




はじめに

本市の下水道は大正元年（１９１２年）に初めて供用開始がされて以来１００年が経ち、関係する皆

様のご協力によりまして下水道人口普及率は９９％と大きく向上しました。この間、本書は何度か改定

を行い、関係する皆様の一助となるよう努めてまいりました。

そして、平成 24 年度に製本タイプからファイリングタイプへ変更されてから６年が経過し、より分

かりやすいものとするために内容を見直し、この度改定をすることになりました。

本書は、下水道と排水設備に関する本市の制度及び設計・施工の技術指針と事務手続き等について分

かりやすく解説し、排水設備の設計・施工等に関わる皆様の実務書とするものです。

本書の内容としましては、「下水道及び排水設備の総論」「排水設備技術指針」「排水設備に関する制

度と事務手続」「下水道の利用促進」等で構成されています。

つきましては、本市指定排水設備工事店において排水設備の工事や事務手続きに携わる実務担当者の

方、その他関係する皆様に本書を幅広く活用していただくことにより、排水設備に関して理解を深め、

設計・施工等を適正に行っていただきますようお願いいたします。

平成３０年４月

名古屋市上下水道局営業部

給排水設備課長
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