
   伊勢原市合併処理浄化槽設置補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、生活系排

水対策として合併処理浄化槽設置整備事業（以下「事業」という。）を行う者に対し、補

助金を交付することについて伊勢原市補助金等の交付規則（昭和５５年伊勢原市規則第

１９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 

  （定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

 (1) 合併処理浄化槽 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第２条第１号に規定する浄

化槽であって、生物化学的酸素要求量（以下「ＢＯＤ」という。）除去率９０パ－セ

ント以上の機能及び放流水のＢＯＤが２０ミリグラムパ－リットル（日間平均値）以

下とする機能を有し、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合する

ものをいう。 

 (2) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律（平成１２年法律第１０６号）

附則第２条に規定する浄化槽とみなされたもので、既に設置されているし尿のみを処

理する浄化槽をいう。 

 （対象となる事業） 

第３条 交付の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 (1) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項の規定に該当することなく、

既設単独処理浄化槽又は既設くみ取便所から合併処理浄化槽に設置替えするものであ

ること。 

 (2) 専ら自己が居住の用に供する住宅に整備するものであること。 

 (3) やむを得ない場合を除き、便所、台所、風呂等と合併処理浄化槽の間及び合併処理

浄化槽と放流先の間を管きょで接続するものであること。 

 (4) 他の予算制度に基づき国県市の補償又は補助を受けていないものであること。 

２ 事業の対象となる地域は、本市域のうち、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４

条第１項又は同法第２５条の１１第１項に基づき策定された事業計画の予定処理区域を

除く地域とする。 

３ 事業の対象となる合併処理浄化槽は、処理対象人員１０人以下のものとし、その処理

対象人員は、処理対象人員算定基準（ＪＩＳ Ａ ３３０２－２０００）の規定により

算定する。 

  （交付の対象者） 

第４条 交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が認め

るときは、この限りでない。 

 ( 1 ) 浄化槽法第５条第１項に基づく設置の届出が受理された者であること。 

 (2) 伊勢原市下水道条例（昭和４８年伊勢原市条例第４号）第３２条第１項の許可を得

た者でないこと。 

 (3) 市税の滞納がない者であること。 

 (4) 交付を申請する年度内に補助金の申請及び市の実施する完了検査を受検することの



できる者であること。 

 (5) 合併処理浄化槽の適正かつ継続的な維持管理ができる者であること。 

  （補助金の額） 

第５条 市長は、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して予算の範囲内で、次の表

の補助金の額を交付することができる。 

人槽区分   5 人  槽   ６人槽 ～ ７人槽   ８人槽 ～ 10人槽 

補助金の額  332,000円   414,000円   548,000円 

２ 前項の規定において、伊勢原市公共下水道全体計画区域外で合併処理浄化槽の設置に

伴い既存単独処理浄化槽（使用期間が３０年以内）を撤去する場合は、撤去費用として

９０，０００円を上乗せして交付することができる。 

 （交付の申請） 

第６条 補助金の交付の申請をしようとする者（以下「申請者」という。）は、工事に着

手する前に規則第５条の規定により、伊勢原市合併処理浄化槽設置補助金交付申請書

（第１号様式）に次に掲げる書類を添え市長に提出しなければならない。 

 (1) 事業計画書（第２号様式） 

 (2) 収支予算書（第３号様式） 

 (3) 設置場所案内図 

 (4) 浄化槽法第５条第２項に規定された所要の期間を経過した浄化槽設置届出書の写し 

 (5) 浄化槽工事業又は特例浄化槽工事業を証する書面の写し 

 (6) 浄化槽設備士免状の写し（昭和６３年３月３１日以前に浄化槽設備士免状の交付を

受けた者にあっては、小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会修了証書の写しを含

む。） 

 (7) 維持管理誓約書（第４号様式） 

 (8) 既設単独処理浄化槽又は既設くみ取便所の使用が確認できる書面 

２  申請者が借家人又は借地人であるときは、前項に規定するもののほか賃貸人（物権者）

の承諾を証する書面を添付するものとする。 

 （補助事業の認定） 

第７条 市長は前条の規定により申請があったときは、規則第６条第１項の規定に基づき

補助金の交付を決定する前に、事業計画書その他の書類を審査し、当該事業が補助金交

付の対象となる要件を備えていると認めるものについて、伊勢原市合併処理浄化槽設置

補助事業認定（変更認定）通知書（第５号様式。以下「補助事業認定通知書」という。）

により、その旨を申請者に対し通知するものとする。 

２ 前項の規定に基づく通知を受けた者は、合併処理浄化槽設置工事に着手する前に、事

業着手届（第６号様式）を市長に提出しなければならない。 

３ 事業認定後、通知内容に変更が生じた場合には、申請者は、速やかに伊勢原市合併処

理浄化槽設置補助事業変更申請書（第７号様式）を提出するものとし、当該変更にかか

わる事業認定については、前項の規定を準用する。 

（完了報告） 

第８条 第７条の規定による補助事業の認定を受けた者は、当該事業完了後、速やかに合



併処理浄化槽設置完了届（第８号様式）に次の書類を添付して市長に提出し、検査を受

けなければならない。 

 (1) 収支決算書（第９号様式） 

 (2) 配置配管図 

 (3) 登録浄化槽管理票（Ｃ票） 

 (4) 浄化槽保守点検及び浄化槽清掃の契約書の写し 

 (5) 浄化槽法定検査依頼書 

 (6) 施工写真 

 (7) 浄化槽設備士によるチェックリスト 

 (8) 補助事業認定通知書の写し 

 (9) 建築平面図（二世帯住宅の場合） 

 (10) 既存単独処理浄化槽の撤去作業工程等写真 

 (11) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１２条の３第

１項に規定する産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写し（産業廃棄物として処分す

る場合） 

 （完了検査） 

第９条 市長は、前条の完了報告があったときは、当該報告にかかる書類を審査し、遅滞

なく合併処理浄化槽の設置状況の検査を行うものとする。 

 （交付の決定） 

第１０条 市長は、前条の完了検査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、伊

勢原市合併処理浄化槽設置補助金交付決定通知書（第１０号様式。以下「交付決定通知

書」という。）により通知するものとする。 

  （補助金の請求） 

第１１条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者は、伊勢原市合併処理浄化槽設

置補助金交付請求書（第１１号様式）に交付決定通知書の写しを添付し、請求するもの

とする。 

  （維持管理） 

第１２条 補助金の交付を受けた者は、合併処理浄化槽の機能が正常に働くように適正な

維持管理をするよう努めなければならない。 

  （報告） 

第１３条 市長は、補助対象となった合併処理浄化槽について設置後の適正な維持管理の

状況を確認するため、補助対象者等から報告を求めることができる。 

 （財産の処分の制限） 

第１４条 規則第２０条ただし書の規定により市長が定める期間は１０年とし、同条第３

号の規定により市長が定める財産の種類は合併処理浄化槽とする。ただし、やむを得な

いと市長が認めるときは、この限りでない。 

  （特例措置） 

第１５条 市長は、第３条から第５条までの規定にかかわらず、特例措置として、大山地

区で旅館又は飲食店を営む者が、観光地における公共用水域の水質汚濁を防止するため

に合併処理浄化槽を設置しようとする場合は、予算の範囲内で次の表の補助金の額を交



付することができる。ただし、既に合併処理浄化槽を設置しており、旅館又は飲食店か

らの排水を同浄化槽にて処理している場合は、交付の対象外とする。 

人槽区分  5 人  槽 ６人槽～７人槽 ８人槽～10人槽 11人槽～20人槽 21人槽～30人槽 31人槽～40人槽  

 補助金の額 332,000円 414,000円 548,000円 600,000円 650,000円 700,000円 

人槽区分 41人槽～50人槽 以下１人槽増すごとに10,000円を加算 

（上限1,500,000円） 

 

 補助金の額 750,000円 

２ 前項に規定する補助金の交付については、第６条から前条までの規定を準用する。 

  この場合において、建築基準法第６条第１項に規定する行為に伴い、合併処理浄化槽

を設置する者に適用する場合については、第６条第１項第４号中「浄化槽法第５条第２

項に規定された所要の期間を経過した浄化槽設置届出書の写し」とあるのは「建築確認

通知書の写し等（人槽の分かるもの）」と読み替えるものとし、同項第８号を省略するこ

とができる。 

  （委任） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、昭和 63年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成元年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成３年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成５年６月１日から施行する。 

この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

     附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成１０年度内に工事に着手し、当該工事の完了が平成１１年度に至るものにあって

は、なお従前の例による。 

３ 改正後の第５条の規定は、平成１１年度以降に工事着手するものから適用する。 

      附 則 

  （施行期日） 

１ この告示は、平成１２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行前に改正前の伊勢原市合併処理浄化槽設置補助金交付要綱の規定によ

り合併処理浄化槽の設置工事に着手し、当該工事の完了が平成１２年度に至るものにあ

っては、なお従前の例による。 

     附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行し、改正後の伊勢原市合併処理浄化槽設置補助金交付

要綱は、平成１３年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 



２ 改正後の伊勢原市合併処理浄化槽設置補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行日以

降に申請があったものから適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の

例による。 

３ 平成１２年３月１７日以前に浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第５条第１項に基

づく設置の届出が受理され、又は建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１

項に基づく確認が受け付けられた人槽の認定については、なお従前の例による。 

      附 則 

  （施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行し、平成１４年４月１日から適用する。 

  （経過措置） 

２ この告示の施行の日（以下「施行日」という。）前に合併処理浄化槽の設置工事に着手

した者で施行日以後に当該設置工事を完了し、合併処理浄化槽の使用を開始したものに

ついての第５条、第６条（第１４条第３項の規定により準用される場合を含む。）及び第

１４条の規定の適用については、第５条第１項中「設置しようとする」とあるのは「設

置した」と、同条第２項中「設置替えとなる」とあるのは「設置替えとなった」と、第

６条第１項中「工事に着手する前に」とあるのは「工事完了後速やかに」と、第１４条

第１項中「設置しようとする」とあるのは「設置した」と、同条第２項中「設置替えと

なる」とあるのは「設置替えとなった」とし、施行日から起算して６箇月以内にその者

が補助金の交付の申請をした場合に補助金を交付することができるものとする。 

３ 前項に規定する者がこの告示よる改正前の伊勢原市合併処理浄化槽設置補助金交付要

綱（以下「旧要綱」という。）の規定により既に補助金を交付された合併処理浄化槽の設

置工事について補助金の交付を受けようとする場合は、旧要綱の規定により交付された

補助金は、改正後の伊勢原市合併処理浄化槽設置補助金交付要綱の規定による補助金の

内払とみなす。 

   附 則  

  （施行期日）   

１ この告示は、平成１８年７月１日から施行する。 

  （経過措置）                                   

２ この告示の施行の日前に改正前の伊勢原市合併処理浄化槽設置補助金交付要綱（以下

「旧要綱」という。）の規定により既に認定通知を交付された合併処理浄化槽の設置工事

について補助金の交付を受けようとする場合は、旧要綱の規定による。 

   附 則  

この告示は、公表の日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 

   附 則  

この告示は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年１０月２６日告示第１７１号）  

この告示は、公表の日から施行する。 

   附 則（平成２６年２月２７日告示第１４号） 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２９年３月３１日告示第４９号） 



この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

 


