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2016.6.9 指定工事店技術講習会



本日の内容

１．排水設備要覧の改定

２．排水設備の事務手続

３．施工上の注意点

（１）取付ますと取付管

（２）排水不良による閉塞

（３）足洗い場の誤接続
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下水道水洗便所補助金の変更

くみ取り便所を水洗便所に改造するときの

補助金

変更前 対象大便器１個につき10,000円

変更後 対象大便器１個につき30,000円

(水洗便所の築造に関する条例施行規程の改定)

１．排水設備要覧の改定
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損傷負担金

下水本管および取付管などを損傷した場合に、その
復旧費用の全部または一部を徴収する負担金

変更前

損傷負担金の決定に不服がある者は上下水道局長に
対して異議申立をすることができる

変更後

損傷負担金の決定に不服がある者は名古屋市長に対
して審査請求をすることができる

（行政不服審査法の改定）

１．排水設備要覧の改定



トップページ＞事業者の方へ＞工事および委託関係図書
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局公式ウェブサイトへの掲載

・排水設備要覧一式

・平成2８年4月改定分
（差替用）



本日の内容

１．排水設備要覧の改定

２．排水設備の事務手続

３．施工上の注意点

（１）取付ますと取付管

（２）排水不良による閉塞

（３）足洗い場の誤接続
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7

申請書の様式変更

平成27年４月に、

取付管・排水設備・水洗便所工事（承認）申請書

の様式変更をしました。

移行期間として平成28年3月までは旧様式も使用で
きました。

移行期間が終了

平成28年４月以降は新様式で申請してください。

２．排水設備の事務手続
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２．排水設備の事務手続

主な変更内容

・取付管の記入欄を分流と

合流で分けた。

・雨水流出抑制の数値の記

入を追加した。
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２．排水設備の事務手続

旧様式

新様式

合流 分流
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既設取付管を再利用する際の手続き

既設取付管を再利用する際は、閉塞や破損が無く、正常

に使用できるか確認する必要があります。

２．排水設備の事務手続

取付管にTVカメラが挿入できるよう現地の状態を確

認・整備したうえで、所管の管路センターへ取付管TV

カメラ調査を依頼してください。

※カメラ調査の結果、取付管の補修工事が必要となった場合は、

当局が補修しますが、補修工事完了まで１ヶ月程度要する可能性

があります。
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名古屋市下水道条例施行規程

第21条 3項

排水設備又は水洗便所の築造等

を行った者は、工事完成後、第

12号様式による届出書により、

速やかに局長に届け出なければ

ならない。

第12号様式⇒工事完成届兼使用開始届

２．排水設備の事務手続

工事完成届兼使用開始届の提出
第12号様式
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２．排水設備の事務手続

排水設備の工事が完了したら、必ず「完成届兼使用開始

届」を提出してください。

※「完成届兼使用開始届」は、申請書に添付して提出していただ

いても構いません。

工事完成届兼使用開始届の提出

排水設備の工事完了後、当局が現場確認を実施しています。

「完成届兼使用開始届」が提出されないと、工事の完了がわ

からず、現場確認が遅れることになります。

不備があった際の改修指示等も遅れることにつながります。
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排水設備要覧 第４章 第３節（P134）

工事内容が当初計画（設計）と異なるときは、修正した

図面に「完成図」と記載し、工事完成届兼使用開始届に

添付する。

２．排水設備の事務手続

完成図の提出

※「完成届兼使用開始届」を申請時に提出している場合は、完成

図のみ提出してください。
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当局が現場確認を実施した際、申請図面と現場に相違がある

ことが多く見受けられます。

後々、排水設備のトラブルが発生して建物所有者が図面を見

た際、現場と違っていると、指定工事店の施工に不信感を抱

かれる可能性もあります。

２．排水設備の事務手続

工事内容が申請図面と異なるときは、必ず修正した排水

設備図面に「完成図」と記載し、提出してください。

※当局の現場確認の結果、「完成図」の提出を求められた際も速

やかに提出してください。

完成図の提出



トップページ＞事業者の方へ＞工事および委託関係図書
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局公式ウェブサイトへの掲載

・排水設備工事関係様式集
（Word版）
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事例①－１

φ150の取付管（陶管）へφ125（塩ビ管）が差し込

まれていた。

⇒ 既設の取付管（陶管）を再利用する場合で、公私境

界に受口が無いまたは破損していたら、φ125を差し

込むことはせず、 当局管路センターへ取り合わせの方

法やタイミングについて相談してください。

また、敷地内はφ150（取付管と同じ径）で布設して

ください。

３ｰ（１）取付ますと取付管
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事例①－１

３ｰ（１）取付ますと取付管
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管径が変わる

公私境界

塩ビ
φ125 既設陶管

φ150

公私境界

塩ビ
φ150 既設陶管

φ150

管路センタ－へ相談

敷地内はΦ150



事例①－２

φ150の取付管（陶管）へφ125（塩ビ管）が差し込

まれていた。

⇒ 既設の取付管（陶管）を再利用する場合で、公私境

界に受口がある場合、φ125を差し込むことはせず、

敷地内をφ150（取付管と同じ径）で布設し、接続部

には陶管と塩ビ管を接続するソケット等をご使用くだ

さい。

３ｰ（１）取付ますと取付管
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事例①－２

３ｰ（１）取付ますと取付管
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公私境界

塩ビ
φ150 既設陶管

φ150

塩ビ管と陶管を接続
するソケット等を使用

陶管の受口

管径が変わる

公私境界

塩ビ
φ125 既設陶管

φ150

陶管の受口



事例②

既設取付管が塩ビ管と表示されていても、公私境界付
近に一部陶管が残っていることがあります。

⇒ 既設の取付管（塩ビ管）を再利用する際、公私境界
に陶管が出てきた場合は、当局管路センターへ取り合
わせの方法やタイミングについて相談してください。

３ｰ（１）取付ますと取付管
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公私境界
既設陶管
（一部残り）

管路センタ－へ相談

既設塩ビ管



事例③

取付ができない計画が提出された。

⇒下水本管が浅い、他企業管が輻輳している場所

では取付の深さに制限があります。

下水本管や他企業管を埋設状況を事前調査した上

で取付ができる深さの計画を作成してください。

３ｰ（１）取付ますと取付管
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３ｰ（１）取付ますと取付管

●下水本管の調査不足 ●他企業管の調査不足

高さが合わない

⇒計画のやりなおし
23

下水本管

他企業管と当たる

⇒支障移設の可能性

事例③

他企業管



事例④

取付ますの深さが申請図面と違った。

⇒下水本管が浅い、他企業管が輻輳している場所
では深さが変わると取付ができない場合がありま
す。

排水設備の施工のやり直しや、他企業管の移設が
発生します。他企業管を移設する場合、移設協
議・移設工事に期間を要したり、費用負担が発生
する可能性があります。

深さが変わる場合は、事前に相談してください。

３ｰ（１）取付ますと取付管

24

！



３ｰ（１）取付ますと取付管

●申請 ●実際 高さが合わない

⇒排水設備施工
のやりなおし
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他企業管

下水本管 他企業管と当たる
⇒支障移設の可能性

事例④

取付管の標準的な土被は60～80cm

取付ます
が深くなる
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事例⑤

新築家屋で排水が詰まり、ます等から溢れるとい
う相談があった。

方向が変わる地点のますにおいて、流入管と流出
管が鋭角となる方向へ配管されていた。

⇒流入管と流出管が鋭角になると、流速が落ち、
滞留する原因となるため、避けてください。

３ｰ（２）排水不良による閉塞
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３ｰ（２）排水不良による閉塞

曲り管は維持管
理に支障がある

下水本管

事例⑤

家屋

接合部が鋭角になっ
ていると、流速が落ち
て詰まりの原因となる

合流・分流共通
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事例⑥

新築家屋で排水が詰まり、ます等から溢れるという相
談があった。

現地を見に行ったところ、２か所の流入管が同じ管底
高で正面から合流していた。

⇒インバートはあるものの、反対側に逆流したり、同
時に流れるとお互いに流れを阻害して、滞留する原因
となります。

合流場所をずらしたり、管底高に段差をつけるなどス
ムーズに流れるような方法をとってください。

３ｰ（２）排水不良による閉塞
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３ｰ（２）排水不良による閉塞
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下水本管

同じ管底高で正面
合流してお互いに
流れを阻害

事例⑥

家屋

合流・分流共通



３ｰ（２）排水不良による閉塞

31

事例⑥

同じ管底高で正面合
流し、流れを阻害

流出

流入

合流点のますの拡大図
（流れを阻害する例）

流入

インバート
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事例⑦

当局の現場確認で足洗い場の排水が雨水系統に誤
接続されていることが判明し、改修するよう指示
した。

⇒本市では足洗い場の排水は汚水となりますので、
汚水系統へ接続してください。

足洗い場の位置については設計事務所やハウス
メーカー等と事前に相談をしておいてください。

３ｰ（３）足洗い場の誤接続
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３ｰ（３）足洗い場の誤接続

雨水系統に誤接続
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U字溝

（誤） （正）

下水本管
（汚水）

事例⑦

足洗い場 足洗い場

家屋 家屋

分 流



排水設備要覧の局公式ウェブサイトへの掲載
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上下水道局からのお知らせ



トップページ＞事業者の方へ＞工事および委託関係図書
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局公式ウェブサイトへの掲載

・排水設備要覧一式

・平成2８年4月改定分（差替用）

・排水設備工事関係様式集（Word版）



ご清聴ありがとうございました
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