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○ 共同住宅使用者名簿（営業課） ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    10-3-16 

４． 集合住宅制度実施要綱（営業課） ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    10-4-1 
○ 集合住宅の水道料金の算定について（営業課） ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    10-4-4 
○ 集合住宅に関する契約書（営業課）  ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    10-4-6 
○ 集合住宅制度適用（変更）申請書等関係書類（営業課）‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    10-4-11 

５． 災害による公的賃貸住宅避難者に対する水道料金の免除            
及び下水道使用料の減免に関する要綱（営業課）‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    10-5-1 

第１１章 その他 
１． 北九州市馬島水道施設条例  ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧   11-1-1 
２． 北九州市馬島水道施設条例施行規程 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧   11-2-1 
３． 消火栓補修工事に関する確認書 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧   11-3-1 
４． 給水装置の無償譲渡を受ける場合の基準 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧   11-4-1 
○ 給水装置無償譲渡申請書 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧   11-4-3 

第１２章 水道法等 
１． 水道法    ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧  12-1-1 

２． 水道法施行令   ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧   12-2-1 
３． 水道法施行規則   ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧   12-3-1 
４． 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令   ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧   12-4-1 
○ 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（別表第一～第三） ‧‧   12-4-8 

第１３章 通知文関係 
○ 受水槽以下設備の維持管理について    ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    13-1-1 

（平成元年７月１日） 
○ 指定事項の変更に係る届け出について    ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    13-1-2 

（平成１２年７月２１日） 
○ 磁気活水器の取扱いについて    ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    13-1-3 

（平成１２年１０月２０日）    
○ 給水装置工事における穿孔工事等の取扱いについて    ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    13-1-5 

（平成１３年３月３０日） 
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○ 設計審査及び工事検査の徹底について    ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    13-1-6 
（平成１３年５月１５日） 

 
○ 給水装置工事に係る通知について    ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    13-1-7 

（平成１４年４月３日） 
○ 宅地内給水管の漏水修繕に係る取扱いについて    ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    13-1-8 

（平成１４年６月２０日） 

○ 宅地内給水管の公費による応急修繕について    ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    13-1-9 
（平成１４年 8 月 7 日） 

○ 元付け型浄水器等における衛生管理の徹底について    ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    13-1-11 
（平成１４年９月５日） 

○ 鉛管取替工事に関する基本方針について    ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    13-1-12 
（平成１４年１１月２０日） 

○ 給水装置材料における鉛の新浸出性能基準の適用について    ‧‧‧‧‧    13-1-13 
（平成１５年３月１９日） 

○ 局における給水栓ケレップの取替えについて    ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    13-1-14 
（平成１５年３月３１日） 

○ 給水装置工事申込書の閲覧等について    ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    13-1-15 
（平成１５年５月１４日） 

○ 水道事業者における貯水槽水道への関与について    ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    13-1-17 
（平成１５年５月２７日） 

○ 市立病院の給水方式について    ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    13-1-20 

（平成１５年６月１０日） 

○ 配水管整備及び改良事業の実施について    ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    13-1-21 
（平成１５年６月１８日） 

○ 貯水槽水道への問合せ等について    ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    13-1-22 
（平成１５年６月２４日） 

○ 加湿器の取扱いについて    ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    13-1-23 
（平成１６年３月１７日） 

○ 受水槽以下設備を利用する給水装置工事について    ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    13-1-25 
（平成２０年１月２９日） 

○ 集中検針盤の設置に係る運用について    ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    13-1-27 
（平成２０年７月１日） 

○ 給水装置工事における誤接合の防止について    ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    13-1-28 
（平成２０年７月２２日） 
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○ オートロック設備付の施設における解錠方法の届出について    ‧‧‧    13-1-29 
（平成２３年６月１３日） 

○ メーター流量基準の改定について    ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    13-1-30 
（平成２３年１１月１６日） 

○ 平成２６年４月１日の消費増税の取扱いについて    ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    13-1-33 
（平成２６年１月２７日） 

○ 道路掘削申請費の廃止について    ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧    13-1-34 
   （平成２６年２月１９日） 
                  

 
 


