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○静岡市上下水道局下水道排水設備指定工事店規程 

平成15年4月1日 

企業局管理規程第32号 

改正 平成17年3月4日企管規程第9号 

平成20年3月21日企管規程第2号 

(題名改称) 

平成23年6月30日上下水管規程第10号 

平成24年7月6日上下水管規程第15号 

(趣旨) 

第1条 この規程は、静岡市下水道条例(平成15年静岡市条例第301号。以下「条例」という。)

第7条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する指定工事店に関し必要な事項を定める

ものとする。 

(定義) 

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ
る。 

(1) 排水設備工事 条例第2条第5号に規定する排水設備及び同条第7号に規定する除害

施設の新設、増設、改築及び撤去に関する工事をいう。 

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第7条の規定に基づき、排水設備等の設計及び工事

に関し技能を有するものとして、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が指定した

工事業者をいう。 

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 静岡県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施

する責任技術者認定試験に合格し、県協会に登録した者をいう。 

(平23上下水管規程10・一部改正) 

(指定工事店の指定の要件) 

第3条 下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定を受けることがで

きる工事業者は、次に掲げるすべての要件を満たす者でなければならない。 

(1) 下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が1人以上専属してい

ること。 

(2) 排水設備工事(以下「工事」という。)の施工に必要な設備及び器材を有していること。 

(3) 静岡県内に営業所を有していること。 

2 前項に規定する要件に適合している工事業者であっても、次の各号のいずれかに該当す
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る者は、指定工事店の指定を受けることができない。 

(1) 工事業者(法人の場合は、代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者である

場合 

(2) 工事業者(法人の場合は、代表者)が、県協会から責任技術者としての登録を取り消さ

れてから2年を経過していない場合 

(3) 第13条第2項の規定により指定工事店の指定を取り消された工事業者が、当該取消し

の日から2年を経過していない場合 

(4) 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると管理者が認
めるに足りる相当の理由がある場合 

3 前項第3号の規定に該当する場合で、当該工事業者が法人であるときは、その代表者は、

同号に掲げる期間内において、個人又は別の法人の代表者として指定工事店の指定を受け

ることはできない。 

(平23上下水管規程10・一部改正) 

(指定工事店の指定の申請) 

第4条 指定工事店の指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様

式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。 

(1) 申請者(法人の場合は、代表者)の履歴書及び写真(最近3月以内に撮影した名刺型無帽

上半身のもの) 

(2) 申請者の事業経歴書 

(3) 個人の場合にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定す

る住民票の写し及び前条第2項第1号に該当しないことを証する書類 

(4) 法人の場合にあっては、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に係る前号に掲げ
る書類 

(5) 工事用機械器具目録 

(6) 営業所の平面図及び付近見取図並びに写真 

(7) 専属する責任技術者の雇用関係を証する書類 

(8) 県協会が交付した専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責

任技術者証」という。)の写し 

(9) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類 

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認めるもの 

2 管理者は、前項の規定による申請が前条に規定する要件を満たすと認めるときは、指定
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工事店に指定するものとする。 

(平17企管規程9・平23上下水管規程10・平24上下水管規程15・一部改正) 

(指定工事店証) 

第5条 管理者は、指定工事店に指定した者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第2

号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。 

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。 

3 指定工事店は、指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指
定工事店証再交付申請書(様式第3号)を管理者に提出して、再交付を受けなければならな

い。 

(指定工事店の遵守事項) 

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令等に従い、誠実に工事を施工しなければならな
い。 

2 指定工事店は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 工事の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではなら
ないこと。 

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならないこと。 

(3) 工事契約は書面により締結し、工事金額及びその内訳並びに工事期限を明確に示さ
なければならないこと。 

(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならないこ
と。 

(5) 指定工事店として自己の名義を他の業者に貸与してはならないこと。 

(6) 工事は、責任技術者の監理の下において施工しなければならないこと。 

(7) 災害等緊急時の場合において、排水設備の復旧に関し管理者からの協力の要請があ
ったときは、これに協力しなければならないこと。 

(8) 排水設備工事は、条例第5条の規定による管理者の確認を受けたものでなければ着手

してはならないこと。 

(工事の範囲) 

第7条 指定工事店は、工事のほか、公共下水道のうち、取付管等及び排水設備の設置に必
要な附帯工事を施工することができる。 

(工事の検査) 

第8条 指定工事店は、条例第6条第1項の規定による検査を受けるときは、責任技術者を立
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ち会わせなければならない。 

2 前項の検査の結果、その工事が不良と認められた場合は、指定工事店は、指定された期
間内に修補をしなければならない。 

(保証の義務) 

第9条 工事完了後1年以内に生じた故障は、当該工事を施工した指定工事店の負担におい

て修繕しなければならない。ただし、その原因が天災又は使用者の故意若しくは過失によ

ると認められるときは、この限りでない。 

(修補等の代行) 

第10条 指定工事店が前2条の規定による修補又は修繕をしないときは、管理者が代わって

これを行う。この場合において、指定工事店は、その費用を負担しなければならない。 

(指定の有効期間等) 

第11条 指定工事店の指定の有効期間は、指定の日から起算して5年の範囲内で管理者が定

める期間とする。 

2 前項の有効期間満了後も引き続いて指定を受けようとする指定工事店は、当該期間満了
の日の1月前までに下水道排水設備指定工事店指定継続申請書(様式第4号)に次に掲げる

書類を添えて管理者に提出しなければならない。 

(1) 主要工事概略書 

(2) 専属する責任技術者の雇用関係を証する書類 

(3) 責任技術者証の写し 

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める書類 

(指定の辞退及び異動の届出義務) 

第12条 指定工事店は、第3条第1項に規定する指定工事店の指定の要件を欠くに至ったと

き、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに下

水道排水設備指定工事店指定取消申出書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。 

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに下水道排
水設備指定工事店異動届出書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。 

(1) 組織を変更したとき。 

(2) 代表者に異動があったとき。 

(3) 商号を変更したとき。 

(4) 営業所を移転したとき。 

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。 
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(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。 

(指定の取消し等) 

第13条 管理者は、指定工事店から前条第1項の申出書の提出があったときは、その指定を

取り消すものとする。 

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、
又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。 

(1) 下水道に関する法令、条例及びこの規程に違反したとき。 

(2) 業務に関し不誠実な行為がある等、管理者が指定工事店として不適当と認めるとき。 
3 指定工事店は、前2項の規定により指定を取り消され、又は指定の効力を停止されたと

きは、速やかに管理者に指定工事店証を返還しなければならない。 

4 管理者は、第2項の規定による指定の効力の一時停止を解除したときは、速やかに指定

工事店に指定工事店証を返還するものとする。 

(責任技術者の義務) 

第14条 責任技術者は、下水道に関する法令等に従い、排水設備工事の設計及び施工(監理

を含む。)に当たらなければならない。 

2 責任技術者は、排水設備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。 

(委員会の設置) 

第15条 管理者は、次に掲げる事項に関し、その適否を審査するため、静岡市上下水道局
下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 

(1) 指定工事店の指定の取消し及び効力の一時停止に関する事項 

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める事項 

(平20企管規程2・一部改正) 

(委員会の構成) 

第16条 委員会は、委員長、副委員長各1人及び委員若干人をもって構成する。 

2 委員長は下水道部長の職にある者を、副委員長は下水道部下水道総務課長の職にある者
をもって充て、委員は、上下水道局職員のうちから管理者が指名する。 

(平20企管規程2・一部改正) 

(委員長及び副委員長の職務) 

第17条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会の会議の議長となる。 

2 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠け
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たときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第18条 委員会の会議は、必要の都度委員長が招集する。 

2 委員会の会議は、委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)の過半数の出席により

成立し、議事は、出席委員全員の賛成をもって決する。 

3 委員長は、委員会の結果を管理者に報告しなければならない。 

(庶務) 

第19条 委員会の庶務は、下水道部下水道総務課において処理する。 

(公告) 

第20条 管理者は、次に掲げる行為を行ったときは、その旨を公告するものとする。 

(1) 指定工事店の指定をしたとき。 

(2) 指定工事店の指定を取り消したとき。 

(3) 指定工事店の指定の効力を停止したとき。 

(事務連絡会の開催) 

第21条 管理者は、排水設備工事の適正な施行等の確保を図るため、必要に応じ、指定工
事店を対象とした事務連絡会を開催するものとする。 

2 指定工事店及びこれに所属する責任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めな
ければならない。 

(雑則) 

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の静岡市

水道局下水道排水設備指定工事店規程(平成11年静岡市水道局規程第4号)又は清水市排水

設備指定工事店規程(平成6年清水市企業局管理規程第5号)(次項においてこれらを「合併

前の規程」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相

当規定によりなされたものとみなす。 

3 施行日の前日までに、合併前の規程により交付された下水道排水設備指定工事店証又は
排水設備指定工事店証は、それぞれ、この規程の規定により交付された下水道排水設備指
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定工事店証とみなす。 

附 則(平成17年3月4日企管規程第9号) 

この規程は、平成17年3月7日から施行する。 

附 則(平成20年3月21日企管規程第2号) 

この規程は、平成20年4月1日から施行する。 

附 則(平成23年6月30日上下水管規程第10号) 

この規程は、平成23年7月1日から施行する。 

附 則(平成24年7月6日上下水管規程第15号) 

この規程は、平成24年7月9日から施行する。 
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様式第1号(第4条関係) 

(平17企管規程9・平20企管規程2・平23上下水管規程10・一部改正) 

様式第2号(第5条関係) 

(平20企管規程2・一部改正) 

様式第3号(第5条関係) 

(平17企管規程9・平20企管規程2・平23上下水管規程10・一部改正) 

様式第4号(第11条関係) 

(平17企管規程9・平20企管規程2・平23上下水管規程10・一部改正) 

様式第5号(第12条関係) 

(平17企管規程9・平20企管規程2・平23上下水管規程10・一部改正) 

様式第6号(第12条関係) 

(平17企管規程9・平23上下水管規程10・一部改正) 

 


