
浜松市公共下水道取付管設置要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、浜松市公共下水道の適正な整備及び運営を図るため、取付管の設置

等に関し必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 取付管 公共下水道管きょと排水設備とを連絡する排水施設をいう。 

(2) 受益者 公共下水道管きょへの接続が可能若しくは可能となる区域に存する土地

及び家屋所有者をいう。 

(3) 受益地 公共下水道への接続が可能若しくは可能となる土地をいう。 

(4) 処理区域 汚水排除が可能な区域をいう。 

（取付管の設置等） 

第３条 浜松市水道事業及び下水道事業管理者（以下「管理者」という。）は、次のいず

れかに該当するときは、取付管の設置を行う。 

(1) 新たに公共下水道管きょを設置するとき。 

(2) 処理区域において、排水設備等の新設を行おうとする者から取付管の設置申請が

あったとき。 

(3) 宅地造成等を計画し、新たに土地利用を図ろうとするもの（不動産、住宅会社等）

から設置申請があったとき。ただし、測量図において当該地に取付管の設置が必要

と認められた場合とする。また、本管設置を伴う物件については管理者が別に定め

る下水道法（昭和３３年法律第７９号。以下「法」という。）第１６条に係る規定

に基づき排水施設の設置を行うものとする。 

２ 特定施設の排水設備と公共下水道の管きょとを連絡する排水施設には、管理者との協

議において必要に応じ特定ますを設置しなければならない。 

３ 管理者は公共の用により、取付管の改築を行うことが必要になったとき、これを行う。 

（設置条件） 

第４条 前条に規定した取付管の設置は、次のいずれかの条件に適合したものでなければ

ならない。 

(1) 前条第１項第１号に規定する公共下水道設置の際、受益地に取付管が設置されて

いないこと。 

(2) 前条第１項第１号に規定する公共下水道設置後、当該受益地の一部が所有権移転

されたとき。 

(3) 前条第１項第１号に規定した公共下水道設置の際、当該受益地の取付管が第６条

で規定した基本設置数に満たさず設置され、かつ、排水設備の新設に支障があると

認められること。 



（管理者以外が行う取付管の設置等） 

第５条 前条に規定した設置条件に適合せず、当該受益地に取付管を設けようとする者は

管理者の許可を受けこれを行うものとする。 

（取付管基本設置数） 

第６条 受益地への取付管基本設置数は１箇所とする。ただし、１箇所の取付管では排水

設備等の設置に支障がある場合は、①式で算出した設置数以内で取付管設置数を決定す

る。なお、同一受益者が所有する一体化した複数地番の土地については、同一受益地と

して取扱う。 

①式 Ｎ＝（０．３＋ｈ＋１．６Ｉ√Ａ）÷Ｈ（小数点以下切上げ） 

Ｎ：取付管基本設置数 

ｈ：（公道面の受益地地盤高）－（受益地の低地部分地盤高）（ｍ）ただし、

受益地地盤高が公道より高い場合は「ｈ＝０」とする。 

Ｉ：浜松市下水道条例（昭和３７年浜松市条例第２１号）第５条第４号又は第

５号に規定する排水管勾配 

Ａ：受益地の面積（㎡） 

Ｈ：設置する取付管の受益地管底深（ｍ） 

（取付管の構造と位置） 

第７条 取付管は次の各号を標準とする。 

(1) 浜松市下水道標準構造図による。 

(2) 施工範囲は、公道、又は私道の境界から受益地に５０ｃｍ程度とする。 

(3) 勾配は１％以上、１０％以下とする。 

(4) 管径は１００ｍｍ（分流式）、１５０ｍｍ（合流式）とする。 

(5) 管底深は宅内排水設備の設置に支障がないものとする。 

(6) 排水設備が接続するまで、浸入水等が全く入らないようキャップ止めとしておく。 

(7) 設置位置の表示は、杭、ピン等で明確に表示する。 

（取付管設置の申請） 

第８条 受益者は、取付管設置等を次の各号により申請しなければならない。 

(1) 第３条第１項第１号に基づく申請は、公共下水道取付管設置申請書（第１号様式）

による。 

(2) 第３条第１項第２号及び３号に基づく申請は、公共下水道取付管設置申請書（第

２号様式）による。 

(3) 第５条に基づく申請は、公共下水道取付管設置申請書（第３号様式）による。 

（道路管理者への届出） 

第９条 前条に係る道路管理者への道路占用許可申請等届出については管理者が行う。た

だし、前条第１項第３号に基づく取付管については申請者が行うものとする。 

（取付管設置の完了報告） 



第１０条 第８条に基づき設置した取付管については、上流側マンホール中心からの距離、

受益地への進入距離及び敷地境界からの距離等を記載した完成図等を作成し、これら

状況の管理写真を添付し完了報告するものとする。 

（取付管の寄付） 

第１１条 第８条第１項第３号に基づき設置した取付管については、管理者が別に定める

規程に基づき寄付を行うものとする。また、道路管理者等の届出で名義変更が必要なも

のについては道路管理者等が定める規程に基づき届出を行うものとする。 

（取付管の維持管理） 

第１２条 第８条に基づき設置した取付管の維持管理は管理者が行うものとする。 

（その他） 

第１３条 区域外流入申請が必要な物件については、管理者が別に定める法第２４条に係

る規定に基づき届出を行うものとする。 

２ 私道に設置する取付管については、管理者が別に定める規程に基づき届出を行うもの

とする。 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は平成１５年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行前に、旧要綱規定に基づく申請があった場合には、なお従前の例によ

る。 

附 則 

この要綱は、平成１８年９月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現に従前の規定により調製した用紙がある場合は、なお当分の間

使用することができる。 

  



第１号様式（第８条関係） 

整理番号  

年  月  日 

公共下水道取付管設置申請書【様式１】 

 

（あて先）浜松市水道事業及び下水道事業管理者 

 

申請者 現住所 

氏名 

（署名又は記名押印してください。） 

ＴＥＬ   （   ） 

土地所有者 現住所 

氏名 

（署名又は記名押印してください。） 

ＴＥＬ   （   ） 

 

浜松市公共下水道取付管設置要綱第８条の規定により取付管設置を申請します。 

設置場所 浜松市 地先 

建物状況 
□自宅  □空地  □アパート   世帯数  □工場 

□借家（   軒）         戸数   □事務所 

相談された指定工事人 
（署名又は記名押印してください。） 

登録番号（    ）ＴＥＬ 

設置希望箇所図  

方位 

 

 

取付管希望口径 φ100mm・φ150mm・その他（φ  mm） 

使用水の種類 上水道・簡易水道・井戸 

 お客さま番号           

            
下記の理由により取付管設置申請を『将来設置希望』とします。 
なお、取付管設置の必要が生じた場合は、浜松市公共下水道取付管設置要綱に基づき

申請いたします。 

将来設置希望理由 □合併浄化槽の存続 ・ □その他（         ） 
 

 

  



第２号様式（第８条関係） 

年  月  日 

公共下水道取付管設置申請書【様式２】 

 

（あて先）浜松市水道事業及び下水道事業管理者 

 

申請者 現住所 

氏名 

（署名又は記名押印してください。） 

ＴＥＬ   （   ） 

 

浜松市公共下水道取付管設置要綱第８条の規定により取付管設置を申請します。 

記 

設置場所 浜松市 地先 

設置希望日・箇所数 年  月  日（   ）箇所希望 

土地所有者 
□申請者と同じ 

住所 
氏名         （署名又は記名押印してください。） 

既設管の有無 有（有の場合   箇所）・無 

指定工事人名 
担当責任技術者名 

（署名又は記名押印してください。） 
登録番号（    ）ＴＥＬ 

その他工事□有、□無 
有の場合その施工内容 

上水道・ガス・（      ） 
年  月  日 施工業者名（       ） 

供用開始等 □  年  月供用開始  □供用開始前  □区域外 

方位 【設置希望場所見取図】 
※その他工事がある場合
は全て記入すること。 

【申請箇所道路断面図】 
車道・歩道 

溝幅( )m                 溝幅( )m 
幅員( )m 

 
( )m 

溝蓋 有・無 

 
溝深( )m 溝深( )m 取付管設置 
溝蓋 有・無 希望深さ( )m 

土被り( )m 
取付管口径 
ＶＵφ(  ) 

下水道本管口径 
管種(  )φ(  ) 

※上水道・ガス等の位置も色を変え記入 

 

受
付
印 

 

受付者 【供用開始】済・未 住宅地図 北・南・西 Ｐ － －  

 

負担金 【事業場届】 道路認定図面No  

 

必要・不要 道路路線名  

【特定ます】 下水道竣工図面No  

必要・不要 河川水路路線名  

添
付
書
類 

□位置図２部（Ａ４サイズ住宅地図・設置場所中心） □ガス事前調査書 □公図写し 
□竣工図（Ａ３版縮小図） □現況写真２部（舗装等現場状況が確認できるもの） 
□道路認定図（Ａ４サイズ住宅地図・設置場所中心） □既設取付管申請書の写し（既設取付管有の場合） 

□舗装抵触期間道路の掘削承諾書・同調協議書（抵触の場合） □その他（        ）  
  



第３号様式（第８条関係） 

年  月  日 

公共下水道取付管設置申請書【様式３】 

 

（あて先）浜松市水道事業及び下水道事業管理者 

 

申請者 現住所 

氏名 

（署名又は記名押印してください。） 

ＴＥＬ   （   ） 

 

浜松市公共下水道取付管設置要綱第８条の規定により取付管設置を申請します。 

記 

設置場所 浜松市 地先 

設置希望日・箇所数 年  月  日（   ）箇所希望 

土地所有者 
□申請者と同じ 

住所 
氏名         （署名又は記名押印してください。） 

既設管の有無 有（有の場合   箇所）・無 

指定工事人名 
担当責任技術者名 

（署名又は記名押印してください。） 
登録番号（    ）ＴＥＬ 

取付管工事施工会社名 
現場担当者名 

 
ＴＥＬ 

取付管工事予定期間 着手：    年  月  日～完成：    年  月  日 

その他工事□有、□無 
有の場合その施工内容 

上水道・ガス・（      ） 
年  月  日 施工業者名（       ） 

方位 【設置希望場所見取図】 
※その他工事がある場合

は全て記入すること。 

【申請箇所道路断面図】 
車道・歩道 

溝幅( )m                 溝幅( )m 
幅員( )m 

 
( )m 

溝蓋 有・無 

 
溝深( )m 溝深( )m 取付管設置 
溝蓋 有・無 希望深さ( )m 

土被り( )m 
取付管口径 
ＶＵφ(  ) 

下水道本管口径 
管種(  )φ(  ) 

※上水道・ガス等の位置も色を変え記入 

 

受
付
印 

 

受付者 【供用開始】済・未 住宅地図 北・南・西 

 

負担金 【事業場届】  Ｐ － － 

 

必要・不要 道路認定図面No  

【特定ます】 道路路線名  

必要・不要 下水道竣工図面No  

添
付
書
類 

□位置図２部（Ａ４サイズ住宅地図・設置場所中心） □ガス事前調査書 □公図写し 
□竣工図（Ａ３版縮小図） □現況写真２部（舗装等現場状況が確認できるもの） 

□既設取付管申請書の写し（既設取付管有の場合） 
□舗装抵触期間道路の掘削承諾書・同調協議書（抵触の場合） □その他（        ）  


