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施行要領 新旧対比表 

項 目 改  正【令和４年４月版】 現   行【令和３年 10 月版】 説 明 
 

第二章 指定給水装置工事事業者 第二章 指定給水装置工事事業者 
 

第二章 

第２節 

5 

第２節  指定給水装置工事事業者の責務等 

５ 都給水装置工事事業者証の交付（給水条例第６条の２第１項、規程第４条の３） 

第２節  指定給水装置工事事業者の責務等 

５ 都給水装置工事事業者証の交付（給水条例第６条の２第１項、規程第４条の２） 

語句の修正

に伴う 

第二章 

第２節 

9 

９ 報告又は資料の提出（法第２５条の１０、規程第１４条） ９ 報告又は資料の提出（法第２５条の１０、規程１４条） 

 

語句の修正

に伴う 

第二章 

第２節 

11 

11 指定の停止（規程第１０条） 11 指定の停止（規程１０条） 

 

語句の修正

に伴う 

第二章 

第２節 

12 

12 都指定給水装置工事事業者証の返納及び提出（規程第１１条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

指 定 の 申 請 ９，４００円   給水部給水課 

（都庁第二本庁舎２３階） 

  ☎ 03(5320)6434 指定事業者証の再交付申請 ２，１００円 

廃止、休止及び再開の届 ─── ・給水部給水課（郵送可） 

・多摩水道改革推進本部調整部技術指導課 

・各給水管工事事務所 

・各サービスステーション 

 

※指定の更新については、後日、納入通知書を送付。 

指定事項変更の届 ─── 

給水装置工事主任技術者の選

任・解任の届 
─── 

指定の更新 ９，４００円※ 

12 都指定給水装置工事事業者証の返納及び提出（規程１１条） 

 

 

 
 

申 請 ・ 届 出 の 種 類           手 数 料 受  付  場  所 

指 定 の 申 請 ９，４００円   給水部給水課 

（都庁第二本庁舎２３階） 

  ☎ 03(5320)6434 指定事業者証の再交付申請 ２，１００円 

廃止、休止及び再開の届 ─── ・給水部給水課（郵送可） 

・多摩水道改革推進本部調整部技術指導課 

・各給水管工事事務所 

・各サービスステーション 

指定事項変更の届 ─── 

給水装置工事主任技術者の選

任・解任の届 
─── 

指定の更新 ９，４００円 

・東京都指定給水装置工事事業者講習会会場 

・給水部給水課  

・多摩水道改革推進本部調整部技術指導課 

受付方法の

追加に伴う 

第二章 

第 4節 

2 

エ  法人の場合……定款の写し及び登記事項証明書 

    個人の場合……住民票の写し（住民票記載事項証明書でも可） 

エ  法人の場合……定款及び登記事項証明書 

    個人の場合……住民票の写し（住民票記載事項証明書でも可） 

語句の修正

に伴う 
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第二章 

第 4節 

3 

(2)  指定事項変更及び主任技術者選任・解任の届出の添付資料（表中○印が添付書類として必要） 

届  出  の 種 類 
定款の写

し 

登 記 事 項

証明書（登

記簿謄本） 

住 民 票 誓 約 書 

賃貸借契約書

又は、公共料

金等の支払証

の写し 

備  考 

指

定

事

項

の

変

更 

氏 名 又 は 名 称 
法人 ○ ○   

 登記事項証明書 、

住民票（個人番号の

記載のないもの）は

発行日から３か月

以内のもの 

 

定款は直近のもの 

 

役員の解任のみの

場合は誓約書不要 

個人   ○   

住      所 
法人 ○ ○    

個人   ○   

代 表 者 法人 ○ ○  ○ 
 

役 員 法人  ○  ○ 
 

事業所の名称又

は 所 在 地 

法人  （○）   （○） 
登記事項証明書、住

民票に記載のない
場合は、賃貸借契約
書又は公共料金等

の支払証の写しを
添付 

個人   （○）  （○） 

主任技術者の選任･解任 法人     

 免状又は主任技術
者証の写しを添付

(選任のみ) 
 

(2)  指定事項変更及び主任技術者選任・解任の届出の添付資料（表中○印が添付書類として必要） 

届  出  の 種 類 
定款の写

し 

登 記 事 項

証明書（登

記簿謄本） 

住 民 票 誓 約 書 

賃貸借契約書

又は、公共料

金等の支払証

の写し 

備  考 

指

定

事

項

の

変

更 

氏 名 又 は 名 称 
法人 ○ ○   

 

登記事項証明書 、

住民票は発行日か

ら３ヶ月以内のも

の 

 

定款は直近のもの 

 

 

個人   ○   

住      所 
法人 ○ ○    

個人   ○   

代 表 者 法人 ○ ○  ○ 
 

役 員 法人  ○  ○ 
 

事業所の名称又

は 所 在 地 

法人     ○ 
支店の移転等本店 

の変更登記や住民 
登録の変更を伴わ
ないもの 個人     ○ 

主任技術者の選任･解任 法人     

 免状又は主任技術
者証の写しを添付

(選任のみ) 

 

 

 

水道法施行

規則の改正

ほか語句の

修正に伴う 

 
第三章 手 続 第三章 手 続 

 

第三章 

第２節 

1 

1.5 

第２節  工事施行に伴う都への申込み（申請）手続き等 

１ 給水装置工事の施行承認 

1.5  施行承認の申込方法 

以下の提出書類を記入し、工事場所を所管する取扱事業所の受付担当者に提出すること。 
なお、令和４年４月１日付けで廃止となった様式（以下、「旧様式」という。）については、令

和５年３月 31日まで使用可能とする。 
ただし、一申請において現行様式と旧様式の併用は認めない。 

（１）「給水装置工事申請申込書」（様式 1-3、以下「工事申請申込書」という。） 

ア 申込区分 

(ア)  「施行承認申込み」及び「工事申込み」並びに「設計審査申込み」の該当する申込みに

ついて□にチェックすること。 

(イ)  工事申込み及び設計審査申込みの場合、申込区分( )内の工事種別の当該工種を○で囲

むこと。 

（省略） 

カ 申込者 

工事を申し込む者（注文者）の住所、氏名、電話番号を記入すること。 

なお、法人（官公署、会社、学校等）の場合は、法人名及び代表者名を併記すること。 

また、官公署の場合は、当該装置を維持管理する職にある者を代表者としても良い。 

 

 

 
キ 指定給水装置工事事業者（委任代理人） 

指定給水装置工事事業者の指定番号、住所、名称、代表者名（法人の場合は代表者）、電話

番号を記入すること。 

ク 給水装置工事主任技術者 

水道法施行規則第 36 条第一号に基づき、指定給水装置工事事業者に指名された給水装置工

事主任技術者の氏名、免状番号を記入すること。 

ケ 工事費請求先        

第２節  工事施行に伴う都への申込み（申請）手続き等 

１ 給水装置工事の施行承認 

1.5  施行承認の申込方法 

以下の提出書類を記入し、工事場所を所管する取扱事業所の受付担当者に提出すること。 
 

（１）提出書類及び記入方法 

給水装置（新設、改造、撤去）/施行承認申込書・工事申込書（様式１、以下「工事申込書」

という。） 

ア 標題 

(ア)  工事申込書表題( )内の工事種別について、当該工種を○で囲むこと。 

(イ)  「施行承認申込書」及び「工事申込書」の該当する申込みについて□にチェックするこ

と。 

 

（省略） 

カ 申込者 

工事を申し込む者（注文者）の住所、氏名、電話番号を記入し押印すること。 

なお、法人（官公署、会社、学校等）の場合は、法人名及び代表者名を併記し、押印するこ

と。 

また、官公署の場合は、当該装置を維持管理する職にある者を代表者としても良い。 

キ 不動産登記簿上の表示 
記入不要とする。 

ク 指定給水装置工事事業者（委任代理人） 

指定給水装置工事事業者の住所、名称、代表者名（法人の場合は代表者）、電話番号を記入

し押印すること。 

 

 

 

ケ 工事費請求先        

様式の変更

に伴う 
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都へ工事（受託施行）を申し込む場合は、該当する□にチェックし、請求先の住所、氏名、

電話番号を記入すること。 

コ 幹栓お客さま番号 

支分栓の工事を行う場合、幹栓のお客さま番号を記入すること。（「本節 1.7 お客さま番

号について」を参照。） 

 

 

（２）「指定給水装置工事事業者工事調書」（様式 2-1、以下「指定事業者調書」という。） 

ア お客さま番号 

改造又は撤去工事の場合は、当該給水装置のお客さま番号を記入すること（「本節 1.7 お客

さま番号について」を参照。） 

イ 完工予定 

当該給水装置工事の完工予定年月日を記入すること。 

ウ 他企業関連工事 

道路の掘削を伴う給水装置工事の場合は、ガス、電気等、他企業の道路上での工事予定の有

無を〇で囲み、予定がある場合は、施工月日、工事担当者及び電話番号を記入すること。 

エ 工業用水道管、下水再生水管及び井戸等導水管（多摩地区）の布設の有無 

当該工事箇所（給水管を分岐する配水小管又は給水管が敷設されている路線）が工業用水道

管、下水再生水管又は井戸等導水管の布設路線であるかの有無について、当該事項を〇で囲む

こと。 

また、区部での申し込みの場合は、井戸導水管布設路線に斜線で抹消すること。 

オ 摘要欄及び各給水方式欄 

 給水装置不使用兼撤去届の提出がある場合は、その件数及びお客さま番号を摘要欄に赤色

で記入すること。 

 また、各給水方式で必要な欄の記入及びその他必要な事項（申込等の内容により記入が必要

となるもの等）を摘要欄に記入すること。 

（３）承認要件に係る事項の変更 

都の承認を受けた後、承認要件に関する事項（口径変更等）を変更する場合は、「本節７ 工

事変更等の取扱い」により手続きを行い、改めて施行承認を受けること。 

（４）承認の辞退 

都の施行承認を受けた後、当該工事を取りやめる場合は、「本節 7  工事変更等の取扱い」に

より手続きを行うこと。 

都へ工事（受託施行）を申し込む場合は、該当する□にチェックし、請求先の住所、氏名、

電話番号を記入し押印すること。 

コ 幹栓お客さま番号 

支分栓の工事を行う場合、幹栓のお客さま番号を記入すること。 

 

サ 現場の目標（印刷時期等が古く、記入箇所がある場合） 

記入不要とする。 

（新規追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）承認要件に係る事項の変更 

都の承認を受けた後、承認要件に関する事項（口径変更等）を変更する場合は、「本節７ 工

事変更等の取扱い」により手続きを行い、改めて施行承認を受けること。 

（３）承認の辞退 

都の施行承認を受けた後、当該工事を取りやめる場合は、「本節 7  工事変更等の取扱い」に

より手続きを行うこと。 

第三章 

第２節 

2 

2.1 

 

２ 給水装置工事の施行を都に申し込む場合（受託施行） 

（省略） 

2.1  申込方法 

以下の提出書類を記入し、工事場所を所管する取扱事業所の受付担当者に提出すること。 

（１）提出書類及び記入方法 

ア 工事申請申込書（様式 1-3） 

「本節 1.5 施行承認の申込方法」によること。 

イ 指定事業者調書 

「本節 1.5 施行承認の申込方法」によること。 

ウ 道路占用手続委任書（様式 74）又は道路占用許可申請書（各道路管理者様式：多摩地区） 

また、私道の場合は、私道掘削承諾書（任意様式：写しも可） 

道路占用許可申請の手続き方法により提出すること（「本節 4 道路占用許可申請等の諸

届」によること。）。 

なお、私道掘削承諾書については、取扱事業所の担当者から求めがあった場合に提出すること。 

エ 給水工費清算還付金口座振込依頼書（様式 5-2） 

給水工費の還付金を口座振込で受取れるように提出すること。 

なお、原則として給水工費の還付金は口座振込としているが、取扱いのできない金融機関

等（ゆうちょ銀行及び一部地方銀行等）の口座のみの開設しかない場合は、提出を省略する

ことができる。 

（ア） 還付金振込先 

金融機関口座を指定して記入すること。 
なお、ゆうちょ銀行及び一部地方銀行等については、振込先として指定できない

２ 給水装置工事の施行を都に申し込む場合（受託施行） 

（省略） 

2.1  申込方法 

以下の提出書類を記入し、工事場所を所管する取扱事業所の受付担当者に提出すること。 

（１）提出書類及び記入方法 

ア 給水装置（新設、改造、撤去）/施行承認申込書・工事申込書（様式 1） 

「本節 1.5 施行承認の申込方法」によること。 

（省略） 

 

イ 道路占用手続委任書（様式 74）又は道路占用許可申請書（各道路管理者様式：多摩地区） 

また、私道の場合は、私道掘削承諾書（任意様式：写しも可） 

道路占用許可申請の手続き方法により提出すること（「本節 4 道路占用許可申請等の諸

届」によること。）。 

なお、私道掘削承諾書については、取扱事業所の担当者から求めがあった場合に提出すること。 

ウ 給水工費清算還付金口座振込依頼書（様式 5-2） 

給水工費の還付金を口座振込で受取れるように提出すること。 

なお、原則として給水工費の還付金は口座振込としているが、取扱いのできない金融機関

等（ゆうちょ銀行及び一部地方銀行等）の口座のみの開設しかない場合は、提出を省略する

ことができる。 

（ア） 還付金振込先 

金融機関口座を指定して記入すること。 
なお、ゆうちょ銀行及び一部地方銀行等については、振込先として指定できない

様式の変更

に伴う 
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場合があるので、営業所又はサービスステーション料金収納窓口で確認すること。 
また、口座名義は工事申請申込書の工事費請求先と同一でなくてもよい。 

（イ） 依頼人 

工事申請申込書の工事費請求先と同一となるよう、記入すること。 
（２）必要に応じて提出する書類及び記入方法 

（省略） 

ウ 設計図 ＊撤去工事を 

設計図については、「給水装置設計・施工基準 25  設計図及び完成図の作成方法」により

作成し、提出すること。）。 

場合があるので、営業所又はサービスステーション料金収納窓口で確認すること。 
また、口座名義は工事申込書の工事費請求先と同一でなくてもよい。 

（イ） 依頼人 

工事申込書の工事費請求先と同一となるよう、記入・押印すること。 
（２）必要に応じて提出する書類及び記入方法 

（省略） 

ウ 指定給水装置工事事業者設計審査申込書及び設計図 ＊撤去工事を除く（様式 2） 

給水装置の施行を都に申し込むのと同時に、設計審査を申し込む場合に提出すること。記

入方法は、「本節 6 設計審査及び工事検査」による。 

また、設計図については、「給水装置設計・施工基準 25  設計図及び完成図の作成方法」

により作成し、提出すること。）。 

第三章 

第２節 

3 

3.3 

 

３ 配水小管から給水管の分岐又は撤去する工事の施行を申し込む場合（指定事業者施行） 

3.3  申込方法 

   以下の提出書類を記入し、工事場所を所管する取扱事業所の受付担当者に提出すること。 

（１）提出書類及び記入方法 

ア 工事申請申込書（様式 1-3） 

「本節 1.5 施行承認の申込方法」によること。 

なお、余白部に指定事業者施行と赤色で記入すること。 

イ 指定事業者調書及び設計図 

記入方法は、「本節 1.5 施行承認の申込方法」による。 

また、設計図については、「給水装置設計・施工基準 25 設計図及び完成図の作成方法」

により、分岐部分（取り出し部分）を含めた図面を作成し、提出すること。 

 

 

（省略） 

オ 給水管（取付・撤去）工事承認申請書/道路占用手続申込書 （様式 215） 

（省略） 

（エ）施工主 

施工主の住所、氏名、電話番号を記入すること。 

（オ）申込者（指定給水装置工事事業者） 

指定給水装置工事事業者の住所、名称、氏名（法人の場合は代表者）、電話番号を記入

すること。 

（省略） 

（ク）監督事務費・路面復旧費請求先 

道路占用許可申請手続を都に申込み（委任）する場合は、道路管理者に納付するため、

都から請求される監督事務費又は路面復旧費請求先の住所、氏名、電話番号を記入するこ

と。 

（省略） 

（２）必要に応じて提出する書類及び記入方法 
（省略） 

エ 給水工費清算還付金口座振込依頼書 （様式 5-2） 

道路占用許可申請手続を都に申込み（委任）する場合は「本節 2.1 申込方法」によるこ

と。ただし、依頼人欄については、給水管（取付・撤去）工事承認申請書/道路占用手続申

込書の路面復旧費又は監督事務費請求先と同一となるよう、記入すること。 

３ 配水小管から給水管の分岐又は撤去する工事の施行を申し込む場合（指定事業者施行） 

3.3  申込方法 

   以下の提出書類を記入し、工事場所を所管する取扱事業所の受付担当者に提出すること。 

（１）提出書類及び記入方法 

ア 給水装置（新設、改造、撤去）/施行承認申込書・工事申込書 （様式 1） 

「本節 1.5 施行承認の申込方法」によること。 

なお、左下余白部に指定事業者施行と赤色で記入すること。 
また、工業用水道管等が併設されている路線の場合は、「工業用水道管布設路線」、「下水

再生水管布設路線」又は「井水等導水管布設路線」と赤色で記入すること。 

イ 指定給水装置工事事業者設計審査申込書及び設計図 （様式 2） 

記入方法は、「本節 6 設計審査及び工事検査」による。 

また、設計図については、「給水装置設計・施工基準 25 設計図及び完成図の作成方法」

により、分岐部分（取り出し部分）を含めた図面を作成し、提出すること。 

（省略） 

オ 給水管（取付・撤去）工事承認申請書/道路占用手続申込書 （様式 215） 

（省略） 

（エ）施工主 

施工主の住所、氏名、電話番号を記入し押印すること。 

（オ）申込者（指定給水装置工事事業者） 

指定給水装置工事事業者の住所、名称、氏名（法人の場合は代表者）、電話番号を記入

し押印すること。 

（省略） 

（ク）監督事務費・路面復旧費請求先 

道路占用許可申請手続を都に申込み（委任）する場合は、道路管理者に納付するため、

都から請求される監督事務費又は路面復旧費請求先の住所、氏名、電話番号を記入し押印

すること。 

（省略） 

（２）必要に応じて提出する書類及び記入方法 
（省略） 

エ 給水工費清算還付金口座振込依頼書 （様式 5-2） 

道路占用許可申請手続を都に申込み（委任）する場合は「本節 2.1 申込方法」によるこ

と。ただし、依頼人欄については、給水管（取付・撤去）工事承認申請書/道路占用手続申

込書の路面復旧費又は監督事務費請求先と同一となるよう、記入・押印すること。 

様式の変更

に伴う 

第三章 

第２節 

6 

6.2 

6.2.1 

６ 設計審査及び工事検査 
6.2 設計審査 

6.2.1  設計審査の申込方法 

（省略） 

（１）提出書類及び記入方法 

ア 「給水装置工事申請申込書」（様式 1-3、以下「工事申請申込書」という。） 

記入方法は、「本節 1.5 施行承認の申込方法」による。 

イ 「指定給水装置工事事業者工事調書」（様式 2-1、以下「指定事業者調書」という。）及び設

計図 

記入方法は、「本節 1.5 施行承認の申込方法」による。 

６ 設計審査及び工事検査 
6.2 設計審査 

6.2.1  設計審査の申込方法 

（省略） 

（１）提出書類及び記入方法 

（新規追加） 

 

ア 「指定給水装置工事事業者設計審査申込書」（様式 2、以下「設計審査申込書」という。）及

び設計図 

記入方法は、「本節 6.2.1（3） 設計審査申込書及び設計図の記入方法」による。 

様式の変更

に伴う 
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ウ 貯水槽水道設置・変更・廃止届（様式 239） 

給水装置工事に関連して、受水タンクの設置、変更（取替）又は撤去する場合は、必要事項

を記入して提出すること。 

なお、受水タンクの設置工事を他の指定事業者等で施工する場合は、施工主及び他の指定事

業者等の協力を得て必要事項を記入すること。 

エ 自己認証品使用報告書（様式 214） 

自己認証品を使用した場合は、必要事項を記入し、給水装置の構造及び材質の基準に適合し

ていることが確認できる適合証明書、試験成績書等を添付して提出すること。 

オ 給水装置の設置について（協議・報告）（様式 213-1） 

旧建築物で使用していた 75mm 以上の給水管を新建築物に再使用する場合で、新建築物の延

べ床面積が 10,000 ㎡以上の場合は、標題の「報告」に○を付け、必要事項を記入して提出す

ること。 

また、雑用水の利用がある場合は「雑用水利用を開始する建物の報告」（様式 213-2）を併せ

て提出すること。 

カ 給水装置の設置について（回答）の写し 

「本節 2.1 申込方法」によること。 

キ 給水装置不使用兼撤去届（様式 6） 

「本節 2.1 申込方法」によること。 

ク  入館方法の報告（様式 276） 

集合住宅等でオートロック錠の設置等で入館方法が制限される場合は、必要事項を記入して

提出すること。 

なお、オートロック錠の暗証番号、管理人常駐の有無等は工事中に把握できる範囲の報告

でよい。 

（省略） 

（３）設計図の記入方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 貯水槽水道設置・変更・廃止届（様式 239） 

給水装置工事に関連して、受水タンクの設置、変更（取替）又は撤去する場合は、必要事項

を記入して提出すること。 

なお、受水タンクの設置工事を他の指定事業者等で施工する場合は、施工主及び他の指定事

業者等の協力を得て必要事項を記入すること。 

ウ 自己認証品使用報告書（様式 214） 

自己認証品を使用した場合は、必要事項を記入し、給水装置の構造及び材質の基準に適合し

ていることが確認できる適合証明書、試験成績書等を添付して提出すること。 

エ 給水装置の設置について（協議・報告）（様式 213-1） 

旧建築物で使用していた 75mm 以上の給水管を新建築物に再使用する場合で、新建築物の延

べ床面積が 10,000 ㎡以上の場合は、標題の「報告」に○を付け、必要事項を記入して提出す

ること。 

また、雑用水の利用がある場合は「雑用水利用を開始する建物の報告」（様式 213-2）を併せ

て提出すること。 

オ 給水装置の設置について（回答）の写し 

「本節 2.1 申込方法」によること。 

カ 給水装置不使用兼撤去届（様式 6） 

「本節 2.1 申込方法」によること。 

キ  入館方法の報告（様式 276） 

集合住宅等でオートロック錠の設置等で入館方法が制限される場合は、必要事項を記入して

提出すること。 

なお、オートロック錠の暗証番号、管理人常駐の有無等は工事中に把握できる範囲の報告

でよい。 

（省略） 

（３）設計審査申込書及び設計図の記入方法 

ア 設計審査申込書 

（ア）工事種別 

当該工種を○で囲むこと。 

（イ）Ｓ管 

道路下の給水管として、ステンレス鋼管を使用する（した）場合は「Ｓ」を記入すること。 

ただし、仕切弁Ｂ（旧都規格）にポリエチレンシートを被覆する（した）場合又はステン

レス製ボール止水栓を使用する（した）場合は「Ｐ」を記入すること。 

（ウ）お客さま番号及び幹栓お客さま番号 

改造又は撤去工事の場合は、当該給水装置のお客さま番号を記入すること。 

また、給水管からの取り出し（又は撤去）の場合は、幹栓のお客さま番号も記入すること

（「本節 1.7 お客さま番号について」を参照。）。 

（エ）工事場所 

工事箇所の住所（所在地）を記入すること。 

（オ）施工主 

施工主（注文者）の住所、氏名を記入すること。 

なお、法人（官公署、会社、学校等）の場合は、法人名及び代表者名を併記すること。 

（カ）指定給水装置工事事業者 

指定給水装置工事事業者の指定番号、住所、名称、代表者名、電話番号を記入し押印する

こと。 

（キ）給水装置工事主任技術者 

水道法施行規則第３６条第一号に基づき、指定給水装置工事事業者に指名された給水装置

工事主任技術者の氏名、免状番号を記入し押印すること。 

（ク）完工予定 

当該給水装置工事の完工予定年月日を記入すること。 

（ケ）受水タンクの有無等 

当該事項を○で囲むこと。 

また、受水タンクがある場合で警報装置が未設置のときは、その理由を記入すること。 

（コ）他企業関連工事 
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「給水装置設計・施工基準 25設計図及び完成図の作成方法」により作成し、提出すること。 

道路の掘削を伴う給水装置工事の場合は、ガス、電気等、他企業の道路上での工事予定の

有無を○で囲み、予定がある場合は施工月日、工事担当者及び電話番号を記入すること。 

（サ）工業用水道管、下水再生水管及び井戸等導水管（多摩地区）の布設の有無 

当該工事箇所（給水管を分岐する配水小管又は給水管が布設されている路線）が工業用水

道管、下水再生水管又は井戸等導水管（以下「工業用水道管等」という。）の布設路線であ

るかの有無について、当該事項を○で囲むこと。 

また、区部での申し込みの場合は、井戸等導水管布設路線に斜線を引くこと。 

（シ）摘要欄 

給水装置不使用兼撤去届の提出がある場合は、その件数及びお客さま番号を赤色で記入す

ること。 

また、その他の必要な事項（申込等の内容により記入が必要となるもの等）を記入するこ

と。 

イ 設計図 

「給水装置設計・施工基準 25設計図及び完成図の作成方法」により作成し、提出すること。 

第三章 

第２節 

6.2.3 

6.2.3 設計審査後の措置 

都の担当者は設計審査終了後、指定事業者調書に設計審査年月日を記入する。 

また、特に記載すべき事項がある場合は、摘要欄にこれを記入する。 

6.2.3 設計審査後の措置 

都の担当者は設計審査終了後、設計審査申込書に設計審査年月日を記入する。 

また、特に記載すべき事項がある場合は、摘要欄にこれを記入する。 

様式の変更

に伴う 

第三章 

第２節 

6.4 

6.4.2 

6.4 工事検査 

6.4.2 給水管（取付・撤去）工事検査の申込み 

（省略） 

（６）工事照会兼立会依頼（写し）の提出 
都が各企業者へ工事照会及び立会依頼が実施されたことを確認できるよう、道路掘削及び舗

装工事を含むすべての水道工事において、原則として、施工日の2営業日前までに、各企業者へ

依頼した工事照会及び立会依頼のWEB申請番号又はFAX送付日を電話等により報告すること。 

なお、報告がなかった場合（工事照会及び立会依頼の実施が確認できなかった場合）は、予

定していた検査は、原則として延期又は中止となるので注意すること。 

また、提出がないまま（工事照会及び立会依頼の実施が確認できないまま）、指定事業者が

施行に至った場合は、「給水管（取付・撤去）工事チェック表」（様式233、以下「チェック

表」という。）により「呼び出し注意」となるので注意すること。 

なお、多摩地区については、道路占用許可申請を都に委任した場合のみ提出すること。 

6.4 工事検査 

6.4.2 給水管（取付・撤去）工事検査の申込み 

（省略） 

（６）工事照会兼立会依頼（写し）の提出 
都が各企業者へ工事照会及び立会依頼が実施されたことを確認できるよう、道路掘削及び舗

装工事を含むすべての水道工事において、原則として、施工日の2日前（土、日、祝日を除く）

までに、各企業者へ送付した「工事照会兼立会依頼」の写しを提出（FAXも可）すること。 

なお、提出がなかった場合（工事照会及び立会依頼の実施が確認できなかった場合）は、予

定していた検査は、原則として延期又は中止となるので注意すること。 

また、提出がないまま（工事照会及び立会依頼の実施が確認できないまま）、指定事業者が

施行に至った場合は、「給水管（取付・撤去）工事チェック表」（様式233、以下「チェック

表」という。）により「呼び出し注意」となるので注意すること。 

なお、多摩地区については、道路占用許可申請を都に委任した場合のみ提出すること。 

取扱いの変

更に伴う 

第三章 

第２節 

6.4.3 

6.4.3  工事検査の申込み 

（省略） 

（１）提出書類 

ア「指定給水装置工事事業者工事検査申込書」（様式 37-2、以下「工事検査申込書」という。） 

なお、工事検査申込書に給水装置工事完成後の自主検査時に行った水質確認結果（残留塩

素濃度測定値及び測定日）を記入すること。 
また、新設工事で、同一所有者の連合給水管を同時施行した場合は、工事検査申込書１枚

にまとめて検査の申込みをすることができる。この場合、お客さま番号欄は次のように記入

すること。 

   （記入例） 

 

 

（省略） 

（５）検査の内容 

（省略） 

エ 新メータの取扱い 
（省略） 

（ア）開始申込により取付ける場合 

6.4.3  工事検査の申込み 

（省略） 

（１）提出書類 

ア「指定給水装置工事事業者工事検査申込書」（様式 37、以下「工事検査申込書」という。） 

なお、工事検査申込書の裏面に給水装置工事完成後の自主検査時に行った水質確認結果

（残留塩素濃度測定値及び測定日）を記入すること。 
また、新設工事で、同一所有者の連合給水管を同時施行した場合は、工事検査申込書１枚

にまとめて検査の申込みをすることができる。この場合、お客さま番号欄は次のように記入

すること。 

    

 

 

 

 

 

（省略） 

（５）検査の内容 

（省略） 

エ 新メータの取扱い 
（省略） 

（ア）開始申込により取付ける場合 

様式の変更

に伴う 
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「水道開始申込書」（様式 59）に必要事項を記入し提出すること。 

（省略） 

（エ）口径変更により取付ける場合 
施行承認後から完成検査申込日までの間に、次により口径変更を行うこと。 

ただし、配管の増径工事を要するものは、増径工事が完了した日からとする。 

必要に応じて「水道使用中止届」「水道開始申込書」（様式 59）に必要事項を記入し提出す

ること。 

なお、原則として既設メータを引上げて返納後、新メータを受領し設置すること。 

ただし、給水契約者（水道使用者）の理由等により、既設メータの返納が新メータ設置後

となる場合は、新メータ設置後、速やかに既設メータを返納すること。 

「水道開始申込書」（様式 59）に必要事項を記入・押印し提出すること。 

（省略） 

（エ）口径変更により取付ける場合 
施行承認後、次により口径変更を行うこと。 

ただし、配管の増径工事を要するものは、増径工事が完了した日からとする。 

必要に応じて「水道使用中止届」「水道開始申込書」（様式 59）に必要事項を記入・押印し

提出すること。 

なお、原則として既設メータを引上げて返納後、新メータを受領し設置すること。 

ただし、給水契約者（水道使用者）の理由等により、既設メータの返納が新メータ設置後

となる場合は、新メータ設置後、速やかに既設メータを返納すること。 

第三章 

第２節 

7 

7.1 

７ 工事変更等の取扱い 

7.1 工事内容の変更 

（省略） 

（４）給水管取り出し又は撤去工事の施行者の変更 

（省略） 

イ 指定事業者施行から都施行に変更する場合 

（省略） 

（ア）提出書類 

「給水装置工事設計変更届」に記入し提出すること。 

７ 工事変更等の取扱い 

7.1 工事内容の変更 

（省略） 

（４）給水管取り出し又は撤去工事の施行者の変更 

（省略） 

イ 指定事業者施行から都施行に変更する場合 

（省略） 

（ア）提出書類 

「給水装置工事設計変更届」に記入、「給水管（新設、改造、撤去）工事申込書」（様式

1）に記入・押印し提出すること。 

様式の変更

に伴う 

第三章 

第２節 

8 

8.3 

８ 直圧直結給水の取扱い 

8.3 設計審査及び工事検査等の取扱い 

「本節 6  設計審査及び工事検査」及び「本節 7 工事変更等の取扱い」によるほか、三階ま

で直圧で給水をする場合（以下「三階直圧給水」という。）は「指定給水装置工事事業者工事調

書」（様式 2-1）のに「三階直圧給水」と赤書きで記入すること。 

８ 直圧直結給水の取扱い 

8.3 設計審査及び工事検査等の取扱い 

「本節 6  設計審査及び工事検査」及び「本節 7 工事変更等の取扱い」によるほか、三階ま

で直圧で給水をする場合（以下「三階直圧給水」という。）は、次による。 

（１）設計審査申込み時の取扱い 

設計審査申込書の余白部分に「三階直圧給水」と赤書きで記入すること。 

（２）工事検査申込み時の取扱い 

「指定給水装置工事事業者検査申込書」の余白部分に「三階直圧給水」と赤書きで記入す

ること。 

また、連合給水管の新設工事の検査を１枚で申し込みをした場合は、その下に三階直圧給

水するお客さま番号と件数を赤書きで併記すること。 

様式変更に

伴う 

第三章 

第２節 

9 

9.3 

９  特例直圧給水の取扱い 

9.3 設計審査、工事検査等の取扱い 

（省略） 

（１）設計審査申込み時の提出書類及び記入方法 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 増圧給水設備等（設置・変更・廃止）状況調査表（様式 196、以下「調査表」という。） 

「本節 11.2（1） 提出書類及び記入方法」の表を参考に必要事項を記入すること。 

ウ 貯水槽水道設置・変更・廃止届（様式 239）の提出（受水タンク方式から切り替える場

合） 

（省略） 

エ 管理人変更を伴う処理 

管理人の変更を行う場合は、「本章 3節 5.4 届出」によるほか、「給水装置工事申請申込

書」（様式 1-3）の裏面「◎」欄を記入して提出すること。 

９  特例直圧給水の取扱い 

9.3 設計審査、工事検査等の取扱い 

（省略） 
（１）設計審査申込み時の提出書類及び記入方法 

（省略） 
イ「三階までの例外・特例直圧給水・増圧給水設備設置条件承諾書」（様式 45、以下「条件承

諾書」という。） 

（ア）標題の「特例直圧給水」と、「新設」または「既設使用」のどちらかの□にチェックを

すること。 

（イ）管理人欄に、当該装置の所有者又は、給水条例第 15条により所有者から管理人として

選定された者の住所、氏名及び電話番号が記入されていること。 

（ウ）都から手交される条件承諾書の写しを設置者（所有者）に渡すこと。 

（エ）管理人変更に伴う処理 

管理人の変更を行う場合は、「本章第 3節 5.4 届出」によるほか、管理人欄に変更と

なる管理人が記入された条件承諾書を新たに提出すること。 

ウ 増圧給水設備等（設置・変更・廃止）状況調査表（様式 196、以下「調査表」という。） 

「本節 11.2（1） 提出書類及び記入方法」の表を参考に必要事項を記入すること。 

エ 貯水槽水道設置・変更・廃止届（様式 239）の提出（受水タンク方式から切り替える場

合） 

（省略） 

（新規追加） 

様式の変更

に伴う 
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第三章 

第２節 

9.5 

9.5 既設増圧直結給水方式から特例直圧給水方式に変更する場合の取扱い 

（省略） 

（３）設計審査、工事検査の取扱い 

（省略） 

 

 

イ「調査表」（様式 196） 

給水方式を変更することから必要事項を記入し、新たに提出すること。 

なお、「本節 11.2（1） 提出書類及び記入方法」の表を参考に、標題の「変更」を選択し、

当該建物の給水方式欄は、「増圧から特例へ変更」の□をチェックすること。 

また、当該建物において給水形態・使用水量等の変更がないものは、新設時に提出されて

いる「調査表」を参考に記入しても良い。 

ウ「貯水槽水道設置・変更・廃止届」（様式 239） 

（省略） 

エ 管理人変更を伴う処理 

管理人の変更を行う場合は、「本章 3節 5.4 届出」によるほか、「給水装置工事申請申込書」

（様式 1-3）の裏面「◎」欄を記入して提出すること。 

9.5 既設増圧直結給水方式から特例直圧給水方式に変更する場合の取扱い 

（省略） 

（３）設計審査、工事検査の取扱い 

（省略） 

イ「条件承諾書」（様式 45） 

給水方式を変更することから新たに提出すること。 

ウ「調査表」（様式 196） 

給水方式を変更することから必要事項を記入し、新たに提出すること。 

なお、「本節 11.2（1） 提出書類及び記入方法」の表を参考に、標題の「変更」を選択し、

当該建物の給水方式欄は、「増圧から特例へ変更」の□をチェックすること。 

また、当該建物において給水形態・使用水量等の変更がないものは、新設時に提出されて

いる「調査表」を参考に記入しても良い。 

エ「貯水槽水道設置・変更・廃止届」（様式 239） 

（省略） 
（新規追加） 

様式の変更

に伴う 

第三章 

第２節 

10 

10.4 

１０  三階までの受水タンク以下装置を直圧直結給水に切り替える場合の取扱い（三階までの例外） 
10.4 設計審査、工事検査等の取扱い 

（省略） 
（１）提出書類及び記入方法 

ア 既設の受水タンク以下装置に、子メータが設置されていない場合 

（ア）「給水装置工事申請申込書」（様式 1-3、以下「工事申請申込書」という。） 

工事申請申込書の作成方法は、「本節 1.5  施行承認の申込方法」によるほか、以下に

よる。 

a  裏面「◎」欄に当該装置の所有者又は、給水条例第 15 条により所有者から管理人

として選定された者の住所、氏名及び電話番号が記入されていること。 

b  管理人の変更を行う場合は、「本章 第 3節 5.4 届出」によるほか、工事申請申込

書の裏面「◎」欄に変更となる管理人を記入し提出すること。 

（イ）「指定給水装置工事事業者工事調書」（様式 2-12、以下「指定事業者調書」という。） 

 指定事業者調書の作成方法は、「本節 1.5 施行承認の申込方法」によるほか、以下に

よる。 

右上給水方式欄の「三階までの例外」にチェック、階高を記入し、子メータ有無の該

当する箇所を〇で囲むこと。 

受水タンク以下装置の既設管を再使用する場合は、既設管使用をチェックし、耐圧試

験年月日及び水質試験年月日を記入すること。 

なお、新たに子メータを設置する場合は、「様式記入例・作成例 記入例４」を参考に

記入すること。 

（ウ）「三階までの例外メータ設置（新設）承認申請書」（様式 55） 

新たに子メータを設置する場合は、「様式記入例・作成例 記入例 3」を参考に記入す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（省略） 

イ 既設の受水タンク以下装置の子メータを、三階までの例外の子メータに切り替える場合 

（ア）「受水タンク以下メータ設置（撤去）調書」（様式 2-1） 

１０  三階までの受水タンク以下装置を直圧直結給水に切り替える場合の取扱い（三階までの例外） 
10.4 設計審査、工事検査等の取扱い 

（省略） 
（１）提出書類及び記入方法 

ア 既設の受水タンク以下装置に、子メータが設置されていない場合 

（新規追加） 

 

 

 

 

 

 

（ア）「指定給水装置工事事業者設計審査申込書」（様式 2） 

受水タンク欄に「三階までの例外（○階）子メータ（無）」と赤書きで記入すること。 

なお、新たに子メータを設置する場合は、「様式記入例・作成例 記入例４」を参考に

記入すること。 

 

 

 

 

 

（イ）「三階までの例外メータ設置（新設）承認申請書」（様式 55） 

新たに子メータを設置する場合は、「様式記入例・作成例 記入例 3」を参考に記入す

ること。 

（ウ）「三階までの例外・特例直圧給水・増圧給水設備設置条件承諾書」（様式 45、以下「条件

承諾書」という。） 

ａ  標題の「三階までの例外に関する」の□をチェックすること。 

ｂ  管理人欄に、当該装置の所有者又は、給水条例第 15 条により所有者から管理人と

して選定された者の住所、氏名及び電話番号が記入されていること。 

ｃ  都から手交される条件承諾書の写しを設置者（所有者）渡すこと。 

ｄ  管理人変更に伴う処理 

管理人の変更を行う場合は、「本章第 3節 5.4 届出」によるほか、管理人欄に変

更となる管理人が記入された条件承諾書を新たに提出すること。 

（省略） 

イ 既設の受水タンク以下装置の子メータを、三階までの例外の子メータに切り替える場合 

（ア）「受水タンク以下メータ設置（撤去）調書」（様式 2） 

様式の変更

に伴う 
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指定事業者調書を流用し、「本節 12.3.2 メータの設置されている既設の受水タンク

以下装置を改造又は撤去する場合」によるとともに、「様式記入例・作成例 記入例 2」

を参考に記入すること。 

（省略） 

（ウ）「指定給水装置工事事業者工事調書兼、三階までの例外メータ設置（新設）調書」（様

式 2-1） 

指定事業者調書を兼用し、「様式記入例・作成例 記入例４」を参考に記入すること。 

「本節 12.3.2 メータの設置されている既設の受水タンク以下装置を改造又は撤去す

る場合」によるとともに、「様式記入例・作成例 記入例 2」を参考に記入すること。 

 

（省略） 

（ウ）「指定給水装置工事事業者設計審査申込書 兼、三階までの例外メータ設置（新設）調

書」（様式 2） 

「様式記入例・作成例 記入例４」を参考に記入すること。 

第三章 

第２節 

11 

11.2 

１１ 増圧直結給水の取扱い 

11.2 設計審査、工事検査等の取扱い 

（省略） 

（１）提出書類及び記入方法 

ア「給水装置工事申請申込書」（様式 1-3、以下「工事申請申込書」という。） 

工事申請申込書の作成方法は、「本節 1.5 施行承認の申込方法」によるほか、以下によ

る。 

（ア）工事申込書の裏面「◎」欄に当該装置の所有者又は、給水条例第 15条により所有者

から管理人として選定された者の住所、氏名及び電話番号が記入されていること。 

（イ）管理人の変更を行う場合は、「本章 第 3節 5.4 届出」によるほか、工事申請申込書

の裏面「◎」欄に変更となる管理人を記入し提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 「指定給水装置工事事業者工事調書」（様式 2-1） 

指定事業者調書は「本節 1.5 施行承認の申込方法」のほか、「様式記入例・作成例 記入例

５から５－４」を参考に記入すること。 

ウ「増圧給水設備等（設置・変更・廃止）状況調査表」（様式 196、以下「調査表」という。） 

工事申込みに伴い、増圧給水設備を設置及び撤去するものについては、必要事項を記入し

提出すること。 

ただし、増圧給水設備を直列多段・並列に設置する場合は、「増圧給水設備設置状況調査

表（直列多段・並列給水方式用）」（様式 196－1）に必要事項を記入し提出すること。 

１１ 増圧直結給水の取扱い 

11.2 設計審査、工事検査等の取扱い 

（省略） 

（１）提出書類及び記入方法 

 

 

 

 

 

 

ア「三階までの例外・特例直圧給水・増圧給水設備設置条件承諾書」（様式 45、以下「条件承

諾書」という。） 

（ア）標題の「増圧給水設備設置」と、「新設」または「既設使用」のどちらかの□にチェッ

クをすること。 

（イ）管理人欄に、当該装置の所有者又は、給水条例第 15 条により所有者から管理人として

選定された者の住所、氏名及び電話番号が記入されていること。 

（ウ）都から手交される条件承諾書の写しを設置者（所有者）渡すこと。 

（エ）管理人変更に伴う処理 

管理人の変更を行う場合は、「本章第 3 節 5.4 届出」によるほか、管理人欄に変更と

なる管理人が記入された条件承諾書を新たに提出すること。 

ウ 「指定給水装置工事事業者設計審査申込書」（様式 2） 

「様式記入例・作成例 記入例５から５－４」を参考に記入すること。 

 

イ「増圧給水設備等（設置・変更・廃止）状況調査表」（様式 196、以下「調査表」という。） 

工事申込みに伴い、増圧給水設備を設置及び撤去するものについては、必要事項を記入し

提出すること。 

ただし、増圧給水設備を直列多段・並列に設置する場合は、「増圧給水設備設置状況調査

表（直列多段・並列給水方式用）」（様式 196－1）に必要事項を記入し提出すること。 

 

第三章 

第２節 

11.4 

11.4 既設特例直圧給水方式から増圧直結給水方式へ変更する場合の取扱い 

（省略） 

（２）提出書類及び記入方法 

 

 

ア 「調査表」（様式 196） 

給水方式を変更することから必要事項を記入し、新たに提出すること。 

また、「本節 11.2（1） 提出書類及び記入方法」の表を参考に、標題の「変更」を選択し、

当該建物の給水方式欄は、「特例から増圧へ変更」の□をチェックすること。以下、調査表

に必要事項を記入し、新たに提出すること。 

なお、当該建物において給水形態・使用水量等の変更がないものは、新設時に提出されて

いる「調査表」を参考に記入しても良い。 

イ 「設計図」 

「給水装置設計・施工基準 25  設計図及び完成図の作成方法」により作成し、実施工部

分（設置する増圧給水設備等）について実線で記入すること。 

なお、設置する増圧給水設備以降の既設部分については、「以下、既設管に接続」と記入

し省略しても良い。 

ウ 「貯水槽水道設置・変更・廃止届」（様式 239） 

 

11.4 既設特例直圧給水方式から増圧直結給水方式へ変更する場合の取扱い 

（省略） 

（２）提出書類及び記入方法 

ア 「条件承諾書」（様式 45） 

給水方式を変更することから新たに提出すること。 

イ 「調査表」（様式 196） 

給水方式を変更することから必要事項を記入し、新たに提出すること。 

また、「本節 11.2（1） 提出書類及び記入方法」の表を参考に、標題の「変更」を選択し、

当該建物の給水方式欄は、「特例から増圧へ変更」の□をチェックすること。以下、調査表

に必要事項を記入し、新たに提出すること。 

なお、当該建物において給水形態・使用水量等の変更がないものは、新設時に提出されて

いる「調査表」を参考に記入しても良い。 

ウ 「設計図」 

「給水装置設計・施工基準 25  設計図及び完成図の作成方法」により作成し、実施工部

分（設置する増圧給水設備等）について実線で記入すること。 

なお、設置する増圧給水設備以降の既設部分については、「以下、既設管に接続」と記入

し省略しても良い。 

エ 「貯水槽水道設置・変更・廃止届」（様式 239） 

 

様式の変更

に伴う 
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第三章 

第２節 

12 

12.3 

12.3.1 

１２ 受水タンク以下装置に関するメータ設置の取扱い 

12.3 メータ設置等の申請手続 

12.3.1 新たにメータを設置する場合 

（省略） 

（１）提出書類 

（省略） 

エ 「受水タンク以下装置メータ設置（新設）調書」（様式 2-1、以下「設置調書」という。） 

（省略） 

（２）記入方法 

（省略） 

イ 条件承諾書 

（省略） 

 

 

エ 設置調書 

（ア）設置調書は、指定事業者調書を用い、その標題を抹消して、「受水タンク以下装置メー

タ設置（新設）調書」と記入して提出すること。 

 

 

 

 

（イ）お客さま番号欄には直結装置のお客さま番号を記入すること。 

（ウ）摘要欄には、当該お客さま番号と件数、メータ設置方式（経由方式又は総括方式）を赤

書きで記入すること。 

１２ 受水タンク以下装置に関するメータ設置の取扱い 

12.3 メータ設置等の申請手続 

12.3.1 新たにメータを設置する場合 

（省略） 

（１）提出書類 

（省略） 

エ 「受水タンク以下装置メータ設置（新設）調書」（様式 2-12、以下「設置調書」という。） 

（省略） 

（２）記入方法 

（省略） 

イ 条件承諾書 

（省略） 

（エ）都から手交される条件承諾書の写しを申請者に渡すこと。 

（省略） 

エ 設置調書 

（ア）設置調書は、設計審査申込書を用い、その標題を抹消して、「受水タンク以下装置メー

タ設置（新設）調書」と記入して提出すること。 

（イ）施工主欄には申請者の氏名を記入すること。 

ただし、各戸の申請者が異なり、かつ、設置承認申請書が一括提出されたときは、申請

者のうち 1名の氏名及びほか何名と記入すること。 

（例）承認申請者が３名の場合「水道太郎ほか 2名」 

（ウ）お客さま番号欄には直結装置のお客さま番号を記入すること。 

（エ）摘要欄には、当該お客さま番号と件数、メータ設置方式（経由方式又は総括方式）を赤

書きで記入すること。 

様式の変更

に伴う 

第三章 

第２節 

12.3.2 

12.3.2 メータの設置されている既設の受水タンク以下装置を改造又は撤去する場合 

（省略） 

（１）提出書類 

（省略） 

ウ  「受水タンク以下装置メータ設置改造（又は撤去）調書」（様式 2-1、以下「設置改造（又

は撤去）調書」という。） 

（２）記入方法 

（省略） 

ウ 設置改造（又は撤去）調書 

（ア）指定事業者調書の標題を抹消して、「受水タンク以下装置改造（又は撤去）調書」と記

入して提出すること。 

12.3.2 メータの設置されている既設の受水タンク以下装置を改造又は撤去する場合 

（省略） 

（１）提出書類 

（省略） 

ウ  「受水タンク以下装置メータ設置改造（又は撤去）調書」（様式 2、以下「設置改造（又は

撤去）調書」という。） 

（２）記入方法 

（省略） 

ウ 設置改造（又は撤去）調書 

（ア）設計審査申込書の標題を抹消して、「受水タンク以下装置改造（又は撤去）調書」と記

入して提出すること。 

様式の変更

に伴う 

第三章 

第２節 

13 

13.3 

13.3.1 

１３ 増圧給水設備以下の給水装置に関するメータ設置の取扱い 

（省略） 

13.3 メータ設置等の申請手続 

（省略） 

13.3.1 新たにメータを設置する場合 

（１）提出書類 

（省略） 

イ 「給水装置工事申請申込書」（様式 1-3、以下「工事申請申込書」という。） 

（省略） 

エ 「指定給水装置工事事業者工事調書兼、増圧給水設備以下給水装置メータ設置（新設）調書」

（様式 2-1、以下「設置調書」という。） 

（省略） 

（２）記入方法 

（省略） 

イ 工事申請申込書 

工事申請申込書の作成方法は、「本節 1.5 施行承認の申込方法」によるほか、以下によ

る。 

（ア）工事申込書の裏面「◎」欄に当該装置の所有者又は、給水条例第 15条により所有者から

管理人として選定された者の住所、氏名及び電話番号が記入されていること。 

１３ 増圧給水設備以下の給水装置に関するメータ設置の取扱い 

（省略） 

13.3 メータ設置等の申請手続 

（省略） 

13.3.1 新たにメータを設置する場合 

（１）提出書類 

（省略） 

イ 「増圧給水設備設置条件承諾書」（様式 45、以下「条件承諾書」という。） 

（省略） 

エ 「指定給水装置工事事業者設計審査申込書 兼、増圧給水設備以下給水装置メータ設置（新

設）調書」（様式 2、以下「設置調書」という。） 

（省略） 

（２）記入方法 

（省略） 

イ 条件承諾書 

「本節 11.2（1） 提出書類及び記入方法」による。 

（新規追加） 

 

 

様式の変更

に伴う 
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（イ）管理人の変更を行う場合は、「本章 第 3節 5.4 届出」によるほか、裏面「◎」欄に変更と

なる管理人を記入した工事申請申込書を新たに提出すること。 

 

（省略） 

エ 設置調書 

（ア）設置調書は、当該工事の指定事業者調書を兼用し、その標題の下部余白に「兼、増圧給水

設備以下給水装置メータ設置（新設）調書」と記入して提出すること。 

なお、各戸の申請者が異なり、給水装置を共有する場合は、「本節 26.5 給水装置の共有」

によること。 

（省略） 

（ウ）右上給水方式欄の「増圧給水設備以下給水装置」にチェックを記入し、子メータ有無の該

当する箇所を〇で囲むこと。 

（エ）摘要欄には、当該お客さま番号、件数及びメータ設置方式（経由方式又は総括方式）を赤

書きで記入すること。 

 

 

 

（省略） 

エ 設置調書 

（ア）設置調書は、当該工事の設計審査申込書を兼用し、その標題の下部余白に「兼、増圧給水

設備以下給水装置メータ設置（新設）調書」と記入して提出すること。 

なお、各戸の申請者が異なり、給水装置を共有する場合は、「本節 26.5 給水装置の共有」

によること。 

（省略） 

 

 

（ウ）摘要欄には、当該お客さま番号、件数及びメータ設置方式（経由方式又は総括方式）を赤

書きで記入すること。 

第三章 

第２節 

13.3.2 

13.3.2 メータの設置されている既設の増圧給水設備以下の給水装置を改造又は撤去する場合 

（１）提出書類 

（省略） 

イ 「給水装置工事申請申込書」（様式 1-3、以下「工事申請申込書」という。） 

ウ 「設計図」 

エ 「指定給水装置工事事業者工事調書 兼、増圧給水設備以下給水装置メータ設置改造（又

は撤去）調書」（様式 2-1、以下「設置改造（又は撤去）調書」という。） 

オ  「入館方法の報告」（様式 276） 

（２）記入方法 

（省略） 

イ 工事申請申込書 

 工事申請申込書の作成方法は、「本節 1.5 施行承認の申込方法」によるほか、以下によ

る。 

（ア）工事申込書の裏面「◎」欄に当該装置の所有者又は、給水条例第 15条にょり所有者か

ら管理人として選定された者の住所、氏名及び電話番号が記入されていること。 

（イ）管理人の変更を行う場合は、「本章 第 3節 5.4 届出」によるほか、工事申請申込書の裏

面「◎」欄に変更となる管理人を記入し提出すること。 

ウ 設計図 

「本節 13.3.1（2）記入方法」による。 

エ 設置改造（又は撤去）調書 

（省略） 

（ウ）右上給水方式欄の「増圧給水設備以下給水装置」にチェックを記入し、子メータ有無の

該当する箇所を〇で囲むこと。 

（エ）その他は、「本節 13.3.1（2）記入方法」による。ただし、記入例－６の標題は改造（又

は撤去）とする。 

オ 入館方法の報告 

「本節 13.3.1（2）記入方法」による。 

13.3.2 メータの設置されている既設の増圧給水設備以下の給水装置を改造又は撤去する場合 

（１）提出書類 

（省略） 

 

イ 「設計図」 

ウ 「指定給水装置工事事業者設計審査申込書 兼、増圧給水設備以下給水装置メータ設置改

造（又は撤去）調書」（様式 2、以下「設置改造（又は撤去）調書」という。） 

エ  「入館方法の報告」（様式 276） 

（２）記入方法 

（省略） 

（新規追加） 

 

 

 

 

 

 

イ 設計図 

「本節 13.3.1（2）記入方法」による。 

ウ 設置改造（又は撤去）調書 

（省略） 

（新規追加） 

 

（ウ）その他は、「本節 13.3.1（2）記入方法」による。ただし、記入例－６の標題は改造（又

は撤去）とする。 

エ 入館方法の報告 

「本節 13.3.1（2）記入方法」による。 

様式の変更

に伴う 

第三章 

第２節 

13.3.4 

13.3.4 メータの設置されている特例直圧給水の既設給水装置に増圧給水設備を設置する場合 

（省略） 

（１）提出書類 

（省略） 

ウ 「給水装置工事申請申込書」（様式 1-3、以下「工事申請申込書」という。） 

エ 「設計図」 

オ 「指定給水装置工事事業者工事調書 兼、増圧給水設備以下メータ設置（新設）調書 兼、

特例直圧給水メータ設置（撤去）調書（様式 2-1、以下「設置調書」という。） 

（２）記入方法 

（省略） 

イ 新設承認申請書 

（省略） 

（イ）申請者が異なる場合 

13.3.4 メータの設置されている特例直圧給水の既設給水装置に増圧給水設備を設置する場合 

（省略） 

（１）提出書類 

（省略） 

（新規追加） 

ウ 「設計図」 

エ 「指定給水装置工事事業者設計審査申込書 兼、増圧給水設備以下メータ設置（新設）調

書 兼、特例直圧給水メータ設置（撤去）調書（様式 2、以下「設置調書」という。） 

（２）記入方法 

（省略） 

イ 新設承認申請書 

（省略） 

（イ）申請者が異なる場合 

様式の変更

に伴う 
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標題の「増圧給水設備以下給水装置」の□にチェック及び当該工種を○で囲み、それぞ

れ申請者ごとに提出すること。 

 

ウ 工事申請申込書 

工事申請申込書の作成方法は、「本節 1.5 施行承認の申込方法」によるほか、以下によ

る。 

（ア）工事申込書の裏面「◎」欄に当該装置の所有者又は、給水条例第 15条により所有者

から管理人として選定された者の住所、氏名及び電話番号が記入されていること。 

（イ）管理人の変更を行う場合は、「本章 第 3節 5.4 届出」によるほか、工事申請申込書の

裏面「◎」欄に変更となる管理人を記入し提出すること。 

エ 設計図 

「給水装置設計・施工基準 25  設計図及び完成図の作成方法」により作成すること。 

オ 設置調書 

（省略） 

（ウ）右上給水方式欄の「増圧給水設備以下給水装置」にチェックを記入し、子メータ有無の

該当する箇所を〇で囲むこと。 

（エ）摘要欄には、当該お客さま番号、件数及びメータ設置方式（経由方式又は総括方式）を

赤書きで記入すること。 

標題の「増圧給水設備以下給水装置」の□にチェック及び当該工種を○で囲み、それぞ

れ申請者ごとに提出すること。 

なお、摘要欄に「様式記入例・作成例」を参考にして、「特例直圧給水から変更」「お客

さま番号再使用」と赤書きすること。 

（新規追加） 

 

 

 

 

 

ウ 設計図 

「給水装置設計・施工基準 25  設計図及び完成図の作成方法」により作成すること。 

エ 設置調書 

（省略） 

（新規追加） 

（ウ）摘要欄には、当該お客さま番号、件数及びメータ設置方式（経由方式又は総括方式）を

赤書きで記入すること。 

第三章 

第２節 

14 

 

１４  特例直圧給水の給水装置に関するメータ設置の取扱い 

（省略） 

（１）提出書類 

（省略） 

ウ 「給水装置工事申請申込書」（様式 1-3、以下「工事申請申込書」という。） 

エ 「設計図」 

オ 「指定給水装置工事事業者工事調書 兼、特例直圧給水メータ設置（新設）調書 兼、増圧

給水設備以下メータ設置（撤去）調書（様式 2-1、以下「設置調書」という。） 

（２）記入方法 

（省略） 

ウ 工事申請申込書 

工事申請申込書の作成方法は、「本節 1.5 施行承認の申込方法」によるほか、以下によ

る。 

（ア）工事申込書の裏面「◎」欄に当該装置の所有者又は、給水条例第 15条により所有者から

管理人として選定された者の住所、氏名及び電話番号が記入されていること。 

（イ）管理人の変更を行う場合は、「本章 第 3節 5.4 届出」によるほか、工事申請申込書の裏

面「◎」欄に変更となる管理人を記入し提出すること。 

エ 設計図 

「給水装置設計・施工基準 25  設計図及び完成図の作成方法」により作成すること。 

オ 設置調書 

（省略） 

（エ）右上給水方式欄の「特例直圧給水」にチェック、階高を記入し、子メータ有無の該当する

箇所を〇で囲むこと。 

１４  特例直圧給水の給水装置に関するメータ設置の取扱い 

（省略） 

（１）提出書類 

（省略） 

（新規追加） 

ウ 「設計図」 

エ 「指定給水装置工事事業者設計審査申込書 兼、特例直圧給水メータ設置（新設）調書 兼、

増圧給水設備以下メータ設置（撤去）調書（様式 2、以下「設置調書」という。） 

（２）記入方法 

（省略） 

（新規追加） 

 

 

 

 

 

 

ウ 設計図 

「給水装置設計・施工基準 25  設計図及び完成図の作成方法」により作成すること。 

エ 設置調書 

（省略） 

（新規追加） 

様式の変更

に伴う 

第三章 

第２節 

15 

15.2 

15.2.1 

１５  給水管更生工事に関する取扱い 

15.2  給水装置（直結方式）の事務手続等 

15.2.1 設計審査等 

（省略） 

（２）提出書類及び記入方法 

ア 「給水装置工事申請申込書」（様式 1-3、以下「工事申請申込書」という。） 

工事申請申込書の作成方法は、「本節 1.5 施行承認の申込方法」によるほか、以下によ

る。 

（ア）工事申込書の裏面「◎」欄に当該装置の所有者又は、給水条例第 15条にょり所有者

から管理人として選定された者の住所、氏名及び電話番号が記入されていること。 

（イ）管理人の変更を行う場合は、「本章 第 3節 5.4 届出」によるほか、工事申請申込書の

裏面「◎」欄に変更となる管理人を記入し提出すること。 

イ 「指定給水装置工事事業者工事調書」（様式 2-1、以下「指定事業者調書」という。） 

１５  給水管更生工事に関する取扱い 

15.2  給水装置（直結方式）の事務手続等 

15.2.1 設計審査等 

（省略） 

（２）提出書類及び記入方法 

（新規追加） 

 

 

 

 

 

 

ア 「指定給水装置工事事業者設計審査申込書」（様式 2、以下「設計審査申込書」という。） 

様式の変更

に伴う 
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摘要欄に「更生工事」の字句、 施工範囲・工法、 施行予定年月日、一時工事用新設メー

タ有の表示及びお客さま番号（工事用のメータを設置する場合）の各事項を記入すること。

（記入例：一時工事用メータ有（１件）○○－○○○○○○－○○） 

また、総括子メータ下流側の更生工事を行う場合は、標題「指定給水装置工事事業者工

事調書」の下部余白に「兼増圧給水設備（又は特例直圧給水、三階までの例外）以下メータ

設置改造調書」と記入して提出すること。 

ウ 増圧給水設備以下、特例直圧給水、三階までの例外メータ設置（新設・改造・撤去）承認

申請書（様式 55） 

ただし、一時工事用メータを総括親メータ上流側で支分栓として設置する場合は、「本節

26.3 工事用その他一時使用を目的とした工事の申込み」によること。 

（省略） 

エ 「給水装置更生工事施行条件承諾書」（様式 270、以下「条件承諾書」という。） 

必要事項の記入をして提出すること。 

なお、都から条件承諾書の写しが手交されるので、申請者へ渡すこと。 

オ 「給水管更生工事施行状況報告書」（様式 271、以下「施行状況報告書」という。） 

必要事項を記入して提出すること。 

カ 「施工計画書・工程表等」 

必要に応じて工程等が確認できる書類を提出すること。 

キ 「設計図」 

（省略） 

ク 給水管更生工事に係る料金請求等確認書（様式 68） 

「本節 15.2.3 一時工事用メータの設置等（3）」により、工事用水等の使用水量を認定に

より算定する場合は、必要事項の記入をして提出すること。 

摘要欄に「更生工事」の字句、 施工範囲・工法、 施行予定年月日、一時工事用新設メー

タ有の表示及びお客さま番号（工事用のメータを設置する場合）の各事項を記入すること。

（記入例：一時工事用メータ有（１件）○○－○○○○○○－○○） 

また、総括子メータ下流側の更生工事を行う場合は、標題「指定給水装置工事事業者設

計審査申込書」の下部余白に「兼増圧給水設備（又は特例直圧給水、三階までの例外）以下

メータ設置改造調書」と記入して提出すること。 

イ 増圧給水設備以下、特例直圧給水、三階までの例外メータ設置（新設・改造・撤去）承認

申請書（様式 55） 

ただし、一時工事用メータを総括親メータ上流側で支分栓として設置する場合は、「本節

26.3 工事用その他一時使用を目的とした工事の申込み」によること。 

（省略） 

ウ 「給水装置更生工事施行条件承諾書」（様式 270、以下「条件承諾書」という。） 

必要事項の記入をして提出すること。 

なお、都から条件承諾書の写しが手交されるので、申請者へ渡すこと。 

エ 「給水管更生工事施行状況報告書」（様式 271、以下「施行状況報告書」という。） 

必要事項を記入して提出すること。 

オ 「施工計画書・工程表等」 

必要に応じて工程等が確認できる書類を提出すること。 

カ 「設計図」 

（省略） 

キ 給水管更生工事に係る料金請求等確認書（様式 68） 

「本節 15.2.3 一時工事用メータの設置等（3）」により、工事用水等の使用水量を認定に

より算定する場合は、必要事項の記入をして提出すること。 

第三章 

第２節 

15.3 

15.3.1 

15.3 都のメータが設置された受水タンク以下装置の事務処理等 

15.3.1 設計審査等 

（省略） 

（２）提出書類及び記入法方法 

ア 「受水タンク以下装置メータ設置改造調書」（様式 2、以下「タンク以下改造調書」とい

う。） 

「指定給水装置工事事業者工事調書」（様式 2-1）を用い、その標題を抹消し「受水タンク

以下装置メータ設置改造調書」と記入して提出すること。 

また、摘要欄に「更生工事」の字句、 施工範囲・工法、 施行予定年月日、一時工事用新

設メータ有の表示及びお客さま番号（工事用のメータを設置する場合）の各事項を記入す

ること。 

15.3 都のメータが設置された受水タンク以下装置の事務処理等 

15.3.1 設計審査等 

（省略） 

（２）提出書類及び記入法方法 

ア 「受水タンク以下装置メータ設置改造調書」（様式 2、以下「タンク以下改造調書」とい

う。） 

摘要欄に「更生工事」の字句、 施工範囲・工法、 施行予定年月日、一時工事用新設メー

タ有の表示及びお客さま番号（工事用のメータを設置する場合）の各事項を記入すること。 

様式の変更

に伴う 

第三章 

第２節 

17 

17.2 

１７ 住宅用スプリンクラーに関する取扱い 

17.2  提出書類及び記入方法 

（１）「本節 6 設計審査及び工事検査」により提出する「指定給水装置工事事業者工事調書」（様

式 2-1）又は「本節 12 受水タンク以下装置に関するメータ設置の取扱い」により提出する

「受水タンク以下装置メータ設置（新設・改造）調書」（様式 2-1）の摘要欄に、「本節 17.1 設

計調整」により、打合せを行った製造メーカーの担当者又は消防設備士名（免状の種類及び指

定区分が甲種一類に限る。）を記入して提出すること。 

なお、集合住宅等で、住宅用スプリンクラーを設置する装置が複数あり、所有者も複数いる

場合には、「給水装置工事申請申込書」（様式 1-3）裏面の cからｄ欄に記載し提出すること。 

１７ 住宅用スプリンクラーに関する取扱い 

17.2  提出書類及び記入方法 

（１）「本節 6 設計審査及び工事検査」により提出する「指定給水装置工事事業者設計審査申込

書」（様式 2）又は「本節 12 受水タンク以下装置に関するメータ設置の取扱い」により提出

する「受水タンク以下装置メータ設置（新設・改造）調書」（様式 2）の摘要欄に、「本節 17.1 

設計調整」により、打合せを行った製造メーカーの担当者又は消防設備士名（免状の種類及び

指定区分が甲種一類に限る。）を記入して提出すること。 

（２）「住宅用スプリンクラー設置条件承諾書」（様式 61、以下「承諾書」という。） 

必要事項の記入をして提出すること。 

なお、集合住宅等で、住宅用スプリンクラーを設置する装置が複数あり、所有者も複数いる

場合には、その所有者ごとに提出すること。 

様式の変更

に伴う 

第三章 

第２節 

18 

１８ 私設メータ設置に関する取扱い 

私設メータを給水装置又は受水タンク以下装置の一部として都メータ先に設置する場合の取扱

いは次のとおりとする。 

また、設置にあたり申込者（施工主）及び指定事業者は、「給水装置工事申請申込書」（様式 1-

3）の裏面に記載の該当する承諾事項に承諾すること。 

（省略） 

１８ 私設メータ設置に関する取扱い 

私設メータを給水装置又は受水タンク以下装置の一部として都メータ先に設置する場合の取扱

いは次のとおりとする。 

 

 

（省略） 

（６）事務処理等 

ア 提出書類は、「私設メータ設置条件承諾書」（様式 62）を必要事項の記入をして提出するこ

と。 

様式の変更

に伴う 
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なお、既に「私設メータ設置条件承諾書」が提出されている建物の改造工事を申込む場合、

「工事施工者の住所・氏名」欄以外の変更がない場合は、再度の提出は不要とする。 

イ その他の事務処理については、一般の給水装置工事と同様の扱いとする。 

第三章 

第２節 

19 

19.1 

19.2 

１９  給水装置の主管部に設置する活水器及び浄水器等の取扱い 

水道水の水質保全及び水質責任範囲を明確にするため、活水器及び浄水器等（以下「活水器等」

という。）の設置及び維持管理に関しての取扱いは、次のとおりとする。 

また、設置にあたり申込者（施工主）及び指定事業者は、「給水装置工事申請申込書」（様式 1-3）

の裏面に記載の該当する承諾事項に承諾すること。 

 

 

 

19.1 維持管理 

（省略） 

19.2 その他 

１９  給水装置の主管部に設置する活水器及び浄水器等の取扱い 

水道水の水質保全及び水質責任範囲を明確にするため、活水器及び浄水器等（以下「活水器等」

という。）の設置及び維持管理に関しての取扱いは、次のとおりとする。 

 

 

19.1 提出書類及び記入方法 

「活水器等設置申請書」（様式 238） 

必要事項の記入をして提出すること。 

19.2 維持管理 

（省略） 

19.3 その他 

様式の変更

に伴う 

第三章 

第２節 

20 

20.1 

20.2 

２０  給水補助加圧装置に関する取扱い 

給水補助加圧装置の設置に関しての取扱いは、次のとおりとする。 
また、設置にあたり申込者（施工主）及び指定事業者は、「給水装置工事申請申込書」（様式 1-

3）の裏面に記載の該当する承諾事項に承諾すること。 

 

 

 

20.1 設置条件 

（省略） 

20.2 その他 

２０  給水補助加圧装置に関する取扱い 

給水補助加圧装置の設置に関しての取扱いは、次のとおりとする。 
 

 

20.1 提出書類及び記入方法 

「給水補助加圧装置設置申請書」（様式 244） 

必要事項の記入をして提出すること。 

20.2 設置条件 

（省略） 

20.3 その他 

様式の変更

に伴う 

第三章 

第２節 

21 

21.1 

21.2 

２１ 水道直結型太陽熱利用給湯システムの取扱い 

給水装置に水道直結型太陽熱利用給湯システム（以下「システム」という。）を設置及び維持管

理に関しての取扱いは、次のとおりとする。 

また、設置にあたり申込者（施工主）及び指定事業者は、「給水装置工事申請申込書」（様式 1-3）

の裏面に記載の該当する承諾事項に承諾すること。 

 

 

 

21.1  設置条件 

（省略） 

21.2 その他 

２１ 水道直結型太陽熱利用給湯システムの取扱い 

給水装置に水道直結型太陽熱利用給湯システム（以下「システム」という。）を設置及び維持管

理に関しての取扱いは、次のとおりとする。 

 

 

21.1 提出書類及び記入方法 

「水道直結型太陽熱利用給湯・直結型循環式給湯システム設置承認申請書」（様式 264） 

必要事項の記入をして提出すること。 

21.2  設置条件 

（省略） 

21.3 その他 

様式の変更

に伴う 

第三章 

第２節 

25 

25.1 

25.2 

２５ 直結型循環式給湯システム設置に関する取扱い 

直結型循環式給湯システム（以下「循環式給湯システム」という。）を設置に関しての取扱い

は、次のとおりとする。 

また、設置にあたり申込者（施工主）及び指定事業者は、「給水装置工事申請申込書」（様式1-3）

の裏面に記載の該当する承諾事項に承諾すること。 

 

 

 

25.1 設置条件 

（省略） 

25.2 その他 

２５ 直結型循環式給湯システム設置に関する取扱い 

直結型循環式給湯システム（以下「循環式給湯システム」という。）を設置に関しての取扱い

は、次のとおりとする。 

 

 

25.1 提出書類及び記入方法 

「水道直結型太陽熱利用給湯・直結型循環式給湯システム設置承認申請書」（様式 264） 

必要事項の記入をして提出すること。 

25.2 設置条件 

（省略） 

25.3 その他 

様式の変更

に伴う 

第三章 

第２節 

26 

26.2 

２６ その他の取扱い 

26.2 給水条例第 32 条の 2に定める確認の申込み 

（省略） 

（２）確認の申し込み方法 

ア 「給水装置各種届出書」（様式 277）の「給水装置確認申込み」にチェックをし、必要事項

２６ その他の取扱い 

26.2 給水条例第 32 条の 2に定める確認の申込み 

（省略） 

（２）確認の申し込み方法 

ア 「給水装置確認申込書」（様式 60）に必要事項の記入及び押印の上、「給水装置設計・施工

様式の変更

に伴う 
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の記入の上、「給水装置設計・施工基準 25  設計図及び完成図の作成方法」により作成した

完成図を１部を添えて、当該設備箇所を所管する取扱事業所へ提出すること。 

ただし、完成図を作成できない場合は、都が給水条例施行規定第 13 条による工費表によ

り、図面作成費を徴収し作成することとなる。 

（省略） 

（３）工事施行承認及び工事完了届の省略 

都が確認したものは、給水装置工事の施行承認及び工事完了の手続きを必要としない。 

基準 25  設計図及び完成図の作成方法」により作成した完成図を１部を添えて、当該設備

箇所を所管する取扱事業所へ提出すること。 

ただし、完成図を作成できない場合は、都が給水条例施行規定第 13 条による工費表によ

り、図面作成費を徴収し作成することとなる。 

（省略） 

（３）工事施行承認及び工事完了届の省略 

都が確認したものは、給水装置工事の施行承認及び工事完了届の手続きを必要としない。 

第三章 

第２節 

26.4 

26.4 共用給水装置工事の申込み 

屋外に設置した一つの給水栓を、複数の水道使用者が共同で使用する場合、これを共用給水装

置（共用栓）と呼んでいる。 

共用給水装置に関する工事の申込方法は、一般の給水装置工事と同様である。 

なお、工事申込み時に提出する「給水装置工事申請申込書」（様式 1-3）の余白に「共用栓」

と記入示すること。 

26.4 共用給水装置工事の申込み 

屋外に設置した一つの給水栓を、複数の水道使用者が共同で使用する場合、これを共用給水装

置（共用栓）と呼んでいる。 

共用給水装置に関する工事の申込方法は、一般の給水装置工事と同様である。 

なお、工事申込み時に提出する「給水装置工事施行承認申込書」（様式 1）の余白及び「指定

給水装置工事事業者設計審査申込書」（様式 2）の摘要欄に「共用栓」と記入示すること。 

様式の変更

に伴う 

第三章 

第２節 

26.5 

26.5 給水装置の共有 

（省略） 

（３）届出方法 

「給水装置関係各種届出書」（様式 277）を使用し、代表者が定められている場合（「代表者

制度」という。）と、それ以外の場合（「管理人制度」という。）の各取扱いに基づいて取扱事

業所に届け出ること。 

ア 代表者制度によるもの 

（ア）記入方法 

ａ 届出区分  

該当する届出区分にチェックを記入し、「管理人選定、共有者名義」の字句を２本線

で抹消し、「代表者」として記入すること。 

ｂ 所在地（共通事項） 

 届け出る給水装置の所在地を記入する。 

ｃ 所有者名義変更・共有管理人 

「所有者名義変更」の文言を抹消し、「管理人」の字句を「代表者」に訂正し、その

者の氏名を記入すること。 

ｄ  共有者 

共有者氏名の記入は必要としない。 

ｅ 備考 

「代表者制度」と記入する。 

（省略） 

（ウ）工事申込み時に提出する「給水装置工事申請申込書」（様式 1-3）余白及び「指定給水装

置工事事業者工事調書」（様式 2-1）の摘要欄に、幹栓を共有する場合は「幹栓共有管」、

装置全部を共有する場合は「共有給水装置」と赤書きすること。 

イ 管理人制度によるもの 

（ア）記入方法 

ａ  届出区分 

該当する届出区分にチェックをし、管理人選定及び共有者名義の字句を○で囲むこ

と。 

ｂ 所在地（共通事項） 

届け出る給水装置の所在地を記入する。 

ｃ  所有者名義変更・共有管理人 

「所有者名義変更」の文言を抹消し、管理人欄を記入すること。 

ｄ  共有者氏名 

共有者全員の氏名を記入すること。 

共有者が多数で記入できない場合は、「給水装置関係各種届出書」の表面下部「共有

者氏名記入欄」を使用すること。 

ｅ 備考 

「管理人制度」と記入する。 

（イ）工事申込み時に提出する「給水装置工事申請申込書」（様式 1-3）余白及び「指定給水装

置工事事業者工事調書」（様式 2-1）の摘要欄に、幹栓を共有する場合は「幹栓共有管」、

26.5 給水装置の共有 

（省略） 

（３）届出方法 

「給水装置共有届{管理人選定・変更/共有者名義・変更}」（様式 8）を使用し、代表者が定

められている場合（「代表者制度」という。）と、それ以外の場合（「管理人制度」という。）の

各取扱いに基づいて取扱事業所に届け出ること。 

ア 代表者制度によるもの 

（ア）記入方法 

ａ 標題 

「管理人選定、共有者名義」の字句を２本線で抹消し、「代表者」として記入するこ

と。 

ｂ 管理人 

「管理人」の字句を「代表者」に訂正し、その者の氏名を記入すること。 

 

 

ｃ  共有者 

共有者氏名の記入は必要としない。 

 

 

 

（省略） 

（ウ）工事申込み時に提出する「給水装置工事施行承認申込書」（様式 1）余白及び「指定給水

装置工事事業者設計審査申込書」（様式 2）の摘要欄に、幹栓を共有する場合は「幹栓共有

管」、装置全部を共有する場合は「共有給水装置」と赤書きすること。 

イ 管理人制度によるもの 

（ア）記入方法 

ａ  標題 

管理人選定及び共有者名義の字句を○で囲むこと。 

ｂ 水道所在、管理人 

水道所在及び管理人氏名を記入すること。 

（新規追加） 

 

 

ｃ  共有者 

共有者全員の氏名を記入すること。 

共有者が多数で記入できない場合は、「共有給水装置届{管理人選定・変更/共有者名

義・変更}」の「付属用紙」（様式 65）を使用すること。 

（新規追加） 

 

（イ）工事申込み時に提出する「給水装置工事施行承認申込書」（様式 1-31）余白及び「指定

給水装置工事事業者設計審査申込書」（様式 2）の摘要欄に、幹栓を共有する場合は「幹栓

様式の変更

に伴う 
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装置全部を共有する場合は「共有給水装置」と赤書きすること。 共有管」、装置全部を共有する場合は「共有給水装置」と赤書きすること。 

第三章 

第２節 

27 

27.3 

27 給水装置工事電子申請機能における給水装置工事等の申込み 

給水装置工事電子申請機能（以下「電子申請システム」という。）における給水装置工事の施行と

は、給水装置工事の施行承認申込み及び設計審査申込み並びに工事検査申込み等のほか、受水タンク

以下装置メータ設置又は撤去申請の受付け業務を電子申請システム（インターネット）により行うも

のであり、取扱いは次による。 

（省略） 

27.3 申込み時の注意事項 

  （３）単一給水工事申請と複数工事申請が誤選択のもの 

【単一給水工事申請】 

単独給水管の工事を申し込む場合及び連合給水管のうち１栓のみの工事を申し込む場合 

【複数工事申請】 

     同時施工する連合給水管の工事を申し込む場合及び子メータの設置又は撤去を申し込む場

合 

27 給水装置工事電子申請機能における給水装置工事等の申込み 

給水装置工事電子申請機能（以下「電子申請システム」という。）における給水装置工事の施行

とは、給水装置工事の施行承認申込及び設計審査申込並びに工事検査申込等のほか、受水タンク以

下装置メータ設置又は撤去申請の受付け業務を電子申請システム（インターネット）により行うも

のであり、取扱いは次による。 

（省略） 

27.3 申込み時の注意事項 

  （３）単一給水工事申請と複数工事申請が誤選択のもの 

【単一給水工事申請】 

単独給水管の工事を申し込む場合及び連合給水管のうち１栓のみの工事を申し込む場合 

【複数工事申請】 

     連合給水管の工事を申し込む場合及び子メータの設置又は撤去を申し込む場合 

字句の整理

に伴う 

第三章 

第２節 

27.5 

27.5.1 

27.5 電子申請における申請書類一覧 

27.5.1 設計審査申込方法 

（省略） 

（１）直圧直結給水方式の取扱い 

（省略） 

イ 設計審査手数料 

（省略） 

（イ） 多摩地区・・・各サービスステーション手数料等徴収窓口 

設計審査手数料の納入通知書は、工事検査手数料の納入通知書と同時に発行されるので、

納入漏れを防止する観点から同時に納入することが望ましい。 

 

 

（省略） 

 （５）配水小管から給水管の分岐又は撤去する工事の施行を申し込む場合の取扱い 

（省略） 

ウ 監督事務費又は路面復旧費 

   「本節3.4 道路管理者へ納付する監督事務費又は路面復旧費の納入」により納入する 

こと。 

なお、電子申請システムにおいて自動生成される「給水工費清算還付金口座振込依頼書」

は、受付部署窓口への持ち込みを不要とする。 

27.5 電子申請における申請書類一覧 

27.5.1 設計審査申込方法 

（省略） 

（１）直圧直結給水方式の取扱い 

（省略） 

イ 設計審査手数料 

（省略） 

（イ） 多摩地区・・・各サービスステーション手数料等徴収窓口 

設計審査手数料の納入通知書は、工事検査手数料の納入通知書と同時に発行されるので、

納入漏れを防止する観点から同時に納入することが望ましい。 

なお、「給水工費等清算還付金口座振込依頼書」の提出については、「本節 27.5.2 （1）

電子申請システムへ入力を行い提出する書類」による。 

（省略） 

 （５）配水小管から給水管の分岐又は撤去する工事の施行を申し込む場合の取扱い 

（省略） 

ウ 監督事務費又は路面復旧費 

   「本節3.4 道路管理者へ納付する監督事務費又は路面復旧費の納入」により納入する 

こと。 

なお、設計審査手数料及び工事検査手数料における「給水工費等清算還付金口座振込依頼

書」は電子申請システムで自動生成されるが、監督事務費又は路面復旧費については、別途

押印した「給水工費清算還付金口座振込依頼書」（様式5-2）を受付部署窓口へ持ち込みに

より提出すること。 

押印の取扱

い変更に伴

う 

第三章 

第２節 

27.5.2 

27.5.2 設計審査申込における提出書類記入方法及び提出方法 

（１）電子申請システムへ入力を行い提出する書類 

（省略） 

ア 「給水装置工事電子申請申込書」（様式 1-1、以下「電子申請申込書」という。） 

2枚に亘り構成されており、次の（ア）から（コ）を入力すること。 

27.5.2 設計審査申込における提出書類記入方法及び提出方法 

（１）電子申請システムへ入力を行い提出する書類 

（省略） 

ア 「給水装置工事電子申請申込書」（様式 1-1、以下「電子申請申込書」という。） 

2枚に亘り構成されており、次の（ア）から（ケ）を入力すること。 

字句の整理

に伴う 
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（省略） 

（エ）申込内容 

（省略） 

a「給水装置工事施行承認申込み」 

b「指定給水装置工事事業者設計審査申込み（新設・改造・撤去）」 

（省略） 

（カ）申込者（施工主） 

申込者の氏名、住所及び電話番号を入力すること。 

 

 

 

（省略） 

（ケ）誓約事項及び承諾事項等の了承 

申込者と届出者又は設置者（所有者）が異なる場合は、裏面の「a」から「d」に該当す

る項目に届出者又は設置者（所有者）の住所、電話番号及び氏名を入力すること。 

（コ）管理人の選定 

 子メータを設置する場合は、給水条例第15条に定める管理人の住所、氏名及び電話番

号を入力すること。 

（省略） 

 (２）必要に応じて電子申請システムへ入力を行い提出する書類 

申込み内容に応じて、次のア及びイを電子申請システムに入力し、提出すること。 

 

 

（省略） 

イ 「自己認証品使用報告書」（様式214） 

自己認証品を使用する場合に提出し、給水装置の構造及び材質の基準に適合していること

が判断できる資料（適合証明書、試験成績表等）を別途、電子ファイルで提出すること。 

 

 

 

 

（３）電子申請システムへ電子ファイルにより提出する書類 

 「設計図」 

「給水装置設計・施工基準25 設計図及び完成図の作成方法」により作成したものを、電

子ファイルにより提出すること。 

 

また、押印した電子申請申込書を別途添付（電子ファイル）すること。 

（省略） 

（エ）申込内容 

（省略） 

a「給水装置工事施行承認申込」 

b「指定給水装置工事事業者設計審査申込（新設・改造・撤去）」 

（省略） 

（カ）申込者（所有者） 

申込者の氏名、住所及び電話番号を入力すること。 

なお、「本節1.2 施行承認を要する工事」による施行承認を伴わず、申込者が電子申

請申込書裏面の誓約事項、承諾事項等にも係わらない場合は、申込者の押印は不要とす

る。 

（省略） 

（ケ）誓約事項及び承諾事項等の了承 

申込者と届出者又は設置者（所有者）が異なる場合は、裏面の「a」から「de」に該当

する項目に届出者又は設置者（所有者）の住所、電話番号及び氏名を入力すること。 

（新規追加） 

 

 

（省略） 

 (２）必要に応じて電子申請システムへ入力を行い提出する書類 

申込み内容に応じて、次のアからウを電子申請システムに入力し、提出すること。 

なお、都による押印の確認は、工事検査申込までに「本節27.7  書類の提出」により提出

される書類で行う。 

（省略） 

イ 「私設メータ設置条件承諾書」（様式62） 

私設メータを設置する場合に提出すること。 

なお、受水タンク以下装置に都のメータが設置されている場合で、新たに私設メータを設

置又は撤去する際は、電子ファイルで提出すること。 

ウ 「自己認証品使用報告書」（様式214） 

自己認証品を使用する場合に提出し、給水装置の構造及び材質の基準に適合していること

が判断できる資料（適合証明書、試験成績表等）を別途、電子ファイルで提出すること。 

（３）電子申請システムへ電子ファイルにより提出する書類 

ア 「設計図」 

「給水装置設計・施工基準25 設計図及び完成図の作成方法」により作成したものを、電

子ファイルにより提出すること。 

イ 「電子申請申込書」（様式1-1） 

電子申請システムから両面印刷し、申込者及び指定事業者の押印されたものを電子ファイ

ル化し提出すること。 

第三章 

第２節 

27.5.3 

27.5.3 工事検査申込方法 

（１）直圧直結給水方式の取扱い 

（省略） 

27.5.3 工事検査申込方法 

（１）直圧直結給水方式の取扱い 

（省略） 

様式の変更

に伴う 
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イ 工事検査手数料 

検査申込み１件ごとに、給水条例第29条第4号に定める手数料を、原則として、現場立会ま

でに「本節27.5.1(１) イ設計審査手数料」より納入すること。 

なお、受付部署窓口担当者から納入確認の連絡があった場合は、納入日や納入場所を報告

するとともに領収書の写し等を電子申請システムにより提出すること。 

また、再検査の申込みを行う場合は、申込みの都度「指定給水装置工事事業者（新設・改造・

撤去）工事検査申込書」（様式37-2）により、各営業所又は各サービスステーション手数料等

徴収窓口へ手数料を直接納入すること。 

イ 工事検査手数料 

検査申込み１件ごとに、給水条例第29条第4号に定める手数料を、原則として、現場立会ま

でに「本節27.5.1(１) イ設計審査手数料」より納入すること。 

なお、受付部署窓口担当者から納入確認の連絡があった場合は、納入日や納入場所を報告

するとともに領収書の写し等を電子申請システムにより提出すること。 

また、再検査の申込みを行う場合は、申込みの都度「指定給水装置工事事業者（新設・改造・

撤去）工事検査申込書」（様式37）により、各営業所又は各サービスステーション手数料等徴

収窓口へ手数料を直接納入すること。 

第三章 

第２節 

27.5.4 

27.5.4 工事検査申込みにおける提出書類記入方法及び提出方法 

（省略） 

（１）原本として提出する書類 

「本節27.5.2（4）必要に応じて電子申請システムへ電子ファイルを添付して提出する書類」

により提出した書類を「本節27.7 書類の提出」により提出すること。 

 

 

 

（２）電子申請システムへ入力を行い提出する書類 

「工事検査申込書」（様式37-1） 

次のアからカを確認及び選択すること。 

ア 標題及び申込年月日 

該当する区分（工種）及び申込年月日を確認及び選択すること。 

イ お客さま番号 

当該給水装置のお客さま番号を確認すること。 

ウ 工事場所 

工事場所の住所を確認すること。 

エ 施工主 

施工主の氏名、電話番号を確認すること。 

 

オ 申込者（指定給水装置工事事業者） 

指定給水装置工事事業者の指定番号、住所、名称、代表者名、電話番号を確認するこ

と。 

（省略） 

（６）工事完成検査申込時の注意事項 

「本節27.3 申込み時の注意事項」によるほか、次に該当する場合についても、工事検査申

込みを受理することが出来ず「差戻し（再申込み）」の対象となるため注意すること。 

27.5.4 工事検査申込における提出書類記入方法及び提出方法 

（省略） 

（１）原本として提出する書類 

「本節27.5.2 設計審査申込における提出書類記入方法及び提出方法」により電子ファイル

の添付で提出した書類に申込者等が押印した書類及び「指定給水装置工事事業者（新設・改

造・撤去）工事検査申込書」（様式37-1、以下「工事検査申込書」という。）に、指定事業者及

び給水装置工事主任技術者の押印した書類を原本として、「本節27.7 書類の提出」により提

出すること。 

（２）電子申請システムへ入力を行い提出する書類 

「工事検査申込書」（様式37-1） 

次のアからカを入力すること。 

ア 標題及び申込年月日 

該当する区分（工種）及び申込年月日を入力すること。 

イ お客さま番号 

当該給水装置のお客さま番号又は水道番号を入力すること。 

ウ 工事場所 

工事場所の住所を入力すること。 

エ 施工主 

施工主の氏名、電話番号を入力すること。 

なお、押印は不要とする。 

オ 申込者（指定給水装置工事事業者） 

指定給水装置工事事業者の指定番号、住所、名称、代表者名、電話番号を入力するこ

と。 

（省略） 

（６）工事完成検査申込時の注意事項 

「本節27.3 申込み時の注意事項」によるほか、次のア及びイに該当する場合についても、

工事検査申込みを受理することが出来ず「差戻し（再申込み）」の対象となるため注意するこ

と。 

押印の取扱

い変更に伴

う 

第三章 

第２節 

27.6.1 

27.6.1 電子申請システムの施行範囲内による変更 

（１） 改めて施行承認を要する工事 

次のアからウの工事内容を変更する場合は、「給水装置設計変更届（様式 3、以下

「設計変更届」という。）及び変更内容が分かる「設計図」を電子申請システムにより提出す

ること。 

ただし、変更する内容は、「本節27.2 受付対象工事」の施行範囲内に限る。 

 

 

（省略） 

27.6.1 電子申請システムの施行範囲内による変更 

（１） 改めて施行承認を要する工事 

次のアからウの工事内容を変更する場合は、「給水装置設計変更届（様式 3、以下

「設計変更届」という。）及び変更内容が分かる「設計図」を電子申請システムにより提出す

ること。 

ただし、変更する内容は、「本節27.2 受付対象工事」の施行範囲内に限る。 

また、「設計変更届」及び電子申請申込書等の書類を工事検査申込みまでに「本節27.7 

書類の提出」により 提出すること。 

（省略） 

押印の取扱

い変更に伴

う 
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（２） 施行承認を要しない工事 

電子申請システムにより「設計変更届」を提出すること。 

ただし、次のア及びイに該当する工事は「設計変更届」の提出を不要とする。 

（２） 施行承認を要しない工事 

電子申請システムにより「設計変更届」を提出こと。 

ただし、次のア及びイに該当する工事は「設計変更届」の提出を不要とする。 

第三章 

第２節 

27.6.2 

27.6.2 設計変更等により受付部署窓口扱いとなるもの 

（１）工事内容の変更により受付部署窓口扱いとなるもの 

設計変更により工事内容が「本節27.2  受付対象工事」により、電子申請システムの対象外

となる場合は、「設計変更届」を電子申請システムにより提出以降、電子申請システムでは取扱

うことができないため、受付部署窓口での扱いとなる。 

そのため、「指定給水装置工事事業者（新設・改造・撤去）工事検査申込書（様式37）」及び

完成図１部を直接受付部署窓口へ提出すること。 

また、「本節27.5.2（4）必要に応じて電子申請システムへ電子ファイルを添付して提出する

書類」については、工事検査申込みまでに受付部署窓口に直接提出すること。 

27.6.2 設計変更等により受付部署窓口扱いとなるもの 

（１）工事内容の変更により受付部署窓口扱いとなるもの 

設計変更により工事内容が「本節27.2  受付対象工事」により、電子申請システムの対象外

となる場合は、「設計変更届」を電子申請システムにより提出以降、電子申請システムでは取扱

うことができないため、受付部署窓口での扱いとなる。 

そのため、「指定給水装置工事事業者（新設・改造・撤去）工事検査申込書（様式37）」及び

完成図１部を直接受付部署窓口へ提出すること。 

また、電子申請申込書等の書類を工事検査申込みまでに受付部署窓口に直接提出すること。 

 

押印の取扱

い変更に伴

う 

第三章 

第２節 

 

27.6.3  工事の取りやめ 

電子申請システムにより「給水装置工事取消届」(様式 3)を提出すること。 
 

27.6.3  工事の取りやめ 

電子申請システムにより「給水装置工事取消届」(様式 3)を提出すること。 

また、「給水装置工事取消届」(様式 3)及び電子申請申込書等の書類を「本節27.7 書類

の提出」により提出すること。 

押印の取扱

い変更に伴

う 

第三章 

第２節 

 

27.6.4  工事の施行延期 

申し込み後に、建築等により、当該工事の延期が生じた場合は、電子申請システムにより

「給水装置工事施行延期願」(様式 12)を提出すること。 

なお、延期期日が３箇月以上のものは、延期理由により受付部署窓口が延期の可否を判断

する。 

27.6.4  工事の施行延期 

申し込み後に、建築等により、当該工事の延期が生じた場合は、電子申請システムにより

「給水装置工事施行延期願」(様式 12)を提出すること。 

また、「給水装置工事施行延期願」（様式12）及び電子申請申込書等の書類を工事検査申込

みまでに「本節27.7 書類の提出」により提出すること。 

なお、延期期日が３箇月以上のものは、延期理由により受付部署窓口が延期の可否を判断

する。 

押印の取扱

い変更に伴

う 

第三章 

第２節 

27.7 

27.7 書類の提出 

「本節27.5.2（4）必要に応じて電子申請システムへ電子ファイルを添付して提出する

書類」による書類は受付部署窓口への持ち込みにより提出すること。 

また、申請書類の余白へ電子申請システムの申請番号（上位桁の不要な「０」を除く）

を明記すること。 

なお、電子申請ヘルプデスクへ郵送による提出はできない。 

27.7 書類の提出 

次の（１）から（８）の書類の提出方法は、受付部署窓口へ持込みによる提出と電子申請ヘ

ルプデスクへ郵送による提出のいずれかの方法で行うこと。 

ただし、（１）から（８）を除く書類は、受付部署窓口への持込みにより提出すること。 

なお、同一申請における郵送による提出と受付部署窓口への提出の併用はできないため、注

意すること。 

（１） 給水装置工事電子申請申込書（様式 1-1） 

（２） 指定給水装置工事事業者（新設・改造・撤去）工事検査申込書（様式 37-1） 

（３） 給水装置不使用兼撤去届（様式 6） 

（４） 私設メータ設置条件承諾書（様式 62） 

（５） 自己認証品使用報告書（様式 214） 

（６） 給水装置工事取消届/設計変更届（様式 3） 

（７） 給水装置工事施行延期願い（様式 12） 

（８） 給水工費等清算還付金口座振込依頼書（設計審査手数料/工事検査手数料） 

押印の取扱

い変更に伴

う 

第三章 

第２節 

27.1 

（削除） 27.7.1 持込みによる提出 

受付部署窓口に提出すること。 

なお、「本節27.7 書類の提出」の（１）から（８）を除く申請書類一式（工事写真帳を

含む）の余白へ電子申請システムにより付番される申請番号（上位桁に付番された不要な

「０」を除く）を明記すること。 

押印の取扱

い変更に伴

う 
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第三章 

第２節 

27.2 

（削除） 27.7.2 郵送による提出 

次により電子申請ヘルプデスクに郵送し提出すること。  

（１）郵送先 

〒１６６－８７９９ 

杉並郵便局留 

杉並区成田東４－３８－１４ 

東京都水道局電子申請ヘルプデスク 行 

（２）郵送方法 

簡易書留で発送することとし、発送後、郵便局で受取る「書留・特定郵便記録郵便物等受

領証」に記載されている「お問い合わせ番号」を電子申請システム内のコメントやり取り一

覧機能で報告すること。 

（３）到達状況の確認方法 

電子申請ヘルプデスクへの書類の到達状況は、電子申請システム内のコメントやり取り一覧

機能で指定事業者と受付部署窓口に通知され、不備・不足の無い場合は、通知をもって受付部

署窓口へ書類が提出されたものとみなす。 

（４）不備・不足のある場合の対応 

不備・不足のある場合は、到達状況の通知後にすべての書類が電子申請ヘルプデスクから受

付部署窓口に引き継がれるので、以後は受付部署窓口の指導に従い不備・不足を解消し、持込

みにより受付部署窓口に提出すること。 

（５）その他の対応 

到達状況を確認できない状況（郵便事故等による紛失）となった場合は、電子申請システム

から再出力した書類の必要箇所に押印し、持込みにより受付部署窓口に提出すること。 

なお、書類に、原本を再作成した理由を明記すること。 

押印の取扱

い変更に伴

う 

第三章 

第２節 

29 

29.2 

２９  給水装置の工事に関する文書等の写しの交付及び閲覧等に関する取扱い 

（省略） 

29.2 写しの交付及び閲覧の対象となる資料 

（１）給水装置関係文書 

ア 給水装置工事申請申込書 

イ 給水装置関係各種届出書 

ウ 指定給水装置工事事業者工事調書 

エ 給水管（取付・撤去）工事検査申込書 

オ 指定給水装置工事事業者（新設、改造、撤去）工事検査申込書 

 

カ 工事調書 

キ 取付替工事調書 

ク 増圧/特例/例外/受水タンク以下装置メータ設置（新設、改造、撤去）承認申請書 

ケ 増圧/特例/例外/受水タンク以下装置メータ設置（新設、改造、撤去）調書 

２９  給水装置の工事に関する文書等の写しの交付及び閲覧等に関する取扱い 

（省略） 

29.2 写しの交付及び閲覧の対象となる資料 

（１）給水装置関係文書 

ア 給水装置工事施行承認申込書/給水装置（新設・改造・撤去）工事申込書 

イ 給水装置工事完了届 

ウ 給水装置工事設計審査申込書 

エ 給水管（取付・撤去）工事検査申込書 

オ 指定給水装置工事事業者（新設、改造、撤去）工事検査申込書 

カ 給水装置確認申込書 

キ 工事調書 

ク 取付替工事調書 

ケ 増圧/特例/例外/受水タンク以下装置メータ設置（新設、改造、撤去）承認申請書 

コ 増圧/特例/例外/受水タンク以下装置メータ設置（新設、改造、撤去）調書 

様式の変更

に伴う 

第３章 

第３節 

5 

5.1 

5.1.1 

第３節 水道使用者との関係 
５ 給水の申込み及びこれに関連する事項 

5.1 給水の申込み 

 5.1.1 申込方法 

（１）水道開始申込書による場合 

（省略） 

イ お客さま名（給水契約者） 

給水契約者の氏名を記入し押印すること。 

なお、契約者が法人の場合には、法人名及び代表者名を記入すること。 
（省略） 

第３節 水道使用者との関係 
５ 給水の申込み及びこれに関連する事項 

5.1 給水の申込み 

 5.1.1 申込方法 

（１）水道開始申込書による場合 

（省略） 

イ お客さま名（給水契約者） 

給水契約者の氏名を記入し押印すること。 

なお、契約者が法人の場合には、法人名及び代表者名を記入し押印すること。 
（省略） 

押印の取扱

い変更に伴

う 
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ク 念書 

指定事業者が給水申込みを代行する場合で、給水を受けようとする家屋等に使用

者が未入居状態であり、次のいずれかに該当する場合は念書欄に記入して提出する

こと。 

ク 念書 

指定事業者が給水申込みを代行する場合で、給水を受けようとする家屋等に使用

者が未入居状態であり、次のいずれかに該当する場合は念書欄に記入し押印して提

出すること。 

第３章 

第３節 

5.2 

5.2.2 

5.2  水道料金 

5.2.2 水道の共同使用による料金上の取扱い（「共同住宅扱い」） 

（省略） 

（３）届出方法 

（省略） 

イ 記入事項 

（ア）水道所在地、アパート・マンション名及び世帯（室）数 

（イ）管理人の住所、氏名 

（ウ）料金請求先（料金とりまとめ者）の住所、氏名 

（エ）各使用者の室番号、氏名 

5.2  水道料金 

5.2.2 水道の共同使用による料金上の取扱い（「共同住宅扱い」） 

（省略） 

（３）届出方法 

（省略） 

イ 記入事項 

（ア）水道所在地、アパート・マンション名及び世帯（室）数 

（イ）管理人の住所、氏名及び押印 

（ウ）料金請求先（料金とりまとめ者）の住所、氏名及び押印 

（エ）各使用者の室番号、氏名及び押印 

押印の取扱

い変更に伴

う 

第３章 

第３節 

5.4 

5.4 届出 

（省略） 

（２）給水装置の所有者に変更があったとき 

（省略） 

イ 一般の所有者変更の場合 

「給水装置関係各種届出書」（様式 277）を次により提出すること。 

ａ 届出区分 

該当する届出区分にチェックをし、「所有者名義変更（全部・一部）」の「全部」を

〇で囲むこと。 

ｂ 所在地（共通事項） 

届け出る給水装置の所在地を記入すること。 

ｃ 所有者名義変更・共有管理人 

「共有管理人」の字句を抹消する。 

ｄ 新所有者 

新所有者の住所、氏名を記入すること。 

なお、法人（官公署、会社、学校等）の場合は、法人名及び代表者名を併記するこ

と。 

ｅ  旧所有者 

旧所有者（給水装置の工事に関する文書の申込者又は施行主と同一であること。）

の住所、氏名を記入すること。 

ｆ  使用者 

当該給水装置の水道使用者名を記入すること。 

ｇ  理由 

該当する変更理由を○で囲むこと。 

ウ 給水装置の一部について所有者の変更があった場合 

幹栓所有者が、給水装置を撤去する際に支分引用者に給水管の一部を譲渡する場合など

のように、給水装置の一部について所有名義を変更するときは「給水装置関係各種届出書」

（様式 277）を提出すること。 

なお、記入方法は、「本節 5.4（2）イ 一般の所有者変更の場合」によることとし、届出

区分の「所有者名義変更（全部・一部）」の「一部」を〇で囲むこと。 

（省略） 

（３）管理人に変更があったとき 
（省略） 

イ 共有給水装置の管理人に変更があったときは、「給水装置関係各種届出書」（様式 277）に

必要事項を記入し、給水装置の所在地を所管する取扱事業へ提出すること。 

（省略） 

（５）給水装置工事が完了したとき 

「本節 5.6 給水装置工事完了の届出」によること。 

5.4 届出 

（省略） 

（２）給水装置の所有者に変更があったとき 

（省略） 

イ 一般の所有者変更の場合 

「給水装置所有者名義変更届」（様式 63）を次により提出すること。 

（新規追加） 

 

 

 

 

 

 

ａ 新所有者 

新所有者の住所、氏名を記入すること。 

なお、法人（官公署、会社、学校等）の場合は、法人名及び代表者名を併記するこ

と。 

ｂ  旧所有者 

旧所有者（給水装置の工事に関する文書の申込者又は施行主と同一であること。）

の住所、氏名を記入すること。 

ｃ  使用者 

当該給水装置の水道使用者名を記入すること。 

ｄ  理由 

該当する変更理由を○で囲むこと。 

ウ 給水装置の一部について所有者の変更があった場合 

幹栓所有者が、給水装置を撤去する際に支分引用者に給水管の一部を譲渡する場合など

のように、給水装置の一部について所有名義を変更するときは「給給水装置一部所有者名

義変更届」（様式 64）を提出すること。 

なお、記入方法は、「本節 5.4（2）イ 一般の所有者変更の場合」によること。 

 

（省略） 

（３）管理人に変更があったとき 
（省略） 

イ 共有給水装置の管理人に変更があったときは、「出書給水装置共有届（管理人選定・変更）」

（様式 8）に必要事項を記入し、給水装置の所在地を所管する取扱事業へ提出すること。 

（省略） 

（５）給水装置工事が完了したとき 

「本節 5.6 給水装置工事完了届」によること。 

様式の変更

に伴う 
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第３章 

第３節 

5.6 

5.6 給水装置工事完了の届出 

（省略） 

（１）完了の届出を要する工事 

届出を要する工事は新設、改造又は撤去の工事とする。 

ただし、次のものは除く。 

（省略） 

(３）届出方法 

必要事項を記入した「給水装置関係各種届出書」（様式 277）に、給水装置製図記号により

作成した完成図１部を添えて、工事場所を所管する取扱事業所に届け出ること。 

なお、給水装置関係各種届出書の裏面作図欄に作図した場合は、完成図の添付を不要とす

る。 

 
 

5.6 給水装置工事完了届 

（省略） 

（１）完了届を要する工事 

届出を要する工事は新設、改造又は撤去の工事とする。 

ただし、次のものは除く。 

（省略） 

(３）届出方法 

必要事項を記入した「給水装置工事完了届」（様式 39）に、給水装置製図記号により作成し

た完成図１部を添えて、工事場所を所管する取扱事業所に届け出ること。 

様式の変更

に伴う 

 給水装置設計・施工基準（給水装置編） 給水装置設計・施工基準（給水装置編）  

第１節 

12 

12.3 

12.3.1 

第１節 給水装置設計・施工基準 

１２  給水管の分岐 

12.3  分 岐 工 法         

12.3.1  ステンレス製サドル付分水栓又はサドル付分水栓による分岐 

（省略） 

（２）分岐工事 

（省略） 

イ  せん孔 

（省略） 
（ケ）せん孔中はハンドルの回転が重く感じられ、せん孔が終了するとハンドルの回転は軽

くなる。このため、ハンドルの重さに注意しながらせん孔を行う。 
 なお、せん孔中は事故防止のためスピンドルの頂部に触れないこと。 

第１節 給水装置設計・施工基準 

１２  給水管の分岐 

12.3  分 岐 工 法         

12.3.1  ステンレス製サドル付分水栓又はサドル付分水栓による分岐 

（省略） 

（２）分岐工事 

（省略） 

イ  せん孔 

（省略） 
（ケ）せん孔中はハンドルの回転が重く感じられ、せん孔が終了するとハンドルの回転は軽

くなる。このため、ハンドルの重さに注意しながらせん孔を行う。 

事故防止の

ため文言の

追加 

第１節 

 
メータソケットの要件 

１ メータソケットは、配管工事、メータ引換、使用等に対して十分な強度、耐久性、施工性

を有するものとする。 

 

２ メータソケットの主要部の形状・寸法及び材質は、図-１及び表-２､３に示す該当箇所のと

おりとする。 

 

３ メータソケット長 

表-１ メータソケット長（Ｌ） 

 
 

４ 伸縮式メータソケットの伸縮部 

(1) 伸縮管は、メータ交換やメンテナンス等が容易に行える構造とし、メータパッキン接触

面には、水密性を保つために適当なパッキン溝を有するものとする。 

(2) メータソケット長さの調整は、袋ナットをゆるめ伸縮管をスライドさせて行う構造と

し、袋ナットの締付けにより、伸縮管を固定する構造とする。また、地震時や通水時等に

も伸縮管が抜け出さないようパッキン押え等を設置すること。 

(3) 水密性保持のため、伸縮管にОリングを装着すること。Оリングは交換可能な構造と

し、表-２、３に記す形状・寸法及び材質であること。 

メータソケットの要件 
１ メータソケットの各部の形状、寸法及び材質は、配管工事、メータ引換等に対して十分

な強度、耐久性、施工性を有するものとする。 

２ メータソケットの主要部の形状、寸法及び材質は、図-１及び表-１､２に示すとおりとす

る。 

３ メータソケットの長さ 

メータソケット長（Ｌ）及び伸縮機能 

 

４ メータナットは、図-１に示すa４の寸法がマイナスとならないようにする。 

５ 伸縮管のメータパッキン接触面には、水密性を保つために適当なパッキン溝を有するも

のとする。 

６ 伸縮式メータソケットのメータソケット長さの調整 

(1) メータソケット長さの調整は、袋ナットをゆるめ伸縮管をスライドさせて行う構造と

する。 

また、袋ナットを締付けることによってゴムパッキンを介して本体との水密性を保ち、

要件の変更

に伴う修正 

 
使用箇所 伸縮機能 メータソケット長 

第一仕切弁（仕切弁Ａ）に接続した 

メータの下流側に用いるメータソケット 
非伸縮式 

15.4(2)「メータますの種類､要件等」

の表中に示すメータますの最小寸法

部で使用可能（メータ、仕切弁等が接

続され収納される。）な寸法とする。 

 表-2のソケット長Ｌを参照。 

上記以外の箇所に設

置するメータに用い

る場合 

メータ上流側の 

メータソケット 
非伸縮式 

メータ下流側の 

メータソケット 
伸縮式 

使用箇所 伸縮機能 メータソケット長（Ｌ）

第一仕切弁（仕切弁Ａ）に接続し
たメータの下流側に用いるメータ
ソケット

非伸縮式

15.4(2)「メータますの種類､要件等」
の表中に示すメータますの最小寸法部
で使用可能（メータ、仕切弁等が接続
され収納される。）な寸法とする。
表-１のＬ（参考寸法）を参照。

上記以外の箇所に
設置するメータに
用いる場合

メータ 上流 側 の
メータソケット

非伸縮式 （ 同上 ）

メータ 下流 側 の
メータソケット

伸縮式 ① （同 上 ）
② 表-１に示す伸縮量以上の確保。
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(4) メータ設置後、伸縮管に伸縮ストッパーを取り付け、適正な伸縮量を確保すること。

（伸縮ストッパーに合わせて伸縮量を確保すること。）伸縮ストッパーは、使用上十分な

強度及び耐久性を有し、容易に取付け及び取外しが可能なこと（色は指定しない）。その

幅は表-２のとおりとする。表面には容易に消えない方法（シール貼り付け等）で、メー

タの設置後に取付ける注意喚起のため、赤色の文字で「伸縮管に取り付けてください」と

表示すること。 

(5) 伸縮管には、「規定の位置」を示す表示線（白線等：幅2mm程度）を周囲に引くこと。

表示線は、伸縮ストッパーを装着したときに近接する位置に引くこと。 

(6) 伸縮管の伸縮量は(5)で定めた既定の位置から「配管側に6mm以上縮み、メータ側に4mm

以上伸びる」かつ表－２の「ソケット長L」の「最低伸縮量」を満足すること。 

５ 表示 

メータソケットには、容易に消えない方法で次の事項を表示する。 

（省略） 

 
 

図－１ メータ伸縮式ソケット参考図 
 

表－２ メータソケットの主要部の形状、寸法 

 
 

表－３  メータソケットの主要部の材質 

 
 

伸縮管を固定する構造とする。 

(2) 伸縮管には、伸縮しろの中心を示す表示線（白線等）を周囲に引く。 

(3) 伸縮管は、袋ナットをゆるめても本体から容易には抜け出さない構造とする。 

７ 伸縮部は、ゴムパッキンが交換可能な構造とする。 

 

 

 

 

 

８ メータソケットには、次の事項を表示する。 

（省略） 

 

図－１ メータソケット参考図 

 

 

表－１（1/2）  メータソケットの主要部の形状、寸法 （単位：ｍｍ） 

 

 
 

表－１（2/2）メータソケットの主要部の形状 

口

径 

メータナット 伸縮管 袋ナット 本体 ゴムパッキン 

ねじ形状 a1 a2 

完全

ねじ

部 

a3 a5 b1 b2 b3 c1 c2 c4 d2 d4 e1 e2 e3 e4 e5 

都ねじ 

ねじの谷径 

上水ねじ

（ JIS 

B0202） 

都ねじ 上水ねじ 

13 φ26.1/14山 G 3/4 18 12 3 6角、32 6角、32 φ14 

1.5 

 3 14.5  3.5 6角、30 10 6角、29 φ23.4 φ16 
3 

0.5 

4 
20 φ33.1/14山 G 1 21 13 4 6角、41 6角、41 φ21  4 17  4 6角、40 12 6角、35 φ32.4 φ24 

25 φ38.9/14山 G 1 1/4 23 14 4.5 8角、46 8角、50 φ26  4.5 18.5  4.5 6角、45 16 6角、44 φ37.4 φ29 4 5 

30 φ49.7/11山 G 1 1/2 26 16 
5 

8角、60 8角、60 φ31 
 5 

21 
 5 

6角、57 18 6角、54 φ43.6 φ35 
5 6 

40 φ56.3/11山 G 2 28 18 8角、70 8角、70 φ41 23 6角、65 19 6角、60 φ53.9 φ45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メータパッキン 

ｆ１ 
ｆ２ 

ｆ３ 

ｆ４ 

ｔ 

ゴムパッキン 

ｅ２ ｅ１ 

ｅ３ 

ｅ５ 

ｅ４ 

ｃ５ 

ｃ４ 

ａ５ ｄ４ 

ｄ２ ｄ１ 
ｂ３ ｂ２ 

本体ナット 伸縮部 

メータ接続部 

ｂ
１
 

ａ１ 

ａ２ ａ３ 

ａ４ 

メータナット 

伸縮管 

ｃ２ 

ｃ１ 

袋ナット 

本体 

（
配
管
と
の
接
続
部
） 

Ａ 

Ａ 

メータパッキン接触面 

ゴム 
パッキン 

伸縮しろ中心 

表示線（白線等） 
２㎜ 

（
配
管
側
） 

（
メ
ー
タ
側
） 

メータソケット長さ

矢視Ａ－Ａ 

メータソケット全体 

メータパッキン 

4-
14
5 

口

径 

メータパッキン ソケット長Ｌ （参考寸法） 

f1 f2 f3 f4 
非伸縮式 伸縮式  

最大 最小 伸縮量 

13 
φ23.0 

(φ23.5) 

φ14.5 

(φ14.0) 

4.25 

(4.75) 

3 

37～40 104 64 40 

20 
φ30.5 

(φ30.0) 
φ21.0 

4.75 

(4.50) 
39～44 116 78 38 

25 
φ36.0 

(φ38.0) 
φ26.0 

5.00 

(6.00) 
44～47 123～128 84～ 89 39 

30 
φ46.5 

(φ44.0) 
φ31.0 

7.75 

(6.50) 
52～57 134～140 94～100 40 

40 
φ53.0 

(φ55.0) 
φ41.0 

6.00 

(7.00) 
53～58 136～146 94～104 42 

 

口

径 

メータナット、伸

縮管、袋ナット、

本体 

ゴムパッキン メータパッキン 

13 

20 

25 

30 

40 

JIS H 5120 の 

CAC406 

ｺ ﾞ ﾑの規格:JIS K 

6353 

種類：Ⅲ類 80 

材質：NBR 

硬さ：80±5 

ｺ ﾞ ﾑの規格:JIS K 

6353 

種類：Ⅰ類 A70 

材質：EPDM 

硬さ：70±5 
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15.6 
15.6 分離型スマートメータの取付け 

 分離型スマートメータとは、電子メータとスマートメータ用通信機器（以下「通信機器」と

いう。）が結線されたものをいう。 

 40㎜以下の分離型スマートメータについては、電子メータと通信機器が結線された状態で

支給するが、50㎜以上の分離型スマートメータについては、電子メータと通信機器は結線さ

れていない。 

 このため、50㎜以上の分離型スマートメータを新規に取り付ける場合には、「本項（１）」

により、メータ本体のみを取り付けること。 

（１）分離型スマートメータのメータ本体については、「15.5 メータの取付け」により取り

付けること。 

（２）通信機器の設置について 

次のとおりメータ取付箇所に応じて通信機器を設置すること。 

ア メータます内に設置する場合 

（ア）メータます内の設置可能な箇所に、通信機器側ケーブル出口部の配線が折れ曲が

らないように設置すること。 

（イ）ケーブル配線は、小さくまとめてワイヤー等で括り、メータます内に収納するこ

と。 

イ 50㎜以上のメータ室内に設置する場合 

（ア）マグネットフック等を用いて、可能な限りメータ室内の上部に設置すること。 

（イ）ケーブル配線は、小さくまとめてワイヤー等で括り、メータ室内に収納すること。 

ウ 受水タンク以下装置等のメータ室（以下「パイプスペース等」という。）内に設置す

る場合 

（ア）パイプスペース等内の床面で、かつメータ本体の直近に設置すること。 

（イ）ケーブル配線は、小さくまとめてワイヤー等で括り、パイプスペース等内に収納

すること。 

（新規追加） 取扱いの変

更に伴う修

正 

第１節 

15.7 

15.7.1 

15.7  メータの隔測装置の設置 

15.7.1  メータ隔測装置の設置 

（１）口径13㎜から40㎜までのメータに隔測装置を設置する場合 

隔測装置の設置に当たっては、電子式メータの設置が必要となる。都が通常設置するメータ

は機械式メータのため、その差額及びメータ設置費用並びにパルス分岐端子からの配線等が

使用者（所有者）の負担（施行）となる。ただし、スマートメータの導入により、都の負担で

電子式メータを設置することがあるので、事業所への手続き前に給水部給水課量水器担当も

しくは多摩水道改革推進本部調整部技術指導課に協議すること。 

15.6  メータの隔測装置の設置 

15.6.1  メータ隔測装置の設置 

（１）口径13㎜から40㎜までのメータに隔測装置を設置する場合 

隔測装置の設置に当たっては、電子式メータの設置が必要となる。都が通常設置するメータ

は機械式メータのため、その差額及びメータ設置費用並びにパルス分岐端子からの配線等が

使用者（所有者）の負担（施行）となる。 

このため、隔測装置の設置に際しては、以下の工事基準等に基づき手続きを行うこと。 

取扱いの追

加に伴う修

正 

第１節 

15.8 
15.8  集合住宅等におけるメータ設置の規則性の確保 15.7  集合住宅等におけるメータ設置の規則性の確保 項目追加に

伴う修正 

第１節 

17.8 

17.8.3 

17.8  凍結防止 

17.8.3  使用材料 

（省略） 

（２）メータ 

（省略） 

イ  屋外パイプスペースに設置するもの 

17.8  凍結防止 

17.8.3  使用材料 

（省略） 

（２）メータ 

（省略） 

イ  屋外パイプスペースに設置するもの 

名称の修正 
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メータを直接覆う保温カバーを使用する。 メータを直接覆うメータカバーを使用する。 

第１節 

25 
２５  設計図及び完成図の作成方法 

（省略） 

（11）用紙 

再生紙と同等以上（白色度70％以上、紙厚0.08～0.1mm程度）のものとする。 

２５  設計図及び完成図の作成方法 

（省略） 

（11）用紙 

再生紙と同等以上（白色度70％以上、紙厚0.08～0.1mm程度）のものとする。 

なお、設計図においては、指定給水装置工事事業者調書の裏面を使用してもよい。 

様式の変更

に伴う修正 

 関 係 法 令 関 係 法 令  

東京都給水

条例（抄） 
◎ 東 京 都 給 水 条 例              （抄） 

昭和３３年４月１日東京都条例第  ４１号 

改正 令和３年１２月２２日条例第  １１２号 

◎ 東 京 都 給 水 条 例              （抄） 

昭和３３年４月１日東京都条例第  ４１号 

改正 令和元年９月２６日東京都条例第  ５５号 

最新版に更

新 

東京都給水

条例施行規

程（抄） 

◎東京都給水条例施行規程（抄）  
昭和３３年４月  １日東京都水道局管理規程第 １号 

改正 令和４年３月１８日水道局管理規程第 ２号 

◎東京都給水条例施行規程（抄）  
昭和３３年４月  １日東京都水道局管理規程第 １号 

改正 令和元年９月２６日東京都水道局管理規程第 ７号 

最新版に更

新 

東京都工業

用水道給水

条例施行規

程（抄） 

◎ 東京都工業用水道条例施行規程（抄） 
                    昭和３８年１０月３１日東京都水道局管理規程第 ９号

改正 令和元年６月２８日水道局管理規程第５号 

◎ 東京都工業用水道条例施行規程（抄） 
                    昭和３８年１０月３１日東京都水道局管理規程第 ９号

改正 平成２７年３月２７日東京都水道局管理規程第３号 

最新版に更

新 

建設業法

（抄） 
◎ 建 設 業 法（抄） （昭和２４年法律１００号） 

 

◎ 建 設 業 法（抄） （昭和２４年法律１００号） 
 

最新版に更

新 
 


