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伊賀市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の一部を改正する告示新旧対照表 

 

 改正後 改正前 

○伊賀市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 ○伊賀市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 

平成16年11月１日告示第72号 平成16年11月１日告示第72号 

改正 改正 

平成17年４月１日告示第52号 平成17年４月１日告示第52号 

平成18年３月22日告示第34号 平成18年３月22日告示第34号 

平成19年３月12日告示第50号 平成19年３月12日告示第50号 

平成20年３月31日告示第46号 平成20年３月31日告示第46号 

平成21年３月31日告示第48号 平成21年３月31日告示第48号 

伊賀市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 伊賀市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 

（目的） （目的） 

第１条 この要綱は、市が交付する合併処理浄化槽設置整備事業補助金の対

象区域、補助対象、補助金額、手続その他必要な事項を定めることを目的

とする。 

第１条 この要綱は、市が交付する合併処理浄化槽設置整備事業補助金の対

象区域、補助対象、補助金額、手続その他必要な事項を定めることを目的

とする。 

（対象区域） （対象区域） 

第２条 対象区域は、伊賀市内の次の各号に掲げる区域を除く、市長が定め

る区域とする。 

第２条 対象区域は、伊賀市内の次の各号に掲げる区域を除く、市長が定め

る区域とする。 

(１) 公共下水道事業及び農業集落排水事業の事業認可区域 (１) 公共下水道事業及び農業集落排水事業の事業認可区域 

(２) 大型合併処理浄化槽を利用して共同処理される住宅団地等の区域 (２) 大型合併処理浄化槽を利用して共同処理される住宅団地等の区域 

 (３) 浄化槽市町村整備推進事業における対象区域 

（補助の対象） （補助の対象） 

第３条 補助の対象となる浄化槽は、次に掲げる浄化槽とする。 第３条 補助の対象となる浄化槽は、次に掲げる浄化槽とする。 

(１) 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

同法第４条第１項の規定による構造基準に適合し、し尿と雑排水を併せ

て処理する浄化槽であって次の機能を有するもの 

(１) 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

同法第４条第１項の規定による構造基準に適合し、し尿と雑排水を併せ

て処理する浄化槽であって次の機能を有するもの 

ア 生物化学的酸素要求量（以下［ＢＯＤ］という。）除去率90パーセ

ント以上のもの 

ア 生物化学的酸素要求量（以下［ＢＯＤ］という。）除去率90パーセ

ント以上のもの 
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 改正後 改正前 

イ 放流水のＢＯＤが20㎎／ι（日間平均値）以下の機能を有するもの イ 放流水のＢＯＤが20㎎／ι（日間平均値）以下の機能を有するもの 

(２) 平成４年10月30日付け厚生省生活局水道環境部環境整備課浄化槽対

策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指

針」に適合するもので「合併処理浄化槽設置整備事業に係る合併処理浄

化槽登録要領」（平成14年12月１日施行、全国合併処理浄化槽普及促進

市町村協議会）に基づき登録されたもの 

(２) 平成４年10月30日付け厚生省生活局水道環境部環境整備課浄化槽対

策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指

針」に適合するもので「合併処理浄化槽設置整備事業に係る合併処理浄

化槽登録要領」（平成14年12月１日施行、全国合併処理浄化槽普及促進

市町村協議会）に基づき登録されたもの 

(３) 処理対象人員が10人以下のもので自己の所有地（借地を含む。）で

居住の用に供する建物又は延べ床面積の２分の１以上を居住の用に供す

る建物（以下「住宅等」という。）に設置されるもの 

(３) 処理対象人員が10人以下のもので自己の所有地（借地を含む。）で

居住の用に供する建物又は延べ床面積の２分の１以上を居住の用に供す

る建物（以下「住宅等」という。）に設置されるもの 

（補助金の交付） （補助金の交付） 

第４条 市長は、第２条に規定する区域内において、前条に定める浄化槽（以

下「補助対象合併処理浄化槽」という。）を設置しようとする伊賀市に住

所を有する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。 

第４条 市長は、第２条に規定する区域内において、前条に定める浄化槽（以

下「補助対象合併処理浄化槽」という。）を設置しようとする伊賀市に住

所を有する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、

補助金を交付しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、

補助金を交付しない。 

(１) 浄化槽法第５条第１項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法

（昭和25年法律第201号）第６条第１項に基づく確認を受けずに合併処理

浄化槽を設置する者 

(１) 浄化槽法第５条第１項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法

（昭和25年法律第201号）第６条第１項に基づく確認を受けずに合併処理

浄化槽を設置する者 

(２) 補助事業の年度内に合併処理浄化槽を設置することができない者 (２) 補助事業の年度内に合併処理浄化槽を設置することができない者 

(３) 設置区域の自治会長又は水利管理者等の承諾が得られない者 (３) 設置区域の自治会長又は水利管理者等の承諾が得られない者 

(４) 住宅等を借りている者で、賃借人の承諾が得られない者 (４) 住宅等を借りている者で、賃借人の承諾が得られない者 

(５) 販売の目的として補助対象合併処理浄化槽付住宅等を建築（改築）

する者（以下「建築者」という。） 

(５) 販売の目的として補助対象合併処理浄化槽付住宅等を建築（改築）

する者（以下「建築者」という。） 

３ 建築者が、第６条第２項及び第３項の規定により、補助対象合併処理浄

化槽付住宅等の設置を市長と協議し、補助対象とする旨の回答があった住

宅等を購入した者（以下「購入者」という。）は、協議があった年度に限

り補助金交付の対象者となることができる。 

３ 建築者が、第６条第２項及び第３項の規定により、補助対象合併処理浄

化槽付住宅等の設置を市長と協議し、補助対象とする旨の回答があった住

宅等を購入した者（以下「購入者」という。）は、協議があった年度に限

り補助金交付の対象者となることができる。 

（補助金額） （補助金額） 
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第５条 補助金の額は、別表に定める額とする。 第５条 補助金の額は、別表に定める額とする。 

（補助金交付申請） （補助金交付申請） 

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、

あらかじめ補助金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に

次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

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、

あらかじめ補助金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に

次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

(１) 建築確認済の浄化槽調書の写し又は審査期間を経過した浄化槽設置

届出書の写し 

(１) 建築確認済の浄化槽調書の写し又は審査期間を経過した浄化槽設置

届出書の写し 

(２) 設置場所の案内図及び配置図 (２) 設置場所の案内図及び配置図 

(３) 住宅等を借りている者は、賃借人の合併処理浄化槽設置承諾書 (３) 住宅等を借りている者は、賃借人の合併処理浄化槽設置承諾書 

(４) 見積書又は工事請負契約書の写し (４) 見積書又は工事請負契約書の写し 

(５) 確約書（様式第11号） (５) 確約書（様式第11号） 

(６) 登録浄化槽管理票（Ｃ票）及び全国合併処理浄化槽普及促進市町村

協議会発行の登録証 

(６) 登録浄化槽管理票（Ｃ票）及び全国合併処理浄化槽普及促進市町村

協議会発行の登録証 

(７) 設置地域の自治会長、水利管理者等の承諾又は同意があったことが

確認できる書面 

(７) 設置地域の自治会長、水利管理者等の承諾又は同意があったことが

確認できる書面 

(８) 浄化槽設備士免状（小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会及び

維持管理特別講習会を修了したものは、併せて修了証書の写し） 

(８) 浄化槽設備士免状（小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会及び

維持管理特別講習会を修了したものは、併せて修了証書の写し） 

(９) 市税完納証明書 (９) 市税完納証明書 

(10) その他市長が必要と認める書類 (10) その他市長が必要と認める書類 

２ 販売目的の補助対象合併処理浄化槽付住宅等を補助金交付の対象としよ

うとする場合、建築者は、あらかじめ補助対象事前協議書（様式第２号）

に前項第１号、第２号、第７号、第８号及び第10号に規定する書類を添え

て市長に提出し、協議しなければならない。 

２ 販売目的の補助対象合併処理浄化槽付住宅等を補助金交付の対象としよ

うとする場合、建築者は、あらかじめ補助対象事前協議書（様式第２号）

に前項第１号、第２号、第７号、第８号及び第10号に規定する書類を添え

て市長に提出し、協議しなければならない。 

３ 前項の規定による協議書が提出された場合は、市長は、補助金交付の可

否を決定し、補助対象事前協議回答書（様式第３号）により建築者に通知

する。 

３ 前項の規定による協議書が提出された場合は、市長は、補助金交付の可

否を決定し、補助対象事前協議回答書（様式第３号）により建築者に通知

する。 

４ 前項の規定により補助金交付の対象となる通知を受けた建築者は、補助

対象合併処理浄化槽の適正な設置工事を行い、工事完了後速やかに工事完

４ 前項の規定により補助金交付の対象となる通知を受けた建築者は、補助

対象合併処理浄化槽の適正な設置工事を行い、工事完了後速やかに工事完
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了報告書（様式第４号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなけ

ればならない。 

了報告書（様式第４号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなけ

ればならない。 

(１) 浄化槽設置工事の状況が確認できる工程別の写真 (１) 浄化槽設置工事の状況が確認できる工程別の写真 

(２) 浄化槽設備士によるチェックリスト (２) 浄化槽設備士によるチェックリスト 

５ 購入者は、申請書に次に掲げる書類を添付して、速やかに市長に提出し

なければならない。 

５ 購入者は、申請書に次に掲げる書類を添付して、速やかに市長に提出し

なければならない。 

(１) 購入者と建築者の関係を明らかにする売買契約書の写し (１) 購入者と建築者の関係を明らかにする売買契約書の写し 

(２) 当該物件にかかる補助対象事前協議回答書の写し (２) 当該物件にかかる補助対象事前協議回答書の写し 

(３) 第１項第５号、第６号、第９号及び第10号に規定する書類 (３) 第１項第５号、第６号、第９号及び第10号に規定する書類 

（交付の決定及び通知書類） （交付の決定及び通知書類） 

第７条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかに

その内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。 

第７条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかに

その内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。 

２ 市長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては

補助金交付決定通知書（様式第５号）により、交付しないと決定した者に

対しては補助金不交付通知書（様式第６号）により、それぞれ通知する。 

２ 市長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては

補助金交付決定通知書（様式第５号）により、交付しないと決定した者に

対しては補助金不交付通知書（様式第６号）により、それぞれ通知する。 

（変更承認申請書等） （変更承認申請書等） 

第８条 前条第１項の規定により、補助金交付決定を受けた者（以下「補助

対象者」という。）は、前条第２項の補助金交付決定通知を受けたのち、

補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようと

するときは、変更承認申請書（様式第７号）を市長に提出して、その承認

を受けなければならない。 

第８条 前条第１項の規定により、補助金交付決定を受けた者（以下「補助

対象者」という。）は、前条第２項の補助金交付決定通知を受けたのち、

補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようと

するときは、変更承認申請書（様式第７号）を市長に提出して、その承認

を受けなければならない。 

２ 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業

の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けな

ければならない。 

２ 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業

の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けな

ければならない。 

（実績報告） （実績報告） 

第９条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後１月以内又は当該年度の末

日のいずれか早い日までに実績報告書（様式第８号）に次に掲げる書類を

添付して、市長に提出しなければならない。 

第９条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後１月以内又は当該年度の末

日のいずれか早い日までに実績報告書（様式第８号）に次に掲げる書類を

添付して、市長に提出しなければならない。 
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(１) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

（補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあって

は、自ら行うことができることを証明する書類） 

(１) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

（補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあって

は、自ら行うことができることを証明する書類） 

(２) 浄化槽工事に係る領収書の写し (２) 浄化槽工事に係る領収書の写し 

(３) 合併処理浄化槽設置工事の状況が確認できる工程別の写真 (３) 合併処理浄化槽設置工事の状況が確認できる工程別の写真 

(４) 浄化槽設備士によるチェックリスト (４) 浄化槽設備士によるチェックリスト 

(５) その他市長が必要と認める書類 (５) その他市長が必要と認める書類 

２ 購入者の場合は、補助金交付決定後１月以内又は当該年度末日のいずれ

か早い日までに実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しな

ければならない。 

２ 購入者の場合は、補助金交付決定後１月以内又は当該年度末日のいずれ

か早い日までに実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しな

ければならない。 

(１) 第６条第５項第１号に規定する売買契約書に係る領収書又は浄化槽

工事に係る領収書の写し 

(１) 第６条第５項第１号に規定する売買契約書に係る領収書又は浄化槽

工事に係る領収書の写し 

(２) 前項第１号及び第５号に規定する書類 (２) 前項第１号及び第５号に規定する書類 

（交付額の確定） （交付額の確定） 

第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事

業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると

認めるときは、補助金の交付の決定額を確定し補助金交付額確定通知書（様

式第９号）により速やかに補助対象者に通知する。 

第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事

業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると

認めるときは、補助金の交付の決定額を確定し補助金交付額確定通知書（様

式第９号）により速やかに補助対象者に通知する。 

（補助金の請求） （補助金の請求） 

第11条 前条の補助金交付額確定通知書による通知を受けた補助対象者は、

速やかに補助金交付請求書（様式第10号）により請求するものとし、市長

は、その請求に基づき補助金を交付する。 

第11条 前条の補助金交付額確定通知書による通知を受けた補助対象者は、

速やかに補助金交付請求書（様式第10号）により請求するものとし、市長

は、その請求に基づき補助金を交付する。 

（補助金交付の取消し） （補助金交付の取消し） 

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補

助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。 

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補

助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 (１) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(２) 補助金を他の用途に使用したとき。 (２) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(３) 補助金の交付の条件に違反したとき。 (３) 補助金の交付の条件に違反したとき。 
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（補助金の返還） （補助金の返還） 

第13条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に

関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることがで

きる。 

第13条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に

関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることがで

きる。 

（現地確認） （現地確認） 

第14条 市長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工

事の状況及び稼動状況を施工の現地において確認することができる。 

第14条 市長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工

事の状況及び稼動状況を施工の現地において確認することができる。 

（その他） （その他） 

第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項につ

いては、伊賀市補助金等交付規則（平成16年伊賀市規則第76号）の定める

ところによる。 

第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項につ

いては、伊賀市補助金等交付規則（平成16年伊賀市規則第76号）の定める

ところによる。 

附 則 附 則 

（施行） （施行） 

１ この告示は、平成16年11月１日から施行する。 １ この告示は、平成16年11月１日から施行する。 

（経過措置） （経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、上野市合併処理浄化槽設置整備事業

補助金交付要綱（昭和63年上野市告示第13号）、伊賀町合併処理浄化槽設

備整備事業補助金交付要綱、阿山町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交

付要綱（平成５年阿山町要綱第１号）、大山田村合併処理浄化槽設置整備

事業補助金交付要綱（平成14年大山田村要綱第１号）又は青山町合併処理

浄化槽設置整備事業補助金交付要綱（平成元年青山町訓令第13号）の規定

によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。 

２ この告示の施行の日の前日までに、上野市合併処理浄化槽設置整備事業

補助金交付要綱（昭和63年上野市告示第13号）、伊賀町合併処理浄化槽設

備整備事業補助金交付要綱、阿山町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交

付要綱（平成５年阿山町要綱第１号）、大山田村合併処理浄化槽設置整備

事業補助金交付要綱（平成14年大山田村要綱第１号）又は青山町合併処理

浄化槽設置整備事業補助金交付要綱（平成元年青山町訓令第13号）の規定

によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。 

附 則（平成17年４月１日告示第52号） 附 則（平成17年４月１日告示第52号） 

この告示は、平成17年４月１日から施行する。 この告示は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年３月22日告示第34号） 附 則（平成18年３月22日告示第34号） 

この告示は、平成18年４月１日から施行する。 この告示は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月12日告示第50号） 附 則（平成19年３月12日告示第50号） 

（施行期日） （施行期日） 
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１ この告示は、平成19年４月１日から施行する。 １ この告示は、平成19年４月１日から施行する。 

（経過措置） （経過措置） 

２ この告示の施行後、平成20年３月31日までの間は、この告示による改正

前の伊賀市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の様式によりなさ

れた手続その他の行為は、この告示による改正後の伊賀市合併処理浄化槽

設置整備事業補助金交付要綱の様式によりなされたものとみなす。 

２ この告示の施行後、平成20年３月31日までの間は、この告示による改正

前の伊賀市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の様式によりなさ

れた手続その他の行為は、この告示による改正後の伊賀市合併処理浄化槽

設置整備事業補助金交付要綱の様式によりなされたものとみなす。 

附 則（平成20年３月31日告示第46号） 附 則（平成20年３月31日告示第46号） 

（施行期日） （施行期日） 

１ この告示は、平成20年４月１日から施行する。 １ この告示は、平成20年４月１日から施行する。 

（経過措置） （経過措置） 

２ この告示の施行後、平成21年３月31日までの間は、この告示による改正

前の伊賀市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の様式によりなさ

れた手続その他の行為は、この告示による改正後の伊賀市合併処理浄化槽

設置整備事業補助金交付要綱の様式によりなされたものとみなす。 

２ この告示の施行後、平成21年３月31日までの間は、この告示による改正

前の伊賀市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の様式によりなさ

れた手続その他の行為は、この告示による改正後の伊賀市合併処理浄化槽

設置整備事業補助金交付要綱の様式によりなされたものとみなす。 

附 則（平成21年３月31日告示第48号） 附 則（平成21年３月31日告示第48号） 

この告示は、平成21年４月１日から施行する。 この告示は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年１月７日告示第１号） 附 則（平成25年１月７日告示第１号） 

この告示は、平成25年４月１日から施行する。 この告示は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年 月  日告示第  号）  

この告示は、平成25年６月１日から施行する。  

別表（第５条関係） 別表（第５条関係） 

 区分 人槽 補助金額   区分 人槽 補助金額  

 伊賀市の区域内に設置

される補助対象合併処

理浄化槽 

５人槽 276,000円   伊賀市の区域内に設置

される補助対象合併処

理浄化槽 

５人槽 276,000円  

 ６～７人槽 344,000円   ６～７人槽 344,000円  

 ８～10人槽 455,000円   ８～10人槽 455,000円  

様式第１号（第６条関係） 様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第６条関係） 様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第６条関係） 様式第３号（第６条関係） 
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様式第４号（第６条関係） 様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第７条関係） 様式第５号（第７条関係） 

様式第６号（第７条関係） 様式第６号（第７条関係） 

様式第７号（第８条関係） 様式第７号（第８条関係） 

様式第８号（第９条関係） 様式第８号（第９条関係） 

様式第９号（第10条関係） 様式第９号（第10条関係） 

様式第10号（第11条関係） 様式第10号（第11条関係） 

様式第11号（第６条関係） 様式第11号（第６条関係） 

 


