
排水設備工事完了届　提出書類一覧と注意事項

工事が完了した日から５日以内に提出してください。

届出の受付時間は，開庁日の午前8時30分から11時45分です。

「正本」「副本」の２冊を提出してください。

各書類は，下記の順番で整えた後，左長辺に２箇所ホッチキス留めしてください。

A1～A3の用紙を使う場合は，A4で書類がまとまるように図面折りしてください。

各項目に，記入漏れがないか提出前にご確認ください。

書類提出後は，検査があります。街づくり条例に該当する場合は，立会検査となります。

その他の案件は，立会検査ではなく，調布市のみで検査を行います。

正本
順番 書類名 備考

1 排水設備工事完了届
確認番号と確認年月日は，申請後に返却する副本を
参照して記入してください。

2 案内図 縮尺1/1500の地図に当該地を赤枠で示してくださ

3 排水設備チェックシート（完了時） No.1

4 排水設備チェックシート（完了時） No.2

5 浸透施設設置報告書
浸透施設をつけない場合も敷地面積と屋根面積の
記入をお願いします。

6 平面図
工事完了後，地盤高, 桝の深さ, 桝の泥溜め深さ, 管
延長を測量して管の勾配を算出し,測量結果を竣工
図として作成すること。

7 構造図（阻集器，排水ヘッダ等） 阻集器や排水ヘッダを設置する場合のみ必要

8 排水設備完了写真（合流用・分流用）

・公桝位置がわかる外観写真
・公桝の調布市章写真
・公桝の内部写真
・公桝裏目地写真（上流側）
　公桝の上流配管を公桝新設時に施工した場合や，
既設利用した場合は，公桝裏目地写真の欄にその
旨を記入してください。

副本
順番 書類名 備考

1 排水設備工事完了届

2 案内図

3 排水設備チェックシート（完了時） No.1

4 排水設備チェックシート（完了時） No.2

5 浸透施設設置報告書

6 平面図

7 構造図（阻集器，排水ヘッダ等）

8 排水設備完了写真（合流用・分流用）

＊調布市　環境部下水道課　連絡先

TEL:042-481-7229・7230　FAX:042-481-7550　Email: gesui@w2.city.chofu.tokyo.jp

該当する所に丸を囲んでください。該当しない所には
斜線をひいてください。記入漏れのないよう注意して
ください。

正本をコピーすること。



第２号様式の６（第９条関係） （正本・副本）

照　合 審　査 係　長 課長補佐 課　長

 調布市　　　　　　町　　　丁目　　　番地

水栓番号

専　・　共　　第　　　　　　　　　号

上記の排水設備工事が完了しましたので検査を依頼します。

令和　　年　　月　　日

施工者住所

氏　名

調布市長　　　　　　　様

事前検査者　

上記の排水設備工事について検査したところ，法令の規定に適合したものと認め

られるので，この検査済証及び検査済標を交付します。

令和　　年　　月　　日

調布市長　長友貴樹

（注）　本届正副２部と使用材料を記入した完了図を添えて提出のこと。

公 共 桝 利 用　　箇 所

排水設備工事完了届

 令和　　年　　月　　日

 第　　　　　　　号

町　　　丁目　　　番地

年　　 月　案件
（開発・建築行為・位置指定）

No.

下　水　番　号

使 用 者 住 所

使 用 者 氏 名

施　工　場　所

　係

確 認 年 月 日

確　認　番　号

 第　　　　　　　号

印



当該地　住所

申請者　氏名 マンション名等

下　水　番　号 使　用　者　氏　名 水　栓　番　号 部屋番号等



案内図　
縮尺1/1500の地図に，当該地を赤枠で囲むこと。



排水設備チェックシート（完了時） ＮＯ． 1

現場と図面の相違がないですか？ はい いいえ

地下室・半地下家屋等を設置していますか？ はい いいえ

地下室・半地下家屋のパンフレットは申請者に渡してありますか？ はい いいえ

平面図・断面図は縮尺どおり作成していますか？ はい いいえ

雨樋及び地中からの施工延長は正しく設置されていますか

φ５０mm→１ｍまで（雨樋）φ７５mm→１ｍ以上３ｍ以下（雨樋・地中）

０号人孔（深さ１４００～２０００まで）

既設公共汚水桝及び既設公共雨水桝の破損等の補修は済んでいますか？

（目地及びモルタル仕上げ等）

公共汚水桝及び公共雨水桝の内部の仕上げは済んでいますか？ はい いいえ

雨水溜め桝および雨水浸透桝の蓋の接着は済んでいますか？ はい いいえ

雨水桝及び浸透桝の管口の仕上げは済んでいますか？ はい いいえ

宅内管内（汚水管・雨水管）の清掃は済んでいますか？ はい いいえ

浸透桝・溜め桝内の清掃は済んでいますか？ はい いいえ

トラップ桝のエルボの付け忘れはありませんか？ はい いいえ

公共汚水桝の写真は添付しましたか？（チョークにて桝に住所を書くこと） はい いいえ

公共雨水桝の写真は添付しましたか？（分流のみ）（チョークにて桝に住所を書くこと） はい いいえ

既設公桝との接続状態（モルタルの根巻）の確認できる写真は添付しましたか？ はい いいえ

高さは正しく調整されていますか？（公共汚水桝・公共雨水桝） はい いいえ

グリーストラップの構造図，仕様書等は添付されていますか？ はい いいえ

※ 該当しない項目については斜線で消してください。

※ 修正液及び蛍光ペンの使用厳禁

はい いいえ

はい いいえ



排水設備チェックシート（完了時） ＮＯ．２

排水ヘッダの使用について，注意点，維持管理に関する説明及び床下集合配管システ

ムの配置図面について，建物使用者に適切に引継ぎましたか？（パッキン等の消耗品

等必要があれば確実に伝えること）

完了時に新設公共桝（雨水桝・汚水桝）のオフセット図を記載しましたか？ はい いいえ

事業主に排水設備完了届平面図を必ず渡すこと。 はい いいえ

※ 該当しない項目については斜線で消してください。

※ 修正液及び蛍光ペンの使用厳禁

はい いいえ



調布市 丁目 番地

　㎡ ㎡

P1型
(φ150)

箇所
T1型
(φ75)

m

P2型
(φ200)

箇所
T2型

(φ100)
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P3型
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箇所
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P4型
(φ300)

箇所
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P5型
(φ350)

箇所
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(φ200)
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P6型
(φ400)

箇所
T6型

(φ200)
m

P7型
(φ500)

箇所 m 砕石幅B

簡易浸透桝 箇所 m 砕石高さH

m

定型外
トレンチ

浸
透
ト
レ
ン
チ

砕石幅：600mm
砕石高さ：510mm

砕石幅：800mm
砕石高さ：630mm

砕石幅：1000mm
砕石高さ：880mm

そ
の
他

砕石幅：750mm
砕石高さ：700mm

砕石長さL

砕石幅：250mm
砕石高さ：280mm

備考

砕石幅：300mm
砕石高さ：325mm

砕石幅：350mm
砕石高さ：375mm

砕石幅：400mm
砕石高さ：420mm

砕石幅：550mm
砕石高さ：560mm

設置場所

氏　名

設置数量

敷地面積

砕石幅：700mm
砕石高さ：630mm

町

備考

砕石幅：300mm
砕石高さ：390mm

砕石幅：400mm
砕石高さ：390mm

砕石幅：500mm
砕石高さ：510mm

浸
透
桝

そ
の
他

浸透施設設置報告書

申請者

屋根面積

設置数量



平面図　
　　縮尺1/100程度で，汚水系統は赤色，雨水系統は緑色，ディスポーザー系統は青色，
　　新設は実線，既設は破線で示し，東京都排水設備要綱に準じて図面を作成すること。



公共汚水桝の位置がわかる現場全体の写真

公共汚水桝の市章（調布市のマーク）がわかる蓋の写真

排水設備完了写真（合流地区）



公共汚水桝の内部状況写真

公共汚水桝のモルタル根巻写真（上流側の裏目地）

排水設備完了写真（合流地区）



公共汚水桝の位置がわかる現場全体の写真

公共汚水桝の市章（調布市のマーク）がわかる蓋の写真

排水設備完了写真（分流地区）



公共汚水桝の内部状況写真

公共汚水桝のモルタル根巻写真（上流側の裏目地）

排水設備完了写真（分流地区）



公共雨水桝の位置がわかる現場全体の写真

公共雨水桝の蓋の写真

排水設備完了写真（分流地区）



公共雨水桝の内部状況写真

公共雨水桝のモルタル根巻写真（上流側の裏目地）

排水設備完了写真（分流地区）


