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参考資料１ 

指定工事事業者に係る情報提供の具体的なモデル提案 

水道事業者が情報提供を行う上での関係法令等に係る調査結果を参考に修繕

工事対応指定給水装置工事事業者リストホームページのモデル例を以下に示す。 

 

ホームページモデル例 

○○市水道局 

○○市トップページ＞水道局トップページ＞指定給水装置工事事業者 

☆指定給水装置工事事業者 

給水装置工事を行う場合は、水道局の指定工事事業者へご依頼下さい。 

※水道工事の契約は、指定給水装置工事事業者とお客さま自身との間で行 

っていただくものです。つきましては、工事後のトラブルなどを避けるた 

め、次の事項に十分ご留意下さい。 

・希望する内容の工事を行うことができる指定給水装置工事事業者である 

ことを確認してください。 

・なるべく複数社から見積書をとり、内容を検討してください（見積もり 

有料となる場合もありますので、事前にご確認下さい）。 

・工事が始まる前に「工事の内容・費用・アフターサービス」などについ 

て、十分な説明を受けて下さい。 

 

☆指定給水装置工事事業者について 

 平成８年の水道法改正により給水装置工事事業者の指定制度が創設され、全

国一律の要件で、給水装置工事の事業を行う者の申請に基づき、当該水道事業

者が工事事業者を指定する者です。 

 

☆指定給水装置工事事業者リスト → クリック 

 ○○市に登録されている指定給水装置工事事業者の一覧表です。 

 

☆修繕工事対応指定給水装置工事事業者について 

 全指定給水装置工事事業者に対して、修繕対応に関する調査（休業日・修繕

対応時間）を行い、この結果から修繕対応可能で公表を了解している指定給水

装置工事事業者です。 

 

☆修繕工事対応指定給水装置工事事業者リスト → クリック 画面①へ 

 ○○市に登録されている修繕工事対応可能指定給水装置工事事業者の一覧表

です。 
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画面① 

○○市水道局 修繕工事対応指定給水装置工事事業者リスト 

 

※本リストの内容は指定工事事業者の届出内容をそのまま掲載したもので

す。なお、この他にも修繕対応可能な指定工事事業者がありますので、直接

事業者にご確認下さい。 

（平成○○年○月現在）

  

事業体名 代表者名 所在地 電話番号 休業日 
修繕 

対応時間 

○○設備(株) ○○ ○○ ○○市○○1-1-1 03-0000-0000 日曜・月曜 8:00～ 19:00

△△工務店 ○○ ○○ ○○市○○1-1-2 03-0000-0001 土曜・日曜 9:00～ 18:00

(株 )××設備 ○○ ○○ ○○市○○1-1-3 03-0000-0002 水曜 24時間 

○○住設 ○○ ○○ ○○市○○1-1-4 03-0000-0003 日曜・祝日 9:00～ 23:00

△△水道(有) ○○ ○○ ○○市○○1-1-5 03-0000-0004 月曜 8:00～ 20:00

(株 )××工業 ○○ ○○ ○○市○○1-1-6 03-0000-0005 年中無休 24時間 
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【豊中市の事例】 

豊中市では、従来から、宅地内の修繕については水道局または指定工事事業

者での施工として、所有者または使用者の選択により、水道局あるいは指定工

事事業者に依頼することで対応してきた。しかし近年、給水器具の多種多様化

により修繕対応が困難度を高めたことや、住宅の高級化による修繕後の復旧の

限界、さらには水道局の施工と指定工事事業者の施工との違いで修繕費用に格

差が生じ、市民から問題を指摘する声もあったことなども考慮して、メーター

下流側の修繕については全て指定工事事業者に委ねるとの基本的方針を確認。

平成１７年５月に「給水装置維持管理検討部会」を設け、協議検討を行った。 

 また、指定給水工事事業者の修繕対応に関する状況を把握するため、同年８

月、全指定工事事業者を対象にアンケート調査を実施。市民から給水管等の修

繕依頼があった場合の受付状況、あるいは修繕対応状況などに関する現状把握

も併せて実施した。 

 市民からの修繕依頼については、緊急性の高いものから低いものまで、さま

ざまなケースがあるが、市民に早急な対応を望む市民意識を十分に考慮する必

要があることはいうまでもない。水道局では、市民からの道路部及び宅地内の

突発的な修繕依頼に対して、土日・祝日も含めて２４時間対応できる体制をと

っている。 

 修繕対応が可能との意思表示を行った指定工事事業者のリストの公表にあた

っては、「修繕対応可能で公表を了解した指定業者である」との一文を記し、

その一覧表をホームページで紹介。広報誌（とよなかの水道）に掲載して年に

２回、全戸配布している。また、お客さまサービスセンターの窓口でも一覧表

を配布している。 

 電話等で市民から業者紹介の依頼が寄せられた場合は、このリストから 寄

りの指定工事事業者を数社紹介している。ただ、それまでの水道局直営で安価

で対応できたものと異なり、指定工事事業者に移行したことで料金が高くなっ

たケースが多く、これに起因する市民からの苦情は増加している。 

 なお、修繕対応が可能な指定工事事業者リストの作成にあたって、全指定工

事事業者に対してアンケート調査を実施したが、これは当初の作成時の１回の

みである。その後の変更は各工事事業者からの申請を基に対処しており、新規

の指定工事事業者については、指定時に同様のアンケートを行っている。 
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豊中市のホームページ 

 

 

 

指定工事業者一覧表（トップページ) 

給水装置工事を行う場合は、水道局の指定工事業者へご依頼ください。一覧表は逐次更新（毎月１回以上）

されております。 

本ページから指定工事業者を探すことができますので、お役立てください。 

業者全体から探すには… 

• 指定工事業者一覧表（アイウエオ順) H20.3.28 更新  

• 指定工事業者一覧表（指定店ナンバー順） H20.3.28 更新  

お住まいの住所地などから業者を探すには… 

• 指定工事業者一覧表（市内業者版） H20.2.21 更新  

• 指定工事業者一覧表（市外業者版） H20.3.28 更新 ※地名毎にアイウエオ順で表示  

修繕対応可能な業者をお探しなら… 

• 修繕対応可能な指定給水装置工事事業者一覧表（市内業者版） H20.3.28 更新  

• 修繕対応可能な指定給水装置工事事業者一覧表（市外業者版） H20.3.28 更新  
 



 

 14 

 

修繕対応可能な指定給水装置工事事業者一覧表(1) 

下記 の一 覧 表は、修 繕 対 応可 能 で、公 表を了 解 した指定 工 事 業 者 です。なお、この他 にも修 繕対

応可 能 な指 定 工事 業 者 がありますので、直接 事 業 者 にご確認ください。  

平成 20 年 4 月 30 日 現在  

詳細のお問い合わせについて 

水道 管 の修 繕 に関 すること・・・・・・水道 維 持課（06-6858-2971）まで 

指定 給 水 装 置 工事 事 業者 について・・・・・・給 排水 課（06-6858-2961）まで 

インデックス 

市 内 業 者版  ｜ 市 外 業 者 版  ｜ 事 業 者一 覧 表 全 体  

市 内 業 者  

この表 は事業 所 所在 地 順 （あいうえお順）にしています。 

指定工事業者名 事業所所在地 電話番号 

○○○○工業所 ○○○１－１３－１ ○○○○－○○○○ 

○○設備 ○○○１－１－８３ ○○○○－○○○○ 

○○○○○○ ○○○２－１９－６ ○○○○－○○○○ 

○○工業(株) ○○○１－２－３ ○○○○－○○○○ 

○○水道工業所 ○○○１－８－１６ ○○○○－○○○○ 

○○設備 ○○○３－７－１３ ○○○○－○○○○ 

(株)○○○○○ ○○○４－１－１４ ○○○○－○○○○ 

○○設備工業 ○○○２－２－３ ○○○○－○○○○ 

○○水道工業 ○○○３－１－１８ ○○○○－○○○○ 

(株○○水道工業所 ○○○１－３－１ ○○○○－○○○○ 

○○水道工業所 ○○○５－７－６ ○○○○－○○○○ 

○○設備工業(株) ○○○２－９－２３ ○○○○－○○○○ 

(株)○○○○  ○○○４－１８－１８ ○○○○－○○○○ 

○○空調(株) ○○○３－４－１３ ○○○○－○○○○ 

○○設備工業 ○○○５－１５－７ ○○○○－○○○○ 

○○○○建設(株) ○○○２－７－２２ ○○○○－○○○○ 

  



 

 15 

 

【横浜市の事例】  

横浜市では、それまで水道局が直営施工していたメーター下流側の修繕を、

平成１９年４月から民間の給水工事事業者が施工することになった。これに伴

って、お客様サービスに支障が起きないよう、従来、水道局が行ってきた修繕

対応と同様な対応が可能な指定工事事業者（水道工事店）を水道局が登録する

「登録制度」、さらにお客様から修繕工事に対応できる工事事業者の紹介希望

が寄せられた場合に、水道局が登録した指定給水工事事業者を紹介する「紹介

制度」を新たに創設した。 

 

１）登録制度 

 修繕対応等が可能な指定工事事業者を水道局が登録する制度であり、その方

法は、登録を希望する指定工事事業者から申請書など必要な書類を提出。これ

を受けて、水道局が審査を行い、登録の手続きが完了する。 

 登録のための要件として、①；漏水修繕の対応が可能な横浜市の行政区を明

確にすること、②；修繕相談受付、修繕対応、苦情相談対応時間は、水道局が

定める時間帯のいずれかに対応できること（昼間；午前８時から午後８時まで・

夜間；午後８時から翌午前８時まで）、③；②で工事事業者自らが登録した対

応時間内に、連絡が確実にとれる連絡先及び対応時間外の緊急連絡先を提示す

ること、④；休業日が明確であること、⑤；①の定めによる各登録事業者から

の届出で漏水修繕対応ができない横浜市の行政区が生ずるとき、もしくは④で

定めた各登録事業者の休業日が重なるなどの理由により、すべての登録事業者

が修繕対応できない空白日が生じるときは、水道局と協議のうえ、休業日等の

変更について協力すること、⑥；お客様との契約内容を確実かつ誠実に履行す

ることを誓約すること。 

 

２）紹介制度  

 メーター下流側の修繕工事が民間に移行されるのに伴い、工事を依頼する場

合は、お客様自身で工事事業者を選定しなければならない。しかし、民間が行

う修繕工事費については、事業者それぞれで大きく異なる場合も想定され、ま

た、修繕を受け付けている時間も異なる。 

 そうした時に、お客様が安心して工事事業者を選ぶことができるように設け

られた制度であり、新たなお客様サービスとして実施されたものである。 

 こうした制度が創設され、実際に運用されるにあたっては、お客様サービス

の充実、また質的向上が期待されるとともに、行政（水道局）に対する市民の

信頼に応え、ひいては指定工事事業者の育成・強化に大きく貢献しているとい

えよう。 

 水道局で登録し、紹介する工事事業者のリストは、水道局のホームページで
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紹介されている。このリストには工事事業者から提出され、公開を了解した「登

録事業者名」「事業所所在地」「電話番号」「指定番号」のほかに、休業日と

対応可能時間についても掲載している。 

 

横浜市のホームページ 

 

 

指定給水装置工事事業者 

 指定給水装置工事事業者や水道局が紹介する漏水修理事業者に関する情報を掲載した指定給水装置工

事事業者向けのコンテンツです。 

指定給水装置工事事業者について 

 指定給水装置工事事業者の指定制度やその申請方法。 

指定給水装置工事事業者についてのページへ 

指定給水装置工事事業者リスト 

 横浜市に登録されている指定給水装置工事事業者の登録リスト。 

指定給水装置工事事業者リストのページへ 

漏水修理事業者について 

 横浜市水道局が紹介する漏水修理事業者の概要やその申請方法。 

漏水修理事業者についてのページへ 

漏水修理事業者リスト 

 横浜市に登録されている漏水修理事業者のリスト。 

漏水修理事業者リストのページへ 
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漏水修理事業者について 

 蛇口から水道メーターまでの漏水修理は、これまで民間の水道工事店あるいは水道局が施工していまし

たが、民間の水道工事店の修理体制も整ってきたため、平成１９年４月１日からすべて民間の水道工事店

施工に変更しました。  

 修繕施工者の変更に伴い、お客さまが安心して漏水修理を依頼していただけるよう、漏水修理に関して水

道局からの紹介を希望する水道工事店（指定給水装置工事事業者）を水道局が登録してお客さまに紹介し

ます。 

申請方法 

１ 主な登録要件 

 水道メーター下流側の漏水修繕が可能な横浜市の行政区を明確にすること。  

 修繕相談受付、修繕対応、苦情相談対応時間は、次のいずれかに定める時間帯に対応できること。  

修繕受付、修繕対応時間、苦情相談対応時間 

昼間 午前８時００分から午後８時００分まで 

夜間 午後８時００分から翌午前８時００分まで 

 対応時間内における連絡先および対応時間外の緊急連絡先を提示すること。  

 定休日および定休日以外の休業日を明確にすること。  

 局に対し、お客さまとの契約内容を確実かつ誠実に履行することを誓約すること。  

２ 登録申請受け付け、紹介の開始時期 

 受付場所：横浜市水道局給水課（横浜市中区港町１－１関内中央ビル２Ｆ） 

＊郵送不可 

 

 


