
【 鋳鉄管類 】 【 平成３１年３月１日現在 】

番号 分　　類 区　分 形　式 分類記号 品目番号 名　　称 呼び径 細　　別（１） 細　　別（２） 主たる規格 備　　考

1-1 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 直管類 GX形 Ｄ 01 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ75～φ250 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ S種管 日本水道協会規格

1-2 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 直管類 GX形 Ｄ 01 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ75～φ250 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 S種管 日本水道協会規格

1-3 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 直管類 GX形 Ｄ 01 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ300 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ S種管 日本水道協会規格

1-4 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 直管類 GX形 Ｄ 01 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ300 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 S種管 日本水道協会規格

1-5 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 直管類 NS形 Ｄ 01 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ75～φ400 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ １種管 日本水道協会規格

1-6 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 直管類 NS形 Ｄ 01 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ75～φ400 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 １種管 日本水道協会規格

1-59 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 直管類 NS形E種管 Ｄ 01 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ75～φ150 内面珪砂ｴﾎﾟｷｼ樹脂紛体塗装 E種管 日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格

1-7 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 直管類 S50形 Ｄ 01 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ50 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 S種管 日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格

1-8 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 直管類 K形 Ｄ 01 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ75～φ200 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ １種管 日本水道協会規格

1-9 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 直管類 K形 Ｄ 01 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ75～φ200 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 １種管 日本水道協会規格

1-10 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 異形管類 GX形 Ｄ 02 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 φ75～φ250 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 日本水道協会規格

1-11 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 異形管類 GX形 Ｄ 02 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 φ300 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 日本水道協会規格

1-12 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 異形管類 GX形 Ｄ 02 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 φ75～φ400 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 指定承認

1-13 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 異形管類 NS形 Ｄ 02 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 φ75～φ400 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 日本水道協会規格

1-60 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 異形管類 NS形E種管 Ｄ 02 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 φ75～φ150 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂紛体塗装 日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格

1-14 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 異形管類 S50形 Ｄ 02 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 φ50 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格

1-15 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 異形管類 K形 Ｄ 02 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 φ75～φ200 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 日本水道協会規格

1-16 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 異形管類 各種 Ｄ 02 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 φ50～φ200 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 指定承認

1-17 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 異形管類 GX形 Ｄ 02 管帽 φ75～φ250 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 SUS304ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 日本水道協会規格

1-18 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 異形管類 GX形 Ｄ 02 管帽 φ300 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 SUS304ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 日本水道協会規格

1-19 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 異形管類 NS形 Ｄ 02 管帽 φ75～φ400 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 SUS304ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 日本水道協会規格

1-20 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 異形管類 K形 Ｄ 02 管帽 φ75～φ200 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認

1-21 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 異形管類 S50形 Ｄ 02 管帽 φ50 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 SUS304ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認

1-61 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 異形管類 NS形E種管 Ｄ 02 管帽 φ75～φ150 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂紛体塗装 SUS304ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格

1-22 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 異形管類 GX形 Ｄ 02 栓 φ75～φ400 接水部ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 SUS304ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認

1-23 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 異形管類 NS形 Ｄ 02 栓 φ75～φ400 接水部ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 SUS304ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認

1-24 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 異形管類 K形 Ｄ 02 栓 φ75～φ200 接水部ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認

1-25 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 異形管類 ﾌﾗﾝｼﾞ形 Ｄ 02 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 日本水道協会規格

1-26 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 異形管類 ﾌﾗﾝｼﾞ形 Ｄ 02 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ75～φ400 接水部ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 日本水道協会規格

1-27 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 異形管類 ﾌﾗﾝｼﾞ形 Ｄ 02 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製合ﾌﾗﾝｼﾞ φ50 ﾒﾀﾙ入り 指定承認

1-28 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 異形管類 ﾌﾗﾝｼﾞ形 Ｄ 02 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製合ﾌﾗﾝｼﾞ φ75～φ200 ﾒﾀﾙ入り 指定承認

1-29 接合部品類 接合部品 GX形 Ｄ 03 接合部品 φ75～φ250 異形管用 附属品含む 日本水道協会規格

指 定 承 認 品 目 一 覧 表

三 原 市 水 道 部



【 鋳鉄管類 】 【 平成３１年３月１日現在 】

番号 分　　類 区　分 形　式 分類記号 品目番号 名　　称 呼び径 細　　別（１） 細　　別（２） 主たる規格 備　　考

指 定 承 認 品 目 一 覧 表

1-30 接合部品類 接合部品 GX形 Ｄ 03 接合部品 φ300 異形管用 附属品含む 日本水道協会規格

1-31 接合部品類 接合部品 S50形 Ｄ 03 接合部品 φ50 直管用 附属品含む 日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格

1-32 接合部品類 接合部品 S50形 Ｄ 03 接合部品 φ50 異形管用 附属品含む 日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格

1-62 接合部品類 接合部品 NS形E種管 Ｄ 03 接合部品 φ75～φ150 異形管用 附属品含む 日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格

1-33 接合部品類 接合部品 GX形 Ｄ 03 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用切管ﾕﾆｯﾄ φ75～φ250 G-Link 日本水道協会規格

1-34 接合部品類 接合部品 GX形 Ｄ 03 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用切管ﾕﾆｯﾄ φ300 G-Link 日本水道協会規格

1-35 接合部品類 接合部品 GX形 Ｄ 03 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用切管ﾕﾆｯﾄ φ75～φ250 P-Link 日本水道協会規格

1-36 接合部品類 接合部品 GX形 Ｄ 03 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用切管ﾕﾆｯﾄ φ300 P-Link 日本水道協会規格

1-63 接合部品類 接合部品 NS形E種管 Ｄ 03 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用切管ﾕﾆｯﾄ φ75～φ150 N-Link 日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格

1-37 接合部品類 接合部品 GX形 Ｄ 03 ﾗｲﾅ φ75～φ250 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 日本水道協会規格

1-38 接合部品類 接合部品 GX形 Ｄ 03 ﾗｲﾅ φ300 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 日本水道協会規格

1-39 接合部品類 接合部品 NS形 Ｄ 03 ﾗｲﾅ φ75～φ400 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 日本水道協会規格

1-40 接合部品類 接合部品 S50形 Ｄ 03 ﾗｲﾅ φ50 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格

1-64 接合部品類 接合部品 NS形E種管 Ｄ 03 ﾗｲﾅ φ75～φ150 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格

1-41 接合部品類 接合部品 NS形 Ｄ 03 切管用挿口ﾘﾝｸﾞ φ75～φ400 日本水道協会規格

1-42 接合部品類 接合部品 GX形 Ｄ 03 特殊割押輪 φ75～φ300 SUS304ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認

1-43 接合部品類 接合部品 NS形 Ｄ 03 特殊割押輪 φ75～φ400 SUS304ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認

1-44 接合部品類 接合部品 S50形 Ｄ 03 特殊割押輪 φ50 SUS304ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認

1-45 接合部品類 接合部品 DIP Ｄ 03 VCｼﾞｮｲﾝﾄ φ50～φ300 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認 片落ち・短管類等含む

1-46 接合部品類 接合部品 DIP Ｄ 03 PCｼﾞｮｲﾝﾄ φ50～φ200 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｼｽﾃﾑ協会規格 片落ち・短管類等含む

1-47 接合部品類 接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ形 Ｄ 04 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ50～φ300 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ 日本水道協会規格 φ65・φ125を除く

1-48 接合部品類 接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ形 Ｄ 04 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ50～φ300 RF形ﾘﾌﾞ付ｶﾞｽｹｯﾄ 日本水道協会規格 φ65・φ125を除く

1-49 接合部品類 接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ形 Ｄ 04 ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ50～φ400 GF形ｶﾞｽｹｯﾄ 日本水道協会規格 φ65・φ125を除く

1-50 接合部品類 接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ形 Ｄ 04 ｽﾃﾝﾚｽ入りﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ φ50～φ400 RF・GF形兼用 日本水道協会規格 φ65・φ125を除く

1-51 接合部品類 接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ形 Ｄ 04 ﾌﾗﾝｼﾞ接合用絶縁六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ φ50～φ400 SUS304ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認 10K仕様まで

1-52 接合部品類 接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ形 Ｄ 04 ﾌﾗﾝｼﾞ接合用六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ φ50～φ150 SUS304ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 日本水道協会規格 10K仕様まで

1-53 接合部品類 接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ形 Ｄ 04 ﾌﾗﾝｼﾞ接合用六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ φ50～φ400 合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 日本水道協会規格 10K仕様まで

1-54 その他配管資材類 その他資材 その他 Ｄ 05 その他鋳鉄管用資材 指定承認

1-55 その他配管資材類 その他資材 その他 Ｄ 06 GX形用外面補修材 日本水道協会規格

1-56 その他配管資材類 その他資材 その他 Ｄ 06 外面塗装補修用塗料 日本水道協会規格

1-57 その他配管資材類 その他資材 その他 Ｄ 06 切管鉄部用塗料 日本水道協会規格

1-58 その他配管資材類 その他資材 その他 Ｄ 06 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄用滑材 日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格

三 原 市 水 道 部



【 ポリエチレン管類 】 【 平成３１年３月１日現在 】

番号 分　　類 区　分 形　式 分類記号 品目番号 名　　称 呼び径 細　　別（１） 細　　別（２） 主たる規格 備　　考

2-1 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管類 直管類 HPPE Ｐ 01 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 φ50～φ150 日本水道協会規格

2-2 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管類 直管類 HPPE Ｐ 01 EF受口付片受直管 φ50 日本水道協会規格

2-3 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管類 直管類 HPPE Ｐ 01 EF受口付片受直管 φ75～φ150 日本水道協会規格

2-4 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管類 異形管類 HPPE Ｐ 02 EF異形管 φ50～φ150 日本水道協会規格

2-5 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管類 異形管類 HPPE Ｐ 02 EF異形管 φ50～φ150 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｼｽﾃﾑ協会規格

2-6 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管類 異形管類 HPPE Ｐ 02 異形管 φ50～φ150 日本水道協会規格

2-7 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管類 異形管類 HPPE Ｐ 02 異形管 φ50～φ150 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｼｽﾃﾑ協会規格

2-8 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管類 異形管類 HPPE Ｐ 02 異形管 φ50～φ150 指定承認

2-9 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管類 異形管類 HPPE Ｐ 03 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用異種管継手 φ75～φ150 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｼｽﾃﾑ協会規格 T形用継手を除く

2-10 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管類 異形管類 HPPE Ｐ 03 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用異種管継手 φ75～φ150 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 指定承認

2-11 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管類 異形管類 HPPE Ｐ 03 管帽 φ50～φ150 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｼｽﾃﾑ協会規格

2-12 接合部品類 接合部品 HPPE Ｐ 03 PPｼﾞｮｲﾝﾄ φ50～φ150 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｼｽﾃﾑ協会規格 片落ち・短管類等含む

2-13 接合部品類 接合部品 HPPE Ｐ 03 PVｼﾞｮｲﾝﾄ φ50～φ150 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｼｽﾃﾑ協会規格 片落ち・短管類等含む

2-14 その他配管資材類 その他資材 PEP Ｐ 04 その他水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用資材 φ50～φ200 指定承認

2-15 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管類 直管類 PEP Ｈ 01 水道用ﾎﾟﾘｴﾝﾚﾝ管 φ20～φ50 二層管　１種 日本工業規格

2-16 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管類 継手類 PEP Ｈ 02 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 φ20～φ50 砲金製　締付けﾀｲﾌﾟ 日本水道協会規格

2-17 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管類 継手類 PEP Ｈ 02 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 φ20～φ50 砲金製　挿込みﾀｲﾌﾟ 日本水道協会認証規格

2-18 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管類 継手類 PEP Ｈ 02 水道用伸縮可とう継手 φ20～φ50 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 日本水道協会認証規格 片落ち管含む

2-19 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管類 継手類 PEP Ｈ 02 水道用伸縮可とう離脱防止継手 φ20～φ50 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 日本水道協会認証規格 片落ち管含む

2-20 その他配管資材類 その他資材 PEP Ｈ 03 その他ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用資材 φ20～φ50 指定承認

指 定 承 認 品 目 一 覧 表

三 原 市 水 道 部



【 塩ビ・鋼管類 】 【 平成３１年３月１日現在 】

番号 分　　類 区　分 形　式 分類記号 品目番号 名　　称 呼び径 細　　別（１） 細　　別（２） 主たる規格 備　　考

3-1 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管類 直管類 VP W 01 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 φ13～φ150 日本工業規格 φ16を除く

3-2 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管類 直管類 HIVP W 01 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 φ13～φ150 日本工業規格 φ16・φ65及びφ125を除く

3-3 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管類 継手類 VP W 02 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 φ13～φ150 日本工業規格 φ16を除く

3-4 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管類 継手類 HIVP W 02 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 φ13～φ150 日本工業規格 φ16・φ65及びφ125を除く

3-5 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管類 接合部品 VP W 02 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管用離脱防止金具 φ50～φ150 指定承認 φ125を除く

3-6 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管類 異形管類 VP W 02 管帽 φ50～φ150 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認

3-7 その他配管資材類 その他資材 各種 W 03 その他硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管用資材 φ13～φ150 指定承認

3-8 鋼管類 直管類 VLP Ｓ 01 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 φ15～φ150 ねじ無し 日本水道協会規格 φ65を除く

3-9 鋼管類 直管類 VLP Ｓ 01 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 φ15～φ50 内外面ﾗｲﾆﾝｸﾞ塗装 ねじ無し 日本水道協会規格 φ65を除く

3-10 鋼管類 直管類 SUS Ｓ 01 水道用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 φ20～φ50 Sch20 SUS304・SUS316 日本水道協会規格

3-11 鋼管類 直管類 SUS Ｓ 01 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管 φ13～φ50 外面被覆 SUS304・SUS316 日本水道協会認証規格

3-12 鋼管類 継手類 VLP Ｓ 02 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 φ13～φ150 日本工業規格 φ125を除く

3-13 鋼管類 継手類 VLP Ｓ 02 水道用ねじ込み式管端防食管継手 φ13～φ150 日本水道協会規格 φ125を除く

3-14 鋼管類 継手類 SUS Ｓ 02 水道用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管継手 φ13～φ50 SUS304・SUS316 日本水道協会規格

3-15 鋼管類 継手類 SUS Ｓ 02 水道用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管継手 φ13～φ50 SUS304・SUS316 日本水道協会認証規格

3-16 鋼管類 継手類 VLP Ｓ 02 VSｼﾞｮｲﾝﾄ φ50～φ200 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認 片落ち・短管類等含む

3-17 鋼管類 継手類 VLP Ｓ 02 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾒｶ形継手 φ40～φ200 塩ﾋﾞ・鋼管用　内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 日本水道協会認証規格 片落ち・短管類等含む

3-18 鋼管類 継手類 VLP Ｓ 02 水道用伸縮可とう継手 φ13～φ75 塩ﾋﾞ・鋼管用 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 日本水道協会認証規格 片落ち管含む

3-19 鋼管類 継手類 VLP Ｓ 02 水道用伸縮可とう離脱防止継手 φ13～φ75 塩ﾋﾞ・鋼管用 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 日本水道協会認証規格 片落ち管含む

3-20 鋼管類 異形管類 VLP Ｓ 02 管帽 φ50～φ200 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認

3-21 その他配管資材類 その他資材 各種 Ｓ 03 その他鋼管用資材 φ15～φ150 指定承認

指 定 承 認 品 目 一 覧 表
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【 弁栓・弁筺類 】 【 平成３１年３月１日現在 】

番号 分　　類 区　分 形　式 分類記号 品目番号 名　　称 呼び径 細　　別（１） 細　　別（２） 主たる規格 備　　考

4-1 弁栓類 仕切弁 ﾌﾗﾝｼﾞ形 Ｖ 01 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50～φ300 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 内ねじ式 日本水道協会規格

4-2 弁栓類 仕切弁 ﾌﾗﾝｼﾞ形 Ｖ 01 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製立型仕切弁 φ50～φ150 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 内ねじ式 日本水道協会規格

4-3 弁栓類 仕切弁 ﾌﾗﾝｼﾞ形 Ｖ 01 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 φ300～φ600 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 日本水道協会規格 φ450を除く

4-4 弁栓類 仕切弁 両受型 Ｖ 02 GX形両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ75～φ250 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 日本水道協会規格

4-5 弁栓類 仕切弁 両受型 Ｖ 02 GX形両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ300 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 日本水道協会規格

4-6 弁栓類 仕切弁 両受型 Ｖ 02 NS形両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ75～φ250 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 日本水道協会規格

4-7 弁栓類 仕切弁 両受型 Ｖ 02 NS形両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ300～φ400 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 指定承認

4-49 弁栓類 仕切弁 両受型 Ｖ 02 NS形E種管用両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ75～φ150 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 指定承認

4-8 弁栓類 仕切弁 受挿型 Ｖ 03 GX形受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ75～φ300 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 指定承認

4-9 弁栓類 仕切弁 受挿型 Ｖ 03 NS形受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ75～φ400 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 指定承認

4-10 弁栓類 仕切弁 受挿型 Ｖ 03 S50形受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格

4-11 弁栓類 仕切弁 受挿型 Ｖ 03 K形受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ75～φ150 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 指定承認

4-50 弁栓類 仕切弁 受挿型 Ｖ 03 NS形E種管用受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ75～φ150 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 指定承認

4-12 弁栓類 仕切弁 その他 Ｖ 03 HPPE形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50～φ150 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｼｽﾃﾑ協会規格

4-13 弁栓類 仕切弁 その他 Ｖ 03 HPPE形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50～φ150 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 指定承認

4-14 弁栓類 仕切弁 その他 Ｖ 04 継足しﾛｯﾄﾞ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 指定承認 L=1000まで

4-15 弁栓類 空気弁 ﾌﾗﾝｼﾞ型 A 01 急速空気弁 φ20～φ75 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 日本水道協会規格 10K仕様まで

4-16 弁栓類 空気弁 ﾌﾗﾝｼﾞ型 A 01 小型急速空気弁 φ20～φ75 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 指定承認 10K仕様まで

4-17 弁栓類 空気弁 ねじ込み型 A 01 小型急速空気弁 φ20・φ25 甲型　内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 指定承認 10K仕様まで

4-18 弁栓類 空気弁 ねじ込み型 A 01 小型急速空気弁 φ20・φ25 乙型　内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 指定承認 10K仕様まで

4-19 弁栓類 空気弁 ねじ込み型 A 02 凍結破損防止型急速空気弁 φ20・φ25 甲型　内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 指定承認 10K仕様まで

4-20 弁栓類 空気弁 ねじ込み型 A 02 凍結破損防止型急速空気弁 φ20・φ25 乙型　内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 指定承認 10K仕様まで

4-21 弁栓類 空気弁 ねじ込み型 A 02 凍結破損防止型急速空気弁 φ20・φ25 甲型　ｽﾃﾝﾚｽ製 指定承認

4-22 弁栓類 空気弁 ねじ込み型 A 02 凍結破損防止型急速空気弁 φ20・φ25 乙型　ｽﾃﾝﾚｽ製 指定承認

4-23 弁栓類 空気弁 その他 A 02 不凍結型急速空気弁 φ25・φ75 ｽﾃﾝﾚｽ製 指定承認 10K仕様まで

4-24 弁栓類 排気弁 ねじ込み型 A 03 分水栓ねじ込み形排気弁 φ20・φ25 指定承認 10K仕様まで

4-25 弁栓類 空気弁 その他 A 04 空気弁用保護ｶﾊﾞｰ φ20～φ75 指定承認

4-26 弁栓類 排気弁 その他 A 04 排気弁用保護ｶﾊﾞｰ φ20・φ25 指定承認

4-27 弁栓類 空気弁 その他 A 04 空気弁用ｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ50～φ300 指定承認 分岐側φ13除く

4-28 弁栓類 補修弁 ﾌﾗﾝｼﾞ型 A 05 水道用ﾎﾞｰﾙ型補修弁 φ75 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 日本水道協会規格 10K仕様まで

4-29 弁栓類 消火栓 ﾌﾗﾝｼﾞ型 Ｆ 01 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製地下式消火栓 φ75 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 単口式 日本水道協会規格

4-30 弁栓類 消火栓 ﾌﾗﾝｼﾞ型 Ｆ 01 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ式地下式消火栓 φ75 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 単口式 日本水道協会規格

指 定 承 認 品 目 一 覧 表

三 原 市 水 道 部



【 弁栓・弁筺類 】 【 平成３１年３月１日現在 】

番号 分　　類 区　分 形　式 分類記号 品目番号 名　　称 呼び径 細　　別（１） 細　　別（２） 主たる規格 備　　考

指 定 承 認 品 目 一 覧 表

4-31 弁栓類 消火栓 ﾌﾗﾝｼﾞ型 Ｆ 01 浅層埋設型地下式消火栓 φ75 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 単口式 指定承認

4-32 弁栓類 消火栓 ﾌﾗﾝｼﾞ型 Ｆ 02 急速空気弁付地下式消火栓 φ75 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 単口式 指定承認

4-33 弁栓類 消火栓 ﾌﾗﾝｼﾞ型 Ｆ 02 排気弁付地下式消火栓 φ75 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 単口式 指定承認

4-34 弁筺類 鉄蓋 円形 Ｂ 01 仕切弁用ねじ式鉄蓋 １号・２号 ｶﾗｰ着色（青色） 日本水道協会規格

4-35 弁筺類 鉄蓋 円形 Ｂ 01 仕切弁用鉄蓋 １号～３号 ﾊｯﾄ形 ｶﾗｰ着色（青色） 日本水道協会規格

4-36 弁筺類 鉄蓋 円形 Ｂ 01 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁用鉄蓋 ４号 ﾊｯﾄ形 ｶﾗｰ着色（青色） 日本水道協会規格

4-37 弁筺類 鉄蓋 円形 Ｂ 02 空気弁用鉄蓋 ２号～４号 ﾊｯﾄ形　ﾛｯｸ式 市章入り　ｶﾗｰ着色（青色） 指定承認

4-38 弁筺類 鉄蓋 角形 Ｂ 02 空気弁用鉄蓋 １号～３号 ﾊｯﾄ形　ﾛｯｸ式 市章入り　ｶﾗｰ着色（青色） 指定承認

4-39 弁筺類 鉄蓋 円形 Ｂ 03 消火栓用鉄蓋 ２号～４号 ﾊｯﾄ形 市章入り　ｶﾗｰ着色（橙色） 指定承認

4-40 弁筺類 鉄蓋 角形 Ｂ 03 消火栓用鉄蓋 １号～３号 ﾊｯﾄ形 市章入り　ｶﾗｰ着色（橙色） 指定承認

4-41 弁筺類 弁筺 円形 Ｂ 04 円形鉄蓋用調整ﾘﾝｸﾞ １号～４号 日本水道協会規格

4-42 弁筺類 弁筺 円形 Ｂ 04 円形鉄蓋用調整ﾘﾝｸﾞ １号～４号 指定承認

4-43 弁筺類 弁筺 角形 Ｂ 04 角形鉄蓋用調整ﾘﾝｸﾞ １号～３号 日本水道協会規格

4-44 弁筺類 弁筺 角形 Ｂ 04 角形鉄蓋用調整ﾘﾝｸﾞ １号～３号 指定承認

4-45 弁筺類 弁筺 円形 Ｂ 04 仕切弁用水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ １号～４号 日本水道協会規格 底板含む

4-46 弁筺類 弁筺 円形 Ｂ 04 空気弁・消火栓用水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ ２号～４号 日本水道協会規格 底板含む

4-47 弁筺類 弁筺 角形 Ｂ 04 空気弁・消火栓用水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ １号～３号 日本水道協会規格 底板含む

4-48 弁筺類 その他資材 その他 Ｂ 05 その他弁筺資材 指定承認

三 原 市 水 道 部



【 不断水類 】 【 平成３１年３月１日現在 】

番号 分　　類 区　分 形　式 分類記号 品目番号 名　　称 呼び径 細　　別（１） 細　　別（２） 主たる規格 備　　考

5-1 不断水類 不断水Ｔ字管 DIP FT 01 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製副弁付不断水Ｔ字管 φ50～φ200 鋳鉄管用 合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認 φ125を除く

5-2 不断水類 不断水Ｔ字管 DIP FT 01 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁付不断水Ｔ字管 φ50～φ300 鋳鉄管用 合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認 φ125を除く

5-3 不断水類 不断水Ｔ字管 HPPE FT 01 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製副弁付不断水Ｔ字管 φ50～φ150 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認 φ125を除く

5-4 不断水類 不断水Ｔ字管 HPPE FT 01 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁付不断水Ｔ字管 φ75～φ150 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認 φ125を除く

5-5 不断水類 不断水Ｔ字管 各種 FT 01 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製副弁付不断水Ｔ字管 φ50～φ200 塩ビ・鋼管用 合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認 φ125を除く

5-6 不断水類 不断水Ｔ字管 各種 FT 01 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁付不断水Ｔ字管 φ75～φ200 塩ビ・鋼管用 合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認 φ125を除く

5-7 不断水類 不断水Ｔ字管 その他 FT 02 防食用銅製ｺｱ φ50～φ150 指定承認 φ125を除く

5-8 不断水類 不断水Ｔ字管 その他 FT 02 防食用樹脂製ｺｱ φ50～φ150 指定承認 φ125を除く

5-9 不断水類 不断水Ｔ字管 その他 FT 03 その他不断水T字管材料 φ50～φ300 指定承認 φ125を除く

5-10 不断水類 不断水簡易ﾊﾞﾙﾌﾞ DIP FV 01 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製不断水簡易仕切弁 φ50～φ300 鋳鉄管用 合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認 φ125を除く

5-11 不断水類 不断水簡易ﾊﾞﾙﾌﾞ HPPE FV 01 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製不断水簡易仕切弁 φ75～φ150 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認 φ125を除く

5-12 不断水類 不断水簡易ﾊﾞﾙﾌﾞ 各種 FV 01 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製不断水簡易仕切弁 φ50～φ200 塩ビ・鋼管用 合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認 φ125を除く

5-13 不断水類 不断水簡易ﾊﾞﾙﾌﾞ その他 FV 02 その他不断水簡易仕切弁材料 φ50～φ300 指定承認 φ125を除く

指 定 承 認 品 目 一 覧 表

三 原 市 水 道 部



【 給水装置関係資材類 】 【 平成３１年３月１日現在 】

番号 分　　類 区　分 形　式 分類記号 品目番号 名　　称 呼び径 細　　別（１） 細　　別（２） 主たる規格 備　　考

6-1 給水装置関係資材類 分岐類 DIP Ｑ 01 ﾎﾞｰﾙ式ｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ75～φ300 鋳鉄製 鋳鉄管用 日本水道協会規格 分岐側φ50まで

6-2 給水装置関係資材類 分岐類 DIP Ｑ 01 ﾎﾞｰﾙ式ｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ50 鋳鉄製 鋳鉄管用 指定承認 分岐側φ40まで

6-3 給水装置関係資材類 分岐類 HPPE Ｑ 01 ﾎﾞｰﾙ式ｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ50～φ150 鋳鉄製 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｼｽﾃﾑ協会規格 分岐側φ50まで

6-4 給水装置関係資材類 分岐類 各種 Ｑ 01 ﾎﾞｰﾙ式ｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ30～φ150 鋳鉄製 塩ビ・鋼管用 日本水道協会規格 分岐側φ50まで

6-5 給水装置関係資材類 分岐類 PEP Ｑ 01 ﾎﾞｰﾙ式ｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ40・φ50 鋳鉄製 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管用 日本水道協会規格 分岐側φ25まで

6-6 給水装置関係資材類 分岐類 その他 Ｑ 02 ﾒﾀﾙｽﾘｰﾌﾞ φ13～φ50 指定承認

6-7 給水装置関係資材類 分岐類 その他 Ｑ 03 分水栓用閉栓ｷｬｯﾌﾟ φ13～φ50 砲金製 指定承認

6-8 給水装置関係資材類 止水栓 その他 Ｑ 04 ﾎﾞｰﾙ式止水栓 φ13～φ40 両内ねじ　長蝶ﾊﾝﾄﾞﾙ 日本水道協会認証規格 φ40は長丸ﾊﾝﾄﾞﾙ

6-9 給水装置関係資材類 止水栓 その他 Ｑ 04 ﾎﾞｰﾙ式ﾒｰﾀｰ直結伸縮止水栓 φ40 平行外ねじ×ﾕﾆｵﾝ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 日本水道協会認証規格

6-10 給水装置関係資材類 止水栓 その他 Ｑ 04 ﾎﾞｰﾙ式ﾒｰﾀｰ直結止水栓 φ50 平行外ねじ×ﾌﾗﾝｼﾞ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 日本水道協会認証規格

6-11 給水装置関係資材類 その他資材 その他 Ｑ 04 ﾒｰﾀｰ用単式逆止弁 φ40～φ200 日本水道協会認証規格

6-12 給水装置関係資材類 継手類 各種 Ｑ 05 伸縮可とう継手 φ13～φ50 分水栓用・止水栓用 日本水道協会認証規格

6-13 給水装置関係資材類 継手類 各種 Ｑ 05 伸縮継手 φ13～φ50 日本水道協会認証規格

6-14 給水装置関係資材類 継手類 各種 Ｑ 05 ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ φ13～φ50 指定承認

6-15 給水装置関係資材類 弁筺 円形 Ｑ 06 水道用止水栓筺 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 指定承認

6-16 給水装置関係資材類 弁筺 円形 Ｑ 06 水道用止水栓筺 １号～３号 指定承認

6-17 給水装置関係資材類 弁筺 円形 Ｑ 06 私設用仕切弁用鉄蓋 １号～３号 ﾊｯﾄ形 ｶﾗｰ着色（赤色） 指定承認

6-18 給水装置関係資材類 弁筺 角形 Ｑ 07 量水器ﾎﾞｯｸｽ φ13用～φ25用 樹脂製 指定承認

6-19 給水装置関係資材類 弁筺 角形 Ｑ 07 量水器ﾎﾞｯｸｽ φ13用～φ200用 鋳鉄製 防錆塗装 指定承認

6-20 給水装置関係資材類 その他資材 その他 Ｑ 07 ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ φ13用～φ25用 一体構造型 日本水道協会認証規格

6-21 給水装置関係資材類 その他資材 その他 Ｑ 07 ﾒｰﾀｰﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ φ25用～φ50用 日本水道協会認証規格 φ30を除く

6-22 給水装置関係資材類 その他資材 各種 Ｑ 08 その他給水装置用資材 指定承認

指 定 承 認 品 目 一 覧 表
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【 修繕関係資材類 】 【 平成３１年３月１日現在 】

番号 分　　類 区　分 形　式 分類記号 品目番号 名　　称 呼び径 細　　別（１） 細　　別（２） 主たる規格 備　　考

7-1 修繕関係資材類 接合部品 K形 M 03 特殊割押輪 φ75～φ300 合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認

7-2 修繕関係資材類 接合部品 A形 M 03 特殊割押輪 φ75～φ150 合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認

7-3 修繕関係資材類 接合部品 K形 M 03 特殊押輪 φ75～φ300 合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認

7-4 修繕関係資材類 接合部品 A形 M 03 特殊押輪 φ75～φ150 合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認

7-5 修繕関係資材類 接合部品 T形 M 03 離脱防止金具 φ50～φ150 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用T形接合 合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認

7-6 修繕関係資材類 接合部品 各種 M 04 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製漏水補修金具 φ50～φ300 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認

7-7 修繕関係資材類 接合部品 各種 M 04 砲金製漏水補修金具 φ15～φ50 全周ﾊﾟｯｷﾝ SUS304ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認

7-8 修繕関係資材類 接合部品 各種 M 04 ｽﾃﾝﾚｽ製補修用金具 φ50～φ300 全周ﾊﾟｯｷﾝ 日本水道協会認証規格

7-9 修繕関係資材類 接合部品 各種 M 04 ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具 φ50～φ150 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 指定承認 φ65・φ125を除く

7-10 修繕関係資材類 接合部品 DIP M 05 Ｔ頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ φ75～φ150 合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ仕様 日本水道協会規格

7-11 修繕関係資材類 接合部品 DIP M 05 K形用ｺﾞﾑ輪 φ75～φ300 日本水道協会規格

7-12 修繕関係資材類 接合部品 DIP M 05 A形用ｺﾞﾑ輪 φ75～φ300 指定承認

7-13 修繕関係資材類 その他資材 各種 M 05 屋外用防食ﾃｰﾌﾟ 幅50mm～幅100mm 指定承認

7-14 修繕関係資材類 その他資材 各種 M 06 その他修繕関係資材 指定承認

指 定 承 認 品 目 一 覧 表

三 原 市 水 道 部



【 仮設配管資材類 】 【 平成３１年３月１日現在 】

番号 分　　類 区　分 形　式 分類記号 品目番号 名　　称 呼び径 細　　別（１） 細　　別（２） 主たる規格 備　　考

8-1 仮設配管資材類 仮設配管類 SUS Ｒ 01 ｽﾃﾝﾚｽ製仮設配管材 φ50～φ250 SUS304 指定承認

8-2 仮設配管資材類 仮設配管類 ねじ込み型 Ｒ 02 ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ φ15～φ50 鉛ﾚｽ 日本水道協会認証規格 φ32を除く

8-3 仮設配管資材類 仮設配管類 ねじ込み型 Ｒ 02 ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ φ15～φ50 鉛ﾚｽ 日本水道協会規格 φ32を除く

8-4 仮設配管資材類 仮設配管類 ねじ込み型 Ｒ 02 ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ15～φ50 鉛ﾚｽ 日本水道協会認証規格 φ32を除く

8-5 仮設配管資材類 仮設配管類 ねじ込み型 Ｒ 02 ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ15～φ50 鉛ﾚｽ 日本水道協会規格 φ32を除く

8-6 仮設配管資材類 仮設配管類 各種 Ｒ 03 その他仮設配管資材 指定承認

指 定 承 認 品 目 一 覧 表

三 原 市 水 道 部



【 その他配管資材類 】 【 平成３１年３月１日現在 】

番号 分　　類 区　分 形　式 分類記号 品目番号 名　　称 呼び径 細　　別（１） 細　　別（２） 主たる規格 備　　考

9-1 その他配管資材類 その他資材 その他 Ｅ 01 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ50 指定承認

9-2 その他配管資材類 その他資材 その他 Ｅ 01 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ75～φ400 日本水道協会規格

9-3 その他配管資材類 その他資材 その他 Ｅ 01 溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ φ20～φ150 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｼｽﾃﾑ協会規格

9-4 その他配管資材類 その他資材 その他 Ｅ 01 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ φ200～φ400 締め具付 日本水道協会規格

9-5 その他配管資材類 その他資材 その他 Ｅ 01 粘着ﾃｰﾌﾟ 幅50mm 日本工業規格

9-6 その他配管資材類 その他資材 その他 Ｅ 01 防食ﾃｰﾌﾟ 幅50mm～幅100mm 日本工業規格

9-7 その他配管資材類 その他資材 その他 Ｅ 01 管明示ﾃｰﾌﾟ 幅50mm 年号入り 指定承認

9-8 その他配管資材類 その他資材 その他 Ｅ 01 溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ用ﾅｲﾛﾝﾃｰﾌﾟ 幅50mm 指定承認

9-9 その他配管資材類 その他資材 その他 Ｅ 02 水道本管用埋設標識ｼｰﾄ 幅150mm ２倍折込 指定承認

9-10 その他配管資材類 その他資材 その他 Ｅ 02 水道本管用埋設標識ｱﾙﾐｼｰﾄ 幅150mm ２倍折込 指定承認

9-11 その他配管資材類 その他資材 その他 Ｅ 02 給水管用埋設標識ｼｰﾄ 幅150mm ２倍折込 指定承認

9-12 その他配管資材類 その他資材 その他 Ｅ 02 給水管用埋設標識ｱﾙﾐｼｰﾄ 幅150mm ２倍折込 指定承認

9-13 その他配管資材類 その他資材 その他 Ｅ 03 保温筒 φ20～φ50 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 厚10mm 日本工業規格 φ30・φ32を除く

9-14 その他配管資材類 その他資材 その他 Ｅ 03 保温筒 φ20～φ50 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 厚20mm 日本工業規格 φ30・φ32を除く

9-15 その他配管資材類 その他資材 その他 Ｅ 03 樹脂製ﾌﾟﾗｸﾞ φ13～φ50 指定承認 φ30を除く

9-16 その他配管資材類 その他資材 その他 Ｅ 04 その他配管資材 指定承認

指 定 承 認 品 目 一 覧 表

三 原 市 水 道 部



指定承認品目一覧表　更新履歴

番号 分　類 名　　称 更　新　前 更　新　後

平成28年10月31日 修正 1-50 接合部品類 ﾌﾗﾝｼﾞ接合用絶縁六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 主たる規格「指定承認」 主たる規格「日本水道協会規格」

平成28年10月31日 追加 3-11 鋼管類 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管 新規品目（日本水道協会認証規格）

修正 3-11 鋼管類 ねじ込み式可鍛鋳鉄管継手 番号3-11～3-19 3-11新規品目による、番号3-12～3-20に修正

修正 3-14 鋼管類 水道用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管継手 呼び径「φ20～φ50」 呼び径「φ13～φ50」に修正

追加 3-15 鋼管類 水道用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管継手 新規品目（日本水道協会認証規格）

修正 3-15 鋼管類 VSｼﾞｮｲﾝﾄ 番号3-15～3-20 3-15新規品目による、番号3-16～3-21に修正

平成28年10月31日 修正 4-18 弁栓類 凍結破損防止型小型急速空気弁 名称「凍結破損防止型小型急速空気弁」 名称「凍結破損防止型急速空気弁」に修正

修正 4-19 弁栓類 凍結破損防止型小型急速空気弁 名称「凍結破損防止型小型急速空気弁」 名称「凍結破損防止型急速空気弁」に修正

追加 4-20 弁栓類 凍結破損防止型急速空気弁 新規品目（甲型 ｽﾃﾝﾚｽ製）

追加 4-21 弁栓類 凍結破損防止型急速空気弁 新規品目（乙型 ｽﾃﾝﾚｽ製）

修正 4-20 弁栓類 不凍結型急速空気弁 番号4-20～4-45 4-20、4-21新規品目による、番号4-22～4-47に修正

修正 4-32 弁栓類 排気弁付地下式消火栓 主たる規格「日本水道協会規格」 主たる規格「指定承認」

平成28年10月31日 修正 6-4 給水装置関係資材類 ﾎﾞｰﾙ式ｻﾄﾞﾙ付分水栓 呼び径「φ20～φ150」 呼び径「φ30～φ150」に修正

修正 6-16 給水装置関係資材類 私設用仕切弁用鉄蓋 細別「ｶﾗｰ着色」 細別「ｶﾗｰ着色（赤色）」に修正

平成28年10月31日 修正 7-8 修繕関係資材類 ｽﾃﾝﾚｽ製補修用金具 主たる規格「指定承認」 主たる規格「日本水道協会認証規格」に修正

平成28年10月31日 追加 8-4 仮設配管資材類 ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 新規品目（日本水道協会認証規格）

修正 8-4 仮設配管資材類 ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 番号8-4～8-5 8-4新規品目による、番号8-5～8-6に修正

平成28年11月8日 修正 4-4 弁栓類 GX形両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 呼び径「φ75～φ300」，「日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格」 呼び径「φ75～φ250」，主たる規格「日本水道協会規格」に修正

修正 4-5 弁栓類 NS形両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 番号4-5～4-47 4-5新規品目による、番号4-6～4-48に修正

追加 4-5 弁栓類 GX形両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 新規品目（日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会）

平成28年11月30日 修正 1-27 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製合ﾌﾗﾝｼﾞ 主たる規格「日本水道協会規格」 主たる規格「指定承認」に修正

修正 1-28 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製合ﾌﾗﾝｼﾞ 主たる規格「日本水道協会規格」 主たる規格「指定承認」に修正

修正 1-42 接合部品類 特殊割押輪 細別「離脱防止力３DkN」 削除

修正 1-43 接合部品類 特殊割押輪 細別「離脱防止力３DkN」 削除

修正 1-44 接合部品類 特殊割押輪 細別「離脱防止力３DkN」 削除

更　新　内　容
更新年月日 更新区分
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指定承認品目一覧表　更新履歴

番号 分　類 名　　称 更　新　前 更　新　後

更　新　内　容
更新年月日 更新区分

平成28年11月30日 追加 1-50 接合部品類 ｽﾃﾝﾚｽ入りﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ RF・GF形兼用 新規品目（日本水道協会規格）

修正 1-50 接合部品類 ﾌﾗﾝｼﾞ接合用絶縁六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 番号1-50～1-57 1-50新規品目による、番号1-51～1-58に修正

修正 1-55 その他配管資材類 GX形用外面補修材 主たる規格「日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格」 主たる規格「日本水道協会規格」に修正

修正 1-56 その他配管資材類 外面塗装補修用塗料 主たる規格「日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格」 主たる規格「日本水道協会規格」に修正

修正 1-57 その他配管資材類 切管鉄部用塗料 主たる規格「日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格」 主たる規格「日本水道協会規格」に修正

平成28年11月30日 修正 2-12 接合部品類 PPｼﾞｮｲﾝﾄ 区分「異形管類」 区分「接合部品」に変更

修正 2-13 接合部品類 PVｼﾞｮｲﾝﾄ 区分「異形管類」 区分「接合部品」に変更

平成28年11月30日 修正 6-13 給水装置関係資材類 ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ 主たる規格「日本水道協会認証規格」 主たる規格「指定承認」に修正

修正 6-15 給水装置関係資材類 水道用止水栓筺 主たる規格「日本水道協会規格」 主たる規格「指定承認」に修正

平成28年11月30日 修正 7-1 修繕関係資材類 特殊割押輪 細別「離脱防止力３DkN」 削除

修正 7-2 修繕関係資材類 特殊割押輪 細別「離脱防止力３DkN」 削除

平成29年1月4日 修正 1-51 接合部品類 ﾌﾗﾝｼﾞ接合用絶縁六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 主たる規格「日本水道協会規格」 主たる規格「指定承認」に修正

平成29年1月4日 修正 4-4 弁栓類 GX形両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 細別「内外面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装」 細別「内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装」に修正

修正 4-５ 弁栓類 GX形両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 細別「内外面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装」 細別「内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装」に修正

修正 4-8 弁栓類 GX形受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 細別「内外面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装」 細別「内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装」に修正

修正 4-10 弁栓類 S50形受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 細別「内外面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装」 細別「内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装」に修正

修正 4-26 弁栓類 排気弁用保護ｶﾊﾞｰ 区分「空気弁」 区分「排気弁」に修正

平成29年1月4日 追加 6-5 給水装置関係資材類 ﾎﾞｰﾙ式ｻﾄﾞﾙ付分水栓 新規品目（日本水道協会規格）

修正 6-5 給水装置関係資材類 ﾒﾀﾙｽﾘｰﾌﾞ 番号6-5～6-21 6-5新規品目による、番号6-6～6-22に修正

平成29年5月1日 修正 1-3 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 主たる規格「日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格」 主たる規格「日本水道協会規格」に修正

修正 1-4 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 主たる規格「日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格」 主たる規格「日本水道協会規格」に修正

修正 1-11 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 主たる規格「日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格」 主たる規格「日本水道協会規格」に修正

修正 1-18 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 管帽 主たる規格「日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格」 主たる規格「日本水道協会規格」に修正

修正 1-30 接合部品類 接合部品 主たる規格「日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格」 主たる規格「日本水道協会規格」に修正

修正 1-34 接合部品類 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用切管ﾕﾆｯﾄ 主たる規格「日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格」 主たる規格「日本水道協会規格」に修正
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平成29年5月1日 修正 1-36 接合部品類 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用切管ﾕﾆｯﾄ 主たる規格「日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格」 主たる規格「日本水道協会規格」に修正

修正 1-38 接合部品類 ライナ 主たる規格「日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格」 主たる規格「日本水道協会規格」に修正

修正 4-5 弁栓類 GX形両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 主たる規格「日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格」 主たる規格「日本水道協会規格」に修正

平成29年11月1日 修正 2-2 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管類 EF受口付直管 主たる規格「配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｼｽﾃﾑ協会規格」 主たる規格「日本水道協会規格」に修正

平成31年3月1日 追加 1-59 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 NS形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 新規品目（日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格）

追加 1-60 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 NS形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 新規品目（日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格）

追加 1-61 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 管帽 新規品目（日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格）

追加 1-62 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 接合部品 新規品目（日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格）

追加 1-63 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用切管ﾕﾆｯﾄ 新規品目（日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格）

追加 1-64 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管類 ライナ 新規品目（日本ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会規格）

追加 4-49 弁栓類 NS形E種管用両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 新規品目（指定承認）

追加 4-50 弁栓類 NS形E種管用受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 新規品目（指定承認）
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