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※新築は除く

■令和２年度は補助金１９万円（上限）を上乗せします！
■５人槽の場合で最大５２万２千円を補助します！
　内訳：本体設置補助33万2千円＋宅内配管補助10万円＋撤去費補助9万円

概　要

合併処理浄化槽補助
イメージ図

負担等 工事内容 人　槽 補助金額（上限）

合併処理浄化槽の補助制度を
拡充しました！
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守ろう!みんなの大淀川守ろう!みんなの大淀川
私たちが日常生活で使った水をきれいに処理せずに流すと、身近な小川や水路の

水を汚してしまい、不快なにおいが発生したり、水が白く濁ったり泡立ったりします。
この汚れの積み重ねが、私たちの貴重な水資源である大淀川の汚れの原因となって
います。
合併処理浄化槽を設置することで、側溝などの不快なにおい、蚊などの発生を抑

えることができます。

きれいな大淀川を子どもや孫の世代へつないでいきましょう！
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③既存くみ取り槽・
　単独処理浄化槽

撤去工事
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トイレお風呂、台所
洗濯など
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汚れの量が
40gから4gへと
少なくなる
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合併処理浄化槽 Ｑ＆Ａ

※補助を受けるには、他にも条件がありますので、下記の問合せ先に御相談ください。

合併処理浄化槽設置推進員を配置しました！
お電話、直接訪問にて対応いたしますので、

お気軽に御相談ください

都城市内の浄化槽設置工事業者一覧

問
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せ
先

合併処理浄化槽設置費用・補助金額・維持管理費用はどの程度ですか？

補助要件があれば教えてください。

合併処理浄化槽への転換は強制でしょうか？

設置費用は汲み取り槽からの転換で約 84万円、単独処理浄化槽からの転換で約
76万円（５人槽、平成 30 年度抽出データ平均参照、撤去費 9万円込み）となってお
りますが、宅内配管等の状況により変動しますので、複数工事業者より見積を入手さ
れることをお勧めします。
補助金額は５人槽の場合、最大52万２千円となります。人槽ごとに表面概要のとお
りとなりますので御参照ください。
維持管理費用はおよそ年間３万１千円となります。「清掃」、「保守点検」、「法定検査」
があるので、必ず申込みをお願いします。

①市税を滞納していないこと。
②浄化槽設置者講習会を受講する（している）こと。
③工事業者が浄化槽工事の登録業者であること。
　　（登録業者については、一覧表を御参照ください。）

市では、転換を推進しておりますが、費用負担もあるので強制ではありません。

地　区 業 者 名 住　所 電話番号

妻ケ丘

南設備工業㈱ 下長飯町 718 番地 1 36-8522
久保設備㈱ 一万城町 108-9 22-4075
㈲わらびの設備工業 一万城町 92-15 23-2946
ひまわり設備 菖蒲原町 10-2 22-8602
㈱財部設備工業 上長飯町 2462-2 23-3584
永山のアパマンサービス㈱ 上長飯町 2464 77-6306
福迫設備 上長飯町 271-1 24-4336
㈲小野設備 上長飯町 73 号 1 番地 1 24-6163
㈱エイワ 広原町 9-11 23-6545

小松原

㈱マルホウ 大王町 52-5 25-1366
ショウケン設備 志比田町 11109-6 25-3810
増満住宅設備 志比田町 11127-4 24-1149
野田設備工業㈱ 志比田町 4950-1 23-0222
海田設備 志比田町 5163-15 26-6224
㈱フクオカ総合設備 志比田町 9536-1 21-6558
㈱徳丸設備 志比田町 9618-2 24-0383

五十市

須藤　元紹 五十町 2591 番地 3 25-9885
㈲上之原設備 鷹尾 1-10-14 23-1172
㈲瀬尾設備 鷹尾 1-7-15 25-2854
岩満設備 鷹尾 3-34-37 24-2400
㈲常蒼設備 都島町 1227-5 24-2322
丸岡工業 都島町 1252-5 23-3521
㈲今町設備 今町 7503-4 36-5399

祝　吉

㈲福島設備工業 下川東 3-15-8 22-3256
真方設備 千町 5198-4 25-4045
中尾設備㈱ 年見町 28-5-1 24-0446
㈱松元建設 早水町 21-11-2 26-7322
祥栄社 早水町 31-7-4 22-6642
いけだ設備 立野町 10-1-3 24-8275

横　市 ㈲吹上産業 都原町 3350 番地 10 22-1822
㈲後田建設 南横市町 1986-1 25-7707

沖　水
㈱アクエアー 都北町 1656-2 38-4774
㈱山越工業 吉尾町 689-2 38-3881
㈱内枦保住建 高木町 4734 番地 1 38-2664

志和池 興和冷熱 上水流町 4500-17 36-2962

庄　内 ㈲三甲工設 乙房町 1852 37-1671
タイガー設備 庄内町 8595 37-3046

中　郷 重山住宅設備 梅北町 7846-10 39-2810

高　城

㈱清水組 高城町石山 253 58-2004
㈲南興建設 高城町石山 2727 58-2851
㈱一光設備 高城町大井手 2616-1 58-5883
高城住宅設備㈲ 高城町穂満坊 1459-2 58-4843
東工業 高城町有水 3533-2 59-9550

山之口
㈲花堂水道工業 山之口町花木 1631-1 57-3841
新成設備 山之口町花木 2132-8 57-2134
㈲高橋設備工業 山之口町山之口 3933-1 57-3141

高　崎
山元水道 高崎町江平 3565 62-2997
的場設備 高崎町大牟田 2034-2 62-4403
㈱川東水道 高崎町縄瀬 3421-7 62-1643
都北設備工業 高崎町縄瀬 3865 45-8340

山　田

丸昭建設㈱ 山田町山田 2112-3 64-3335
稲元建設㈱ 山田町山田 3330-1 64-2244
㈱博栄建設 山田町山田 4517-1 64-1229
㈱大建 山田町山田 6057-4 64-3366
㈱徳満建設 山田町山田 9359 64-1616
段建設工業㈱ 山田町山田 9380 64-0235
㈲花岡工業 山田町中霧島 3222 64-2297
㈱福永建設 山田町中霧島 3333 64-2168
㈲和田設備工業 山田町中霧島 3493-9 64-1629

※宮崎県浄化槽工事業届出業者名簿及び特例浄化槽工事業届出業者名簿 ( 令和 2 年 3 月 31 日時点 )
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都城市役所　環境政策課　〒885-8555 都城市姫城町6街区21号　

☎（0986）23-2130　　ＦＡＸ（0986）23-2641
E-mail : seikatu@city.miyakonojo.miyazaki.jp

都城市　合併処理浄化槽


