(8) 「パワーコンディショナの定格出力」とは、日本産業規格に規定されているパワー

コンディショナの定格出力の合計値(ｋＷ表示)をいうものとし、小数点以下第 2位未

満は切り捨てる。 

(9)「補助対象経費」とは、第 4条で定める対象システムの設置に要する経費とし、別に

定める。 

(10)「法定耐用年数期間」とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大

蔵省令第 15 号）に定める耐用年数の期間とする。 



 （補助金の交付要件） 

第 3条 補助金は、次の各号に定める事業（以下「補助事業」という。）全てを実施するＰ

ＰＡ事業者（以下「補助事業者」という。）に対し、予算の範囲内で交付する。なお、補

助金の交付は、補助対象経費の範囲内とする。 

(1)名古屋市内に所在する需要家施設において、ＰＰＡモデルにより平時には発電した電

気を同施設内等で消費することを目的とし、かつ停電時にも必要な電力を供給できる

機能を有した太陽光発電設備の導入を行う事業とする。 

 (2)利用料金の低減等を通じて、本補助金全額が需要家に還元されるものであること。 

 (3)発災時等に停電が発生した場合に、発電した電気を需要家が利用するだけでなく、災

害対応等（一般市民への開放含む）に必要な電気を無償で供給すること。 

2  補助事業者は、次の各号に掲げる要件を満たしていること。 

(1)過去５年以内に、国、地方自治体又は企業における、事業用太陽光発電設備の設置工

事（野立て設置を除く）の元請としての施行実績又は発電事業の実績を５件以上有す

る者、もしくはＰＰＡ事業者としての契約実績を有する者 

(2)地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4（一般競争入札の参加者の

資格）の規定に該当するものでないこと。 

(3) ＰＰＡモデルを活用した事業用太陽光発電設備導入促進補助要綱（以下「本要綱」

という。）施行時から本要綱第 6条に係る交付申請書提出までの間に、名古屋市指名停

止要綱（15 財用第 5号）に基づく指名停止の措置要件に該当する行為を行っていない

こと。 

(4)名古屋市内に、本店、支店又は営業所等を有する者であること。 

(5)国税及び地方税に滞納がないこと。 

(6)名古屋市暴力団排除条例（平成 24 年名古屋市条例第 19 号）第 2条第 2号に規定する

暴力団員又は同条第 1 号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するも

のでないこと。 

3 需要家は、次の各号に掲げる要件を満たしていること。 

(1)法人その他の団体であること。 

(2)地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4（一般競争入札の参加者の

資格）の規定に該当するものでないこと。 

(3)本要綱施行時から本要綱第 6条に係る交付申請書提出までの間に、名古屋市指名停止

要綱（15 財用第 5号）に基づく指名停止の措置要件に該当する行為を行っていないこ

と。 

(4)名古屋市内に、本店、支店又は営業所等を有する者であること。 

(5)国税及び地方税に滞納がないこと。 

(6)名古屋市暴力団排除条例（平成 24 年名古屋市条例第 19 号）第 2条第 2号に規定する

暴力団員又は同条第 1 号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するも

のでないこと。 



 （対象システム） 

第 4条 対象システムは、次の各号に定める全ての要件に適合したものとする。 

(1)太陽光発電設備 

ア 停電時にも必要な電力を供給できる機能を有すること。 

イ 太陽電池出力の合計及びパワーコンディショナ出力の合計が10ｋＷ以上であるこ

と。 

ウ 導入する設備から得られる電力量が、平時に使用する電力量を考慮した適正な量

であること。 

(2)蓄電システム 

ア 常時、太陽光発電設備と接続し、太陽光発電設備で発電された電気の全部又は一

部を蓄電システムに充電するとともに充電した電気を当該施設等で消費するもので

あること。 

イ 据置型（定置型）であること。 

ウ 導入する設備から得られる電力量が、平時に使用する電力量及び災害時に必要な

電力量を考慮した適正な量であること。 

エ 太陽電池の最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれか小さい値

（50ｋＷを超える場合にあっては、50ｋＷ）に 20 千円を乗じて得た額が、当該シス

テムの設置にかかる補助対象経費の合計金額以内であること。 

2  対象システムの設置及び管理にあたっては、周辺環境等に影響を及ぼさないよう十分

に注意すること。 

 （補助金の額） 

第 5 条 補助事業者に交付する補助金の額は、太陽電池の最大出力又はパワーコンディシ

ョナの定格出力のいずれか小さい値（50ｋＷを超える場合にあっては、50ｋＷ）に、各

区分に応じた補助単価を乗じて得た額とする。 

区分 補助単価（千円／ｋＷ） 

単体設置 50 

蓄電システム同時設置 70 

2  本補助金以外の補助金等を併用する場合、補助対象経費の合計金額と当該補助金等の

合計金額との差額を、本補助金の上限金額とする。 

 （補助金の交付申請） 

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、次の各号に定め

る書類を添付し、別に定める期間内に補助金交付申請書（第 1号様式。以下「交付申請

書」という。）を市長に提出しなければならない。 

(1) 見積書（設計費、設備費、工事費、その他経費に関する見積書） 

(2) 対象システムを設置する施設等の登記事項証明書（交付申請書を受け付けた日前 6



か月以内のもの。写しも可とする。） 

(3) 現況のカラー写真（対象システムを設置する場所及び施設等全体の写真。新築の場

合で施設がない場合は建築予定地の写真。） 

(4) 設置する太陽電池モジュールの全ての枚数が確認できる配置図 

 (5) 対象システムを設置する施設等の場所を示す地図 

 (6) 設備設置承諾書（第 10 号様式） 

(7) 適正導入量計算書（第 11 号様式） 

(8) 補助金還元確認書（第 12 号様式） 

(9) 災害時等活用方法提案書（第 13 号様式） 

(10) 太陽光発電設備、蓄電システム（蓄電システムを設置する場合に限る）の配線図 

(11) 事業実施体制図 

(12) 補助金の交付決定通知書の写し又はこれと同等と認められる書類（本補助金以外の

補助金等と併用する場合に限る。交付申請時に受領していない場合には実績報告時に

提出すること。） 

(13) ＰＰＡ事業者の登記事項証明書（交付申請書を受け付けた日前 6か月以内のもの。

写しも可とする。） 

(14) ＰＰＡ事業者及び需要家の直近３か年の個別財務諸表 

(15) ＰＰＡ事業者及び需要家の市税納税証明書（全ての市税に未納がないことを証明す

るもの。交付申請書を受け付けた日前 6か月以内のもの。写しも可とする。） 

(16) ＰＰＡ事業者及び需要家の国税納税証明書（全ての国税に未納がないことを証明す

るもの。交付申請書を受け付けた日前 6か月以内のもの。写しも可とする。） 

(17) 過去５年以内における、事業用太陽光発電設備設置工事（野立て設置を除く）の元

請としての施行実績又は発電事業の実績のうち、代表的な実績５件分、もしくはＰＰ

Ａ事業者としての契約実績のうち、代表的な実績 1件分の内容が確認できる書類(契約

書の写し、受注証明書、電力需給契約書等)。 

(18) ＰＰＡ事業者及び需要家の会社概要（会社案内のパンフレット等） 

(19) その他市長が特に必要と認めるもの 

2 本補助を受けることができる回数は、ひとつの需要家施設につき一の年度において１回

とする。 

3  申請者は、別に定める日までに、補助金交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出

しなければならない。 

4   交付申請書は、郵送により提出するものとする。ただし、市長が認める場合は、この

限りでない。 

（交付の決定及び不交付の決定） 

第 7条 市長は、先着順に交付申請書を受け付けるものとする。 

2  市長は、受け付けた交付申請書について、速やかにその内容を審査し、補助金の交付

について決定する。 

3  市長は、補助金を交付する決定（以下「交付決定」という。）をしたときは、補助金交



付決定通知書（第 2号様式。以下「決定通知書」という。）により、また、補助金を交付

しない決定をしたときは、補助金不交付決定通知書（第 3 号様式）により申請者に通知

する。 

4  市長は、必要があると認めるときは、交付決定に関し条件を付すことができる。 

 （受付の終了） 

第 8 条 受け付けた交付申請書に係る補助金交付申請額の総額が予算の範囲を超えた日

（以下「終了日」という。）をもって当該補助事業の受付を終了する。なお、終了日に複

数の交付申請書を受け付けた場合は、次条に定める抽選により交付対象とする申請者を

決定する。 

 （抽選） 

第 9 条 市長は、抽選を行う場合は、くじ引きによる抽選を公開で行い順位を決め、予算

の範囲を超えない順位までを補助金の交付対象者（以下「当選者」という。）とする。 

2  当選者が提出した交付申請書の取扱いは、第 7 条第 2 項から第 4 項までの規定を準用

する。 

 （補欠） 

第 10 条 市長は、前条による抽選の結果、当選者とならなかった申請者を補欠として決定

することができる。 

2  市長は、前項により決定した補欠の数が一定数に達しない場合、終了日の翌日以降も

一定数に達する日まで補欠として交付申請書を受け付けることができる。 

3  市長は、交付決定又は補助金交付額の確定の取消し、補助事業者による補助事業の中

止等により補助金交付額の総額が予算の範囲内となる事由が生じた場合、補欠を予算の

範囲内で補欠番号順に繰り上げ、当選者にすることができる。 

4  補欠の取扱いは、別に定める。 

 （補助事業の着手日及び完了日） 

第 11 条 補助事業者は、決定通知書に記載された交付決定日以降に補助事業に着手しなけ

ればならない。 

2  交付申請書の提出前に着手された補助事業については、第 7 条第 1 項に規定する交付

申請書の受付を行わないものとする。 

3  補助事業者は、別に定める日までに補助事業を完了しなければならない。補助事業の

完了日（以下「事業完了日」という。）は、当該太陽光発電設備に係る電力の受給開始日

又は補助対象経費に係る工事完了日のうちいずれか遅い日とする。 

 （計画の変更） 

第 12 条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助事業に着手する前

に計画変更承認申請書（第 4号様式）を市長に提出し、その承認を受けなければならな



い。ただし、補助事業に着手する前に計画変更承認申請書を提出できないやむを得ない

事由があると市長が判断した場合はこの限りではない。 

（1）補助金額が変更となる計画変更を行うとき。 

（2）その他市長が必要と認めるとき。 

2  市長は、必要があると認めるときは、前項の承認に関し条件を付すことができる。 

3  計画変更承認申請書は、郵送により提出するものとする。ただし、市長が認める場合

は、この限りでない。 

4  市長は、第 1 項の承認をしたときは、計画変更承認通知書（第 5 号様式）により補助

事業者に通知する。 

 （中止） 

第 13 条 補助事業者は、補助事業の一部又は全部を中止しようとするときは、速やかに中

止承認申請書（第 6号様式）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

2  中止承認申請書は、郵送により提出するものとする。ただし、市長が認める場合は、

この限りでない。 

3  市長は、第 1 項の承認をしたときは、中止承認通知書（第 7 号様式）により補助事業

者に通知する。 

 （実績報告及び請求） 

第 14 条 補助事業者は、補助事業（第 3条第 1項第 2号及び第 3号に定める補助事業を除

く。）の完了後、30 日以内又は別に定める日のいずれか早い日までに、各号に定める書

類を添付し実績報告書兼請求書（第 8号様式）を市長に提出しなければならない。 

(1)太陽電池モジュール、パワーコンディショナ及び蓄電システム（蓄電システムを同時

導入した場合のみ）の設置状況を示すカラー写真 

(2)領収書等の写し（補助事業者が補助対象経費を支払ったことが証明できるもの） 

(3)ＰＰＡモデルに係る契約書の写し 

(4)電気事業者の発行する「発電設備の連系に関するお知らせ」等の電力受給契約を証明

する書類の写し 

(5)メーカー又はメーカーを代行する業者の発行する太陽電池モジュールの出力対比表

（設置枚数分の製造番号及び太陽電池モジュールの実出力が記載されているもの）の

写し。ただし、メーカーを代行する業者が発行する太陽電池モジュールの出力対比表

を提出するときは、太陽電池モジュールに同梱されている製造番号表（製造番号と出

力値が記載されているもの）の写しを添付しなければならない。 

(6)パワーコンディショナのメーカー名、型式及び製造番号が確認できるもの（銘板のカ

ラー写真、保証書の写し、検査成績証の写し等） 

(7)設置した蓄電システムの保証書等の写し（蓄電システムを同時導入した場合のみ。保

証開始日、補助事業者の法人名及び型番が確認できるもの） 

(8)補助金還元確認書（第 12 号様式） 

(9) 電力供給に関する誓約書（第 14 号様式） 



(10)太陽光発電設備、蓄電システム（蓄電システムを設置した場合に限る）の配線図 

(11)補助金の交付決定通知書の写し又はこれと同等と認められる書類（本補助金以外の

補助金等と併用し、交付申請時に提出していない場合に限る。） 

(12)その他市長が必要と認めるもの 

2  実績報告書兼請求書は、郵送により提出するものとする。ただし、市長が認める場合

は、この限りでない。 

 （補助金の額の確定） 

第 15 条 市長は、受け付けた実績報告書兼請求書について、速やかにその内容を審査し、

補助金交付額を確定するものとする。 

（補助金の交付） 

第 16 条 市長は、前項の補助金交付額を確定した日から原則 30 日以内に補助金を補助事

業者に支払うものとする。 

 （現地調査等） 

第 17 条 市長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて補助

事業者等に対して報告を求め、又は現地調査等を行うことができる。 

（発電量の報告） 

第 18 条 補助事業者は、本補助を受けた年度並びに翌年度当初から起算して５年の期間、

本補助を受けた設備による年間の発電量及び需要家施設での発電した電気の使用量を、

翌年４月末日までに市に報告しなければならない。 

（取得財産等の管理） 

第 19 条 補助事業者は、補助事業が完了した後も、対象システムを次の各号に掲げる区分

に応じた期間、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従って

その適正な運用を図らなければならない。 

(1) 太陽光発電設備  事業完了日から 17 年間 

(2) 蓄電システム   事業完了日から 6年間 

2  補助事業者は、対象システムを、市長の承認を受けないで、補助金の目的に反する使

用、譲渡、交換、貸し付け、又は担保に供する処分その他の処分（以下「財産処分」とい

う。）をしてはならない。ただし、前項に定められた期間を経過した場合は、この限りで

ない。 

3  補助事業者は、前項の規定にかかわらず補助事業者の責に帰することのできない事由

により第 1項に定められた期間内に当該対象システムを処分した場合には、その旨を市

長に届け出なければならない。 

4  補助事業者は、第 1 項に定められた期間内に対象システムの適正な運用を図る上で必

要な管理及び運用に関する変更を行う場合は、その旨を市長に届け出なければならない。 



5  第 2 項から第 4項に係る手続きについては、承認要領に定める。 

6 ＰＰＡモデルに係る契約期間満了後に、需要家に対して太陽光発電設備等の譲渡等を行

う場合には、当該事項について契約書等に明記すること。 

7 ＰＰＡモデルに係る契約期間満了後に太陽光発電設備等の譲渡等を受け、法定耐用年数

期間経過後に当該太陽光発電設備等の廃棄を行う場合には、当該譲渡等を受けた者の責

任において適切に行わなければならない。 

 （交付決定及び補助金交付額の確定の取消し） 

第 20 条 市長は、補助事業者が本要綱に違反した場合、交付決定を取り消すことができる。 

2  前項の規定は、第 15 条に規定する補助金交付額の確定があった後においても適用があ

るものとする。 

3  市長は、第 1項の規定により取消しをした場合、補助金交付決定取消通知書（第 9号

様式）により補助事業者に通知する。 

（補助金の返還及び加算金・延滞金） 

第 21 条 市長は、前条第 1項の規定により取消しをした場合において、既に補助金が交付

されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

2  市長は、財産処分を承認しようとするときは、交付した補助金の全部又は一部に相当

する金額を市に返還させることができる。 

3  第 1 項又は第 2項の規定による補助金の返還に係る加算金及び延滞金については、名

古屋市補助金等交付規則第 20 条の規定を準用する。 

（法人情報に関する事項） 

第 22 条 市長が事務の執行にあたり補助事業者等から取得した法人情報は、法令に定めら

れている場合を除き次の目的に使用する。 

(1) 補助金交付に係る業務（連絡、資料の送付、補助金の支払、調査、他の補助金に対

する重複申請の調査等） 

(2) 地球温暖化防止等に関する資料の送付 

2  本補助事業において補助事業者等から提出された交付申請書、実績報告書兼請求書及

び添付された書類等は返却しない（市長が必要と認める場合を除く。）。 

 （協力） 

第 23 条 市長は、補助事業者に対し、次に掲げる事項について協力を求めることができる。 

(1) 発災時における災害対応等（一般市民への開放含む）に必要な電気の無償供給 

(2) その他市長が協力を依頼する事項 

 （委任） 

第 24 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、ＰＰＡモデ

ルを活用した事業用太陽光発電設備導入促進補助事業取扱要領で定める。 



附 則 

1  この要綱は、令和 4年 9月 2日から施行する。 


