
給水工事施行基準（令和 4年 10 月 1日改定箇所一覧） 

頁 事 項 改  定  内  容 

145  「給水装置工事調書様式－２（Ａ１、Ａ２）」を「給水装置工事調書様式－２（Ａ１、Ａ２、Ａ３）」に訂正。 

221～223 目次に「給排水設備工事の電子申請に関する取扱い」を追加。 

373～374  「給排水設備工事の電子申請に関する取扱い」を追加。 
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第６章 工事調書 

第 24条 （給水装置工事調書） 

１．指定工事業者が給水装置の工事を施工しようとするときは、工事着手前に給水装置工事

申込書に給水装置工事調書を添付して提出し、設計審査を受けなければならない。 

２．給水装置工事調書は、所定の様式を使用し、装置の種類別（専用栓、共用栓及び私設 

消火栓）、工事の種類別（新設、改造、増設及び種別変更）に作成すること。 

３．給水装置工事調書は、見取図、平面図及び立体図を正確かつ簡潔明瞭に記載するととも

に装置の概要等必要事項を必ず記入すること。 

４．改造及び増設工事は、原則全ての既設給水装置を記載すること。 

５．給水装置に関連する必要事項を平面図、立体図、摘要・提出書類欄等に明記すること。

６．給水装置工事調書の作成は、黒及び赤の色別表示とする。 

〔解 説〕 

１．給水装置工事調書の提出 

指定工事業者は、工事着手前に給水装置工事申込書に給水装置工事調書を添付して提出し、

設計審査を受けなければならない。 

設計審査の結果、設計の内容や給水装置工事調書の記載事項に不備がある場合は、担当課

公所の指示に従い速やかに設計内容の変更又は調書記載事項の訂正をすること。 

なお、給水装置を撤去する場合は、給水装置工事申込書のみを提出し、給水装置工事調書

を省略することができる。 

２．給水装置工事調書の用紙 

１）給水装置工事調書は様式－１を使用し、Ａ１、Ａ２、Ａ３の内、最も適切なサイズのもの

を用いて作成すること。（用紙の材質は、トレーシングペーパー・Ａ判特薄口 28.5kgのもの

を使用すること｡） 

２）作図面等が不足する場合は、給水装置工事調書様式－２（Ａ１、Ａ２、Ａ３）を追加使用

して作成すること。なお、この場合は記事欄の右上図番欄に総使用数とその順位を記入する

こと。 

 例 

                図  番 

               順位 

                 使用枚数 

３．給水装置工事調書の記載方法 

１）記事欄 

記事欄に、工事の種類、装置場所、申込者、使用形態、図面記号、指定工事業者名、その 
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他必要事項を記載すること。なお、指定工事業者名欄には、指定番号、指定工事業者名、主

任技術者名（給水装置工事ごとの主任技術者名とする。）、電話番号を記入すること。 

２）見取図（図 24－3  (4)参照） 

(1) 原則として記事部の下または作図面の左上に記入し、枠囲みをする。 

(2) 目標物は、交差点名、駅（バス停）名、公共建築物又は大きな建物等を利用（２箇所以

上）して申請場所を正確に表示する。 

(3) 申請場所を確定するため、両隣の建物・家屋とその名称（居住者名）を記入する。 

 (4) 交差点（隅切）から申請場所の敷地境界までの距離を鉛筆で記入すること。 

３）平面図 

(1) 縮尺 

① 1/200を標準とする。 

② 大規模な建物等で、上記縮尺では規格用紙（Ａ１サイズ）に収容できない場合は、担

当課公所と協議したうえ適当な縮尺を用いる。 

③ ②以上に大規模なもので図面の明確さがそこなわれる場合は、適当な縮尺で総括平面

図を作成（分割区分及び番号を記入すること。）した上、縮尺1/200 の分割図を作成する。 

(2) 方位 

方位は、原則として上を北とする。ただし、道路、建物、敷地等の理由により上を北に

できない場合は、方位を明示する。 

(3) 文字記号は記入しない。ただし、次に掲げる事項は必ず記入する。（図 24-3 (4)(5)参照） 

① 引込位置及びメータ位置を明確にするため、不動の目標物（建築物門柱、公私及び敷

地境界等）からの距離を記入する。 

② 道路の幅員（歩道・車道）を記入する。 

③ 分岐箇所の配水管又は小口径配水管の管種、口径を記入する。 

④ 当該給水装置の分岐部と両隣の給水装置の分岐部との間隔寸法を記入（鉛筆を使用）

する。 

⑤ 台所、トイレ、浴室等を記号等で表示する。 

(4) 同一敷地内に他の専用栓がある場合は、引込位置及び水栓番号を記入する。 

（図 24-3 (2)参照） 

(5) 集合住宅等で同一間取り、同一配管のものは各戸メータあるいは各戸の主バルブまでを

記入し、以降を代表例で表示できる。 

(6) 支管分岐 

① 各戸の配置及びメータ位置を記入する。 

② 当該給水装置が集合住宅等及び店舗用（工事用）の場合は、担当課公所と協議のうえ、

本栓調書にまとめて記載することができる。なお調書の作成方法は、「６）支管分岐形態

を本栓調書にまとめて記載する場合の作成方法」（P148）を参照のこと。 

また、店舗用（工事用）の場合の改造・増設調書は、給水装置（本栓又は支栓）ごとに

記入すること。 

４）立体図 

(1) 縮尺はこだわらなくてもよいが、寸法の長短には留意すること。 

(2) 基線は配水管又は小口径配水管とし、これらが東西方向の場合は水平に、また、南北方

向の場合は水平より45度傾斜させる。なお、斜め方向の場合は上記のいずれか近いものに

あてはめる。 

(3) 給水管の取出し角度は、基線に対して45度とする。なお、取出し方向は平面図との関連

に留意し、逆に描かないこと。（図24-3(1)参照） 
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＜参考＞

公道に接する敷地内給水装置工事の取扱要綱
１．目 的

この要綱は、敷地内給水管において発生する漏水をすみやかに解消し、またはこれを未然

に防止することによって、公道およびこれに接する敷地の機能を保全し、あわせて円滑な給

水の確保と有収率の向上を図るため、名古屋市水道給水条例施行規程（平成 12 年名古屋市上

下水道局管理規程第 52 号。以下「施行規程」という。）第９条の第２項の規定に基づき施行

する敷地内給水装置工事に関し、必要とする事項を定めることを目的とする。

２．用語の定義

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。

(1) 公道等

施行規程第１条第４項に規定するもののほか、配水管設置のために本市が地上権を設定

又は土地使用貸借契約をした私道、従来から公道扱いとされている道路等をいう。

(2) 公私境界

公道等と、これに接する敷地との境界をいう。

(3) 敷地内給水管

敷地内の給水装置のうち、公私境界から量水器までの部分をいう。

(4) 道路取付管

給水装置のうち、配水管から分岐し公私境界までの公道等に設置された部分をいう。

(5) 対象給水管

給水装置のうち、構造および材質が関係法令および上下水道局長が別に定める基準に適

合しないと認められるもの、ならびに老朽化によってその機能が損なわれていると認めら

れるものをいう。
(6) 敷地内給水装置工事

施行規程第９条の第２項に規定する給水装置工事をいう。

  (7) 給水関係者

名古屋市水道給水条例（昭和 22 年名古屋市条例第 34 号）第２条第５号に規定する給水

関係者をいう。

３．敷地内給水装置工事を施行することができる場合

次の各号の一に該当するときは、敷地内給水装置工事を本市が施行することができる。た

だし、施行が困難であると認められる場合、または特殊な施行方法を必要とすると認められ

る場合は、この限りでない。
  (1) 維持・改良工事

道路取付管に係る給水装置工事（配水管布設工事等に伴って施行するものを含む。）を

給水関係者の請求によらないで本市が施行する場合であって、当該道路取付管に接続する

敷地内給水管が対象給水管である場合。
(2) 道路漏水

道路取付管において漏水が発生していると認められ、当該道路取付管に接続する敷地内

給水管が対象給水管である場合。
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給排水設備工事の電子申請に関する取扱い 

目 的

この取扱いは、給水装置工事や排水設備工事等（以下「給排水設備工事」という。）の施行にあたり必

要となる工事申請に関し、名古屋市上下水道局の指定給水装置工事事業者又は指定排水設備工事店（以下

「指定工事店」という。）が名古屋市電子申請サービスを利用するにあたり、必要な事項を定めるもので

ある。

１． 電子申請サービスを利用可能な工事について

電子申請サービスは、指定工事店が申請又は代理申請する工事に限り利用することができる。

電子申請サービスを利用することができる工事は 、原則として、給水装置工事及び排水設備工事につい

て同時に申請する場合で、以下に掲げる条件をすべて満たすものとする。ただし、市外給水区域や下水道

未整備地域等であって排水設備工事の施工が必要ない場合は、給水装置工事のみで電子申請を行うことが

できる。

（１）工事の受付窓口が営業センター・営業所所管であるもの（給水工事施行基準 P9、10）

（２）メータの取付部分の給水管の口径が25㎜以下で上下水取付管工事（公道等）が発生する新設専用住

宅

※支管分岐による新設専用住宅は対象外とする。

（３）給水装置工事の電子申請の取扱い（別紙１）中「１．電子申請の対象条件」に定める条件 

（４）排水設備工事の電子申請の取扱い（別紙２）中「１．電子申請の対象条件」に定める条件

２．電子申請手続きについて

（１）名古屋市電子申請サービスを利用し申請する。利用可能時間は、名古屋市電子申請サービス稼働時

間に準拠する。営業時間終了後の申請は翌営業日に受け付けたものとみなす（営業時間：月曜日か

ら金曜日（祝日、休日及び 12/29～1/3 を除く。）午前 8時 45分から午後 5時 15分）。 

（２）設計審査に係る手数料（名古屋市水道給水条例（昭和 22年名古屋市条例第 34号）第 16条第１項第

３号に定める手数料）（以下「設計審査手数料」という。）はクレジットカード決済(VISA、Mastercard、

JCB、AMERICAN EXPRESS、 Diners Club のロゴマークのあるクレジットカードによる決済)で行う。

領収書は発行しない。 

（３）添付するファイル形式は PDFファイルとすること。1ファイル 10MB（一部 5MB）、1申請 100MB を上

限とする。 

（４）申請書類等に不備がある場合は工事申請箇所を所管する営業センター・営業所の指示に従うこと。 

（５）指定工事店は申請者の代理人であることを明記した書類を提出しなければならない。 

（６）本取扱いのほかは、給水工事施行基準及び排水設備要覧に従うこと。 

３．その他 

（１）給排水設備工事の電子申請は下記サイトにおいて、申請区域ごとに、該当申請ページで行うこと。 

https://www.water.city.nagoya.jp/category/kojiten/145419.html

（２）名古屋市電子申請サービスについては下記サイトを参考すること。 

https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/24-4-0-0-0-0-0-0-0-0.html

（３）申請対象外の工事の申請は従来通り窓口で行うこと。 

（４）名古屋市電子申請サービスが利用できるのは、工事申請のみであり、それ以降の手続きは従来通り、

納入通知書及び工事調書（写）を担当公所の窓口で受取ること。 

（５）誤ったメータ口径で申請した場合、設計審査手数料の還付を行うことはできない。申請の内容によ

っては、改めて申請すること。 

（６）申請対象外の工事を申請した場合、設計審査手数料の還付を行うことはできない。改めて窓口で申

請をすること。 
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別紙 1 

給水装置工事の電子申請に関する取扱い 

１．電子申請の対象条件

（１）給水装置工事申込書（一般用）、給水装置工事調書、建築確認申請受理書（給水装置工

事申込書用）、給水装置工事使用材料報告書、検査確認材料報告書、合格証、日本産業

規格品販売書、日本産業規格表示許可書、日水協検査合格品販売書、日水協検査証明書、

認証登録証（自社検査方式）、品質確認証明書（製品ロット検査方式）、性能基準を満

たす試験証明書、ISO9000 シリーズ規格への適合証明書又は新設給水装置現地案内図の

みで給水装置工事に関する申込書類の提出が完結すること。 

（２）給水装置工事調書の大きさはＡ３（解像度300dpi 以上）とし、作成方法は給水工事施行

基準を参照すること。 

２．提出書類の注意について

給水装置工事申込書（一般用）の代理人欄に、電子申請を行う者（指定工事店名等）

が記載されているとともに設計審査手数料を代理人に処理させるよう“〇”がついてい

ること。提出書類は窓口申請と同様とし、PDFで申請すること。 

《参考》申請対象外の例 

・給排水設備課が受付窓口となる工事（配水管布設工事を伴う工事、分譲地給水工事等） 

・協議を必要とする工事（40㎜以上の給水装置工事、開発許可を必要する区域への給

水装置工事、中高層直圧給水を伴う工事、中高層直結加圧給水を伴う工事、集合住宅

において各戸検針及び各戸徴収を適用する工事、他水混合を伴う工事、多世帯住宅を

伴う工事、水道メータ筐局規格外品設置を伴う工事等） 

・参考書類（誓約書又は覚書等）を必要とする工事（水道メータ移管を伴う工事、土地

使用承諾を伴う工事、水量不足を伴う工事、私設メータを伴う工事、工事用給水装置

工事、給水管の更生工事、他水設備残置を伴う工事、既設管再使用を伴う工事等） 

・取付管を既設再用又は撤去する工事（改造・増設・撤去工事） 

・支管分岐新設工事、導水装置工事が同時にある工事、給水管移管を伴う工事 

・その他、上下水道局職員が窓口申請によるべきと判断した工事 


