
神建下管第 6819 号 

令和 5年 3月 14 日 

神戸市下水道排水設備指定工事者各位 

神戸市建設局下水道部管路課長 

 

「家屋等の新築・建替えに伴う取付管・接続ますの改善マニュアル」の改定について 

 

 

「家屋等の新築・建替えに伴う取付管・接続ますの改善マニュアル」を下記のとおり改定します。 

 

記 

 
１．改定時期 

  令和 5年 4月 1日 ※令和 5年 3月 31 日までは現行マニュアルが適用されます。 

 

２．主な改定点 

（１）給付金請求書の提出不要 

   令和 5 年度より、支援事業における給付金の支払いを行うために、工事完成検査の合格後に給付

金請求書を提出いただいておりました。 

この度、支払い手続きの簡略化を図るため、令和 5 年 4 月 1 日以降に当初申請を行う案件を対象

に給付金請求書の提出を不要といたします。これに伴い、工事検査合格通知書および給付金交付決定

通知書を交付後、本市で給付金の支払い手続きを進めます。 

   なお、令和 5年 3月 31 日以前に当初申請を行った案件については、これまで通り給付金請求書を

提出いただきますようお願いいたします。 

（２）支援事業認定申請書の様式変更 

   上記（１）に伴い、給付金請求書に記載いただいておりました給付金の振込口座情報を支援事業認

定申請書に記載いただくよう様式を変更しました。 

（３）支援事業認定変更申請書の様式新設 

   支援事業認定申請書の様式変更に合わせ、申請内容に変更が生じた場合に提出いただく変更申請

書の様式を作成しました。1）口座情報、2）承認工事の内容変更に伴う見積金額、3）社名、会社住

所などに変更がある場合は、本様式で変更申請を行っていただきますようお願いいたします。 

   なお、本様式については、令和 4年度以前の申請にも適用いたします。ご注意ください。 

 

その他、変更点については、別紙（改定箇所一覧表）をご覧ください。変更内容を確認いただくと

ともに、今一度、申請者用マニュアルを読み返していただきますようお願いいたします。 

 
 
 



３．マニュアルの掲載場所 

掲載場所 URL（市 HP）：https://www.city.kobe.lg.jp/a16804/tetsuduki.html 

※ 事前周知のため先行掲載しておりますが、適用開始は令和 5年 4月 1 日からである点にご注意く

ださい。 

※ 改定後の様式は令和 5年 4 月 1日までにマニュアルと同ページに掲載予定です。 

 

４．その他 

 ①現行様式での受付について 

・現行様式での受付の〆切は以下のとおりです。申請日は必ず 3 月 31 日までの日付としてください。 

１）電子申請   …申請が 3 月 31 日までに e-KOBE で申請したもの 

２）無人・窓口受付…3月 31 日までに本市職員が受け取った（無人受付は確認した）もの 

３）郵送受付   …3月 31 日までの消印が入っているもの 

・上記日付を過ぎた申請については、新様式での申請を行っていただきます。なお、修正により再申請

が 4 月となった場合についても、新様式での申請を行っていただきますのでご注意ください。 

 

②電子申請の利用促進 

・令和 5 年度より電子申請の原則化を検討しております。新たに行う工事施工承認申請については、 

e-KOBE による電子申請で行っていただくよう、ご協力よろしくお願いいたします。 

 【参考】令和 5年 2 月の電子申請利用率※：72.2％、これまで 39 社の方々に利用いただいています。 

      ※…工事施工承認申請書の件数のうち、e-KOBE を用いて提出された件数の割合 

 

 ③オンライン予約、オンライン相談の活用 

・待ち時間や移動時間の削減が図れます。是非、ご活用ください。 

 
④入力補助シートの活用 

・本市ホームページに申請時に利用できる申請書類作成補助シートを掲載しています。 

・このシートは申請者や住所などの重複する情報を一括で入力できるよう作成されており、誤入力の

防止や入力作業の効率化を図ることができます。 

・施工承認申請書だけでなく、調査報告書や工事完成検査願のシートにも情報が反映できるよう作成

されていますので、活用をお願いいたします。 

※入力補助シートを使用した場合も申請書類に不備がないか確認をお願いいたします。 

 
 

 

    【お問合せ先】                

神戸市建設局管路課改善担当 078-806-8794 

https://www.city.kobe.lg.jp/a16804/tetsuduki.html


改定前
ページ

項目番号 改定内容 備考

1
1.3（1）

新設
取付管の布設延⻑が⻑い場合に対する注意書きを追
記。

本管に対して、取付管が直角に入れられない場合、取付
管を極端に⻑く布設する申請に対する事前協議を⾏うた
め。

3
2.1

新設の申請
電子申請の導入に伴う受付および交付方法を追記

4
2.2

改築の申請
電子申請の導入に伴う受付および交付方法を追記

8
2.3

無人・郵送受付
「原則」の表記を「可能」に変更する。 電子申請が令和4年度より開始されたため。

9
2.4

窓口相談
オンライン相談についてを追記。

9
2.5

電子による申請
電子申請での受付について追記

10
2.6

ライニング工事
電子申請の導入に伴う受付および交付方法を追記

11
2.7 施工前の連絡

（承認工事）
連絡手段にメールを追加

11 2.8 変更申請
当初申請時の予定工期内に工事が完了せず、工事完成
検査願が提出できない場合に変更手続きを⾏うよう書
き換え。

工事完了後、速やかに工事完成検査願を提出するよう施
工承認通知書の別紙条件書に記載しているため。

12 3.1 提出書類一覧
支援事業認定書の追加、委任状の部数修正、備考欄追
記

13
3.2 提出書類の

注意事項
「公共下水道台帳施設平面図（本管・取付管説明
図）」の説明に追記

台帳図を添付する際、雨水幹線の情報も出力する。

14
3.2 提出書類の

注意事項
「取付管・接続ます工事施工承認申請書」
の説明を新たに追加。

承認工事の標準処理期間を踏まえた工事着手日の記入を
お願いしている。

14
3.2 提出書類の

注意事項
「汚水管布設平面図、使用材料図面（承認図）
（写）」の説明を新たに追加。

計画課への提出図面と管路課への申請図面の不整合を無
くすための注意書き。

14
3.2 提出書類の

注意事項
「平面図・横断図」の説明を新たに追加。

施工に影響する植栽帯や側溝、雨水幹線などの埋設物の
図示を求めている。

18
3.2 提出書類の

注意事項
「給付金請求書類」の請求書不要案件、債権者登録番
号について説明を追記。

・令和5年度に当初申請を⾏う案件について、請求書の
提出は不要。
・令和5年度より債権者登録番号制度が廃止となる。

23、24
3.3 提出書類の

記載方法
「取付管・接続ます工事施工承認申請書」
申請書欄の注意書きの追加

申請者の郵便番号を記載するようお願いします。

26
3.3 提出書類の

記載方法
「平面図・断面図」
注意書きの追加

記載漏れがある内容の注意書きを追加。
（面積、地下埋設物などの既設情報）

30
3.3 提出書類の

記載方法
「提出書類チェックリスト」（改築）
委任状、支援事業認定申請書の必要部数の変更

給付金請求書の処理のため２部提出をお願いします。

31
3.3 提出書類の

記載方法
「支援事業認定申請書」
変更された様式について、記載例を追加。

令和5年度からは、当初申請様式が変更となる。

37，38
3.3 提出書類の

記載方法
「取付管・接続ます工事施工承認申請書（変更）」
申請書欄の注意書きの追加

申請者の郵便番号を記載するようお願いします。

39
3.3 提出書類の

記載方法
「支援事業認定変更申請書」
新たな様式について、記載例を追加。

令和5年度からは、当初申請から変更がある場合、変更
申請書を提出すること。

【本編】 R5.4.1改定箇所一覧
家屋等の新築・建替えに伴う取付管・接続ますの改善業務 申請者用マニュアル

別紙



改定前
ページ

項目番号 改定内容 備考

41
3.3 提出書類の

記載方法

「提出書類チェックリスト」（新設・改築）
（変更申請用）
必要部数の変更（委任状、支援事業認定変更申請
書）、支援事業認定変更申請書を追加。

令和5年度からは、当初申請から変更がある場合、変更
申請書を提出すること。

42，43
3.3 提出書類の

記載方法
「工事完成検査願（正・副）」
申請者の電話番号欄の削除

48
3.3 提出書類の

記載方法
「給付金請求書」
注意書きの追加

令和5年4月1日以降に当初申請を提出する案件について
は提出不要となる。

53
3.4（2）申請書等の
訂正方法について

電子申請での申請書の修正について記載。 電子上でやり取りが可能。来庁が不要。

54

3.4（3）「承認
日」・「承認番号」
と「管理番号」につ

いて

変更申請時に交付する通知書について記載。
工事完成検査願は、承認番号、承認日は最新の承認通知
書を確認して作成ください。

56
3.4（5）「掘削許可

番号」について
変更許可証が交付されている場合の
注意書きを追記。

変更許可証が交付されている時には、最新の許可番号を
確認ください。

58
3.4（７）提出書類に
対する本市からの返

答書類
電子申請時の交付物について追記。

押印ありの書類は窓口または郵送、それ以外については
e-KOBE（電子申請システム）にて交付。

その他 全般 表現の適正化・軽微な字句修正

改定前
ページ

項目番号 改定内容 備考

頭書き −
塩ビまんホールの設置ます深さについて、「1.2m以上
になる→1.2mを超える」に修正。

家屋等の新築・建替えに伴う取付管・接続ますの改善業務 申請者用マニュアル
【施工編】 R5.4.1改定箇所一覧

家屋等の新築・建替えに伴う取付管・接続ますの改善業務 申請者用マニュアル
【本編】 R5.4.1改定箇所一覧


