
番号 規程名 条項 様式名等
（所属）
局室区 課室

1 名古屋市上下水道局契約事務手続要綱 様式1 競争入札参加資格確認申請書 上下水道局 契約監理課
2 名古屋市上下水道局契約事務手続要綱 様式4 免税事業者届出書 上下水道局 契約監理課

3
名古屋市上下水道局工事請負契約約款第24条（スライ
ド条項）による増額変更に係る実施要綱

様式
工事の賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更
について（請求）

上下水道局 契約監理課

4
名古屋市上下水道局工事請負契約約款第24条第５項
（単品スライド条項）による減額変更に係る実施要綱

様式3 請負代金額の変更請求に係る異議申し立てについて 上下水道局 契約監理課

5
名古屋市上下水道局工事請負契約約款第24条第５項
（単品スライド条項）による減額変更に係る実施要綱

様式4
資材価格の急激な変動に基づく請負代金額の変更につ
いて（協議）

上下水道局 契約監理課

6
名古屋市上下水道局工事請負契約約款第24条第５項
（単品スライド条項）による減額変更に係る実施要綱

様式4（別紙）
資材価格の急激な変動に基づく請負代金額の変更につ
いて（承諾）

上下水道局 契約監理課

7
名古屋市上下水道局工事請負契約約款第24条第５項
（単品スライド条項）による増額変更に係る実施要綱

様式
資材価格の急激な変動に基づく請負代金額の変更につ
いて（請求）

上下水道局 契約監理課

8 名古屋市上下水道局電子入札実施要綱 様式1 紙入札参加申込書 上下水道局 契約監理課
9 名古屋市上下水道局前金払取扱要綱 様式1 中間前金払認定請求書 上下水道局 契約監理課

10 名古屋市上下水道局前金払取扱要綱 様式2 工事履行報告書 上下水道局 契約監理課

11
名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の
排除に関する取扱要綱

様式4 排除措置解除申出書 上下水道局 契約監理課

12
契約期間が長期にわたる役務の委託契約における賃金
の変動に基づく契約金額の変更に係る実施要領

様式1
賃金の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項第
１条第１項の規定による契約金額の変更について

上下水道局 契約監理課

13
契約期間が長期にわたる役務の委託契約における賃金
の変動に基づく契約金額の変更に係る実施要領

様式4 承諾書 上下水道局 契約監理課

14 名古屋市上下水道局談合情報等対応要領 様式第3 誓約書 上下水道局 契約監理課

15
名古屋市上下水道局における入札及び契約手続に関す
る再苦情の処理手続要領

様式1 再苦情申立書 上下水道局 契約監理課

16
工事請負契約における契約の保証に関する取扱いにつ
いて

様式3 受領書（保証書返還用） 上下水道局 契約監理課

17 名古屋市上下水道局会計規程 第25条第2号
伝票その他会計取引に関する証拠書類の金額、数量そ
の他の記載事項（首標金額を除く。）の訂正

上下水道局 経理課

18 名古屋市上下水道局会計規程 第26条第2項
署名を慣習とする外国人の支払の請求又は領収に関す
る証拠書類の自署

上下水道局 経理課

19 名古屋市上下水道局会計規程
第55条第3項、第

4項、第5項
請求書 上下水道局 経理課

20 名古屋市上下水道局会計規程 第56条 代理人による請求又は領収 上下水道局 経理課
21 名古屋市上下水道局会計規程 第64条 領収書 上下水道局 経理課
22 名古屋市上下水道局会計規程 第85条第3項 保証金保管証書 上下水道局 経理課
23 名古屋市上下水道局会計規程様式 第14号様式 口座振替等申請書 上下水道局 経理課
24 名古屋市上下水道局会計規程様式 第22号様式 保証金納付書 上下水道局 経理課
25 名古屋市上下水道局会計規程様式 第22号様式 保証金保管証書 上下水道局 経理課
26 名古屋市上下水道局会計規程様式 第23号様式 還付請求書 上下水道局 経理課
27 名古屋市上下水道局会計規程様式 第24号様式 利札請求書 上下水道局 経理課

押印を廃止する各種お手続き等一覧



28 名古屋市債権管理条例施行規程 第5号様式 履行期限延期申請書 上下水道局 経理課

29
名古屋市上下水道局アメンボデザイン等の使用に関す
る取扱要綱

様式第1 アメンボデザイン等使用申込書 上下水道局
広報サービス

課
30 名古屋市上下水道局公有財産規程 別記様式第1 行政財産使用許可申請書 上下水道局 資産活用課
31 名古屋市上下水道局公有財産規程 別記様式第3 公有財産借受申請書 上下水道局 資産活用課

32
下水暗渠（きょ）の使用許可等に係る名古屋市上下水
道局公有財産規程の特例を定める規程

別記様式第1 下水暗渠使用許可申請書 上下水道局 資産活用課

33 名古屋市上下水道局公有財産貸付事務取扱要綱
第18条第1項第9

号、第10号
入札の記名押印 上下水道局 資産活用課

34 名古屋市上下水道局公有財産貸付事務取扱要綱 第2号様式 入札書 上下水道局 資産活用課
35 名古屋市上下水道局公有財産貸付事務取扱要綱 第3号様式 入札参加申込書 上下水道局 資産活用課
36 名古屋市上下水道局公有財産貸付事務取扱要綱 第6号様式 入札辞退届 上下水道局 資産活用課
37 名古屋市上下水道局公有財産貸付事務取扱要綱 第7号様式 委任状［入札用］ 上下水道局 資産活用課

38
自動販売機設置に係る行政財産の貸付等に関する事務
取扱要綱

第1号様式 入札書 上下水道局 資産活用課

39
自動販売機設置に係る行政財産の貸付等に関する事務
取扱要綱

第2号様式 入札参加申込書 上下水道局 資産活用課

40
自動販売機設置に係る行政財産の貸付等に関する事務
取扱要綱

第3号様式 契約更新申請書 上下水道局 資産活用課

41
名古屋市上下水道局提案型ネーミングライツ・スポン
サー募集要領

様式１ 提案型ネーミングライツ事前相談申込書 上下水道局 資産活用課

42
名古屋市上下水道局提案型ネーミングライツ・スポン
サー募集要領

様式２
名古屋市上下水道局（施設名等）におけるネーミング
ライツ提案書

上下水道局 資産活用課

43
名古屋市上下水道局提案型ネーミングライツ・スポン
サー募集要領

様式３ 誓約書 上下水道局 資産活用課

44 名古屋市上下水道局指定給水装置工事事業者規程 第2号様式
名古屋市上下水道局指定給水装置工事事業者指定証再
交付申請書

上下水道局 営業課

45 名古屋市上下水道局指定給水装置工事事業者規程 第3号様式 名古屋市上下水道局指定給水装置工事事業者組合設立 上下水道局 営業課
46 名古屋市上下水道局指定排水設備工事店規程 第1号様式 指定排水設備工事店指定申請書（新規・更新） 上下水道局 営業課
47 名古屋市上下水道局指定排水設備工事店規程 第2号様式 誓約書 上下水道局 営業課
48 名古屋市上下水道局指定排水設備工事店規程 第7号様式 指定排水設備工事店証再交付申請書 上下水道局 営業課
49 名古屋市上下水道局指定排水設備工事店規程 第8号様式 指定排水設備工事店変更届 上下水道局 営業課
50 名古屋市上下水道局指定排水設備工事店規程 第9号様式 指定排水設備工事店廃止・休止・再開届 上下水道局 営業課
51 名古屋市上下水道局指定排水設備工事店規程 第15号様式 名古屋市上下水道局指定排水設備工事店組合設立届 上下水道局 営業課
52 「水道ご使用量のお知らせ」裏面への広告掲載取扱要 第1号様式 名古屋市上下水道局広告取扱業者指定申請書 上下水道局 営業課

53
名古屋市上下水道局指定給水装置工事事業者に対する
指導指針

様式１ 始末書 上下水道局 営業課

54
名古屋市上下水道局指定排水工事店及び責任技術者に
対する指導指針

別記様式第１ 始末書 上下水道局 営業課

55
名古屋市上下水道局指定排水工事店及び責任技術者に
対する指導指針

別記様式第２ 報告書 上下水道局 営業課

56
口座振替による水洗便所改造資金償還金等の収納事務
の取扱いについて

第2号様式
下水道水洗便所改造資金・浄化槽廃止工事資金償還金
口座振替届出書

上下水道局 料金課



57
株式会社ゆうちょ銀行の自動払込みによる水道料金及
び下水道使用料の収納事務の取扱いについて

第2号様式 名古屋市上下水道料金自動払込利用・解約受付通知書 上下水道局 料金課

58 積算時間計の設置について 様式第1号 積算時間計移設等届出書 上下水道局 料金課
59 水洗便所の築造に関する条例施行規程 第17条 水洗便所改造資金借用申請書（印鑑証明） 上下水道局 料金課
60 水洗便所の築造に関する条例施行規程 第1号様式 下水道水洗便所補助金交付申請書 上下水道局 料金課
61 名古屋市上下水道局浄化槽廃止工事資金助成規程 第12条第1項 浄化槽廃止工事資金借用申請書（印鑑証明） 上下水道局 料金課
62 名古屋市上下水道局浄化槽廃止工事資金助成規程 第1号様式 浄化槽廃止工事補助金交付申請書 上下水道局 料金課
63 私道における共同排水設備工事補助金交付要綱 第1号様式 私道共同排水設備工事補助金交付申請書 上下水道局 料金課
64 私道における共同排水設備工事補助金交付要綱 第2号様式 申請代表者委任状・申請者誓約書 上下水道局 料金課
65 私道における共同排水設備工事補助金交付要綱 第3号様式 土地使用承諾書 上下水道局 料金課
66 私道における共同排水設備工事補助金交付要綱 第7号様式 私道共同排水設備工事完了届 上下水道局 料金課
67 私道における共同排水設備工事補助金交付要綱 第11号様式 私道共同排水設備工事補助金交付請求書 上下水道局 料金課
68 生活扶助者等に対する下水道水洗便所補助金交付要綱 第1号様式 排水設備・水洗便所工事（承認）申請書 上下水道局 料金課
69 生活扶助者等に対する下水道水洗便所補助金交付要綱 第1号様式の2 水洗便所改造工事見積書 上下水道局 料金課
70 生活扶助者等に対する下水道水洗便所補助金交付要綱 第3号様式 下水道水洗便所補助金交付申請書 上下水道局 料金課
71 生活扶助者等に対する下水道水洗便所補助金交付要綱 第3号様式の2 水洗便所改造工事精算書 上下水道局 料金課
72 生活扶助者等に対する下水道水洗便所補助金交付要綱 第5号様式 受領書 上下水道局 料金課
73 宅地内排水ポンプ設備設置工事補助金交付要綱 第1号様式 排水ポンプ設備設置工事補助金交付申請書 上下水道局 料金課
74 宅地内排水ポンプ設備設置工事補助金交付要綱 第4号様式 排水ポンプ設備設置工事完了届 上下水道局 料金課
75 宅地内排水ポンプ設備設置工事補助金交付要綱 第6号様式 排水ポンプ設備設置工事補助金交付請求書 上下水道局 料金課
76 営業事務処理基準 給水装置修繕届出書 上下水道局 料金課
77 営業事務手続 証明書交付申請書（郵送法人用） 上下水道局 料金課
78 営業事務手続 支払伝票入力依頼表/返還金支払入力依頼表 上下水道局 料金課
79 未納管理ハンドブック 誓約書 上下水道局 料金課

80
集合住宅における各戸検針及び各戸徴収に関する事務
手続

要綱様式第１号
集合住宅（各戸検針及び各戸徴収）オートロック（申
請・変更）届出書

上下水道局 料金課

81
集合住宅における各戸検針及び各戸徴収に関する事務
手続

要綱様式第１号
の３

集合住宅の各戸検針及び各戸徴収申込書 上下水道局 料金課

82
集合住宅における各戸検針及び各戸徴収に関する事務
手続

要綱様式第２号 連絡責任者[選任・変更・解任]届 上下水道局 料金課

83
集合住宅における各戸検針及び各戸徴収に関する事務
手続

要綱様式第３号 維持管理業者選任届 上下水道局 料金課

84
集合住宅における各戸検針及び各戸徴収に関する事務
手続

要綱様式第４号 維持管理業者変更届 上下水道局 料金課

85
集合住宅における各戸検針及び各戸徴収に関する事務
手続

要綱様式第６号 給水施設点検結果報告書 上下水道局 料金課

86
集合住宅における各戸検針及び各戸徴収に関する事務
手続

要綱様式第９号 集合住宅の各戸検針及び各戸徴収申込取消届 上下水道局 料金課

87
集合住宅における各戸検針及び各戸徴収に関する事務
手続

別記様式
集合住宅の各戸検針・各戸徴収に関する契約の解除申
出書

上下水道局 料金課

88
集合住宅における各戸検針及び各戸徴収に関する事務
手続

様式第５号 受水槽等清掃及び保守点検計画書 上下水道局 料金課

89
集合住宅における各戸検針及び各戸徴収に関する事務
手続

様式第６号 受水槽等清掃報告書 上下水道局 料金課



90
集合住宅における各戸検針及び各戸徴収に関する事務
手続

様式第８号 各戸メータ等修繕・取替報告書 上下水道局 料金課

91
集合住宅における各戸検針及び各戸徴収に関する事務
手続

様式第９号
集合住宅の各戸検針及び各戸徴収における共同メータ
設置申請書

上下水道局 料金課

92
集合住宅における各戸検針及び各戸徴収に関する事務
手続

様式第１０号
集合住宅の各戸検針及び各戸徴収における共同使用水
栓等水量合算申請書

上下水道局 料金課

93
集合住宅における各戸検針及び各戸徴収に関する事務
手続

様式第１１号
集合住宅の各戸検針及び各戸徴収における共同使用水
栓等中止申請書

上下水道局 料金課

94
集合住宅における各戸検針及び各戸徴収に関する事務
手続

別記様式 集合住宅各戸メータ受領書 上下水道局 料金課

95 利用促進係事務通知集 ― 証明書 上下水道局 料金課
96 営業事務処理基準 様式第５号 減量認定申告書 上下水道局 料金課
97 営業事務処理基準 様式第５号－２ 減量認定申告書 上下水道局 料金課
98 排水設備要覧 17ページ 水洗便所改造資金借用書用精算書 上下水道局 料金課

99 排水設備要覧 18ページ
浄化槽廃止工事資金借用申請書兼委任状兼借用金償還
証書

上下水道局 料金課

100 排水設備要覧 19ページ 委任状 上下水道局 料金課
101 排水設備要覧 20ページ 請求書 上下水道局 料金課

102 名古屋市水道給水条例施行規程
第1号様式（その

1）
給水装置工事申込書（一般用） 上下水道局 給排水設備課

103 名古屋市水道給水条例施行規程
第1号様式（その

2）
給水装置工事申込書（支管分岐新設用） 上下水道局 給排水設備課

104 名古屋市水道給水条例施行規程 第2号様式 代理人・代表者変更届 上下水道局 給排水設備課
105 名古屋市水道給水条例施行規程 第3号様式 代理人・代表者解任届 上下水道局 給排水設備課
106 名古屋市水道給水条例施行規程 第4号様式 代表者選任届 上下水道局 給排水設備課
107 名古屋市水道給水条例施行規程 第9号様式 給水装置工事申込取消届 上下水道局 給排水設備課
108 名古屋市下水道条例施行規程 第5号様式 排水設備築造延期願 上下水道局 給排水設備課
109 名古屋市下水道条例施行規程 第7号様式 取付管築造工事申請書 上下水道局 給排水設備課
110 名古屋市下水道条例施行規程 第8号様式 取付管・排水設備・水洗便所工事（承認）申請書 上下水道局 給排水設備課
111 名古屋市下水道条例施行規程 第9号様式 取付管築造工事申請書 上下水道局 給排水設備課
112 名古屋市下水道条例施行規程 第10号様式 取付管撤去工事申請書 上下水道局 給排水設備課
113 名古屋市下水道条例施行規程 第11号様式 取付管・排水設備・水洗便所（承認）申請取消届 上下水道局 給排水設備課
114 名古屋市下水道条例施行規程 第13号様式 代表者変更届 上下水道局 給排水設備課
115 名古屋市下水道条例施行規程 第16号様式 代理人（選定・変更・廃止）届出書 上下水道局 給排水設備課
116 名古屋市下水道条例施行規程 第17号様式 委任状 上下水道局 給排水設備課
117 給水装置工事検査要綱 様式1 給水装置工事完成検査報告書 上下水道局 給排水設備課
118 地下排水槽の構造及び維持管理等に関する要綱 第1号様式 地下排水槽事前協議申請書 上下水道局 給排水設備課
119 地下排水槽の構造及び維持管理等に関する要綱 第4号様式 地下排水槽設置計画書 上下水道局 給排水設備課
120 名古屋市上下水道局給水用具の指定に関する要綱 第1号様式 指定給水用具受検等承認申請書 上下水道局 給排水設備課
121 名古屋市上下水道局給水用具の指定に関する要綱 第3号様式 承認事項変更届出書 上下水道局 給排水設備課
122 名古屋市上下水道局水道メータの承認に関する要綱 第1号様式 水道メータ承認申請書 上下水道局 給排水設備課
123 名古屋市上下水道局水道メータの承認に関する要綱 第3号様式 水道メータ承認辞退届 上下水道局 給排水設備課
124 中高層直結給水実施要綱 第1号様式 中高層直圧給水申請書 上下水道局 給排水設備課
125 中高層直結給水実施要綱 第3号様式 中高層直結加圧給水申請書 上下水道局 給排水設備課



126 ディスポーザ排水処理システム取扱要綱 第2号様式 維持管理業務委託契約確約書 上下水道局 給排水設備課
127 公共下水道への下水排出の同意について 別記様式 公共下水道への下水排出の同意願 上下水道局 給排水設備課
128 公共下水道への下水排出の同意について 別記様式 公共下水道への下水排出の同意についての変更届 上下水道局 給排水設備課
129 給水工事施行基準 （様式3-1） 給水装置工事計画協議書 上下水道局 給排水設備課
130 給水工事施行基準 誓約書（直結直圧給水方式採用） 上下水道局 給排水設備課
131 給水工事施行基準 事前調査結果報告書（更生工事） 上下水道局 給排水設備課
132 給水工事施行基準 他水混合施設計画確認書 上下水道局 給排水設備課
133 給水工事施行基準 誓約書（導水装置への他水混合） 上下水道局 給排水設備課
134 給水工事施行基準 給水装置所有者変更届 上下水道局 給排水設備課
135 給水工事施行基準 給水装置工事申込取消届 上下水道局 給排水設備課
136 給水工事施行基準 水道本管工事申込書 上下水道局 給排水設備課
137 給水工事施行基準 承諾書 上下水道局 給排水設備課
138 給水工事施行基準 分譲地給水装置工事申込書 上下水道局 給排水設備課
139 給水工事施行基準 給水管移管申込書 上下水道局 給排水設備課
140 給水工事施行基準 委任状 上下水道局 給排水設備課
141 給水工事施行基準 水道メータ移管申込書 上下水道局 給排水設備課
142 給水工事施行基準 土地使用承諾について 上下水道局 給排水設備課
143 給水工事施行基準 誓約書（水量不足） 上下水道局 給排水設備課
144 給水工事施行基準 誓約書（私設メータ設置） 上下水道局 給排水設備課
145 給水工事施行基準 誓約書（工事用給水装置工事の申込み） 上下水道局 給排水設備課
146 給水工事施行基準 給水管の更生工事に関する覚書 上下水道局 給排水設備課
147 給水工事施行基準 誓約書（他世帯住宅） 上下水道局 給排水設備課
148 給水工事施行基準 他水設備残置に関する覚書 上下水道局 給排水設備課
149 給水工事施行基準 既設管再使用に関する覚書 上下水道局 給排水設備課
150 給水工事施行基準 水道メータ筺局規格外品設置承認申請書 上下水道局 給排水設備課
151 給水工事施行基準 スプリンクラー設置に関する承諾書 上下水道局 給排水設備課
152 排水設備要覧 土地使用承諾書 上下水道局 給排水設備課
153 排水設備要覧 誓約書 上下水道局 給排水設備課
154 排水設備要覧 第18条関係 下水排出計画書 上下水道局 給排水設備課

155
上下水道道路取付管工事にかかる工事費開示の取扱い
について

様式-1
水道道路取付管工事　下水道取付管工事　工事費見積
申請書

上下水道局 給排水設備課

156 地上権設定の手引き 様式 給水管移管申込書（様式３単独） 上下水道局 給排水設備課
157 地上権設定の手引き 様式 給水管移管申込書（様式４複数） 上下水道局 給排水設備課
158 地上権設定の手引き 様式 私道所有者の地上権設定承諾書（様式５複数） 上下水道局 給排水設備課
159 地上権設定の手引き 様式 給水装置所有者変更届 上下水道局 給排水設備課
160 地上権設定の手引き 様式 地上権設定登記の抹消について（依頼） 上下水道局 給排水設備課
161 事故トラブル対応マニュアル 様式 確認書 上下水道局 給排水設備課
162 グリース阻集器維持管理適正化業務委託実施マニュア 様式２ グリース阻集器適正管理啓発実施承諾願 上下水道局 給排水設備課

163
処理水熱利用のための公共下水道の接続許可等に関す
る規程

第1号様式 処理水熱利用に係る公共下水道接続許可申請書 上下水道局 下水道計画課

164 名古屋市上下水道局土木工事用資材の製作者登録要綱 別記様式第1 土木工事用資材登録申請書 上下水道局 技術管理課
165 名古屋市上下水道局土木工事用資材の製作者登録要綱 別記様式第3 土木工事用資材変更登録申請書 上下水道局 技術管理課
166 名古屋市上下水道局土木工事用資材の製作者登録要綱 別記様式第5 土木工事用資材製作者登録辞退届 上下水道局 技術管理課
167 請負工事監督要領 第2条第11号 書面 上下水道局 技術管理課
168 請負工事成績評定要領 様式第4号 工事成績評定に係る説明請求書 上下水道局 技術管理課



169 請負工事成績評定要領 様式第6号 工事成績評定に係る再説明請求書 上下水道局 技術管理課
170 請負工事設計変更要領 様式第1号 工事変更協議書 上下水道局 技術管理課
171 請負工事設計変更要領 様式第6号 工期の変更について（協議） 上下水道局 技術管理課
172 請負工事設計変更要領 様式第7号 工期の変更について（承諾） 上下水道局 技術管理課
173 請負工事設計変更要領 様式第10号 請負代金額の変更について（協議） 上下水道局 技術管理課
174 請負工事設計変更要領 様式第11号 請負代金額の変更について（承諾） 上下水道局 技術管理課
175 請負工事（単価契約）成績評定要領 様式第4号 工事成績評定に係る説明請求書 上下水道局 技術管理課
176 請負工事（単価契約）成績評定要領 様式第6号 工事成績評定に係る再説明請求書 上下水道局 技術管理課

177
機械設備工事及び電気設備工事に使用する機器の製作
者の登録に関する要領

様式第1 機器製作者登録審査申請書 上下水道局 技術管理課

178
機械設備工事及び電気設備工事に使用する機器の製作
者の登録に関する要領

様式第4 機器製作者登録に係る誓約書 上下水道局 技術管理課

179
機械設備工事及び電気設備工事に使用する機器の製作
者の登録に関する要領

様式第7 機器製作者登録内容変更届 上下水道局 技術管理課

180
機械設備工事及び電気設備工事に使用する機器の製作
者の登録に関する要領

様式第8 機器製作者登録辞退届 上下水道局 技術管理課

181 名古屋市上下水道局受託工事取扱要綱 様式1 受託工事申込書 上下水道局 技術管理課
182 名古屋市上下水道局受託工事取扱要綱 様式3 受託工事実施条件承諾書 上下水道局 技術管理課
183 名古屋市上下水道局受託工事取扱要綱 様式5（その1） 受託工事費精算承諾書（追徴） 上下水道局 技術管理課
184 名古屋市上下水道局受託工事取扱要綱 様式5（その2） 受託工事費精算承諾書（返還） 上下水道局 技術管理課
185 名古屋市上下水道局受託工事取扱要綱 様式6 受託工事取消届 上下水道局 技術管理課
186 設計業務委託成績評定要領 様式4 設計業務委託成績評定に係る説明請求書 上下水道局 技術管理課
187 設計業務委託成績評定要領 様式6 設計業務委託成績評定に係る再説明請求書 上下水道局 技術管理課
188 工事打合せ簿取扱の手引き（土木） 1ページ 運用 上下水道局 技術管理課
189 工事打合せ簿取扱の手引き（土木） 様式 別紙Ａ 上下水道局 技術管理課
190 工事打合せ簿取扱の手引き（土木） 様式 別紙Ｂ 上下水道局 技術管理課
191 工事の一時中止に係るガイドライン（土木工事） 様式2 工事の一時中止に伴う基本計画書の提出について 上下水道局 技術管理課
192 工事の一時中止に係るガイドライン（土木工事） 様式5 工事の一時中止に伴う工期短縮計画書の提出について 上下水道局 技術管理課

193 工事の一時中止に係るガイドライン（土木工事） 様式6
工事の一時中止に伴う工事現場における増加費用の請
求について

上下水道局 技術管理課

194 工事の一時中止に係るガイドライン（土木工事） 様式11
工事の一時中止に伴う工事現場における増加費用につ
いて（承諾）

上下水道局 技術管理課

195 土木工事共通仕様書（共通編） 2ページ 書面 上下水道局 技術管理課
196 土木工事共通仕様書（共通編） 附則－2 工事打合せ簿 上下水道局 技術管理課
197 設計業務委託共通仕様書（共通編） 2ページ 書面 上下水道局 技術管理課
198 設計業務委託共通仕様書（共通編） 8ページ 設計業務の成果物 上下水道局 技術管理課
199 設計業務委託共通仕様書（共通編） 参考様式1 業務打合せ簿 上下水道局 技術管理課
200 設計業務委託共通仕様書（共通編） 参考様式2 打合せ記録簿 上下水道局 技術管理課
201 設計業務委託共通仕様書（測量編） 8ページ 土地境界立会確認書 上下水道局 技術管理課
202 日報作成基準（水道工事） 8ページ 記入方法 上下水道局 技術管理課
203 日報作成基準（水道工事） 記載例 日報記載例 上下水道局 技術管理課
204 電子納品に関する運用基準（施設・設備編） 付属資料2 電子媒体納品書 上下水道局 技術管理課

205 インフレスライド条項運用マニュアル 様式１
工事の賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更
について(請求)

上下水道局 技術管理課



206 インフレスライド条項運用マニュアル 様式４
工事の賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更
について(承諾)

上下水道局 技術管理課

207 機械設備工事施工点検表 表紙 上下水道局 技術管理課
208 建築機械設備工事施工点検表 表紙 上下水道局 技術管理課
209 電気設備工事施工点検表 表紙 上下水道局 技術管理課
210 施工計画書作成の手引き(機械設備工事編） 表紙 上下水道局 技術管理課
211 施工計画書作成の手引き(建築機械設備工事編） 表紙 上下水道局 技術管理課

212
施工計画書作成の手引き（電気設備工事編・建築電気
設備工事編）

表紙 上下水道局 技術管理課

213 工事共通仕様書（施設総則編） 工事打合せ簿 上下水道局 技術管理課
214 工事共通仕様書（施設総則編） 委託打合せ簿 上下水道局 技術管理課
215 工事共通仕様書（施設総則編） 配置予定技術者確認表 上下水道局 技術管理課

216 工事共通仕様書(施設総則編)
第１章 共通事項　第２節 用語の定義 １５　書面の定
義　(P2)

上下水道局 技術管理課

217 機械設備施工管理基準 継手チェックシート 上下水道局 技術管理課
218 名古屋市上下水道局配水管施工士規程 第1号様式 配水管技能者登録済報告書兼配水管施工士登録申請書 上下水道局 配水課
219 名古屋市上下水道局配水管施工士規程 第2号様式 配水管施工士登録事項変更届出書 上下水道局 配水課
220 配水管内クリーニング工法の性能確認実施要綱 様式1 配水管内クリーニング工法の性能確認申請書 上下水道局 配水課
221 配水管内クリーニング工法の性能確認実施要綱 様式2 産業財産権に関する誓約書 上下水道局 配水課
222 配水管内クリーニング工法の性能確認実施要綱 様式5 配水管内クリーニング工法の変更届 上下水道局 配水課

223 配水管施工士業務マニュアル 2－資料-29
配水管施工士登録講習受講料の一括代理納入について
（申込）

上下水道局 配水課

224 配水管施工士業務マニュアル 3-資料-10
配水管施工士更新申請書（兼配水管技能者登録証更新
申請済報告書）

上下水道局 配水課

225 配水管施工士業務マニュアル
配水管施工士登録講習修了証再発行申請書（兼配水管
技能者登録証更新申請済報告書）

上下水道局 配水課

226 配水管等第三者加害事故に伴う事務取扱 様式3 過失修繕工事申込書 上下水道局 配水課
227 配水管等第三者加害事故に伴う事務取扱 確約書 上下水道局 配水課
228 補償事務手続き 様式3-1、3-2 確認書（示談書） 上下水道局 配水課
229 名古屋市下水道条例施行規程 第18号様式 物件設置許可申請書 上下水道局 保全課

230
工事用排水を下水道に排出する場合の事務取扱いにつ
いて

第1号様式 下水道施設一時使用届出書 上下水道局 保全課

231
工事用排水を下水道に排出する場合の事務取扱いにつ
いて

第2号様式 下水道施設一時使用変更届出書 上下水道局 保全課

232 損傷負担金徴収事務の取扱いについて 様式第3 誓約書 上下水道局 保全課
233 損傷負担金徴収事務の取扱いについて 様式第4 損傷事実確認書 上下水道局 保全課
234 損傷負担金徴収事務の取扱いについて 様式第11 分割納付誓約書 上下水道局 保全課

235
公共下水道管理者以外の者が行う公共下水道施設に係
る工事等に関する要綱

様式1 施行協議書 上下水道局 保全課

236
公共下水道管理者以外の者が行う公共下水道施設に係
る工事等に関する要綱

様式2 公共下水道施設工事施行承認申請書 上下水道局 保全課

237
公共下水道管理者以外の者が行う公共下水道施設に係
る工事等に関する要綱

様式4 竣工報告書 上下水道局 保全課



238
予定価格が10万円未満となる修繕案件などの取り扱い
について（事務連絡）

別添様式 修理業務完了届 上下水道局 施設管理課

239 工業用水道営業事務手続 7頁 委任状 上下水道局 施設管理課
240 施設管理業務一般仕様書（下水道施設編） 事務室等使用願い 上下水道局 施設管理課
241 施設管理業務一般仕様書（下水道施設編） 施設機能確認書 上下水道局 施設管理課
242 施設管理業務一般仕様書（下水道施設編） 事故・故障報告書 上下水道局 施設管理課
243 施設管理業務一般仕様書（下水道施設編） 業務引継書 上下水道局 施設管理課
244 施設管理業務一般仕様書（下水道施設編） 故障報告書（参考様式） 上下水道局 施設管理課
245 名古屋市下水道条例施行規程 第1号様式 排出承認申請書 上下水道局 水質管理課
246 名古屋市下水道条例施行規程 第4号様式 除害施設（築造・改築・増築）計画承認申請書 上下水道局 水質管理課
247 排水設備設置義務免除の許可の事務取扱いについて 第1号様式 排水設備設置義務免除許可申請書 上下水道局 水質管理課
248 排水設備設置義務免除の許可の事務取扱いについて 第11号様式 休止・廃止・再開届出書 上下水道局 水質管理課
249 排水設備設置義務免除の許可の事務取扱いについて 第12号様式 申請事項変更届出書 上下水道局 水質管理課
250 排水設備設置義務免除の許可の事務取扱いについて 第13号様式 氏名等変更届出書 上下水道局 水質管理課
251 排水設備設置義務免除の許可の事務取扱いについて 第14号様式 添付書類変更届出書 上下水道局 水質管理課
252 排水設備設置義務免除の許可の事務取扱いについて 第15号様式 承継届出書 上下水道局 水質管理課
253 排水設備設置義務免除の許可の事務取扱いについて 第16号様式 添付書類変更届出書提出に係る期間短縮申請書 上下水道局 水質管理課
254 工場排水指導マニュアル 9章 事項対応報告書 上下水道局 水質管理課
255 工場排水指導マニュアル 9章 事故届出書 上下水道局 水質管理課
256 工場排水指導マニュアル 9章 事故再発防止措置計画届出書 上下水道局 水質管理課
257 工場排水指導マニュアル 9章 事故再発防止措置完了届出書 上下水道局 水質管理課
258 工場排水指導マニュアル 8章 改善計画書 上下水道局 水質管理課
259 工場排水指導マニュアル 8章 改善報告書 上下水道局 水質管理課


