
第１号様式

（宛先）　名古屋市上下水道局長

《重要確認事項》

　１．申請内容に一切の虚偽がないことを誓約します。

申請者（補助金を受け取る方）

〒

提出された書類に関するお問い合わせ先

　□申請者と同一

　□代理人　 法人名 （ ） 担当者

住所

電話番号 （ ）

設置内容

4 基 円

1 基 円

　○年　　○月　　○日

　 名古屋市雨水流出抑制施設設置補助金交付要綱第６条第１項の規定に基づき、下記１～５の重要確認事項に
同意の上、補助金の交付を申請します。

　①　浸透雨水ます

　②　雨水タンク

交付申請額

　３．名古屋市雨水流出抑制施設設置補助金交付要綱の内容を確認し、そこに記載されている対象要件等を満
　　　たしていることを誓約します。

　４．名古屋市雨水流出抑制施設設置補助金交付要綱の内容に違反している場合、当該交付決定の取消しを受
　　　 けること及び補助金の返還請求を受けることに異議を申し立てません。

氏名／法人名

電話番号
※日中連絡のできる
電話番号を記載

フリガナ

○○○－○○○○－○○○○

上下　太郎

　２．名古屋市及び名古屋市上下水道局に対して納めるべき各種税金及び上下水道料金等に滞納がないことを
　　　誓約します。

99,000

名古屋市雨水流出抑制施設設置補助金　交付申請書

20,000

〒　　　　　－
　　　　　　　県　　　　　　　　　市・町・村

ジョウゲ　   タロウ

愛知　県　　　名古屋　市・町・村

中区三の丸三丁目１番１号

代表者　役職氏名
※法人の場合のみ記載

現住所

460  ―  8508

　５．交付決定後に、設置工事に着手することを誓約します。

メールアドレス
※法人の場合は担当者の
メールアドレスを記載

○○○○＠○○○○○○○

担当者　氏名
※法人の場合のみ記載

（　　　　　　　　　　）

  =C1+C2+C3+C4

　=C5

携帯電話でも可。

交付申請額、積算根拠

の記入を行い交付申請

額を記入してください。

貯留容量

80



<交付申請額　積算根拠>

①　浸透雨水ます　（１基ずつ設置費を記入してください。）

１基目 60,000 ・・・A１ Ａ１とＢ１の
低い方の金額 Ｃ１ 25,000

２基目 60,000 ・・・A２
Ａ２とＢ１の
低い方の金額 Ｃ２ 25,000

３基目 50,000 ・・・A３ Ａ３とＢ１の
低い方の金額 Ｃ３ 25,000

４基目 36,000 ・・・A４
Ａ４とＢ１の
低い方の金額 Ｃ４ 24,000

②　雨水タンク　

Ａ５とＢ２の
低い方の金額 Ｃ５ 20,000

設置場所

　□申請者の住所と同一

　□申請者の住所と異なる（下欄に記載）

施工工事店名

完了予定日（申請書作成時点での完了予定日を記載して下さい。）

□ 位置図（雨水流出抑制施設を設置する住所の分かる地図）

□ 建築物の配置図等に雨水流出抑制施設の設置箇所を示した図面

□ 雨水流出抑制施設の構造が分かる書類

□ 見積書等の写し

・・・B２
１基あたりの上限金額

30,000

・・・Ｂ１
１基あたりの上限金額

25,000

設置費（材料費含む）
×2/3 ＝

30,000
・・・A５

※浸透雨水ますを設置される場合のみ記載してください。申請段階で工事店が決定していない場合は記載不要です。

○年○月○日

《添付資料》

※雨水タンクを設置される場合は記載不要です。

○○○○㈱

名古屋市上下水道局指定排水設備工事店番号（　○○○　）

×2/3 ＝

設置費（材料費含む）

Ａ１からＡ４とＢ１を比較して、低
い方の金額をＣ１からＣ４とする

Ａ５とＢ２を比較して、低い方の
金額をＣ５とする

千円未満切捨て

20,000

千円未満切捨て

40,000

40,000

33,000

24,000

C1からＣ４の合計金額 99,000

添付していることを確認してチェック を入れてください。

申請から交付決定まで2週間程度かかり

ますので、その期間を考慮してください。

交付決定後に、購入・設置工事等に着手

してください。



第４号様式

（宛先）　名古屋市上下水道局長

申請者

〒

提出された書類に関するお問い合わせ先

　□申請者と同一

　□代理人　 法人名 （ ） 担当者 （ 　　　　　　　　　　）

住所

電話番号 （ ）

取下理由

メールアドレス
※法人の場合は担当者の
メールアドレスを記載

○○○○＠○○○○○○○

担当者　氏名
※法人の場合のみ記載

（例）　戸建て住宅を新築する計画が無くなり、雨水流出抑制施設の設置ができなくなったため。

電話番号
※日中連絡のできる
電話番号を記載

○○○－○○○○－○○○○

交付決定番号 ○○○○○○

〒　　　　　－
　　　　　　　県　　　　　　　　　市・町・村

○年　○月　○日

名古屋市雨水流出抑制施設設置補助金　取下申請書

 　名古屋市雨水流出抑制施設設置補助金交付要綱第９条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請を取り下げ
ます。

フリガナ ジョウゲ　タロウ

氏名／法人名 上下　太郎

代表者　役職氏名
※法人の場合のみ記載

現住所

460　-　8508
愛知　県　　　　　　　　　　　　名古屋　市・町・村

中区三の丸三丁目１番１号

携帯電話でも可。

※交付申請書（第１号様式）から変更があった場合のみ記載してください。

※交付申請書（第１号様式）から変更があった場合のみ記載してください。

交付決定通知書（第２号様式）で通知した交付決定番号を記入してください。



第６号様式

（宛先）　名古屋市上下水道局長

申請者

〒

提出された書類に関するお問い合わせ先

　□申請者と同一

　□代理人　 法人名 （ ） 担当者 （ 　　　　　　　　　　　）

住所

電話番号 （ ）

変更理由

変更内容

□ 設置場所の変更 ※変更後の位置図・図面を添付してください。

□ 設置内容の変更　（浸透雨水ます　→　雨水タンク）

□ 設置内容の変更　（雨水タンク　→　浸透雨水ます）

□ 設置数の変更

　　浸透雨水ます　（　　　４　　　）基　→　（　　　３　　　）基

□ その他変更

（ ）

（例）　浸透雨水ますを設置できない箇所があり、設置数を変更することとなったため。

交付決定番号

〒　　　　　－
　　　　　　　県　　　　　　　　　市・町・村

○○○○○○

名古屋市雨水流出抑制施設設置補助金　変更申請書

○年　○月　○日

　 名古屋市雨水流出抑制施設設置補助金交付要綱第10条第１項の規定に基づき、下記のとおり関係書類を添
えて申請します。

フリガナ ジョウゲ　タロウ

氏名／法人名 上下　太郎

代表者　役職氏名
※法人の場合のみ記載

電話番号
※日中連絡のできる
電話番号を記載

現住所

460　-　8508
愛知　県　　　　　　　　　　　　名古屋　市・町・村

中区三の丸三丁目１番１号

○○○－○○○○－○○○○

担当者　氏名
※法人の場合のみ記載

メールアドレス
※法人の場合は担当者の
メールアドレスを記載 ○○○○＠○○○○○○○

その他変更の場合は変更内容を

記入してください。

※交付申請書（第１号様式）から変更があった場合のみ記載してください。

※交付申請書（第１号様式）から変更があった場合のみ記載してください。

携帯電話でも可。

交付決定通知書（第２号様式）で通知した交付決定番号を記入してください。



第８号様式

（宛先）　名古屋市上下水道局長

《重要確認事項》

申請者

〒

提出された書類に関するお問い合わせ先

　□申請者と同一

　□代理人　 法人名 （ ） 担当者

住所

電話番号 （ ）

補助金請求金額

4 基

1 基

フリガナ ジョウゲ　タロウ

氏名／法人名 上下　太郎

代表者　役職氏名
※法人の場合のみ記載

現住所

460　-　8508
愛知　県　　　　　　　　　　　　名古屋　市・町・村

中区三の丸三丁目１番１号

○年　○月　○日

　 交付決定を受けた名古屋市雨水流出抑制施設設置補助金の対象施設について、工事が完了しましたので、下
記重要確認事項に同意の上、以下のとおり関係書類を添えて報告します。

　本報告に虚偽があった場合、交付決定を取り消されることに異議を申し立てません。

名古屋市雨水流出抑制施設設置工事完了報告書

○○○○＠○○○○○○○

電話番号
※日中連絡のできる
電話番号を記載

○○○－○○○○－○○○○

合計

交付決定番号 ○○○○○○

①　浸透雨水ます

②　雨水タンク

メールアドレス
※法人の場合は担当者の
メールアドレスを記載

＝C5

99,000　　円

　20,000　　円

　119,000　　円

〒　　　　　－
　　　　　　　県　　　　　　　　　市・町・村

担当者　氏名
※法人の場合のみ記載

（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

＝C1+C2+C3+C4

交付決定通知書（第２号様式）で通知した交付決定番号を記入してください。



<補助金請求金額　積算根拠>

①　浸透雨水ます　（１基ずつ設置費を記入してください。）

１基目 60,000 ・・・A１ Ａ１とＢ１の
低い方の金額 Ｃ１ 25,000

２基目 60,000 ・・・A２
Ａ２とＢ１の
低い方の金額 Ｃ２ 25,000

３基目 50,000 ・・・A３ Ａ３とＢ１の
低い方の金額 Ｃ３ 25,000

４基目 36,000 ・・・A４
Ａ４とＢ１の
低い方の金額 Ｃ４ 24,000

②　雨水タンク

Ａ５とＢ２の
低い方の金額 Ｃ５ 20,000

補助金振込先口座（ゆうちょ銀行以外）

□ 普通 □ 当座

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

補助金振込先口座（ゆうちょ銀行）

1 0

設置場所

　□申請者の住所と同一

　□申請者の住所と異なる（下欄に記載）

金融機関名

口座名義人

24,000

千円未満切捨て

40,000

40,000

33,000

Ａ１からＡ４とＢ１を比較して、低
い方の金額をＣ１からＣ４とする

通帳番号
（右づめ）

通帳記号

30,000
・・・A５

口座名義人

フリガナ

設置費（材料費含む）

支店名

預金種類

フリガナ

１基あたりの上限金額
30,000

・・・B２

千円未満切捨て

（いずれかに ）

ジョウゲ　タロウ

上下　太郎

○○○○支店

○○○○銀行

口座番号
（右づめ）

×2/3 ＝

設置費（材料費含む）

×2/3 ＝

99,000

Ａ５とＢ２を比較して、低い方の
金額をＣ５とする

20,000

１基あたりの上限金額
25,000

・・・Ｂ１

Ｃ１からＣ４の合計金額

ゆうちょ銀行以外の銀行の振込先口

座はこちらにご記入ください。

記入に誤りがありますと正しく振り込

みができませんのでご注意ください。

ゆうちょ銀行の振込先口座はこちらに

ご記入ください。

記入に誤りがありますと正しく振り込

みができませんのでご注意ください。



工事完了日

施工工事店名

維持管理情報お知らせサービスの登録

　□登録を希望しない

＜添付書類＞

□ 領収書の写し（領収書が発行されない場合は、購入費、設置費を証する書類）

□ 設置の過程、完了後の写真（設置前後及び不可視部分の写真）

□ 誓約書（第９号様式）

□ 銀行口座の写し（振込先がわかるもの）

当該助成制度を活用し、雨水流出抑制施設を設置された方に、上下水道局から雨水流出抑制施設の維持管理な
どに関する情報を定期的にメールにて配信させていただきます。
希望されない方は以下の「登録を希望しない」欄にチェックを入れてください。

○年○月○日

名古屋市上下水道局指定排水設備工事店番号（　　○○○　　）

※雨水タンクを設置される場合は記載不要です。

※浸透雨水ますを設置された場合のみ記載してください。

○○○○㈱

維持管理情報サービスの登録を

希望されない方はこちらに

チェックを入れてください。

添付していることを確認してチェック を入れてください。



　第９号様式

（宛先）　名古屋市上下水道局長

　名古屋市雨水流出抑制施設設置補助金の交付にあたり、設置工事の完了後は、雨水流出抑制施設を適正に

維持管理(※)し、事故防止及び安全対策に努めるとともに、補助金交付の日から７年以上存続させることを誓約

いたします。

　なお、転居等に伴い雨水流出抑制施設を第三者に譲渡しようとするときは、その第三者に対して上記の旨を説

明し、承継します。

※　 雨水流出抑制施設の設置目的に沿った機能を発揮させるための点検及び清掃。

　    例えば、大雨が予想される降雨前には、雨水タンクを空にするなど。

誓　約　書

○年　○月　○日

（交付決定者）　住所  名古屋市中区三の丸三丁目１番１号

　　　　　　　　　　氏名  上下　太郎


