交付申請書チェックリスト太陽光・蓄電池同時設置用
※各項目をチェックし、交付申請書と一緒に提出してください。
記入欄

チェック事項

申請日

・窓口への提出日(郵送の場合は発送日)を記入しましたか。

□

・申請日時点での住所を記入しましたか。
申請者住所

※現住所が天草市外でも申請可能ですが、原則として実績報告書の提出日に

□

おいて設置場所に住民登録していることが必要です。
申請者氏名

・申請者は契約者本人ですか。

□

・システムを設置する市内住宅(連系点)の住所を記入しましたか。
設置場所(連系点)

・新築のため住居表示が確定していない場合は、地番を記入しましたか。

□

※住居表示実施区域の場合
設置対象住宅の区分

・該当する住宅に☑を入れましたか。
・対象システムの要件を確認し、該当するシステムに☑を入れましたか。

設置予定システム

※申請の手引き P1「1 対象システム」参照。

□

・太陽光システム１件あたり５万円です。
太陽光発電
システム

ただし、今年度に市内事業者登録※をしている事業所が施工を行う場合は、
１０万円です。

□

※年度ごとに事業者から「市内事業者登録依頼書」の提出が必要になります。

交付申請額

・蓄電システム１件あたり５万円です。
蓄電
システム

ただし、今年度に市内事業者登録※をしている事業所が施工を行う場合は、
１０万円です。
※年度ごとに事業者から「市内事業者登録依頼書」の提出が必要になります。
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□

交付申請書チェックリスト太陽光・蓄電池同時設置用
添付書類

チェック事項
・設置費用欄には対象システムの設置に係る費用を記入しましたか。

事業計画書

※エコキュート、カーポートなどの対象システム以外の設置に係る費用は含みません。

対象システムを設置する住宅
又は設置されている住宅の所
在を示す地図

対象システム
の配置図

太陽光

蓄電池

・システムを設置する住宅の場所が詳細に判りますか。
※申請の手引き P17「14 住宅の所在地を示す地図の例」参照。
・太陽電池モジュールの設置位置、屋根等の形状、設置枚数、方角が判りますか。
※申請の手引き P18「15 対象システム配置図の例」参照。
・蓄電池の設置位置、建物の形状、玄関の位置、方角が判りますか。
※申請の手引き P18「15 対象システム配置図の例」参照。

□

□

□
□

・JPEA 代行申請センターが発行する「再生可能エネルギー発電事業計画の（変更）認

再生可能エネルギー発電事業
計画の認定に係る通知

定について(通知)」という書類です。
※上記書類の提出ができない特段の事情があると認められる場合は、認定申請画面の写

□

しを提出してください。その場合は、実績報告時に認定通知の写しの提出が必要にな
ります。
・契約者は申請者本人ですか。
（申請者本人を含めた連名での契約は可能）

工事請負契約書又は売買契約

・対象システムの設置経費の内訳が記載されていない場合は、別途、内訳書、見積書等

書の写し

を添付しましたか。

□

・収入印紙は貼ってありますか。

対象システムを設置する住宅
全体のカラー写真

対象システムの設置予定箇所
(屋根、設置場所)のカラー写真
蓄電システムの仕様が確認
できるパンフレット等
蓄電システムの配線図

・建物全体及び周囲の状況が確認できますか。
（複数枚に分けた写真可）
※設置場所と電気を消費する建物が異なる場合は、その位置関係が確認できる写真を提

□

出してください。
・設置予定場所の形状、方角が確認できますか。
※申請の手引き P19～20「16 太陽電池モジュール(設置予定場所・設置後)の写真の撮影

□

について」参照。
・メーカー名、型式名、蓄電容量、国が実施する補助事業における補助対象機器である
ことが確認できますか。
・常時、太陽光発電システムと接続することが確認できる単線結線図等ですか。
※スタンドアロンタイプは対象外です。

□
□

・申請日前 30 日以内に発行されたものですか。(納税証明書ではありません)
※市の職権調査に同意しない場合、又は過去に市から課税されていない場合に提出して

市税等の滞納のない証明書

□

ください。
※転入者の場合は、転出元市町村が発行する「滞納のないことを証明する書類」を提出
してください。
・申請者印は申請書と同じ印かんを使用しましたか。

委任状(様式第 11 号)

※申請に係る手続きを施工事業者等に代行させる場合に提出してください。

□

※手続き代行者の代表者印は、申請の手引き P14 を参照。

市長が必要と認める書類

・居住部分が確認できる間取り図(店舗併用住宅の場合のみ提出)
・戸籍謄本(申請者が単身赴任等により市外に住所を有する場合のみ提出)
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□

交付申請書チェックリスト太陽光設置用
※各項目をチェックし、交付申請書と一緒に提出してください。
記入欄

チェック事項

申請日

・窓口への提出日(郵送の場合は発送日)を記入しましたか。

□

・申請日時点での住所を記入しましたか。
申請者住所

※現住所が天草市外でも申請可能ですが、原則として実績報告書の提出日に

□

おいて設置場所に住民登録していることが必要です。
申請者氏名

・申請者は契約者本人ですか。

□

・システムを設置する市内住宅(連系点)の住所を記入しましたか。
設置場所

・新築のため住居表示が確定していない場合は、地番を記入しましたか。

□

※住居表示実施区域の場合
設置対象住宅の区分

・該当する住宅に☑を入れましたか。
・対象システムの要件を確認し、該当するシステムに☑を入れましたか。

設置予定システム

※申請の手引き P1「1 対象システム」参照。

□

・太陽光システム１件あたり５万円です。
太陽光発電
交付申請額

システム

ただし、今年度に市内事業者登録※をしている事業所が施工を行う場合は、
１０万円です。
※年度ごとに事業者から「市内事業者登録依頼書」の提出が必要になります。

蓄電システム
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□

交付申請書チェックリスト太陽光設置用
添付書類
事業計画書
対象システムを設置する住宅
又は設置されている住宅の所
在を示す地図

チェック事項
・設置費用欄には対象システムの設置に係る費用を記入しましたか。
※エコキュート、カーポートなどの対象システム以外の設置に係る費用は含みません。
・システムを設置する住宅の場所が詳細に判りますか。
※申請の手引き P17「14 住宅の所在地を示す地図の例」参照。

□

□

・太陽電池モジュールの設置位置、屋根等の形状、設置枚数、方角が判りますか。

対象システムの配置図

※申請の手引き P18「15 対象システム配置図の例」参照。

□

・JPEA 代行申請センターが発行する「再生可能エネルギー発電事業計画の（変更）認

再生可能エネルギー発電事業
計画の認定に係る通知

定について(通知)」という書類です。
※上記書類の提出ができない特段の事情があると認められる場合は、認定申請画面の写

□

しを提出してください。その場合は、実績報告時に認定通知の写しの提出が必要にな
ります。
・契約者は申請者本人ですか。
（申請者本人を含めた連名での契約は可能）

工事請負契約書又は売買契約
書の写し

・対象システムの設置経費の内訳が記載されていない場合は、別途、内訳書、見積書等
を添付しましたか。

□

・収入印紙は貼ってありますか。

対象システムを設置する住宅
全体のカラー写真

対象システムの設置予定箇所
(屋根、設置場所)のカラー写真

・建物全体及び周囲の状況が確認できますか。
（複数枚に分けた写真可）
※設置場所と電気を消費する建物が異なる場合は、その位置関係が確認できる写真を提

□

出してください。
・設置予定場所の形状、方角が確認できますか。
※申請の手引き P19～20「16 太陽電池モジュール(設置予定場所・設置後)の写真の撮影

□

について」参照。

蓄電システムの仕様が確認
できるパンフレット等
蓄電システムの配線図
・申請日前 30 日以内に発行されたものですか。(納税証明書ではありません)
※市の職権調査に同意しない場合、又は過去に市から課税されていない場合に提出して

市税等の滞納のない証明書

□

ください。
※転入者の場合は、転出元市町村が発行する「滞納のないことを証明する書類」を提出
してください。
・申請者印は申請書と同じ印かんを使用しましたか。

委任状(様式第 11 号)

※申請に係る手続きを施工事業者等に代行させる場合に提出してください。

□

※手続き代行者の代表者印は、申請の手引き P14 を参照。

市長が必要と認める書類

・居住部分が確認できる間取り図(店舗併用住宅の場合のみ提出)
・戸籍謄本(申請者が単身赴任等により市外に住所を有する場合のみ提出)
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□

交付申請書チェックリスト蓄電池設置用
※各項目をチェックし、交付申請書と一緒に提出してください。
記入欄
申請日

チェック事項
・窓口への提出日(郵送の場合は発送日)を記入しましたか。

□

・申請日時点での住所を記入しましたか。
申請者住所

※現住所が天草市外でも申請可能ですが、原則として実績報告書の提出日に

□

おいて設置場所に住民登録していることが必要です。
申請者氏名

・申請者は契約者本人ですか。

□

・システムを設置する市内住宅(連系点)の住所を記入しましたか。
設置場所

・新築のため住居表示が確定していない場合は、地番を記入しましたか。

□

※住居表示実施区域の場合
設置対象住宅の区分

・該当する住宅に☑を入れましたか。
・対象システムの要件を確認し、該当するシステムに☑を入れましたか。

設置予定システム

※申請の手引き P1「1 対象システム」参照。

□

太陽光発電
システム
・蓄電システム１件あたり５万円です。

交付申請額
蓄電システム

ただし、今年度に市内事業者登録 ※をしている事業所が施工を行う場合
は、１０万円です。
※年度ごとに事業者から「市内事業者登録依頼書」の提出が必要になります。
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□

交付申請書チェックリスト蓄電池設置用
添付書類
事業計画書
対象システムを設置する住宅
又は設置されている住宅の所
在を示す地図
対象システムの配置図

チェック事項
・設置費用欄には対象システムの設置に係る費用を記入しましたか。
※エコキュート、カーポートなどの対象システム以外の設置に係る費用は含みません。
・システムを設置する住宅の場所が詳細に判りますか。
※申請の手引き P17「14 住宅の所在地を示す地図の例」参照。
・蓄電池の設置位置、建物の形状、玄関の位置、方角が判りますか。
※申請の手引き P18「15 対象システム配置図の例」参照。

□

□

□

・契約者は申請者本人ですか。
（申請者本人を含めた連名での契約は可能）

工事請負契約書又は売買契約
書の写し

・対象システムの設置経費の内訳が記載されていない場合は、別途、内訳書、見積書
等を添付しましたか。

□

・収入印紙は貼ってありますか。

対象システムを設置する住宅
全体のカラー写真
対象システムの設置予定箇所
(設置場所)のカラー写真
蓄電システムの仕様が確認で
きるパンフレット等
蓄電システムの配線図

・建物全体及び周囲の状況が確認できますか。

□

・設置予定場所の形状、方角が確認できますか。

□

・メーカー名、型式名、蓄電容量、国が実施する補助事業における補助対象機器であ
ることが確認できますか。
・常時、太陽光発電システムと接続することが確認できる単線結線図等ですか。
※スタンドアロンタイプは対象外です。

□
□

・申請日前 30 日以内に発行されたものですか。(納税証明書ではありません)
※市の職権調査に同意しない場合、又は過去に市から課税されていない場合に提出し

市税等の滞納のない証明書

□

てください。
※転入者の場合は、転出元市町村が発行する「滞納のないことを証明する書類」を提
出してください。
・申請者印は申請書と同じ印かんを使用しましたか。

委任状(様式第 11 号)

※申請に係る手続きを施工事業者等に代行させる場合に提出してください。

□

※手続き代行者の代表者印は、申請の手引き P14 を参照。
・太陽光発電システムが設置されていることが確認できる書類（太陽電池モジュール

市長が必要と認める書類

の写真、電力受給契約書、直近の購入電力量のお知らせ等）
・居住部分が確認できる間取り図(店舗併用住宅の場合のみ提出)
・戸籍謄本(申請者が単身赴任等により市外に住所を有する場合のみ提出)
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□

