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鈴鹿市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付手続きの手引き（令和 2 年 4 月以降） 
 ※ この手引きを営業活動等に使用することを禁止します。 

 

この補助金は，合併処理浄化槽の設置費用等の一部を設置者に補助することにより，合併処理浄

化槽の普及を図り，家庭などから排出される生活排水による川や海などの公共用水域の水質汚濁を

防止することを目的としています。 

○ 申請できる方    個人 及び 自治会に限ります。 

○ 申請先       営業課（鈴鹿市上下水道局別館 １階） 

○ 対象となる浄化槽及び建築物等（建売住宅，賃貸を目的とする建築物等は補助対象から除きます。） 

種 別 人 槽 機  能  等 補助対象となる建築物等 

合併処理浄化槽 5～10人槽 生物化学的酸素要求量（以下「ＢＯＤ」とい

う。）の除去率が９０％以上，かつ，放流水の

ＢＯＤが２０㎎/ℓ（日間平均値）以下のもので，
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事業における国庫補助指針に適合するもの 

(1) 専ら居住の用に供する住宅 

(2) 延べ床面積の 1/2 以上を居住の用に供す

る建築物 

(3) 鈴鹿市自治会集会所建築等補助金の交付

対象となる集会所 

○ 対象となる地域 ･･･ 次の区域を除く地域 

                 ・下水道事業計画区域 

                 ・農業集落排水事業区域 

                 ・大型合併処理浄化槽の処理区域 

○ 補助金額 

（１）既設の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽に転換する場合 

（建築確認を要する住宅の建替え，増築及び改築に伴い転換する場合を除く。）における 

合併処理浄化槽設置費用 

      (ｱ)  ５  人槽     ２５５，０００円 

      (ｲ) ６～７ 人槽     ３１８，０００円 

      (ｳ) ８～１０人槽     ４２０，０００円 

（２）（１）の場合における下記の区域の合併処理浄化槽設置費用 

（加佐登町・庄野町・汲川原町・高塚町の市街化区域）      

(ｱ)  ５  人槽     ３３０，０００円 

      (ｲ) ６～７ 人槽     ４１４，０００円 

      (ｳ) ８～１０人槽     ５４６，０００円 

（３）新築，建替え等又は既設合併処理浄化槽の更新・改築における合併処理浄化槽設置費用 

    (ｱ)  ５  人槽     １２６，０００円 

      (ｲ) ６～７ 人槽     １５９，０００円 

      (ｳ) ８～１０人槽     ２１０，０００円      

（４）（３）の場合における下記の区域の合併処理浄化槽設置費用 

（加佐登町・庄野町・汲川原町・高塚町の市街化区域）      

(ｱ)  ５  人槽     １６８，０００円 

      (ｲ) ６～７ 人槽     ２０７，０００円 

      (ｳ) ８～１０人槽     ２７６，０００円 
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（５）上記（１），（２）の場合における当該単独処理浄化槽の撤去費用   ９０，０００円 

（６）上記（１），（２）の場合における配管費用             ６０，０００円 

（１），（２），（５），（６）については，単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の使用を廃止して，

合併処理浄化槽を同一敷地内に設置する場合に限り補助対象となります。 

 

○ 合併処理浄化槽補助金交付申請手続きのながれ等 

補助金交付申請書等の提出 → 工 事 → 実績報告書等の提出 → 現場検査 → 請求書の提出 → 補助金の交付 

        （着工）   （完成） 

 

補助金交付申請時の提出書類 実績報告時の提出書類 請求書の提出時 

1 新築等において合併処理浄化槽を設置する場合 

(1) 補助金交付申請書(指定様式) 

(2) 工場生産浄化槽認定シートの写し 

(3) 工場請負契約書の写し  ※1 

(4) 設置場所の位置図 

(5) 建築確認済証の写し 

(6) 浄化槽調書の写し 

(7) 平面図・配置図  ※2 

(8) 登録浄化槽管理票(Ｃ票)，登録証  

(9) 浄化槽法定検査依頼受付書の写し 

(10) 浄化槽設備士特別講習修了の写し ※3 

※1 請負者の契約不適合責任及び実績報告時に 

   必要な書類の提出が明記してあること 

※2 インバートマス，排水経路が記載されたもの 

※3 昭和 62年以前に浄化槽設備士免状の 

 交付を受けた設備士が工事を監督している場合 

 

1新築等において合併処理浄化槽を設置する場合 

(1) 実績報告書(指定様式) 

(2) 工事チェックリスト(指定様式) 

(3) 浄化槽設置工事写真 ※1 

(4) 保守点検及び清掃業務委託契約書の写し 

(5) 法定検査 第 7条・11条検査 受検確約書 

※1 ・浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真 

    (工事前に現地で) 

    ・基礎工事の状況写真(栗石地業及びベースコンクリート) 

    ・据付状況写真(水張り，水準器等による水平確認) 

     (水じめ及び突き固め) 

    ・浄化槽型式認定の表示が写ったもの(据付工事中) 

    ・かさ上げ状況写真(スケールを当てた状態) 

    ・工事完了後の写真(コンクリートスラブ敷設状況) 

すべて共通 

(1)補助金交付請求書 

(指定様式) 

2 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する場合 

(1) 上記１の(1)～(4)，(7)～(10) 

(2) 浄化槽設置届出書の写し 

(3) 単独処理浄化槽を使用していることを証する書類の写し ※１ 

※1 保守点検，清掃，法定検査の実施を確認できる書類等の写し 

 【その他提出書類】 

○既設単独処理浄化槽の撤去費用の補助を受けようとする場合 

(1) 見積書の写し ※2 

※2 清掃費，撤去費，処分費等が記載されたもの 

○配管費用の補助を受けようとする場合 

(1) 見積書の写し ※3 

※3 明細が記載されたもの 

(2)浄化槽法定検査(定期検査)の継続受検依頼書 ※4 

※4 受付印が付されたもの 

2 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する場合 

(1) 上記１の(1)～(5) 

(2) 単独処理浄化槽撤去工事写真 ※1 

(3) 単独処理浄化槽廃止届出書の写し 

※1 着手前，作業中，撤去浄化槽の写真 

  (配置等により撤去できない場合はそのことを証する写真等) 

【その他提出書類】 

○既設単独処理浄化槽の撤去費用の補助を受けようとする場合 

(1) 領収書の写し ※2 

(2) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し  

※2 清掃費，撤去費，処分費等が記載されたもの 

○配管費用の補助を受けようとする場合 

(1) 領収書の写し ※3 

(2) 配管工事写真 ※4  

※3 明細が記載されたもの  

※4 着手前，作業中，完了の写真 

3 くみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合 

(1) 上記１の(1)～(4)，(7)～(10) 

(2) 浄化槽設置届出書の写し 

(3) くみ取り便槽を使用していることを証する書類の写し ※１ 

※1 し尿くみ取り実施を証する書類，領収書等の写し 

【その他提出書類】 

○配管費用の補助を受けようとする場合 

(1) 見積書の写し ※2 

※2 明細が記載されたもの 

3 くみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合 

(1) 上記１の(1)～(5) 

(2) くみ取り便槽撤去工事写真 ※1 

※1 着手前，作業中，完了の写真 

【その他提出書類】 

○配管費用の補助を受けようとする場合 

(1) 領収書の写し ※2 

(2) 配管工事写真 ※3 

※2 明細が記載されたもの  

※3 着手前，作業中，完了の写真 
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○ 補助金の交付手続き 

   補助金交付申請書の受付けについては先着順で行います。本事業は，当該年度の国交付金

及び県補助金の交付決定額に基づく予算の範囲内で実施されます。予算には限りがありま

すので，申請の受付を先着順で行った結果，予算額に達した時点で打切りとなります。 

○ 注意事項 

１ 記載事項に変更があった場合は，変更承認申請書（指定様式）を速やかに提出してください。 

２ 補助金交付申請書，実績報告書，補助金交付請求書，変更承認申請書に使用する印鑑（認印可）

は，同じものを使用してください。なお，振込先口座印と同じである必要はありません。 

３ 実績報告書，補助金交付請求書の提出から補助金が振り込まれるまでには，時間がかかる場合

がありますのでご了承ください。 

４ その他 

(1) 補助金の交付を受けようとする場合には，必ず，着工前（既設の単独処理浄化槽又はくみ取

り便槽から合併処理浄化槽に転換する場合は撤去工事着工前）に補助金交付申請書を提出し

てください。また，着工及び完成は，申請した年度内（３月３１日まで）に行ってください。 

※ 当該合併処理浄化槽に対しての補助金の交付は 1回限りです。 

 (2) 補助の条件に違反した場合等については，補助金の返還等が生じますのでご注意ください。 

○ 浄化槽設置者の責務（設置後） 

  浄化槽の設置者は，浄化槽法により，設置後に次の点検・検査等の業務を実施しなければなり

ません。これらを怠ると罰金等に処せられる場合があります。 

(1) 保守点検  浄化槽法第 8条及び第 10条 

(ｲ) 目 的 浄化槽の性能を継続的に安定したものとするためのもの 

(ﾛ) 頻 度 ２０人槽以下の合併処理浄化槽は４ヶ月に１回以上，２１～５０人槽の合併処 

       理浄化槽は３ヶ月に１回以上。 

(ﾊ) 方 法 保守点検業者（有資格者）に業務委託して実施してください。保守点検業者は

数多くありますので，利便性や価格等によりご自由に選定してください。 

(ﾆ) その他 保守点検結果の記録は３年間保存。市から提出を求めることがあります。 

  (2) 清  掃  浄化槽法第 9条及び第 10条 

   (ｲ) 目 的  浄化槽の中に溜まった汚泥の汲み取り等を行い，浄化槽の機能を確保するため

のもの。 

   (ﾛ) 頻 度  毎年１回。 

   (ﾊ) その他  清掃の記録は３年間保存。市から提出を求めることがあります。  

(3) 法定検査  浄化槽法第 7条及び第 11条 

(ｲ) 目 的  設置状況，維持管理状況及び機能確認をするためのもの。 

(ﾛ) 頻 度 使用開始後３ヶ月を経過した時点で１回，その後毎年１回。 

(ﾊ) 方 法 三重県においては，一般財団法人三重県水質検査センターが指定検査機関と     

なっています。また，毎年１回の第 11 条法定検査については，一般財団法人

三重県水質検査センターへ継続受検の申し込みが可能です。浄化槽の維持管理

状況及び機能確認，さらには，川や海の環境を守るためぜひご活用ください。 

(ﾆ) その他 市から検査結果の提出を求めることがあります。 
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あなたの浄化槽はきちんと動いていますか？ 
浄化槽法により、浄化槽の放流水には水質基準が定められており、適正に維持管理され

ていない場合は罰則規定が定められております。 

浄化槽は，トイレ・台所・風呂場など家庭から排出された汚れた水を，微生物の働きを利用して 

きれいにしているため，浄化槽設置後の維持管理（保守点検・清掃・法定検査）が非常に大切です。 

浄化槽の維持管理が不十分な場合，微生物の働きが低下し，悪臭の発生，汚れた水の排出につな

がり，川や海の汚濁の原因となります。 

このため浄化槽法では，川や海の環境を守るため，保守点検，清掃，法定検査といった浄化槽の

維持管理に関するルールが定められています。 

 

○浄化槽法 

 

 

 

 

 

 

※ 平成１８年２月１日以降に設置された浄化槽について，放流水の水質基準がＢＯＤ２０㎎/ℓ

（注）以下及びＢＯＤ除去率９０％以上であると定められました。 

※ 法定検査とは，三重県知事の指定検査機関である一般財団法人三重県水質検査センターによる

浄化槽の機能を総合的に判断する検査です。 

※ 浄化槽の適正な維持管理を徹底するため，知事は，法定検査を確保するために指導・助言をす

ることができ，かつ，生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは勧告・命令を

することができ，その命令に違反した場合には罰則（３０万円以下の過料）が適用となりまし

た。 

 （注）ＢＯＤ：生物化学的酸素要求量といい，水中の有機物による汚濁の程度を示す指標です。 

 

 

 

 

① 浄化槽の放流水について水質基準が定められました。 

② 浄化槽の使用を廃止した場合，使用廃止届の提出が定められました。 

③ 知事は，法定検査を受けていない浄化槽管理者に対して，指導監督ができるようにな

り，罰則規定（３０万円以下の過料）が定められました。 

浄化槽についての問合せ先 

鈴鹿地域防災総合事務所 環境室環境課 

〒513-0809 鈴鹿市西条五丁目 117 電話 059-382-8675 

浄化槽法定検査についての問合せ先 

一般財団法人三重県水質検査センター 

〒514-0004 津市栄町三丁目 119 電話 059-213-0707 

浄化槽補助金についての問合せ先 

鈴鹿市上下水道局 営業課 

〒510-0253 鈴鹿市寺家町 1170 番地 

電話 059-368-1674  FAX 059-368-1685 

 


