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令和元年度 名古屋市上下水道局指定工事店技術講習会



本日の内容
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１．給水工事施行基準の改定

２．給水装置工事の

申請と施工上の注意点
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元号削除について

（給水工事施行基準 P204）

様式の変更について

（給水工事施行基準 P13の2,112,13,197,198,199,201,
211,301,356,357,361,362）

（公）日本水道協会発行の品質確認証明書の改定に
伴い様式を変更

記入様式を一部変更

… 元号「平成」を削除

１．給水工事施行基準の改定



（参考）局公式ウェブサイトへの掲載
トップページ＞事業者の方へ＞工事及び委託関係図書＞給水工事施行基準

・給水工事施行基準一式

・平成３1年4月1日改定分
（差替用）

・様式集（word版）
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本日の内容
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１．給水工事施行基準の改定

２．給水装置工事の

申請と施工上の注意点

（１）申請に関する注意点

（２）施工に関する注意点

（３）汚染防止の措置に関する注意点



２．給水装置工事の申請と施工上の注意点

（１）事前協議

（２）工事の申請（設計・審査）

（３）屋内工事の施工

（４）取付管工事日程調整

（５）取付管工事施工

（６）完成検査
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給水装置工事の流れ



申請者
（指定工事店）

上下水道局
取付管工事
施工業者

（２）給水装置工事の申請 設計審査

承認
（３）屋内施工

工事費納入通知書
納金

納金確認

道路占用申請
道路使用申請等

施工指示
屋内工事完成

（６）完成検査の実施

完成検査報告書
局完成検査の実施

（５）
取付管工事
施工

（４）取付管工事日程調整

着手届
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（１）事前協議の実施
（協議書）

局回答
（回答書）

２．給水装置工事の申請と施工上の注意点



本日の内容

8

１．給水工事施行基準の改定

２．給水装置工事の

申請と施工上の注意点

（１）申請に関する注意点

（２）施工に関する注意点

（３）汚染防止の措置に関する注意点
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２-（１）申請に関する注意点

給水装置工事の施工前に、給水装置工事の申請
を行うこと

申請内容に指摘事項があっても、施工が完了
していると、改善が速やかに実施できない。

無届工事の実施は、事故やトラブルに繋がる
おそれがある。

お客さまに迷惑をかけ、上下水道局や指定
工事店に対して不信感を抱かせる。
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２-（１）申請に関する注意点

給水装置工事申請は、期間に余裕を持って
行うこと

申請内容の審査や取付管（配水管）工事の
施工には、一定の期間を要する

年内施工や年度内施工を希望する場合は、
受付期限を厳守すること

受付窓口へ要確認！

本管布設工事を
伴う場合

市道以外で工事
を行う場合

大規模物件
の場合



本日の内容
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１．給水工事施行基準の改定

２．給水装置工事の

申請と施工上の注意点

（１）申請に関する注意点

（２）施工に関する注意点

（３）汚染防止の措置に関する注意点



公 道
民 地

公
私
境
界

ポリ止水栓曲管
(20×13、20、25)

①屋内施工（指定工事事業者）②公道内施工（上下水道局）

通水した際、止水栓曲管の挿込部で
漏水が発生
発生件数
H30年度-89件（H29年度の約2倍）
H31年度-4件(4月末現在)
0

２-（２）施工に関する注意点
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ワンタッチ式金属継手の接合について



２-（２）施工に関する注意点
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ワンタッチ式金属継手の接合について



ワンタッチ式金属継手の接合について

 管を垂直に切断する

 適切に面取りを行う

 接合時の注意点

２-（２）施工に関する注意点
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パイプカッターを用い、
管軸に直角に切断する

管肉厚の半分を目安に
管端の面取りを行う
（面取り器を使用）



ワンタッチ式金属継手の接合について

 管を垂直に切断する

 適切に面取りを行う

 挿入寸法を確認する

 接合時の注意点

２-（２）施工に関する注意点
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呼び径ごとの挿入寸法を確認、
管の挿し口部にマーキングを
行う

マーキング面まで管を
まっすぐ挿し込む



ワンタッチ式金属継手の接合について

 管を垂直に切断する

 適切に面取りを行う

 挿入寸法を確認する

 離脱防止の確認

 接合時の注意点

２-（２）施工に関する注意点
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適正な手順及び方法での施工をお願いします

管挿入後、管と継手を強く
引張り、離脱防止を確認
する
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２-（２）施工に関する注意点

メータ筺の設置位置について

① 公私境界及び道路取付部に近接した屋外

② 検針及び維持管理に支障がない安全な場所

etc…

（給水工事施行基準 P86～88）

筺及びメータが破損するおそれがある場所
車両の下になる場所（駐車場、駐輪場…）
車両の通路、出入口等で検針に危険を伴う場所

設置を避けるべき場所



メータ間隔棒下端とメータライナー上端との間隔を
規定通り確保

（給水工事施行基準P90より抜粋）
18

２-（２）施工に関する注意点

メータ筺据付について

⇒規定未満の間隔⇒メータとメータライナーが干渉
⇒メータが設置できないおそれ



メータ下流、止水栓上流に作業空間を確保
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２-（２）施工に関する注意点

メータ筺据付について

作業空間

⇒開閉栓作業、メータ交換のため必要
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２-（２）施工に関する注意点

メータ筺据付について

メータ下流、止水栓上流に作業空間を確保
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２-（２）施工に関する注意点

メータ間隔棒の施工について

 メータ間隔棒の寸法

… メータ間隔棒の全長は、パッキン厚さを含む

⇒ パッキン不要

 不正なメータ間隔棒の使用禁止

… 上下水道局が規定したメータ間隔棒以外のもの
を使用しない

⇒ 寸法が異なるメータ間隔棒、穴あきメータ間隔棒…



２-（２）施工に関する注意点
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普通式メータの設置・取替について

 メータ接合部の締込みについて

… メータユニットにおけるメータ接合部の締込み
不良、パッキンずれ等によって、漏水が発生する
ケースがある。

⇒ メーカーの作業マニュアル等を確認、施工後の
確認を徹底



２-（２）施工に関する注意点
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普通式メータの設置・取替について

 メータ接合部の締込みについて



本日の内容
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１．給水工事施行基準の改定

２．給水装置工事の

申請と施工上の注意点

（１）申請に関する注意点

（２）施工に関する注意点

（３）汚染防止の措置に関する注意点



２-（３）汚染防止の措置に関する注意点

 吐水口空間の確保(給水工事施行基準P105～108)
…タンク等※への給水は必ず落し込みとし、規定の吐水口
空間を確保すること ※受水槽、浴槽、プール等

吐水口の内径、用途に応じた、
A、B寸法を確保すること

受水タンク

A:吐水口空間

B:壁からの離れ

B 越流管
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バルブ

Ｍ

メーター

配水管

官民境界

受水槽

ポンプ

給水装置
井水設備の配管

クロスコネ
クション

◆クロスコネクションの例

２-（３）汚染防止の措置に関する注意点

 クロスコネクションの禁止

クロスコネクションの定義
給水管とそれ以外の設備（井水、再生水など）を直接連結させること。
受水槽下流の配管と給水装置が接合することもクロスコネクションに該当

健康被害発生

他水
※
管の圧力 ＞ 給水管の圧力

他水が逆流し 水道水を汚染

汚染された水を飲用する

※他水：給水管以外から供給される水

（水道法施行令第５条）(給水工事施行基準P105)

井戸水
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２-（３）汚染防止の措置に関する注意点

 給水装置以外のクロスコネクションの禁止（参考）

Ｍ

メーター

配水管

官民境界
受水槽 ポンプ

給水装置
受水槽以降の飲用配管

井戸水

飲用

他水配管

クロスコネ
クション

建築基準法施行令第１２９条の２の５

２ 建築物に設ける飲料水の配管設備（水道法第３条第９項に規定する給水
装置に該当する配管設備を除く）（中略）次に定めるところによらなけれ
ばならない。
一 飲料水の配管設備（これと給水系統を同じくする配管、設備を含む。こ
の号から第三号までにおいて同じ。）とその他の配管設備とは、直接連結
させないこと。

クロスコネク
ションにより...

健康被害発生
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クロスコネクション事故事例紹介①

【事故事例】
・住民から「水道水が黄色っぽく異臭がする」と通報。
・調査した結果、通報を受けた近隣の果樹園で「給水管
と薬剤散布システムの配管が誤接合」されており、薬
剤が給水管に逆流したことが判明。

【処置】
・水道水の使用をただちに中止するよう通知
・ポリタンクによる応急給水
・給水装置の洗浄を行い、安全性を確認した後使用再開

使用者がすぐに使用を控えたため、被害は最小限に留まる。

農薬散布用設備による逆流事故 （H19年）

２-（３）汚染防止の措置に関する注意点
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【事故事例】
・農業施設において給水装置と井水配管が誤接合。
・長期間、井水が混合した水道水が施設周辺の住民に
供給されていた。
・水質基準は満たしていた。

【処置】
・ただちに給水停止、誤接合を解消
・周辺住民の健康診断
・給水装置の洗浄を行い、安全性を確認した後使用再開

クロスコネクション事故事例紹介②

農業施設における井戸水の逆流事故（平成28年）

２-（３）汚染防止の措置に関する注意点
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【事故事例（名古屋市内で発生）】
・工場において給水装置と専用水道の配管が誤接合
・検針時に使用水量がマイナスとなってことで発覚
・他水を膜ろ過し、処理水を飲用として利用していた
・水質基準は満たしていた。

【処置】
・ただちに誤接合を解消
・周辺住民に対し、広報活動を実施
・地下水等の上水道以外の水を上水道と併用している使
用者に対し、誤接合の注意喚起を実施

クロスコネクション事故事例紹介③

工場における専用水道の逆流事故（平成30年）

２-（３）汚染防止の措置に関する注意点
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ご清聴ありがとう

ございました
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