
ＮＮＮＮ

S = 1：1000 ～ 1：2000

市整理番号市整理番号市整理番号市整理番号 水道番号水道番号水道番号水道番号 工事場所工事場所工事場所工事場所 　総社市　総社市　総社市　総社市 指定給水装置工事事業者指定給水装置工事事業者指定給水装置工事事業者指定給水装置工事事業者

申請者名申請者名申請者名申請者名

土土土土 地地地地 所所所所 有有有有 者者者者

位位位位 置置置置 図図図図

住住住住 所所所所

氏氏氏氏 名名名名 氏氏氏氏 名名名名

私所有の土地へ給水することを承諾します。私所有の土地へ給水することを承諾します。私所有の土地へ給水することを承諾します。私所有の土地へ給水することを承諾します。

家家家家 屋屋屋屋 所所所所 有有有有 者者者者

私所有の家屋へ給水することを承諾します。私所有の家屋へ給水することを承諾します。私所有の家屋へ給水することを承諾します。私所有の家屋へ給水することを承諾します。

住住住住 所所所所

工事承認印工事承認印工事承認印工事承認印

工工工工 事事事事 承承承承 認認認認 手手手手 数数数数 料料料料 円円円円 分分分分担担担担金金金金・・・・手手手手数数数数料料料料 計計計計 円円円円

通過土地通過土地通過土地通過土地

所有者所有者所有者所有者

私所有の土地へ給水管を 私所有の土地へ給水管を 私所有の土地へ給水管を 私所有の土地へ給水管を 埋設・撤去埋設・撤去埋設・撤去埋設・撤去  )することを承諾します。 )することを承諾します。 )することを承諾します。 )することを承諾します。

住住住住 所所所所

氏氏氏氏 名名名名

工工工工 事事事事 負負負負 担担担担 金金金金

　□有 (　　　　　　　)　□無　□有 (　　　　　　　)　□無　□有 (　　　　　　　)　□無　□有 (　　　　　　　)　□無

工工工工 事事事事 立立立立 会会会会 手手手手 数数数数 料料料料 円円円円

円円円円

工工工工

事事事事

承承承承

認認認認

完完完完

了了了了

承承承承

認認認認

分分分分 担担担担 金金金金 円円円円 竣竣竣竣 工工工工 検検検検 査査査査 手手手手 数数数数 料料料料 円円円円

分岐本線分岐本線分岐本線分岐本線

所有者所有者所有者所有者

私所有の給水装置 (私所有の給水装置 (私所有の給水装置 (私所有の給水装置 (  ) から  ) から  ) から  ) から 分岐・撤去分岐・撤去分岐・撤去分岐・撤去  することを承諾します。 することを承諾します。 することを承諾します。 することを承諾します。

住住住住 所所所所

氏氏氏氏 名名名名

分分分分 岐岐岐岐 接接接接 続続続続 年年年年 月月月月 日日日日 　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日 メメメメ ーーーー タタタタ ーーーー 出出出出 庫庫庫庫 日日日日 　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日

給水装置工事給水装置工事給水装置工事給水装置工事

主任技術者主任技術者主任技術者主任技術者

交交交交 付付付付 番番番番 号号号号 第第第第 号号号号

メメメメ ーーーー タタタタ ーーーー 番番番番 号号号号 NoNoNoNo （（（（

指定給水装置指定給水装置指定給水装置指定給水装置

工事事業者工事事業者工事事業者工事事業者

㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ）））） 検満検満検満検満 年　　　月　年　　　月　年　　　月　年　　　月　氏氏氏氏 名名名名

連連連連 絡絡絡絡 先先先先 (((( TELTELTELTEL )))) 　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－

手手手手 数数数数 料料料料 種種種種 別別別別 口径　　　　　　　　　　　　　　　ｍｍ　　□新設　　□改造等口径　　　　　　　　　　　　　　　ｍｍ　　□新設　　□改造等口径　　　　　　　　　　　　　　　ｍｍ　　□新設　　□改造等口径　　　　　　　　　　　　　　　ｍｍ　　□新設　　□改造等

　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日 開開開開 始始始始 年年年年 月月月月 日日日日 　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日

住住住住 所所所所

調調調調 定定定定 年年年年 月月月月 日日日日 　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日 検検検検 査査査査 合合合合 格格格格 年年年年 月月月月 日日日日 　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日

名名名名 称称称称

指指指指 定定定定 番番番番 号号号号 第第第第 号号号号

受受受受 付付付付 年年年年 月月月月 日日日日

承承承承 認認認認 年年年年 月月月月 日日日日 　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日 完完完完 了了了了 年年年年 月月月月 日日日日 　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日代代代代 表表表表 者者者者 名名名名

連連連連 絡絡絡絡 先先先先 (((( TELTELTELTEL )))) 　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－

円円円円

連連連連 絡絡絡絡 先先先先 (((( TELTELTELTEL )))) 　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－

　私は，上水道課に対する諸手続き及び納付金の支払い並びに還付金一切の権限を下記指定給水装置工事事業者に委任し　私は，上水道課に対する諸手続き及び納付金の支払い並びに還付金一切の権限を下記指定給水装置工事事業者に委任し　私は，上水道課に対する諸手続き及び納付金の支払い並びに還付金一切の権限を下記指定給水装置工事事業者に委任し　私は，上水道課に対する諸手続き及び納付金の支払い並びに還付金一切の権限を下記指定給水装置工事事業者に委任し

ます。また，第三者から異議の申し立てを受けたときは，私方で責任をもって解決します。ます。また，第三者から異議の申し立てを受けたときは，私方で責任をもって解決します。ます。また，第三者から異議の申し立てを受けたときは，私方で責任をもって解決します。ます。また，第三者から異議の申し立てを受けたときは，私方で責任をもって解決します。

着着着着 手手手手 予予予予 定定定定 年年年年 月月月月 日日日日 　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日 竣竣竣竣 工工工工 予予予予 定定定定 年年年年 月月月月 日日日日 　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日

氏氏氏氏 名名名名

分分分分 岐岐岐岐 工工工工 事事事事 見見見見 積積積積 額額額額 円円円円 屋屋屋屋 内内内内 工工工工 事事事事 見見見見 積積積積 額額額額

申申申申 請請請請 者者者者

(((( 給給給給 水水水水 装装装装 置置置置 所所所所 有有有有 者者者者 ))))

㎥㎥㎥㎥ ㎥㎥㎥㎥

フフフフ リリリリ ガガガガ ナナナナ

既既既既 設設設設 給給給給 水水水水 管管管管 撤撤撤撤 去去去去 　□有 (              ) □無　□有 (              ) □無　□有 (              ) □無　□有 (              ) □無 撤撤撤撤 去去去去 年年年年 月月月月 日日日日 　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日　　　　　年　　月　　日

住住住住 所所所所

受受受受 水水水水 槽槽槽槽

構構構構 造造造造 ・・・・ 容容容容 量量量量

高高高高 架架架架 水水水水 槽槽槽槽

構構構構 造造造造 ・・・・ 容容容容 量量量量

給給給給 水水水水 装装装装 置置置置

設設設設 置置置置 場場場場 所所所所

総社市総社市総社市総社市

フフフフ リリリリ ガガガガ ナナナナ

給給給給 水水水水 使使使使 用用用用 者者者者

給給給給 水水水水 栓栓栓栓 数数数数

新　設新　設新　設新　設 栓栓栓栓

給給給給 水水水水 栓栓栓栓 高高高高 ささささ既　設既　設既　設既　設 栓栓栓栓

計計計計 栓栓栓栓 ｍｍｍｍ

メメメメ ーーーー タタタタ ーーーー 口口口口 径径径径

mmmmmmmm mmmmmmmm
　　下記の場所に給水装置工事を申込みたいので総社市給水条例等を遵守し，関係書類を添えて申請します。　　下記の場所に給水装置工事を申込みたいので総社市給水条例等を遵守し，関係書類を添えて申請します。　　下記の場所に給水装置工事を申込みたいので総社市給水条例等を遵守し，関係書類を添えて申請します。　　下記の場所に給水装置工事を申込みたいので総社市給水条例等を遵守し，関係書類を添えて申請します。

本　管本　管本　管本　管

口　径口　径口　径口　径 mmmmmmmm

連連連連 絡絡絡絡 先先先先 (((( TELTELTELTEL )))) 　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－

給給給給 水水水水 管管管管 分分分分 岐岐岐岐 口口口口 径径径径

　総 社 市 長　　様　総 社 市 長　　様　総 社 市 長　　様　総 社 市 長　　様

年　　　　　月　　　　　　日年　　　　　月　　　　　　日年　　　　　月　　　　　　日年　　　　　月　　　　　　日

フフフフ リリリリ ガガガガ ナナナナ

階建て階建て階建て階建て 階階階階

氏氏氏氏 名名名名

分分分分 岐岐岐岐 本本本本 管管管管

市市市市 管管管管 理理理理 番番番番 号号号号

本　管本　管本　管本　管

管　種管　種管　種管　種

建建建建 築築築築 階階階階 給給給給 水水水水 最最最最 上上上上 階階階階

担当者担当者担当者担当者

担当者担当者担当者担当者

様式第８号（第１４条関係）様式第８号（第１４条関係）様式第８号（第１４条関係）様式第８号（第１４条関係）

給給給給 水水水水 装装装装 置置置置 工工工工 事事事事 申申申申 請請請請 書書書書

市市市市 整整整整 理理理理 番番番番 号号号号 水水水水 道道道道 番番番番 号号号号
年度年度年度年度

業者捨印業者捨印業者捨印業者捨印

給給給給 水水水水 方方方方 式式式式 　□直圧式　　□３階直圧式　　□受水槽式　□直圧式　　□３階直圧式　　□受水槽式　□直圧式　　□３階直圧式　　□受水槽式　□直圧式　　□３階直圧式　　□受水槽式

給給給給 水水水水 装装装装 置置置置 種種種種 類類類類 　□専用給水　　□その他　□専用給水　　□その他　□専用給水　　□その他　□専用給水　　□その他 工工工工 事事事事 種種種種 別別別別

　□新設　□修繕　□移転　□新設　□修繕　□移転　□新設　□修繕　□移転　□新設　□修繕　□移転

　□改造　□撤去　□　□改造　□撤去　□　□改造　□撤去　□　□改造　□撤去　□

工事申請書工事申請書工事申請書工事申請書

住住住住 所所所所

係長係長係長係長技術管理者技術管理者技術管理者技術管理者課長課長課長課長

課長課長課長課長 技術管理者技術管理者技術管理者技術管理者 係長係長係長係長

印

印

印

印

印

印

印 印



仕仕仕仕 切切切切 弁弁弁弁 (((( 止止止止 水水水水 栓栓栓栓 ))))

位位位位 置置置置 表表表表 示示示示

仕～Ａ仕～Ａ仕～Ａ仕～Ａ mmmm

仕～Ｂ仕～Ｂ仕～Ｂ仕～Ｂ mmmm

仕～Ｃ仕～Ｃ仕～Ｃ仕～Ｃ mmmm

分分分分 岐岐岐岐

位位位位 置置置置 表表表表 示示示示

分～Ａ分～Ａ分～Ａ分～Ａ mmmm

分～Ｂ分～Ｂ分～Ｂ分～Ｂ mmmm

分～Ｃ分～Ｃ分～Ｃ分～Ｃ mmmm

mmmm

Ｍ～ＢＭ～ＢＭ～ＢＭ～Ｂ mmmm

Ｍ～ＣＭ～ＣＭ～ＣＭ～Ｃ mmmm

ＮＮＮＮ

 ( 平 面 図 )

S = 1：100

メメメメ ーーーー タタタタ

位位位位 置置置置 表表表表 示示示示

Ｍ～ＡＭ～ＡＭ～ＡＭ～Ａ

屋屋屋屋 外外外外 配配配配 管管管管 オオオオ フフフフ セセセセ ッッッッ トトトト 図図図図

市整理番号市整理番号市整理番号市整理番号 水道番号水道番号水道番号水道番号 工事場所工事場所工事場所工事場所 　総社市　総社市　総社市　総社市 指定給水装置工事事業者指定給水装置工事事業者指定給水装置工事事業者指定給水装置工事事業者

申請者名申請者名申請者名申請者名

道路断面図　S = 1：100

配管図番号配管図番号配管図番号配管図番号 戸番図番号戸番図番号戸番図番号戸番図番号

口径 数量

S = 1：200

ＮＮＮＮ

 ( 平 面 図 )

材料名 口径 数量 材料名

給給給給 水水水水 装装装装 置置置置 工工工工 事事事事 申申申申 請請請請 書書書書

市整理番号市整理番号市整理番号市整理番号 水道番号水道番号水道番号水道番号 工事場所工事場所工事場所工事場所 　総社市　総社市　総社市　総社市 指定給水装置工事事業者指定給水装置工事事業者指定給水装置工事事業者指定給水装置工事事業者

申請者名申請者名申請者名申請者名

屋外工事主要材料 屋内工事主要材料


