
令和３年度
磐田市指定工事店事務連絡会

磐田市環境水道部 上下水道総務課
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－ 連絡したい内容 －
1. 排水設備等の計画の確認
（１）排水設備設置計画確認申請について
（２）審査基準について
（３）排水設備設置計画確認書の交付について

2. 工事完了後の提出書類
（１）工事完了届について
（２）下水道開始届出書について
（３）下水道使用休止届出書について
（４）メーターに関する届出書について

3. 排水設備等の完了検査
（１）受検にあたって
（２）完了検査について

4. 供用開始区域
5. 浄化槽設置事業費補助金
6. 重要なポイントの確認 2



１ 排水設備等の計画の確認
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「排水設備設置計画確認申請書」を提出する前に
下記について確認をしてください

□ 供用開始区域であるか 排水設備を整備する土地が、供用開始区域か、
そうでない区域かを確認してください。

□ 取付管の有無
取付管が無い場合は、取付管設置の条件（公費・
自費・区域外流入）を確認し「取付管設置申請書」
を提出すること

□ 井戸水の場合
下水道使用水量を算定するメーター設置が必要です。
事前に給排水サービスグループとの調整をお願い
します。□

簡易水道で組合設置の
メーターがない場合
（千手堂・小島・豊島）

□ 接続マス（公共ます）
と取付管との固着

接続マス（公共ます）を取付管に固着させる際は
取付管を損傷させないよう設置計画および、施工
をするよう注意すること。



（1）排水設備等の計画の確認
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（排水設備等の計画の確認）

第５条 排水設備等の新設を行おうとする者は、あらかじめその計画

が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するもので

あることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書

類等を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。確認

を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

（磐田市下水道条例）

関係法令等
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（排水設備等の計画の確認申請）
第２条 条例第５条の規定による排水設備等の新設等の確認を受けようと
するものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる申請書及
び書類を市長に提出しなければならない。確認を受けた事項を変更しよ
うとするときも、同様とする。
(１) 排水設備の設置計画確認申請
ア 排水設備設置計画確認申請書（様式第１号）
イ 案内図
ウ 設置計画平面図
エ 縦断面図
オ その他管理者が必要と認める書類

(２) 除害施設及びディスポーザ排水処理システムの確認申請
ア 除害施設等設置計画確認申請書（様式第２号）
イ 案内図
ウ 設置計画平面図
エ 除害施設等の構造図
オ 容量算定表（グリーストラップ及びオイルトラップの場合に限る。）
カ ディスポーザ排水処理システムにあっては、維持管理に関する確約書（様
式第３号）
キ その他管理者が必要と認める書類

（磐田市下水道条例施行規程）



書類提出に際しての注意点
 排水設備等の新設・増設・改造をする場合「排水設備設置計画確認申
請書」の提出が必要です。

 Ｒ４年度からは申請書１部のみの提出に変更します。

 クリップ止めで提出してください。

 屋外のますや排水管の改造をしない場合でも、屋内排水器具を改造・
増設したら「排水設備設置計画確認申請書」の提出が必要です。

 申請時の計算間違いや平面図と縦断面図との相違等が多いため、提出
前に申請内容に間違いがないか確認をお願いします。

 「排水設備設置計画確認書」が交付される前に、排水設備工事に着工
した場合、磐田市排水設備等指定工事店の違反行為等に対する処分に
関する要綱に基づき違反点数が付されます。
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申請書
記入時の
注意事項

可能な限り敷地
面積を記入して
ください
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設置場所の住所で
はなく、関係する
筆の地番全てを記
入してください
（整備する場所を正しく
把握するため+負担金
・分担金確認のため）

個人の場合、自署
であれば押印不要
自署以外の場合に
は押印が必要です

申請書の提出は
１部のみ

（クリップ止め）

排水区分：その他
アパート・店舗
病院-診療所は受診
内容も余白に記入
（除害の要不要の確認
のため）

便所の改造時期は
くみ取りから変更
する場合のみ記入

個人の場合、自署
であれば押印不要
自署以外の場合に
は押印が必要です

排水設備設置計画確認申請書



設置義務者（申請者）とは
公共下水道の供用を開始したときの排水設備設置義務につい
ては、下水道法第１０条第１項に規定されており、排水設備
を設置しなければならない者は次の通り定められている。
①建物の敷地である土地にあっては、その建築物の所有者
②建物の敷地でない土地にあっては、その土地の所有者
③道路その他の公共施設（建築物を除く）の敷地である
土地にあっては、その公共施設を管理すべき者

指定工事店とは
（排水設備等の工事の施工）
第６条 排水設備等の新設等の工事は指定工事店でなければ
施工してはならない。

（磐田市下水道条例）
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関係法令等



責任技術者とは
（責任技術者の責務等）
第１８条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則
その他市長が定めるところにより、次に掲げる職務を誠実
に行わなければならない。
（１）排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
（２）排水設備等の新設等工事に従事する者の技術上の指
導監督

（３）排水設備等の新設等の工事が、排水設備等の設置及
び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

（４）次条第１項に規定する検査の立会い
２ 責任技術者は、排水設備等の工事の業務に従事すると
きは、常に責任技術者証を携帯し、関係者の請求があっ
たときは、これを提示しなければならない。

（磐田市下水道条例）
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排水設備設置に関する利害関係人の承認
・排水設備の設置に関し、排水設備使用者の承諾及び土地所
有者並びに家屋所有者の承諾を得ること。また、それぞれ、
住所、氏名の記入をすること。
 個人の場合、自署であれば押印不要です。自署以外の場
合のみ押印してください。

 個人以外の場合、押印は必須となります。
・申請者が借家人の場合や私道等に排水管の布設を行う場合
も同様に、利害関係人すべての承諾を得ること。
・土地通過等の承諾は該当がある場合のみでかまいません。

その他の注意
・消えるボールペンの使用は不可です。
・修正ペンの使用は不可。見え消しで修正すること。
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位置図
・Ａ４サイズでわかりやすい、最新の地図を添付してください。
（検査の際、古すぎると目標物がなく困ることがあります。）
・関係する筆全てがわかるように○印で囲まず、矩形で塗りつぶしてくだ
さい。

審査が正しく行えるようご協力ください
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丸で囲むと
対象地が
わからない



審査が正しく行えるようご協力ください 13

公図 ※Ｒ４年度から必須の提出物となります
（建築確認を伴わない浄化槽及びくみ取り便槽からの切替えを除く）

• 排水設備の整備を行った筆、全てを矩形で塗りつぶしてください。
（一体利用している部分も含めて整備する筆すべてがわかるように）
→どの筆を整備したのか、正確に把握するため。
→整備状況によって負担金・分担金の賦課確認も行います。

（例）赤枠が整備前に所有していた土地
（ここを分筆して整備する）
ピンク部分が排水設備を整備する筆

319-61,319-1,319-19の一部
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平面図
・メーター口径・番号・位置を記入
・建築士の資格（級・登録番号）・氏名・印（建築確認申請が伴う場合）
・口径・深さの表記単位は㎜で表記すること。

縦断面図
・口径・深さの表記単位は㎜で表記すること。
・ＤＲ・ＶＴ等の落差調整ますは下流側のますの深さを表記し、
（ ）内は落差を記入すること。

平面図・縦断面図の記入について

新設は「赤色」 既設は「黒色」で
配管や器具の記入をして下さい



平面図記入時の注意事項

記入例
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縦断面図記入時の注意事項



（２）審査基準について
【屋外配管】
 屋内排水設備からの排水を受け、さらに敷地内の建物以外か
ら発生する下水と合わせて、敷地内すべての下水を公共下水
道へ流入させてください。

 適正な汚水ますが設置されていること。
 ます間の距離は内径又は内のり幅の１２０倍を超えないこと。
（例：100ＶＵの場合１２ｍをこえない→１２ｍはＮＧ）

 土被りは、最低管径プラス２０㎝以上確保されていること。
 新設の場合、勾配は２/１００以上確保されていること。
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【ます】

 ますは排水管の起点、屈曲点、合流点、終点、段差を処理する
場所に設置すること。

 管径と深さ

 落差調整ますは落差が３１０ｍｍ以上の場合は、ドロップます
（ＤＲ）３１０ｍｍ未満の場合はＶＴ（フリードロップます）
を設置すること（管径１００㎜の場合）
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地面から流入口までの深さ 管径φ

深さ９００ｍｍ未満 １５０㎜

深さ９００ｍｍ以上１５００ｍｍ未満 ２００㎜

深さ１５００ｍｍ以上 ３００㎜



 トイレが最上流部にある場合は、４５度以下の曲点インバートを起点ま
すとして使用すること（ＳＴ・２２1/2Ｌ・４５Ｌ）

 トイレからの排水管接続及び合流部の接続については、逆流しないよう
段差付きの４５ＹＳ又はドロップますを設置すること。
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（例）
起点 45Ｌ
接続部・合流部 45ＹＳ



【取付管との接続＝接続（公共）ます】
 接続（公共）ますの口径は２００㎜以上であること。
 接続ますは、敷地境界から１ｍ以内に設置していること。
 農業集落排水（鮫島浜部・向笠里含む）地区、豊岡処理区
は接続ますまでが市の所有となりますので、撤去及び変更
は絶対にしないで下さい。公共マスには三方ます（４５Ｗ
ＹＳ）が設置されています。

 接続（公共）ますの手前でＤＲ等を用いて落差調整を行い
接続ますに接続してください。（接続ますを削孔しての落
差調整は絶対にしないこと。）

20



【勾配】

【通気】排水によって管内の圧力差を生じさせないように
適切に対応してください。

管径 勾配
１００ｍｍ ２％
１２５ｍｍ １．７％
１５０ｍｍ １．５％
２００ｍｍ １．２％

【屋外設備の排水】
 磐田市は分流式のため、雨水は絶対に流さないこと。
 屋外にある流し場は、原則雨水に接続して下さい。
 屋外にある「下水へ排水する流し場」「洗濯場」「洗車
場」等からの排水は汚水として扱うため、給排水サービス
グループに相談し、申請書類を提出してください。
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（３）排水設備設置計画確認書の交付について

 確認書は申請書が提出されてから１週間から１０日で発行
する予定です。ゆとりを持った申請をお願いします。

 確認書が発行されたら、各指定工事店へＦＡＸで連絡をし
ます。（返信は不要です。）

 ＦＡＸが届いたら、窓口に受取りに来てください。
（給排水サービスグループ窓口で
「確認書の受取」と声をかけてください）
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２ 工事完了後の提出書類
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（１）工事完了届について
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（排水設備等の工事の検査）
第１９条 排水設備等の新設等を行った者は、工事が完了した
日から５日以内に規程で定める届出書によりその旨を市長に
届け出し、検査を受けなければならない。

（磐田市下水道条例）

 接続工事は終了したが、外構工事等が未完了で完了届が提出
できない場合は、先に「公共下水道使用開始届」を提出して
ください。
（届出なく使用した場合は処分対象となります）

 外構工事等が終了したら速やかに完了届を提出すること。
※外構工事終了後に、再度測量を行い、完了届を作成して
ください。
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 下水道接続後速やか（５日以内）に提出してください。

 メーター番号を記入してください。

 開始日は、下水道に接続した日を記入してください。

（排水設備完了届出書の日付と同日またはそれ以前の日）

※下水接続工事完了日＝使用開始日となります。

⇒下水道使用料は使用開始日（接続した日）から発生します

（２）公共下水道使用開始届について



施工業者：A 所有者：B
●工事完了＝下水道使用開始日

使用者変更 下水道に接続した日
Ａ Ｂ

上水道

下水道使用料発生

開始日は２月１日で記入

●下水道使用開始日と引渡し日に違いがある場合

使用者変更 下水道に接続した日 引渡し日
Ａ Ｂ

上水道 上水道

下水道使用料発生

開始日は２月１日で記入。備考欄に引き渡し日２月６日を記入。

上水道＋下水道

2/5 2/6 2/7 2/8

上水道＋下水道

2/6 2/7 2/81/31

1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4

1/30 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5

開始日の記入について

26



27

新築や解体工事等で水道の使用はあるが、下水道への流入が
ない場合「下水道使用休止届出書」を提出いただくことにより
下水道使用料の発生を休止することができます。
 「下水道使用休止届出書」は[下水道開始届出書]と同じ
様式です。

 [下水道使用開始届出書]と同様、[下水道休止届出書]に
ついても速やかに提出して下さい。

 メーター番号を記入してください。
 下水道使用休止日は工事開始日（水道使用開始日）を記
入してください。

 備考欄に休止する理由を記入してください。
（例：工事のため）

 届出者は、基本的に水道使用者となりますが、指定工事
店が届出者となっても構いません。

（３）下水道使用休止届出書について
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 新設設置の場合には「検針連絡表」が必要となります。

 交換した場合でもメーター位置を変更した場合は「検針連絡表」

の提出が必要です。

 届出書は漏れなく記入をお願いします。

（設置日・検定満期等が漏れがちです）

 下水道減算メーターの取り外しは、取り外し最終指針のみ

お知らせください。

（４）メーターに関する届出書について
すべての届出については、料金に関わることですので

速やかにご提出ください。
 メーターを設置・交換した場合、速やかに「下水量算定用メー

ター設置/交換届出書」を提出してください。



３ 排水設備等の完了検査
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（１）受検にあたって

 完了検査日程のＦＡＸが届いたら、確認日、指定工事店名を

記入し、上下水道総務課へＦＡＸにて返信して下さい。

 完了検査の日時は、事前に申請者等に連絡しておいて下さい。

 通水検査の水は自前で用意するか、現場の水を使用する場合

は事前に申請者等の承諾をもらって下さい。
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（２）完了検査について
【検査項目】

【書類審査】
の場合は

日程表に と書かれています。

書かれていない場合は検査対象となります。
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ますの種類の確認
ますの深さの測定
ます間の距離の測定
管内目視
通水確認
その他必要な検査（屋外にある設備・除害設備等）

書類審査

屋内の器具のみの増設等

仮設トイレのみの設置



４ 供用開始区域
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令和４年度供用開始区域につきましては、

４月１日以降、市のホームページで公表します。

令和３年度実施の工事施工箇所の照会は

上下水道工事課 (下水道工事グループ) の

窓口でできます。



５ 浄化槽設置事業費補助金
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公共下水道事業の計画がない区域で、一般住宅等に
合併処理浄化槽を新設する方や、単独処理浄化槽等
から設置替えをする方を対象に費用の一部を補助し
ます。
ただし、その他にも補助をする際には、諸条件があ
りますので必ず事前に、給排水サービスグループま
でお問い合わせ下さい。

参考（Ｒ３年度）
5人槽から10人槽までの場合、１基３３２，０００円

※補助額は新年度に再確認してください



34

チェック 以下の内容はこれまでに説明してきたものです。
再度、確認してください

□
農業集落排水（鮫島浜部・向笠里地区含む）・豊岡処理区は接続ますま
でが市の所有となります。この接続ますは削孔・変更（高さの変更含
む）は絶対にせず、手前で落差調整をすること

□ ますの深さが９００㎜以上１５００㎜未満の場合は、管径２００㎜
１５００㎜以上の場合は管径３００㎜とすること

□ 「開始届」は下水道との接続工事完了後（外構工事完了を待たずに）
速やかに提出すること

□ 「完了届」は工事完了後、速やか（５日以内）に提出すること

□ 検査日程が届いたら申請者（所有者）に必ず連絡をすること

６ 重要なポイントの確認



閲覧、ありがとうございました。

次のページをプリントアウトし
必要事項を記入した上で

上下水道総務課までＦＡＸを
（0538-58-3123）送信して下さい。
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上下水道総務課宛 （ＦＡＸ：0538-58-3123）
【令和３年度指定工事店事務連絡会アンケート】

指定工事店番号 [ ] 指定工事店名[ ]
閲覧終了日 令和４年 月 日
（１）連絡会の内容について、以下の1～4で回答してください。

a：理解できた b：概ね理解できた c：あまり理解できなかった d：理解できなかった
1. 排水設備等の計画の確認

回
答
欄

2. 工事完了後の提出書類
3. 排水設備等の完了検査
4. 供用開始区域
5. 浄化槽設置補助事業
6. 重要なポイントの確認

（２）ご意見・ご感想・ご要望等がありましたら、ご記入ください。
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