令和２年度(２０２０年度)雨水浸透施設設置補助

雨水浸透施設設置補助制度

事

〈 補助の対象となる場合 〉

業

施工イメージ
（雨どいからの配
管を直接ますにつ
ないでください。）

八王子市内にある建物で、屋根に降った雨を地下に浸透
させる施設を設置する場合。
ただし、宅地開発要綱第３条に規定する事業で雨水浸透
施設を設置する場合や、急傾斜地崩壊危険区域など、補助

雨水浸透施設設置に最大９割（上限は３１万３千円）補助しています

できない場合があります。なお、設置後の申請は補助の対象
となりませんので、事前にご相談ください。

雨水浸透施設の種類
「雨水浸透ます」および「雨水浸透管（浸透トレンチ）」。
いずれも表紙にイメージ写真があります。

標準設置工事費単価（税込）
規

補助金の額
標準工事単価で算出した額と、実際の

雨水浸透ます

工事に要する額とを比較し、少ない方の
10 分の 9 （円位未満は切り捨てます）。
雨水浸透管
（雨水浸透トレンチ）

上限は、 ３１３，０００ 円です。
※この補助は、国の社会資本整備総合交付金が使われています。
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に変わり、湧水の減少や枯渇、河川の水量の減少などが心配されています。
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そこで、雨水浸透施設などによって、雨水を地中に浸透させるという役割
を創り出すことが必要になっています。
雨水浸透施設設置補助事業に関するお問い合わせ、申請手続きは水環境整
備課までお願いいたします。
※八王子市役所ホームページからご覧になる際は、「雨水浸透設置補助事
業」で検索をお願いいたします。

ご注意ください
お電話でも可能です。
 設置する場合は、必ず事前に水循環部水環境整備課へご相談ください。
 申請は設置する前に行ってください。設置後の申請は、補助対象になりません。
 指定工事店は八王子市下水道条例の指定を受けた八王子市排水設備工事指定工事店です。
 令和３年（202１年）3 月 31 日までに完了報告をしてください。

《 お問い合わせ 》
八王子市 水循環部 水環境整備課
℡042-620-7388

Fax042-626-3019

八王子市役所本庁舎２階
北

八王子市排水設備工事指定工事店一覧表（市内業者）
区分

本庁

浅川

由木

由木東

南大沢

横山

八王子市内(178店舗）

所在地

電話番号

㈱市川工業所

八王子市新町8番4号

㈱竹内工業所

区分

令和 2 年 1 月 現在（最新版は八王子市役所 HP をご覧ください）

八王子市内(178店舗）

所在地

電話番号

区分

八王子市内(178店舗）

所在地

電話番号

042-642-4808

河村設備工業

八王子市長房町90番地2

042-663-1767

恩方

美川工業所

八王子市西寺方町1019番地286

042-651-6491

八王子市追分町7番3号

042-622-3840

㈲高橋設備工業所

八王子市長房町130番地の5

042-661-4105

㈱原島工業

八王子市川口町1489番地の4

042-654-3077

㈲内藤設備

八王子市大和田町七丁目16番2号

042-644-0310

㈱東設工業

八王子市めじろ台二丁目34番8号

042-661-8892

㈲堀内設備工業

八王子市上川町2280番地

042-659-6331

㈱櫻井設備

八王子市子安町二丁目5番17号

042-644-6639

㈱東朋

八王子市長房町1526番地の4

042-663-5505

木村設備㈱

八王子市川口町1735番地2

042-654-5007

㈱京永

八王子市子安町三丁目30番19号

042-642-1411

㈲エフ住設

八王子市散田町二丁目58番11号

042-664-3833

㈱大西

八王子市犬目町762番地2

042-654-8460

一陽設備㈱

八王子市中野上町四丁目4番21号

042-624-6152

ハマモト設備

八王子市散田町四丁目46番1号

042-673-2744

㈲榎本商会

八王子市犬目町306番地

042-625-2556

㈲秋山設備

八王子市大和田町七丁目1番7号

042-644-5817

㈱トレンディングサービス

八王子市めじろ台三丁目38番地の4

042-669-3300

桑原設備工業所

八王子市川口町957番地

042-654-3054

旭が丘住設機器販売㈲

八王子市大和田町五丁目5番19号2F

042-644-2354

ファイアーク㈱

八王子市めじろ台三丁目11番地11

042-673-6902

マルヰガス東京㈱

八王子市楢原町542番地1

042-622-3772

㈱大塚設備工業

八王子市中野上町五丁目22番13号

042-621-0866

㈱ＳＴいしざき

八王子市城山手二丁目18番1号

042-664-8233

赤堀設備

八王子市上川町1947番地3

042-654-7335

㈲東都興業

八王子市日吉町11番19号

042-627-5055

㈱勝巳建設

八王子市山田町1690番地32

042-665-7359

㈲北栄

八王子市川口町1157番地の3

042-654-5997

諸星設備工業

八王子市中野上町五丁目26番8号

042-625-4443

㈱ジユウ

八王子市狭間町1772-2

042-610-2808

㈲水村工業

八王子市犬目町878番地1

042-654-6048

正建設

八王子市千人町三丁目11番3号

042-661-5966

㈲青木工業所

八王子市大船町401番地の2

042-666-6736

㈱ライフ・クリエイト

八王子市犬目町492番地10

042-621-5310

㈲潤設備工業

八王子市清川町14番地の8

042-624-2693

㈲植田設備

八王子市館町2053番地

042-661-4743

㈱川久保風呂店

八王子市川口町1585番地6

042-654-2161

セントラルリバー建設㈱

八王子市大和田町五丁目29番5号-1

042-649ｰ9820

㈲サン工業設備

八王子市館町2022番2

042-668-2225

㈱町田設備工業

八王子市川口町2636番地12

042-654-5205

㈲渡辺工業所

八王子市千人町三丁目9番7号

042-665-1867

橋本商事㈱

八王子市館町526番地

042-664-6505

新晃サービス

八王子市川口町2903番地12

042-659-2934

多摩中央管工事協同組合

八王子市台町四丁目44番11号

042-662-7196

ロード建設㈱

八王子市館町196番地5

042-665-3380

渡辺設計建設

八王子市川口町1544番地9

042-654-5905

東西工業㈱東京支店

八王子市大和田町一丁目8番23号

042-646ｰ1031

㈱アラ建設

八王子市館町2400番地の11

042-665-6900

工藤住設

八王子市川口町1505番地15

042-654-8060

㈱バンタム

八王子市大和田町五丁目8番5号

042-639-0661

武蔵住設

八王子市寺田町936番地

042-663-5501

㈱プログレス

八王子市川口町3824番地

042-654-0165

㈱Life Line

八王子市子安町一丁目30番22号

042-626-2310

㈲竜設備八王子営業所

八王子市寺田町763番地8

042-665-3526

オレンジ設備

八王子市川口町1066番地2

090-2140-8088

㈱ユウコウ建設

八王子市大和田町五丁目8番5号

042-656-1255

㈲トップワーク

八王子市館町2189番地

042-665-3554

㈱野口設備工業

八王子市尾崎町39番地

042-691-1760

小川水道土木㈱八王子支店

八王子市本郷町11番15号

042-625-3608

㈱林善

八王子市大船町266番地

042-668-8837

㈲タイトウ設備産業

八王子市滝山町一丁目572番地4号

042-691-2311

㈱its

八王子市大和田町五丁目8番5 101号

042-649-5666

㈱フロー工業

八王子市館町98番1

042-667-6999

㈱河野設備

八王子市谷野町579番地

042-691-3135

中央フジクリーン㈱

八王子市暁町一丁目12番10号

042-625-8575

タドコロ住設

八王子市寺田町162番地

042-661-7576

㈲タツミ土木

八王子市丹木町二丁目204番地の2

042-692-0088

ウェル㈱

八王子市新町8番4号

042-642-3620

㈲須藤工業

八王子市寺田町169番地-302

042-665-0481

㈲村田興業

八王子市高月町1139番地

042-691-1374

丸武工業㈱

八王子市中野上町一丁目23番1号

042-634-8761

小俣設備工業

八王子市寺田町997番地3

042-673-3131

滝口設備

八王子市宮下町69番地3

042-691-1850

㈱サンパイプ工業

八王子市緑町948番地の44

042-626-3382

㈱浜興業

八王子市館町782-1

042-669-3305

㈱セイワ・プランニング

八王子市谷野町247番地1

042-689-4144

㈲桑都興業

八王子市平岡町14番11号

042-682-5505

富士森住設設計事務所

八王子市椚田町557番地10

042-661-3815

㈱川上建設加住事業所

八王子市宮下町164番地22

042-692-4525

総和設備工業㈱

八王子市明神町四丁目6番6号

042-644-3511

誠設備

八王子市館町506番地5

042-668-3626

㈲新興工業

八王子市滝山町二丁目436番地

042-696-3023

テイクユースタイル(株)

八王子市千人町二丁目3番15号

042-673-4531

㈱細川設備工業所

八王子市元八王子町一丁目116番地

042-624-6697

ブリビック

八王子市左入町585番地5

090-6490-5555

(株)エージーテクノス

八王子市日吉町17-2

042-665-4119

㈲五味工業所

八王子市弐分方町785番地1

042-625-9585

㈱善立

八王子市左入町403番地

042-692-2595

株式会社 実來

八王子市子安町3-16-4

042-505-9217

アンボ設備

八王子市横川町991番地7

042-624-2352

㈱小泉ハウスプランニング

八王子市高月町1362番地

042-696-3144

㈲さの設備

八王子市裏高尾町397番地9

042-623-6692

㈲鈴木住設

八王子市諏訪町63番地

042-651-3111

篤一建設

八王子市戸吹町1060-19

042-659-3027

㈲降矢設備

八王子市東浅川町637番地55

042-661-1349

㈲福田設備

八王子市諏訪町385番地3

042-652-4226

水越設備㈱

八王子市片倉町2243番地

042-636-8331

㈲T・Sプロジェクト

八王子市南浅川町3086番地1

042-689-6928

井上工業所

八王子市横川町766番地

042-622-4677

大成設備工業㈲

八王子市小比企町603番地

042-637-5467

㈲浅川土木

八王子市裏高尾町675番地

042-661-1436

石森設備工業

八王子市大楽寺町299番地5

042-624-7954

㈱創研八王子支店

八王子市みなみ野三丁目15番3号

042-635-1271

加藤設備工業㈱

八王子市堀之内二丁目1番地の15

042-676-8610

㈲太宏

八王子市横川町548番地

042-622-1539

㈲磯沼工業

八王子市小比企町1648番地

042-636-9341

㈲村野工業所

八王子市堀之内三丁目3番地の31

042-676-8205

西勝設備工業所

八王子市諏訪町186番地3

042-651-4932

㈲田中設備企画八王子営業所

八王子市七国六丁目40番18号

042-637-0648

㈱伊藤工業

八王子市下柚木406番地の1

042-676-8128

㈲住井設備工業

八王子市元八王子町二丁目1339番地2

042-673-4638

㈲アサミ設備工業

八王子市小比企町3082番地

042-632-6166

八水機工㈱

八王子市中山907番地1

042-689-6346

八王子市元八王子町二丁目1893番地

042-661-5694

㈲杉崎水道八王子営業所

八王子市七国四丁目21番9号

042-636-3963

東京技工㈱

八王子市下柚木410番地

042-675-1058

㈱サーブ・コーポレーション

八王子市大楽寺町288番地1

042-624-8008

㈱井上設備

八王子市片倉町2166番地6

042-635-8083

㈲良美配管工房

八王子市中山394番地

042-677-4638

髙橋設備

八王子市諏訪町35番地19

042-657-1102

㈱優駿興業

八王子市小比企町1381番地2

042-635-8189

㈱東邦建設工業

八王子市下柚木二丁目27番地5 203号

042-670-7770

森屋建設㈱

八王子市弐分方町808番地

042-626-2291

㈱八王子パイピング

八王子市長沼町1308番地1

042-648-5115

山﨑住宅設備㈲

八王子市南陽台二丁目8番4号

042-675-4357

㈱都市クリエイト

八王子市弐分方町808番地

042-626-8455

㈲江成設備

八王子市絹ヶ丘二丁目45番4号 102号

042-636-8816

㈱日本水道レスキュー

八王子市下柚木356番地

042-674-7851

㈱スイセイ

八王子市横川町490番地2

042-628-0850

㈲長栄プラテック

八王子市絹ヶ丘三丁目34番13号

042-676-8234

㈱ワタイチ

八王子市下柚木二丁目27番地5（103号）

042-670-5205

TONY’S HANDS

八王子市上壱分方町121番地1 2F3号

042-652-2557

㈲アイ・ティー・オー住設

八王子市絹ヶ丘一丁目1番9号

042-635-3361

パブリックサービス㈱

八王子市上柚木二丁目9番地の4

042-677-5761

㈱エフォート

八王子市大楽寺町513番地7

042-620-0510

㈲Ｆine

八王子市絹ヶ丘二丁目45番地2 101号

042-683-3480

㈱フジ企画

八王子市堀之内2-1-14

042-677-8145

㈱髙橋設備

八王子市元八王子町二丁目1842番地

042-663-2032

富士総合設備㈱

八王子市絹ヶ丘一丁目1番8号

042-638-0456

㈱銀室興業

八王子市大塚645番地24

042-678-0189

親和建設㈱

八王子市諏訪町91番地2

042-651-1088

㈲イワマ設備東京営業所

八王子市長沼町178番地42 201

042-638-0652

㈲静和興産

八王子市大塚390番地

042-674-9334

青田設備

八王子市大楽寺町251-11

042-652-3541

坂口建設㈱

八王子市長沼町207-2

042-689-6510

三栄設備工業所

八王子市東中野53番地6

042-676-7224

㈱桑原工業所

八王子市下恩方町778番地

042-652-5040

㈱石川鑿泉工業所

八王子市石川町508番地

042-642-9000

市町村土木計画㈲八王子支店

八王子市大塚640番地の13-101

042-678-1105

㈲青木設備工業

八王子市小津町374番地

042-651-6924

㈲鳳産商

八王子市小宮町785番地3

042-646-7121

㈱オスカ

八王子市鑓水142番地

042-679-9553

㈲中原設備

八王子市西寺方町462番地の24

042-651-1240

㈲ヤマシン工業

八王子市小宮町307番地2

042-644-2343

㈲大邦設備工業

八王子市松木13番地の19

042-678-1651

㈲渕上設備工業

八王子市下恩方町1397番6号

042-651-6685

㈱ニッコー

八王子市宇津木町614番地

042-642-1331

木本建興㈱八王子支店

八王子市南大沢二丁目222番2

042-678-4566

クール住宅設備

八王子市西寺方町623番地3

042-651-0503

㈱戸田工業

八王子市宇津木町598番地2F

042-697-6110

ライチ㈱

八王子市別所一丁目25番11号 101号室

042-682-3162

㈱省英コーポレーション

八王子市西寺方町1001番地73

042-651-7712

㈱二美建設

八王子市石川町1419番地1 201

042-648-6958

㈱Ｎ４エンジニアリング

八王子市松木14番地20-312

042-682-2275

㈱丸幸建設工業

八王子市下恩方町2492番地の1

042-651-9203

㈱純和興業

八王子市大谷町519番地

042-649-9751

㈲舟橋工業所

八王子市散田町三丁目3番18号

042-661-1258

出浦液化ガス㈱

八王子市下恩方町566番地

042-651-3295

㈱ヤマショウ

八王子市石川町1321番地1

042-649-4640

㈱新和

八王子市長房町1529番地の5

042-661-8000

㈲渡邉建設

八王子市西寺方町1006番地260

042-652-5691

㈱リトルファクトリー

八王子市宇津木町136番地8

042-691-0845

㈲持沢工業所

八王子市長房町425番地28

042-661-5148

㈱宮坂総合設備

八王子市西寺方町712番地3

042-652-3845

長山設備

八王子市丸山町13番地15

042-657-1944

㈱散田管工

八王子市散田町五丁目12番19号

042-665-3121

横山

館

元八王子 ㈲総栄

恩方

川口

加住

由井

北野

石川

※市外の指定工事店については、水環境整備課へお問い合わせ下さい。

