
なごや上下水道埋管まっぷ利用規約 

 

（趣旨） 

第１条 この利用規約は、名古屋市上下水道局（以下「当局」といいます。）が保有する上

下水道埋設管の情報をインターネット上で提供するサービスである「なごや上下水道埋

管まっぷ」（以下「埋管まっぷ」といいます。）の利用に関し、必要な事項を定めるもので

す。 

 

（利用者） 

第２条 埋管まっぷは、次に掲げる者（以下「利用者」といいます。）に限り利用すること

ができます。 

（１）名古屋市水道給水条例（昭和 22 年名古屋市条例第 34 号）第７条第１項に規定する

指定給水装置工事事業者 

（２）名古屋市下水道条例（昭和 22 年年名古屋市条例第 35 号）第 12 条の２第１項に規定

する指定排水設備工事店 

（３）宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号）第２条第３号に定める宅地建物取引業

者 

（４）不動産の鑑定評価に関する法律（昭和 38 年法律第 152 号）第２条第３項に定める不

動産鑑定業者 

（５）建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条第１項に定める建築士事務所 

２ 前項第３号又は第４号に掲げる者が利用する場合にあっては、法令の規定に基づく事

務所毎に一の利用者とすることができます。 

 

（利用申請及び利用者登録） 

第３条 埋管まっぷの利用を希望する者（以下「申請者」という。）は、本規約に同意の上、

この規約に従い利用者登録をすることで利用できるものとします。 

２ 埋管まっぷの利用申請及び利用にあたっては、Ｅメールアドレス（フリーメールアドレ

スを除きます。）が必要となります。また、当該アドレスは利用者が業務上利用している

ものとします。 

３ 利用申請に必要となる一切の費用はすべて申請者の負担となります。また、申請内容誤

り、重複申請などにより利用者登録が完了できなかった場合に要した費用についても、す

べて申請者の負担となります。 

４ 利用申請後、当局において申請内容の確認を行った上で利用者の登録を行い、ＩＤと仮

パスワードを発行し利用者に通知します。なお、申請内容の確認をした結果、利用者登録

ができない場合はその旨を通知します。 

５ 申請者から当局に提出された書類についてはいかなる場合も返却できません。 



（利用者情報等に関する管理） 

第４条 利用者は利用管理責任者を定め、ＩＤとパスワードを当該責任者の下で適切に管

理した上で、複数人での同時とならないように埋管まっぷを利用するものとします。また

登録したＥメールアドレスについても適切に管理し、利用者以外がＥメールの送受信等

を行うことができないように管理するものとします。 

２ パスワードはいずれも半角の数字、英大文字、英小文字を全て使用した 10 桁以上にて

設定するものとします。なお、パスワードに有効期限はありません。 

３ 登録した利用者情報に変更が生じた場合、利用者は速やかに利用者情報の修正を行うも

のとします。 

４ 利用者は、廃業等により利用者の条件を満たさなくなった場合又はＩＤ等の漏えいの可

能性がある場合には、直ちに上下水道局給排水設備課まで連絡し、ＩＤの失効手続をとら

なければなりません。 

５ 前項の失効手続が申請されなかった場合は、前項のＩＤにより行われた埋管まっぷの

利用については、全て利用者の意思によるものとみなします。 

６ ＩＤの有効期限は登録から５年とします。なお、５年を経過する前に当局からの通知に

従って、必要な手続を行うことで有効期限を５年間更新することができるものとします。 

７ 一定期間埋管まっぷの利用がない場合には、当局から利用継続の意思確認をＥメールに

て行います。この場合、利用者は継続して利用する場合は E メールにてその意思表示を

行うものとします。一定期間内に継続利用の意思表示が確認できない場合には当局は利

用者のＩＤを削除することができるものとします。 

 

（利用者の責任） 

第５条 利用者は、埋管まっぷを利用するために必要となる適切な機器、ソフトウェア、通

信回線等を利用者の責任と負担において準備するものとします。 

２ 利用者は、埋管まっぷの利用にあたり、自己の使用に係る機器について、ウィルス感染

防止等必要なセキュリティ対策に努めなければなりません。 

３ 利用者は、当局が埋管まっぷで提供する上下水道埋設管図（以下「埋管図」といいます。）

の記載内容を、凡例を参考にし、十分に理解した上で埋管まっぷを利用するものとします。 

４ 利用者は、個人情報が含まれている埋管図の取扱いについて十分に注意し、埋管まっぷ

よりＰＤＦ出力した埋管図が不要になった際は、シュレッダーで細断するなど復元不可

能となるように適切に処分しなければなりません。なお、利用者はＰＤＦ出力以外の方法

で埋管図の出力を行うことを禁止します。 

５ 不動産取引（不動産鑑定を含みます。）又は給排水設備工事を行うにあたって埋管まっぷ

及び埋管図を利用する場合は、現地調査時の参考資料として利用するものとし、それ以外

の目的で利用することを禁止します。 

６ 給排水設備工事を行うにあたっては、当局が定める給水工事施行基準、排水設備要覧及



び関係要綱等に従って事前協議等の手続を行うものとします。 

 

（利用方法等） 

第６条 埋管まっぷへログインするためには、正しい組み合わせのＩＤとパスワードによ

り発行される認証コードがログイン毎に必要となります。なお、認証コードは登録されて

いる利用者のＥメールアドレスに送付されるものとします。 

２ 認証コードの有効時間は 10 分間とします。 

３ 埋管まっぷへログイン後、15 分経過後においても引き続き埋管まっぷを利用する場合

には、利用継続メッセージに同意することが必要となります。なお、当該メッセージに一

度同意した後も、15 分経過する毎において同様とします。 

４ 次条第１項に定める利用終了時間の 10 分前までにログインしている場合は、利用終了

時間の 10 分前から利用終了のお知らせメッセージが画面上に表示されます。また利用終

了時間になると強制ログアウトされるものとします。 

 

（利用時間） 

第７条 埋管まっぷの利用時間は、名古屋市の休日を定める条例（平成３年名古屋市条例第

36 号）に規定する休日（以下「休日」といいます。）を除く午前７時から午後１１時まで

とします。 

２ 前項の規定にかかわらず、当局は、次の各号に掲げる場合においては、利用者へ事前の

通知を行うことなく、埋管まっぷの利用を停止又は制限できるものとします。 

（１）アクセスが著しく集中した場合 

（２）埋管まっぷに重大な不具合が生じ、緊急にシステムメンテナンスを行う場合 

（３）前２号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由により埋管まっぷの利用を停止又は制

限する必要が生じた場合 

 

（利用環境等） 

第８条 埋管まっぷを利用するには、Microsoft Edge、Mozilla Firefox、Google Chrome の

最新版が必要になります。 

２ 埋管まっぷでは、JavaScript を利用しています。お使いのブラウザの設定で「JavaScript」

の機能を有効にすることが必要になります。 

３ 埋管まっぷでは、Cookie を利用しています。お使いのブラウザの設定で「Cookie」の機

能を有効にすることが必要になります。 

４ 埋管まっぷでは、PDF を利用しています。ご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader 

DC」が必要です。 

５ 埋管まっぷで提供する住所検索情報は、国土交通省の「位置参照情報ダウンロードサー

ビス」をもとに編集・加工したものです。 



出典：「位置参照情報ダウンロードサービス」（国土交通省）（https://nlftp.mlit.go.jp/isj/） 

６ 埋管まっぷの道路・地形については、各市町に承認を得た以下の都市計画基本図等を使

用しています。 

（１）名古屋市内は、一般財団法人道路管理センター道路管理システムデータベース（道路・

地形データベースに限る）を利用し、加工したものです。 

（２）清須市内は、1/2,500 清須市都市計画基本図（承認番号４清須都第４９５号）を利用

し、加工したものです。 

（３）北名古屋市内は、1/2,500 北名古屋市都市計画基本図（承認番号４北都第２３５号）

を利用し、加工したものです。 

（４）あま市内は、1/2,500 あま市都市計画基本図（承認番号４あ都第１８８号）を利用し、

加工したものです。 

（５）大治町内は、1/2,500 大治町都市計画基本図（承認番号４大都整第３０８号）を利用

し、加工したものです。 

 

（上下水道埋管図） 

第９条 当局は埋管まっぷで提供する上下水道埋管図で、上下水道埋設管のできる限り正

確な情報を提供できるように努めておりますが、その内容を保証するものではありませ

ん。また、埋管図は現地での詳細な測量に基づき作成したものではないため、土地境界等

の特定や、地権者間の権利関係を確認する目的には利用できません。 

２ 埋管図は作成時の情報に基づくものであるため、現況と異なる場合があります。この場

合は、現況を優先してください。 

３ 埋管図の情報を利用者がご利用になる場合は、埋管図を参考に必ず現地での調査を行っ

てください。 

４ 埋管図の記載内容は、当局が定めた内容とします。 

５ 当局は、利用者への事前の通知を行うことなく埋管図の記載内容を変更できるものとし

ます。 

 

（禁止事項） 

第 10 条 埋管まっぷの利用に当たっては、次に掲げる行為を禁止します。これらの禁止事

項に違反し、第三者又は当局に対し損害を与えた場合は、その責めを負わなければなりま

せん。 

（１）法令または本規約等に違反すること。 

（２）自身を偽り、又は他人を装って不正に埋管まっぷにアクセスすること。 

（３）埋管まっぷの管理及び運営を故意に妨害し、若しくはウィルス等により埋管まっぷを

破壊し、又はこれを試みること。 

（４）自身のログインＩＤ及びパスワードを第三者に提供及び貸与すること。 



（５）埋管図を当局が定める理由とは別の目的に利用すること。 

（６）埋管まっぷの全部又は一部を第三者に頒布、転載、送信その他の方法で提供すること。 

（７）埋管まっぷに含まれる埋管図等の修正、複製、改ざん、販売等をすること。 

（８）前各号に掲げる場合のほか、当局が不適切と判断すること。 

２ 当局は、前項各号のいずれかに該当する行為があったことが明らかに認められる場合又

はこれに該当する行為があると疑うに足りる相当な理由がある場合は、事前の通知を行

うことなく、利用者の埋管まっぷ利用停止等必要な措置を講ずることができるものとし

ます。 

 

 

（問合せ方法） 

第 11 条 埋管まっぷの操作方法、技術的な不明事項等についての問合せは、上下水道局営

業部給排水設備課に、電話又はメールにより行うものとします。 

２ 埋管図の記載内容についての問合せは、給排水設備課又は当該地域を所管する営業所セ

ンター・営業所の窓口にて対面で行うものとします。 

３ 前２項の問合せの受付時間は、休日を除く午前８時 45 分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時 15 分までです。 

 

（個人情報の取扱い） 

第 12 条 当局は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）その他関連法

令及び名古屋市個人情報保護条例（平成 17 年名古屋市条例第 26 号）その他関連規程（以

下「個人情報保護関連規程」と総称します。）に基づき、個人情報の保護を行います。 

２ 当局は、個人情報保護関連規程で定める場合を除き、当局が保有する個人情報（以下「保

有個人情報」といいます。）の目的外利用を行うこと及び第三者への提供をすることは一

切ありません。 

３ 当局は、保有個人情報を取り扱う範囲は必要最小限とし、個人情報保護関連規程の規定

に違反して保有個人情報を漏らした者には、法令等に基づく罰則を適用します。 

 

（免責事項） 

第 13 条 当局は、その責めに帰すべき事由がある場合を除き、利用者が埋管まっぷを利用

したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害について、その

損害が直接的又は間接的かを問わず、一切の責任を負いません。 

２ 当局は、その責めに帰すべき事由がある場合を除き、埋管まっぷの停止、中止、中断等

により発生した利用者の損害について、一切の責任を負いません。 

３ 当局は、利用者への事前の通知又は承諾なく、埋管まっぷの全部又は一部について、変

更又は終了することができるものとします。 



 

（利用規約の変更） 

第 14 条 当局は、必要があると認めるときは、利用者への事前の通知を行うことなく、本

規約を変更することができるものとします。 

２ 本規約の変更後に利用者が埋管まっぷを利用したときは、利用者は、変更後の利用規約

に同意したものとみなします。 

 

（著作権） 

第 15 条 埋管まっぷが利用者に対し提供するコンテンツ、図面等に係る著作権は、当局に

帰属するものであり、著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）その他関連法令によって保護

されています。 

 

（準拠法及び合意管轄裁判所） 

第 16 条 本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとしま

す。 

２ 埋管まっぷの利用に関連して当局と利用者との間に生ずる全ての訴訟については、名古

屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

 

 

附則 

本規約は、令和 3 年 4 月 1 日から施行します。 

 

附則 

本規約は、令和 4 年 3 月 29 日から施行します。 


