○ 厚生 労働 省 令第 五十 七号

水道 法の 一部 を 改正 する 法 律（ 平成 三十 年 法律 第九 十 二号 ）の 施 行に 伴い 、 水道 法（ 昭和 三 十二 年法 律 第

百 七十 七号 ）第 五 条の 三第 五 項、 第十 一条 第 一項 （同 法 第三 十 一条 にお いて 準 用す る場 合 を含 む。 ）、 第 十

四 条 第三 項、 第二 十 二条 の二 第 一項 （同 法第 三 十一 条及 び 第三 十 四条 第一 項に お いて 準用 す る場 合を 含む 。

）、 第 二十 二条 の 三第 二項 、第 二 十二 条の 四 第二 項、 第 二十 四条 の 二並 びに 第二 十 四条 の五 第 一項 及び 第三

加藤

勝信

項 第十 号 並び に第 二 十四 条の 六第 二 項（ これ ら の規 定を 同 法第 三十 一 条に おい て 準用 する 場合 を 含む 。） 並

厚生 労働 大 臣

びに 第 三十 四条 の二 の 規定 に基 づ き、 水道 法施 行 規則 の 一部 を改 正す る 省令 を次 の よう に定 める 。
令 和元 年 九月 三十 日

水 道法 施行 規 則の 一部 を 改正 する 省令

水道 法施 行規 則 （昭 和三 十 二年 厚生 省令 第 四十 五号 ） の一 部 を次 のよ うに 改 正す る。
次 の表 のよ う に改 正す る。

改

正

後

目次
第一 章 水 道事 業
第一 節 事業の 認可 等（第 一条― 第十 七条 の十二 ）
第二 節・ 第三 節 （ 略）
第 二章 ～第五 章 （ 略）
附則
（水道 基盤 強化 計画の 作成の 要請 ）
第一条 の二 市町 村の 区域 を超え た広域 的な 水道事 業者 等（水 道法
（昭 和三十 二年 法律 第百七 十七号 。以 下「法 」と いう 。）第 二条
の二 第一項 に規 定す る水道 事業 者等を いう 。）の 間の 連携等 （同
条第 二項 に規定 する 連携 等をい う。 ）を推 進しよ うと する二 以上
の 市町村 は、 法第五 条の 三第五 項の 規定に より 都道府 県に対 し同
条 第一 項に規 定する 水道 基盤強 化計 画（ 以下「 水道基 盤強 化計画
」 とい う。） を定 めるこ とを要 請す る場 合にお いて は、法 第五 条
の 二第 一項 に規定 する基 本方 針に基 づい て当 該要請 に係 る水道 基
盤強化 計画 の素案 を作 成して 、こ れを提 示し なけ ればな らない 。
（認 可申請 書の 添付 書類等 ）
第一 条の三 法 第七条 第一 項に規 定す る厚 生労働 省令で 定め る書類
及び 図面 は、次 に掲 げる ものと する 。

改

正

前

（傍線部分は改正部分）

目次
第一 章 水道事 業
第 一節 事業 の認 可等（ 第一 条―第 十七条 の四 ）
第 二節 ・第三 節 （略 ）
第二章 ～第五 章 （略）
附則

（新 設）

２

（認可 申請書 の添 付書類 等）
第 一条 の二 水道法 （昭 和三十 二年 法律 第百七 十七号 。以 下「法 」
と いう。 ）第 七条第 一項 に規定 する 厚生労 働省 令で定 める 書類 及
び図 面は 、次の 各号 に掲げ るも のとす る。
一～十 （略 ）
（ 略）

２

第六 条 法 第八 条第二 項に 規定 する技 術的 細目の うち、 同条 第一 項
第二 号に 関する もの は、次 に掲げ るも のとす る。

一 ～十 （略 ）
（略 ）

第六条 法第 八条 第二 項に規 定す る技術 的細目 のう ち、 同条第 一項
第二号 に関 する ものは 、次 に掲げ るもの とす る。

一 ～七 （略 ）
八 水 道基 盤強化 計画 が定め られて いる 地域 にあつ ては 、当該 計
画と整 合性の とれ たもの であ るこ と。
九～十 二 （略 ）

（変 更認 可申請 書の 添付 書類等 ）
第 八条 第一 条の 二第一 項の 規定は 、法 第十条 第二 項にお いて 準用
す る法 第七条 第一項 に規 定す る厚生 労働 省令で 定める 書類 及び 図
面につ いて準 用す る。こ の場 合に おいて 、第一 条の 二第一 項中 「
各号」 とあ るのは 「各号 （給 水区 域を拡 張し ようと する 場合に あ
つて は第四 号及び 第八 号を除 き、 給水 人口を 増加 させよ うとす る
場合 にあつ ては 第三号 、第 四号及 び第 八号を 除き 、給水 量を 増加
させ よう とする 場合 にあつ ては第 三号 を除き 、水 源の 種別又 は取
水地 点を 変更し よう とする 場合 にあつ ては 第二号 、第 三号、 第五
号及 び第 六号を 除き 、浄 水方法 を変 更しよ うとす る場 合に あつて
は 第二号 、第 三号、 第四 号、 第五号 及び第 六号 を除く 。） 」と 、
同 項第 九号中 「除く 。） 」と あるの は「 除く。 ）であ つて 、新 設
、増設 又は改 造さ れるも の」 と、 同項第 十号中 「配 水管」 とあ る
のは「 配水 管であ つて、 新設 、増 設又は 改造 される もの 」とそ れ
ぞれ 読み替 えるも のと する。
２・ ３ （ 略）

一～ 七 （略）
八 広域的 水道 整備計 画が定 めら れて いる地 域に あつて は、当 該
計画 と整 合性の とれた もの であ ること 。
九～十 二 （ 略）

（ 新設 ）

（変 更認可 申請 書の 添付書 類等 ）
第八 条 第一条 の三 第一項 の規定 は、 法第 十条第 二項 におい て準用
す る法第 七条 第一項 に規 定する 厚生 労働省 令で 定める 書類及 び図
面 につ いて準 用する 。こ の場合 にお いて 、第一 条の三 第一 項中「
次 に」 とある のは 「次の 各号 （給水 区域 を拡張 しよ うとす る場 合
に あつ ては 第四号 及び 第八号 を除き 、給 水人 口を増 加さ せよう と
する場 合に あつ ては第 三号、 第四 号及び 第八 号を 除き、 給水量 を
増加さ せよ うと する場 合に あつて は第三 号を 除き 、水源 の種 別又
は取 水地点 を変 更し ようと する場 合に あつて は第 二号 、第三 号、
第五 号及び 第六 号を 除き、 浄水 方法を 変更 しよう とす る場合 にあ
つて は第 二号か ら第 六号 までを 除く 。）に 」と、 同項 第九号 中「
除 く。） 」と あるの は「 除く。 ）で あつて 、新 設、増 設又は 改造
さ れる もの」 と、同 項第 十号中 「配 水管 」とあ るのは 「配 水管で
あ つて 、新設 、増 設又は 改造さ れる もの 」とそ れぞ れ読み 替え る
も のと する 。
２・３ （略 ）
（事 業の休 廃止 の許 可の申 請）
第八 条の三 法 第十一 条第 一項の 許可 を申 請する 水道事 業者 は、申
請書 に、 休廃止 計画 書及 び次に 掲げ る書類 （図面 を含 む。） を添
え て、厚 生労 働大臣 に提 出しな けれ ばなら ない 。
一 水 道事業 の休止 又は 廃止に より 公共 の利益 が阻害 され るおそ
れ がない こと を証 する書 類
休 止又 は廃止 する給 水区 域を明 らか にす る地図
地 方公 共団体 以外 の水道 事業 者（給 水人 口が 令第四 条で定 め
る基準 を超 えるも のに限 る。 ）で ある場 合は 、当該 水道事 業の
二
三

給 水区域 をそ の区 域に含 む市 町村に 協議し たこ とを証 する 書類
２ 前 項の申 請書 には 、次に 掲げる 事項 を記載 しな けれ ばなら ない
。
一 申 請者 の住 所及び 氏名 （法人 又は組 合に あつ ては、 主た る事
務所 の所在 地及び 名称 並びに 代表 者の 氏名）
二 水道事 務所 の所 在地
３ 第一 項の休 廃止 計画書 には、 次に 掲げ る事項 を記 載しな ければ
な らない 。
一 休 止又は 廃止す る給 水区域
二 休 止又は 廃止 の予定 年月 日
三 休 止又 は廃止 する 理由
四 水 道事 業の 全部又 は一部 を休 止する 場合 にあ つては 、事業 の
全部又 は一 部の再 開の予 定年 月日
五 水道事 業の 一部 を廃止 する場 合に あつて は、 当該 廃止後 の給
水区 域、給 水人 口及び 給水 量
水道 事業の 一部 を廃 止する 場合 にあつ ては、 当該 廃止後 の給
水人 口及 び給 水量の 算出根 拠
六

（ 事業 の休廃 止の 許可の 基準）
第 八条 の四 厚生 労働大 臣は 、水道 事業 の全部 又は 一部 の休止 又は
廃止に より 公共の 利益 が阻害 され るおそ れが ない と認め られる と
きでな けれ ば、 法第十 一条 第一項 の許可 をし ては ならな い。
（布 設工事 監督 者の 資格）
第九 条 令第五 条第 一項第 六号の 規定 によ り同項 第一 号から 第五号
ま でに掲 げる 者と同 等以 上の技 能を 有する と認 められ る者は 、次
の とお りとす る。
一 令 第五条 第一 項第一 号又は 第二 号の 卒業者 であ つて、 学校 教
育 法（ 昭和二 十二 年法律 第二 十六号 ）に 基づく 大学院 研究 科に
おいて 一年以 上衛 生工学 若し くは 水道工 学に関 する 課程を 専攻
した後 、又 は大学 の専攻 科に おい て衛生 工学 若しく は水道 工学

（新 設）

（布 設工 事監督 者の 資格 ）
第 九条 令第 四条 第一項 第六号 の規 定に より同 項第 一号か ら第 五号
ま でに 掲げる 者と同 等以 上の 技能を 有す ると認 められ る者 は、 次
のとお りとす る。
一 令 第四 条第一 項第一 号又 は第 二号の 卒業 者であ つて 、学校 教
育法 （昭和 二十二 年法 律第 二十六 号） に基づ く大 学院研 究科 に
おい て一年 以上 衛生工 学若 しく は水道 工学 に関す る課程 を専 攻
した 後、 又は大 学の 専攻科 にお いて 衛生工 学若し くは 水道工 学

に 関する 専攻 を修 了した 後、 同項第 一号の 卒業 者にあ つて は一
年 （簡 易水道 の場 合は、 六箇 月）以 上、 同項第 二号の 卒業 者に
あつて は二年 （簡 易水道 の場 合は 、一年 ）以上 水道 に関す る技
術上の 実務 に従事 した経 験を 有す る者
二 外国の 学校 にお いて、 令第五 条第 一項第 一号 若し くは第 二号
に規 定する 課程 及び学 科目 又は第 三号 若し くは第 四号に 規定 す
る課 程に 相当す る課 程又は 学科目 を、 それ ぞれ当 該各 号に規 定
する 学校 にお いて修 得する 程度 と同等 以上 に修 得した 後、そ れ
ぞれ 当該 各号 に規定 する 最低経 験年 数（簡 易水 道の場 合は 、そ
れ ぞれ当 該各 号に 規定す る最 低経験 年数の 二分 の一） 以上 水道
に 関す る技術 上の 実務に 従事 した経 験を 有する 者
（ 略）
三

（法 第十四 条第 二項 各号を 適用す るに ついて 必要 な技 術的細 目）
第十 二条 法第 十四条 第三 項に規 定す る技 術的細 目のう ち、 地方公
共団 体が 水道事 業を 経営 する場 合に 係る同 条第二 項第 一号に 関す
る ものは 、次 に掲げ るも のとす る。
（ 削る ）
一 料 金が 、イに 掲げる 額と ロに掲 げる 額の 合算額 から ハに掲 げ
る額を 控除し て算 定され た額 を基 礎とし て、合 理的 かつ明 確な
根拠に 基づ き設定 された もの であ ること 。
イ （略）
ロ 支払利 息と 資産維 持費 （水道 施設 の計 画的な 更新等 の原 資
とし て内 部留保 すべ き額を いう 。） との合 算額
ハ （略 ）
二 第 十七条 の四第 一項 の試算 を行 つた 場合に あつて は、 前号イ
か らハま でに 掲げ る額が 、当該 試算 に基づ き、 算定時 から おお
む ね三 年後か ら五 年後ま での 期間に つい て算定 された もの であ
ること 。
前 号に 規定 する場 合に あつて は、料 金が 、同 号の期 間ご との
三

に関す る専 攻を修 了し た後 、同項 第一号 の卒 業者に あつ ては 一
年（ 簡易水 道の 場合は 、六 箇月） 以上 、同項 第二 号の卒 業者 に
あつ ては 二年（ 簡易水 道の 場合 は、一 年） 以上水 道に関 する 技
術 上の実 務に従 事し た経験 を有 する 者
二 外国 の学校 にお いて、 令第 四条第 一項 第一号 若し くは第 二号
に 規定 する課 程及び 学科 目又は 第三 号若し くは 第四号 に規 定す
る 課程 に相当 する 課程又 は学 科目を 、それ ぞれ 当該 各号に 規定
す る学 校にお いて 修得 する程 度と同 等以 上に修 得し た後 、それ
ぞれ当 該各号 に規 定す る最低 経験 年数（ 簡易水 道の 場合 は、そ
れぞれ 当該 各号に 規定 する 最低経 験年数 の二 分の一 ）以 上水 道
に関 する技 術上の 実務 に従 事した 経験 を有す る者
（略）
三

（法 第十 四条第 二項 各号を 適用 するに つい て必要 な技 術的細 目）
第 十二 条 法 第十四 条第 三項に 規定 する 技術的 細目の うち 、同条 第
二 項第一 号に 関する もの は、 次に掲 げるも のと する。

一 料金 が、お おむ ね三年 を通じ 財政 の均衡 を保 つこ とがで きる
よ う設 定され たも のであ ること 。
二 料金が 、イに 掲げ る額と ロに 掲げ る額の 合算 額から ハに掲 げ
る額 を控除 して 算定さ れた 額を 基礎と して 、合理 的かつ 明確 な
根拠 に基 づき設 定さ れたも ので ある こと。
イ （略 ）
ロ 支 払利息 と資産 維持 費との 合算 額
ハ （略）
（新設 ）

（新 設）

適 切な時 期に 見直 しを行 うこ ととさ れてい るこ と。
四 第 二号 に規定 する 場合以 外の場 合に あつ ては、 料金 が、お お
むね三 年を通 じ財 政の均 衡を 保つ ことが できる よう 設定さ れた
もので ある こと。
五 （略）

（ 略）

第十 二条 の二 法第 十四条 第三項 に規 定す る技術 的細 目のう ち、地
方 公共団 体以 外の者 が水 道事業 を経 営する 場合 に係る 同条第 二項
第 一号 に関す るもの は、 次に掲 げる もの とする 。
一 料 金が、 イに 掲げる 額と ロに掲 げる 額の合 算額 からハ に掲 げ
る 額を 控除し て算 定され た額 を基礎 とし て、合 理的か つ明 確な
根拠に 基づき 設定 された もの であ ること 。
イ 人 件費 、薬品 費、動 力費 、修 繕費、 受水 費、減 価償 却費、
資産 減耗費 、公 租公 課、そ の他営 業費 用の合 算額
ロ 事業報 酬の 額
ハ 営業 収益の 額か ら給水 収益を 控除 した 額
二 第十 七条 の四第 一項 の試算 を行 つた場 合に あつて は、前 号イ
及び ハに 掲げ る額が 、当 該試算 に基づ き、 算定 時から おお むね
三 年後か ら五 年後 までの 期間に つい て算定 され たもの であ るこ
と。
三 前 号に 規定す る場 合にあ つて は、料 金が 、同 号の期 間ごと の
適切な 時期 に見直 しを行 うこ とと されて いる こと。
四 第二号 に規 定す る場合 以外の 場合 にあつ ては 、料 金が、 おお
むね 三年を 通じ 財政の 均衡 を保つ こと がで きるよ う設定 され た
もの であ ること 。
五 料金 が、 水道の 需要 者相互 の間 の負担 の公 平性、 水利用 の合
理性 及び 水道 事業の 安定 性を勘 案して 設定 され たもの であ るこ
と。
第十二 条の三 ～第 十二 条の六

（ 略）

（新 設）

三
（ 新設 ）

第十 二条の 二～ 第十二 条の 五

（略）

（ 水道 技術管 理者 の資格 ）
第 十四 条 令 第七 条第 一項第 四号の 規定 により 同項 第二 号及び 第三
号に掲 げる 者と 同等以 上の技 能を 有する と認 めら れる者 は、次 の
とおり とす る。
一 令第五 条第 一項 第一号 、第三 号及 び第四 号に 規定 する学 校に
おい て、工 学、 理学、 農学 、医学 及び 薬学 に関す る学科 目並 び
にこ れら に相当 する 学科目 以外の 学科 目を 修めて 卒業 した（ 当
該学 科目 を修 めて学 校教育 法に 基づく 専門 職大 学の前 期課程 （
以下 この 号及 び第四 十条 第二号 にお いて「 専門 職大学 前期 課程
」 という 。） を修 了した 場合 を含む 。）後 、同 項第一 号に 規定
す る学 校の卒 業者 につい ては 五年（ 簡易 水道及 び一日 最大 給水
量が千 立方メ ート ル以下 であ る専 用水道 （以下 この 号及び 次号
におい て「 簡易水 道等」 とい う。 ）の場 合は 、二年 六箇 月）以
上、 同項第 三号に 規定 する学 校の 卒業 者（専 門職 大学前 期課程
の修 了者を 含む 。次号 にお いて同 じ。 ）に ついて は七年 （簡 易
水道 等の 場合は 、三 年六箇 月）以 上、 同項 第四号 に規 定する 学
校の 卒業 者に ついて は九年 （簡 易水道 等の 場合 は、四 年六箇 月
）以 上水 道に 関する 技術 上の実 務に従 事し た経 験を有 する 者
二 外 国の学 校に おいて 、令第 七条 第一 項第二 号に 規定す る学 科
目 又は 前号に 規定 する学 科目 に相当 する 学科目 を、そ れぞ れ当
該各号 に規定 する 学校に おい て修 得する 程度と 同等 以上に 修得
した後 、そ れぞれ 当該各 号の 卒業 者ごと に規 定する 最低 経験年
数（ 簡易水 道等の 場合 は、そ れぞ れ当 該各号 の卒 業者ご とに規
定す る最低 経験 年数の 二分 の一） 以上 水道 に関す る技術 上の 実
務に 従事 した経 験を 有する 者
（略 ）
三

（ 水道 施設の 維持 及び修 繕）
第 十七 条の二 法 第二十 二条 の二第 一項 の厚生 労働 省令 で定め る基
準は、 次の とおり とす る。
一 水 道施 設の 構造、 位置 、維持 又は修 繕の 状況 その他 の水 道施

（水道 技術 管理者 の資 格）
第十 四条 令第 六条第 一項 第四号 の規 定によ り同 項第二 号及 び第 三
号に 掲げ る者と 同等以 上の 技能を 有す ると認 めら れる者 は、 次の
とお りと する。
一 令第 四条第 一項 第一号 、第 三号及 び第 四号に 規定 する学 校に
お いて 、工学 、理学 、農 学、医 学及 び薬学 に関 する学 科目 並び
に これ らに相 当す る学科 目以 外の学 科目を 修め て卒 業した （当
該 学科 目を修 めて 学校 教育法 に基づ く専 門職大 学の 前期 課程（
以下こ の号及 び第 四十 条第二 号に おいて 「専門 職大 学前 期課程
」とい う。 ）を修 了し た場 合を含 む。） 後、 同項第 一号 に規 定
する 学校の 卒業者 につ いて は五年 （簡 易水道 及び 一日最 大給 水
量が 千立方 メー トル以 下で ある 専用水 道（ 以下こ の号及 び次 号
にお いて 「簡易 水道 等」と いう 。） の場合 は、二 年六 箇月） 以
上 、同項 第三 号に規 定する 学校 の卒 業者（ 専門 職大学 前期課 程
の 修了 者を含 む。次 号に おいて 同じ 。）に つい ては七 年（ 簡易
水 道等 の場合 は、 三年六 箇月 ）以上 、同項 第四 号に 規定す る学
校 の卒 業者に つい ては 九年（ 簡易水 道等 の場合 は、 四年 六箇月
）以上 水道に 関す る技 術上の 実務 に従事 した経 験を 有す る者
二 外 国の 学校に おいて 、令 第六 条第一 項第 二号に 規定 する学 科
目又 は前号 に規定 する 学科 目に相 当す る学科 目を 、それ ぞれ 当
該各 号に規 定す る学校 にお いて 修得す る程 度と同 等以上 に修 得
した 後、 それぞ れ当 該各号 の卒 業者 ごとに 規定す る最 低経験 年
数 （簡易 水道 等の場 合は、 それ ぞれ 当該各 号の 卒業者 ごとに 規
定 する 最低経 験年数 の二 分の一 ）以 上水道 に関 する技 術上 の実
務 に従 事した 経験 を有す る者
（ 略）
三

（新 設）

設 の状況 （次 号に おいて 「水 道施設 の状況 」と いう。 ）を 勘案
し て、 流量、 水圧 、水質 その 他の水 道施 設の運 転状態 を監 視し
、及び 適切な 時期 に、水 道施 設の 巡視を 行い、 並び に清掃 その
他の当 該水 道施設 を維持 する ため に必要 な措 置を講 ずる こと。
二 水道施 設の 状況 を勘案 して、 適切 な時期 に、 目視 その他 適切
な方 法によ り点 検を行 うこ と。
三 前号 の点検 は、 コン クリー ト構 造物（ 水密性 を有 し、水 道施
設の 運転 に影 響を与 えない 範囲 におい て目 視が 可能な ものに 限
る。 次項 及び 第三項 にお いて同 じ。 ）にあ つて は、お おむ ね五
年 に一回 以上 の適 切な頻 度で 行うこ と。
四 第 二号 の点検 その 他の方 法によ り水 道施 設の損 傷、 腐食そ の
他の劣 化その 他の 異状が ある こと を把握 したと きは 、水道 施設
を良好 な状 態に保 つよう に、 修繕 その他 の必 要な措 置を 講ずる
こと 。
２ 水道事 業者 は、前 項第 二号の 点検 （コ ンクリ ート構 造物 に係る
もの に限 る。） を行 つた 場合に 、次 に掲げ る事項 を記 録し、 これ
を 次に点 検を 行うま での 期間保 存し なけれ ばな らない 。
一 点 検の年 月日
二 点 検を実 施し た者の 氏名
三 点 検の 結果
３ 水 道事業 者は 、第 一項第 二号 の点検 その他 の方 法に よりコ ンク
リート 構造 物の 損傷、 腐食 その他 の劣化 その 他の 異状が ある こと
を把 握し、 同項 第四 号の措 置（修 繕に 限る。 ）を 講じ た場合 には
、そ の内容 を記 録し 、当該 コン クリー ト構 造物を 利用 してい る期
間保 存し なけれ ばな らな い。

一

（ 水道 施設台 帳）
第 十七条 の三 法 第二十 二条の 三第 一項に 規定 する 水道施 設の 台帳
は 、調 書及 び図面 をもつ て組 成する もの とす る。
調 書には 、少 なく とも次 に掲 げる事 項を記 載す るも のとす る。
導 水管 きよ 、送水 管及 び配水 管（次 号及 び次 項にお いて 「管
２

（新設 ）

路 等」と いう 。） にあつ ては 、その 区分、 設置 年度、 口径 、材
質 及び 継手形 式（ 以下こ の号 におい て「 区分等 」とい う。 ）並
びに区 分等ご との 延長
二 水 道施 設（ 管路等 を除 く。） にあつ ては 、そ の名称 、設 置年
度、 数量、 構造又 は形 式及 び能力
３ 図面は 、一 般図及 び施 設平面 図を 作成 するほ か、必 要に 応じ、
その 他の 図面を 作成 する ものと し、 水道施 設につ き、 少なく とも
次 に掲げ ると ころに より 記載す るも のとす る。
一 一 般図は 、次に 掲げ る事項 を記 載し た地形 図とす るこ と。
イ 市町 村名 及び その境 界線
ロ 給 水区域 の境 界線
ハ 主 要な水 道施 設の位 置及 び名 称
ニ 主 要な 管路等 の位置
ホ 方位、 縮尺、 凡例 及び作 成の 年月 日
二 施設平 面図 は、 次に掲 げる 事項を 記載 したも のと するこ と。
イ 前号 （ロを 除く 。）に 掲げる 事項
ロ 管路 等の 位置、 口径及 び材 質
ハ 制水 弁、 空気弁 、消 火栓、 減圧弁 及び 排水 設備の 位置 及び
種類
ニ 管 路等以 外の 施設の 名称 、位置 及び 敷地の 境界線
ホ 付 近の道 路、 河川、 鉄道 等の 位置
三 一 般図 、施 設平面 図又 はその 他の図 面の いず れかに おい て、
次に 掲げる 事項を 記載 するこ と。
イ 管路等 の設 置年度 、継 手形式 及び 土か ぶり
ロ 制水 弁、空 気弁 、消火 栓、減 圧弁 及び 排水設 備の 形式及 び
口径
ハ 止水 栓の 位置
ニ 道路 、河 川、 鉄道等 を架空 横断 する管 路等 の構造 形式 、条
数 及び 延長
調 書及び 図面 の記 載事項 に変 更があ つたと きは 、速 やかに 、こ
れを訂 正し なけ ればな らな い。
４

（ 水道 事業 に係る 収支 の見通 しの作 成及 び公 表）
第十七 条の四 水 道事 業者は 、法 第二十 二条の 四第 二項 の収支 の見
通しを 作成 する に当た り、 三十年 以上の 期間 （次 項にお いて 「算
定期 間」と いう 。） を定め て、そ の事 業に係 る長 期的 な収支 を試
算す るもの とす る。
２ 前項 の試算 は、 算定期 間にお ける 給水 収益を 適切 に予測 すると
と もに、 水道 施設の 損傷 、腐食 その 他の劣 化の 状況を 適切に 把握
又 は予 測した 上で水 道施 設の新 設、 増設 又は改 造（当 該状 況によ
り 必要 となる 水道 施設の 更新 に係る もの に限る 。） の需要 を算 出
す るも のと する。
３ 前 項の需 要の 算出 に当た つて は、水 道施設 の規 模及 び配置 の適
正化、 費用 の平 準化並 びに 災害そ の他非 常の 場合 におけ る給 水能
力を 考慮す るも のと する。
４ 水道事 業者 は、第 一項 の試算 に基 づき 、十年 以上を 基準 とした
合理 的な 期間に つい て収 支の見 通し を作成 し、こ れを 公表す るよ
う 努めな けれ ばなら ない 。
５ 水道 事業 者は、 収支 の見通 しを作 成し たと きは、 おお むね三 年
か ら五 年ごと に見 直すよ う努め なけ れば ならな い。
（情報 提供 ）
第十七 条の 五 法 第二 十四 条の二 の規定 によ る情報 の提 供は、 第一
号か ら第六 号ま でに 掲げる ものに あつ ては毎 年一 回以 上定期 に（
第一 号の水 質検 査計 画にあ つて は、毎 事業 年度の 開始 前に） 、第
七号 及び 第八号 に掲 げる ものに あつ ては必 要が生 じた ときに 速や
か に、水 道の 需要者 の閲 覧に供 する 等水道 の需 要者が 当該情 報を
容 易に 入手す ること がで きるよ うな 方法 で行う ものと する 。
一 （ 略）
二 水 道事 業の実 施体制 に関 する事 項（ 法第 二十四 条の 三第一 項
の規定 による 委託 及び法 第二 十四 条の四 第一項 の規 定によ る水
道施設 運営 権の設 定の内 容を 含む 。）

（新 設）

（情 報提供 ）
第十 七条 の二 法第 二十四 条の 二の 規定に よる情 報の 提供は 、第 一
号か ら第 六号ま でに 掲げる もの にあつ ては毎 年一 回以 上定期 に（
第一 号の 水質検 査計 画に あつて は、毎 事業 年度の 開始 前に ）、第
七 号及び 第八 号に掲 げる ものに あつ ては必 要が 生じた とき に速 や
か に、 水道の 需要者 の閲 覧に 供する 等水 道の需 要者が 当該 情報 を
容易に 入手す るこ とがで きる よう な方法 で行う もの とする 。
一 （ 略）
二 水道事 業の実 施体 制に関 する 事項 （法第 二十 四条の 三第一 項
の規 定によ る委 託の内 容を 含む 。）

三 ～八

（略 ）

（略 ）

（委託 契約 書の 記載事 項）
第十七 条の 六 令 第九 条第 三号ハ に規定 する 厚生労 働省 令で定 める
事項 は、委 託に 係る 業務の 実施体 制に 関する 事項 とす る。
第十 七条 の七
（ 業務 の委託 に関す る特 例）
第 十七条 の八 法 第二十 四条 の三第 六項の 規定 によ り水道 管理 業務
受 託者 を水 道事業 者と みなし て法第 二十 条第 三項た だし 書、第 二
十二条 及び 第二 十二条 の二第 一項 の規定 を適 用す る場合 におけ る
第十五 条第 八項 、第十 七条 第一項 並びに 第十 七条 の二第 二項 及び
第三 項の規 定の 適用 につい ては、 これ らの規 定中 「水 道事業 者」
とあ るのは 、「 水道 管理業 務受 託者」 とす る。
（ 水道施 設運 営権の 設定 の許可 の申 請）
第十 七条 の九 法第 二十 四条の 五第一 項に 規定 する厚 生労 働省令 で
定 める 書類（ 図面 を含む 。）は 、次 に掲 げるも のと する。
一 申 請者 が水道 施設運 営権 を設定 しよ うと する民 間資 金等の 活
用によ る公共 施設 等の整 備等 の促 進に関 する法 律（ 平成十 一年
法律第 百十 七号） 第二条 第五 項に 規定す る選 定事業 者（ 以下「
選定 事業者 」とい う。 ）の定 款又 は規 約
二 水道施 設運 営等 事業の 対象 となる 水道 施設の 位置 を明ら かに
する 地図
（ 水道 施設運 営等事 業実 施計画 書）
第 十七条 の十 法 第二十 四条の 五第 三項第 十号 の厚 生労働 省令 で定
め る事 項は 、次に 掲げる もの とする 。
一 選 定事 業者が 水道 施設運 営等 事業を 適正 に遂 行する に足り る
専門的 能力 及び経 理的基 礎を 有す るもの であ ること を証す る書

三～八

（ 略）

（ 略）

（委 託契 約書の 記載事 項）
第 十七条 の三 令第 七条第 三号 ハに 規定す る厚生 労働 省令で 定め る
事項 は、 委託に 係る 業務の 実施 体制に 関す る事項 とす る。
第 十七 条の四

（新設 ）

（新設 ）

（新設 ）

類
二 水 道施 設運営 等事 業の対 象とな る水 道施 設の維 持管 理及び 計
画的な 更新に 要す る費用 の予 定総 額及び その算 出根 拠並び にそ
の調達 方法 並びに 借入金 の償 還方 法
三 水道施 設運 営等 事業の 対象と なる 水道施 設の 利用 料金の 算出
根拠
水道 施設運 営等 事業 の実施 によ る水道 の基盤 の強 化の効 果
契約 終了 時の措 置
四
五
（ 水道 施設運 営権 の設定 の許 可基準 ）
第 十七 条の十 一 法第 二十四 条の六 第二 項に規 定す る技 術的細 目の
うち、 同条 第一 項第一 号に関 する ものは 、次 に掲 げるも のとす る
。
一 水道施 設運 営等 事業の 対象と なる 水道施 設及 び当 該水道 施設
に係 る業務 の範 囲が、 技術 上の観 点か ら合 理的に 設定さ れ、 か
つ、 選定 事業者 を水 道施設 運営権 者と みな した場 合の 当該選 定
事業 者と 水道 事業者 の責任 分担 が明確 にさ れて いるこ と。
二 水 道施設 運営権 の存 続期間 が水 道に より供 給され る水 の需要
、 水道施 設の 維持 管理及 び更新 に関 する長 期的 な見通 しを 踏ま
え たも のであ り、 かつ、 経常 収支が 適切 に設定 できる よう 当該
期間が 設定さ れた もので ある こと 。
三 水 道施 設運 営等事 業の 適正を 期する ため に、 水道事 業者 が選
定事 業者を 水道施 設運 営権者 とみ なし た場合 の当 該選定 事業者
の業 務及び 経理 の状況 を確 認する 適切 な体 制が確 保され 、か つ
、当 該確 認すべ き事 項及び 頻度が 具体 的に 定めら れて いるこ と
。
四 災 害その 他非常 の場 合にお ける 水道 事業者 及び選 定事 業者に
よ る水道 事業 を継 続する ための 措置 が、水 道事 業の適 正か つ確
実 な実 施のた めに 適切な もの である こと 。
水 道施 設運営 等事 業の継 続が 困難と なつ た場 合にお ける水 道
事業者 が行 う措置 が、水 道事 業の 適正か つ確 実な実 施のた めに
五

（新 設）

適 切なも ので ある こと。
六 選 定事 業者の 工事 費の調 達、借 入金 の償 還、給 水収 益及び 水
道施設 の運営 に要 する費 用等 に関 する収 支の見 通し が、水 道施
設運営 等事 業の適 正かつ 確実 な実 施のた めに 適切な もの である
こと 。
七 水道施 設運 営等 事業に 関す る契約 終了 時の措 置が 、水道 事業
の適 正か つ確実 な実 施のた めに適 切な もの である こと 。
八 選定 事業 者が水 道施 設運営 等事 業を適 正に 遂行す るに足 りる
専門 的能 力及 び経理 的基 礎を有 する もので ある こと。
２ 法第 二十 四条 の六第 二項 に規定 する技 術的 細目 のうち 、同 条第
一 項第 二号 に関す るも のは、 選定事 業者 を水 道施設 運営 権者と み
なして 次条 の規 定によ り第十 二条 の二各 号及 び第 十二条 の四各 号
の規定 を適 用す ること とし たなら ばこれ に掲 げる 要件に 適合 する
こと とする 。
３ 法第二 十四 条の六 第二 項に規 定す る技 術的細 目のう ち、 同条第
一項 第三 号に関 する もの は、水 道施 設運営 等事業 の実 施によ り、
当 該水道 事業 におけ る水 道施設 の維 持管理 及び 計画的 な更新 、健
全 な経 営の確 保並び に運 営に必 要な 人材 の確保 が図ら れる ことと
す る。
（水道 施設 運営等 事業 に関す る特 例）
第十七 条の 十二 法第 二十 四条の 八第二 項の 規定に より 水道施 設運
営権 者を水 道事 業者 とみな して法 第十 四条第 三項 及び 第五項 、第
二十 条第三 項た だし 書、第 二十 二条、 第二 十二条 の二 第一項 並び
に第 二十 二条の 四第 二項 の規定 を適 用する 場合に おけ る第十 二条
か ら第十 二条 の四ま で、 第十二 条の 六、第 十五 条、第 十七条 、第
十 七条 の二及 び第十 七条 の四の 規定 の適 用につ いては 、第 十二条
第 一号 中「料 金」 とある のは「 料金 （水 道施設 運営 権者が 自ら の
収 入と して 収受す る水道 施設 の利用 に係 る料 金を含 む。 第三号 か
ら第五 号ま で、次 条か ら第十 二条 の四ま で及 び第 十二条 の六に お
いて同 じ。 ）」 と、第 十五 条第八 項、第 十七 条第 一項、 第十 七条

（新 設）

の 二第 二項及 び第 三項並 びに 第十七 条の 四第一 項中 「水道 事業 者
」 とあ るの は「水 道施 設運営 権者」 と、 同条 第二項 中「 更新」 と
あるの は「 更新 （民間 資金等 の活 用によ る公 共施 設等の 整備等 の
促進に 関す る法 律（平 成十 一年法 律第百 十七 号） 第二条 第六 項に
規定 する運 営等 とし て行う ものに 限る 。）」 とす る。
（変 更の 届出）
第三 十四 条 （略）
２ 法第 二十 五条の 七の 規定に より 変更の 届出 をしよ うと する者 は
、 当該 変更の あつ た日か ら三 十日以 内に 様式第 十に よる届 出書 に
次 に掲 げる 書類を 添え て、水 道事業 者に 提出 しなけ れば ならな い
。
一・二 （ 略）
（事 業の運 営の 基準 ）
第三 十六 条 法 第二 十五条 の八に 規定 する 厚生労 働省 令で定 める給
水 装置工 事の 事業の 運営 に関す る基 準は、 次に 掲げる ものと する
。
一 ～四 （略 ）
五 次 に掲 げる行 為を行 わな いこと 。
イ 令 第六条 に規 定する 基準 に適 合しな い給水 装置 を設置 する
こと。
ロ （略）
（略）
六

（ 法第二 十八 条第一 項各 号を適 用す るにつ いて 必要な 技術的 細目
）
第 五十一 条の 二 法第二 十八条 第二 項に規 定す る技 術的細 目の うち
、 同条 第一 項第一 号に関 する ものは 、次 に掲 げるも のと する。
一～四 （ 略）
五 水 道基 盤強 化計画 が定 められ ている 地域 にあ つては 、当 該計

（略）

（ 変更の 届出 ）
第 三十 四条 （略 ）
２ 第 二十 五条 の七の 規定に より 変更の 届出 をしよ うと する者 は、
当該変 更の あつた 日から 三十 日以 内に様 式第 十によ る届 出書に 次
に掲 げる書 類を添 えて 、水道 事業 者に 提出し なけ ればな らない 。
一・ 二

（事 業の 運営の 基準 ）
第 三十 六条 法第 二十五 条の 八に規 定す る厚生 労働 省令で 定め る給
水 装置 工事の 事業の 運営 に関 する基 準は 、次の 各号に 掲げ るも の
とする 。
一～四 （ 略）
五 次に掲 げる行 為を 行わな いこ と。
イ 令第五 条に 規定す る基 準に 適合し ない 給水装 置を設 置す る
こと 。
ロ （略 ）
（略 ）
六

（ 法第 二十八 条第一 項各 号を 適用す るに ついて 必要な 技術 的細 目
）
第五十 一条 の二 法第 二十 八条第 二項に 規定 する技 術的 細目 のうち
、同 条第一 項第一 号に 関する もの は、 次に掲 げる ものと する。
一～ 四 （ 略）
五 広域 的水道 整備 計画が 定めら れて いる地 域に あつ ては、 当該

画 と整合 性の とれ たもの であ ること 。
六 ～八 （ 略）

給水 区域 、給水 人口

給水区 域

給 水区域

給 水量

給水対 象

給水対 象

第 二十七 条第 五項第 三
号
第三十 条第 二項
第二十 七条 第五項 第七
号
第三十 一条 にお いて準
用す る法第 十一 条第 一
項
給 水対象

第十 一条 第一項

第十 条第二 項
第七 条第五 項第 八号

給 水人口 及び 給水 量

（準用 ）
第五 十二条 第三 条、 第四 条、第 八条 の三（ 第一 項第三 号を除 く。
）か ら第十 一条 まで 、第十 五条 から第 十七 条の三 （第 三項第 一号
ロを 除く 。）ま で、 第十 七条の 四及 び第十 七条の 五（ 第五号 を除
く 。）か ら第 十七条 の十 二まで の規 定は、 水道 用水供 給事業 につ
い て準 用する 。この 場合 におい て、 次の 表の上 欄に掲 げる 規定中
同 表の 中欄に 掲げ る字句 は、 それぞ れ同 表の下 欄に 掲げる 字句 に
読 み替 える ものと する 。
第三条 第 第 七条 第五項 第三 号
一項
第四 条
第八 条の
三第 一項
第 八条 の
三第一 項
第二号
第八 条の
三第 三項
第一 号
第八 条の
三第 三項
第 五号
第 八条 の
三第三 項
第六号

計画と 整合 性のと れた もの である こと。
六～ 八 （ 略）

（準 用）
第 五十二 条 第三条 、第四 条、 第九 条から 第十 一条ま で及び 第十 五
条か ら第 十七条 の四 まで の規定 は、 水道用 水供給 事業 につ いて準
用 する。 この 場合に おい て、 第三条 第一項 中「 法第七 条第 五項 第
三 号」 とある のは「 法第 二十 七条第 五項 第三号 」と、 「法 第十 条
第二項 」とあ るの は「法 第三 十条 第二項 」と、 第四 条中「 法第 七
条第五 項第 八号」 とある のは 「法 第二十 七条 第五項 第七 号」と 、
第十 一条中 「水道 施設 （給水 装置 を含 む。） 」と あるの は「水 道
施設 」と 、第十 五条 第一項 第二号 中「 給水栓 」と ある のは「 当該
水道 用水 供給事 業者 が水を 水道 事業者 に供 給する 場所 」と、 第十
五 条の二 中「法 第二 十条 の二」 とあ るのは 「法 第三十 一条 におい
て 準用す る法 第二十 条の 二」 と、同 条第三 号中 「法第 二十 条の 三
各号」 とあ るのは 「法第 三十 一条 におい て準 用する 法第二 十条 の
三各号 」と、 同条 第四号 中「 法第 二十条 の四第 一項 第一号 」と あ
るのは 「法 第三十 一条に おい て準 用する 法第 二十条 の四 第一項 第
一号 」と 、同号 ロ⑴中 「前 条第一 項第 一号」 とあ るのは 「第 五十
二条 におい て準 用する 前条 第一項 第一 号」と 、同 条第五 号中 「法
第二 十条 の四第 一項 第二号 」とあ るの は「法 第三 十一 条にお いて
準用 する 法第二 十条 の四第 一項 第二号 」と 、同条 第六 号中「 法第
二十 条の 四第一 項第 三号 イ」と ある のは「 法第三 十一 条に おいて
準 用する 法第 二十条 の四 第一 項第三 号イ」 と、 同条第 七号 中「 法
第 二十 条の四 第一項 第三 号ロ 」とあ るの は「法 第三十 一条 にお い
て準用 する法 第二 十条の 四第 一項 第三号 ロ」と 、「 第十五 条の 四
第六号 」と あるの は「第 五十 二条 におい て準 用する 第十 五条の 四
第六 号」と 、「同 条第 七号イ から ルま で」と ある のは「 第五十 二
条に おいて 準用 する第 十五 条の四 第七 号イか らル まで」 と、 同条
第九 号ロ 中「法 第二 十条の 四第一 項第 三号イ 」と ある のは「 法第
三十 一条 におい て準 用する 法第 二十条 の四第 一項 第三 号イ」 と、

第十条 第
一項

第 八条の
四

第十 三条 第一項

第十三 条第一 項

第 十一条 第一 項

第 二十条 の四 第一 項第一
号

第二 十条 の三各 号

第二 十条の 二

第 二十 条第三 項た だし 書

第二 十条 第三 項

給水 栓

水 道施設 （給 水装 置を含
む 。）
第 二十 条第一 項

第十 一条

第十五 条
第一項
第十 五条
第一 項第
二号
第十 五条
第 七項第
五号
第十五 条
第八項
第十 五条
の二
第十 五条
の二 第三
号
第 十五 条
の二第 四
号

第三 十一 条にお いて 準
用 する法 第十一 条第 一
項
第 三十 一条に おい て準
用する 法第 十三条 第一
項
第三十 一条 にお いて準
用す る法第 十三 条第 一
項
水 道施設
第 三十一 条に おいて 準
用 する 法第二 十条 第一
項
当該水 道用 水供給 事業
者が水 道用 水を 水道事
業者に 供給 する 場所
第三 十一条 にお いて 準
用す る法 第二十 条第 三
項
第 三十一 条に おいて 準
用 する 法第二 十条 第三
項ただ し書
第三十 一条 におい て準
用する 法第 二十 条の二
第三十 一条 にお いて準
用す る法第 二十 条の 三
各号
第 三十一 条にお いて 準
用 する法 第二 十条の 四
第 一項 第一号

「第 十五条 の四 第三号 」とあ るの は「 第五十 二条 におい て準用 す
る第 十五 条の四 第三号 」と 、同号 ハ中 「第十 五条 の四第 四号 」と
ある のは 「第五 十二 条に おいて 準用す る第 十五条 の四 第四 号」と
、第 十五 条の三 中「 法第二 十条 の五第 一項 」とあ るの は「 法第三
十一 条に おいて 準用 する 法第二 十条 の五第 一項」 と、 同条 第一号
中 「前 条各号 」と あるの は「 第五十 二条 におい て準 用する 前条 各
号 」と 、「同 条第七 号」 とあ るのは 「第 五十二 条にお いて 準用 す
る前 条第七 号」と 、第 十五条 の四 中「 法第二 十条の 六第 二項」 と
ある のは「 法第 三十一 条にお いて 準用 する法 第二 十条の 六第 二項
」と 、同条 第四 号ハ中 「法 第二十 条の 十四」 とあ るのは 「法 第三
十一 条に おいて 準用 する法 第二十 条の 十四」 と、 第十 五条の 五第
一項 中「 法第二 十条 の七」 とある のは 「法第 三十 一条 におい て準
用す る法 第二十 条の 七」と 、同 条第二 項中 「第十 五条 の二第 八号
」 とある のは 「第五 十二 条に おいて 準用す る第 十五条 の二 第八 号
」 と、第 十五 条の六 第一 項中 「法第 二十条 の八 第二項 」と ある の
は 「法 第三十 一条に おい て準 用する 法第 二十条 の八第 二項 」と 、
同項第 八号中 「法 第二十 条の 十第 二項第 二号及 び第 四号」 とあ る
のは「 法第 三十一 条にお いて 読み 替えて 準用 する法 第二 十条の 十
第二 項第二 号及び 第四 号」と 、同 条第 二項中 「法 第二十 条の八 第
一項 前段」 とあ るのは 「法 第三十 一条 におい て準 用する 法第 二十
条の 八第 一項前 段」 と、同 条第三 項中 「法第 二十 条の 八第一 項後
段」 とあ るのは 「法 第三十 一条 におい て準 用する 法第 二十条 の八
第 一項後 段」 と、第 十五 条の 七中「 法第二 十条 の九」 とあ るの は
「 法第三 十一 条にお いて 準用 する法 第二十 条の 九」と 、第 十五 条
の 八中 「法第 二十条 の十 第二 項第三 号」 とある のは「 法第 三十 一
条にお いて読 み替 えて準 用す る法 第二十 条の十 第二 項第三 号」 と
、第十 五条 の九中 「法第 二十 条の 十第二 項第 四号」 とあ るのは 「
法第 三十一 条にお いて 読み替 えて 準用 する法 第二 十条の 十第二 項
第四 号」と 、第 十五条 の十 第二項 中「 法第二 十条 の十四 」と ある
のは 「法 第三十 一条 におい て準用 する 法第二 十条 の十 四」と 、同
項第 九号 中「第 十五 条の四 第四 号ハ」 とある のは 「第 五十二 条に

第 十五条
の 二第 五
号
第十五 条
の二 第六
号

第 十五条
の 二第 七
号
第十五 条
の二 第九
号ロ
第十 五条
の三
第 十五条
の四
第十五 条
の四 第四
号ハ
第十 五条
の五 第一
項
第 十五条
の 六第 一
項
第十五 条

第 二十条 の四 第一 項第二
号
第二十 条の四 第一 項第 三
号イ
同号 ハ

第 二十条 の四 第一 項第三
号ロ
第二十 条の四 第一 項第 三
号イ
第二 十条 の五第 一項

第 二十条 の六 第二項

第二十 条の十 四

第二 十条 の七

第 二十条 の八 第二項

第二十 条の十 第二 項第 二

第三 十一 条にお いて 準
用 する法 第二十 条の 四
第 一項第 二号
第 三十 一条に おい て準
用する 法第 二十条 の四
第一項 第三 号イ
法第三 十一 条に おいて
準用 する法 第二 十条 の
四第 一項 第三号 ハ
第三 十一 条にお いて 準
用 する法 第二十 条の 四
第 一項第 三号 ロ
第 三十 一条に おい て準
用する 法第 二十条 の四
第一項 第三 号イ
第三十 一条 にお いて準
用する 法第 二十 条の五
第一 項
第三 十一 条にお いて 準
用 する法 第二十 条の 六
第二項
第 三十 一条に おい て準
用する 法第 二十条 の十
四
第三十 一条 にお いて準
用する 法第 二十 条の七
第三 十一 条にお いて 準
用 する法 第二十 条の 八
第 二項
第 三十 一条に おいて 準

おい て準用 する 第十五 条の四 第四 号ハ 」と、 同項 第十号 中「第 十
五条 の四 第七号 ハ」と ある のは「 第五 十二条 にお いて準 用す る第
十五 条の 四第七 号ハ 」と、 同項第 十一 号中「 第十 五条 の四第 七号
ニ」 とあ るのは 「第 五十二 条に おいて 準用 する第 十五 条の 四第七
号ニ 」と それぞ れ読 み替 えるも のと する。

の 六第一
項 第八 号

号 及び第 四号

第 二十 条の十 第二 項第 三
号

第二十 条の八 第一 項前 段

第十五 条
の六 第二
項
第十 五条
の六 第三
項
第 十五条
の七
第十五 条
の八
第二 十条の 十第 二項第 四
号

第二 十二 条

第二 十一条 第二 項

第 二十 一条第 一項

第二 十条 の十 四

第 二十条 の九

第二 十条 の八第 一項後 段

第十 五条
の九
第十 五条
の 十第二
項
第十六 条
第一項 及
び第 二項
第十 六条
第四 項
第十 七条

第 十 七 条 給水 栓
第一項 第
三号

用す る法 第二十 条の 十
第 二項第 二号及 び第 四
号
第 三十 一条に おい て準
用する 法第 二十条 の八
第一項 前段
第三十 一条 にお いて準
用す る法第 二十 条の八
第一 項後段
第三 十一 条にお いて 準
用 する法 第二十 条の 九
第 三十一 条に おいて 準
用 する 法第二 十条 の十
第二項 第三 号
第三十 一条 におい て準
用する 法第 二十 条の十
第二 項第四 号
第三 十一条 にお いて 準
用す る法 第二十 条の 十
四
第 三十一 条に おいて 準
用 する 法第二 十一 条第
一項
第三十 一条 におい て準
用する 法第 二十 一条第
二項
第三 十一条 にお いて 準
用 する法 第二 十二条
当該水道用水供給事業
者 が水道 用水 を水道 事
業 者に 供給す る場所

第 十七条
の 二第 一
項
第十七 条
の三 第一
項
第十 七条
の三 第三
項第 三号
ハ
第 十七 条
の四第 一
項
第十 七条
の五
第十 七条
の五 第二
号

第十 七条
の五 第七
号
第 十七条
の七
第十七 条

第 二十二 条の 二第 一項

第二十 二条の 三第 一項

止水 栓の 位置

第 二十二 条の 四第 二項

第二十 四条 の二

第二 十四 条の三 第一 項の
規定 によ る委 託及び 法第
二 十四条 の四 第一項 の規
定 によ る水道 施設 運営権
の設定 の内容

第二 十条 第一項

第 二十四 条の 三第二 項

第二十 四条の 三第 六項

第三 十一 条にお いて 準
用 する法 第二十 二条 の
二 第一項
第 三十 一条に おい て準
用する 法第 二十二 条の
三第一 項
当該水 道用 水供 給事業
者が 水道用 水を 水道事
業者 に供給 する 場所
第 三十一 条にお いて 準
用 する法 第二 十二条 の
四 第二 項
第三十 一条 におい て準
用する 法第 二十四 条の
二
第三十 一条 にお いて準
用す る法第 二十 四条 の
三第 一項 の規定 によ る
委 託及び 法第 三十一 条
に おい て準用 する法 第
二十四 条の 四第一 項の
規定に よる 水道施 設運
営権の 設定 の内 容
第三十 一条 にお いて準
用する 法第 二十 条第一
項
第三 十一 条にお いて 準
用 する法 第二十 四条 の
三第二 項
第 三十 一条に おいて 準

第二 十四条 の五 第一項

の八

第十 七条
の九
第二 十四 条の 五第三 項第
十号

第二十 条第三 項た だし 書

第十 七条
の十
第 二十 四条の 六第 二項

第二 十四条 の八 第二項

同条第 一項第 三号

第二 十四 条の 六第二 項

同条 第一項 第一 号

第十七 条
の十一 第
一項

第十 七条
の 十一第
三項

第十 七条
の十 二

第十 四条 第三 項

用す る法 第二十 四条 の
三 第六 項
第 三十 一条に おいて 準
用する 法第 二十条 第三
項ただ し書
第三十 一条 におい て準
用する 法第 二十 四条の
五第 一項
第三 十一条 にお いて 準
用す る法 第二十 四条 の
五 第三 項第十 号
第 三十一 条に おいて 準
用 する 法第二 十四 条の
六第二 項
法第三 十一 条に おいて
準用 する法 第二 十四 条
の六 第一項 第一 号
第三 十一条 にお いて 準
用す る法 第二十 四条 の
六 第二項
法 第三 十一条 におい て
準用す る法 第二十 四条
の六第 一項 第三号
第三十 一条 におい て準
用する 法第 二十 四条の
八第 二項
第三 十一条 にお いて 準
用 する法 第十 四条第 三
項

第十三 条第一 項

第三 十四 条第一 項に お
い て準用 する法 第十 三
条第一 項
第 三十 四条第 一項 にお
いて準 用す る法第 十三
条第一 項
給水の 施設
第三十 四条 第一 項にお
いて 準用す る法 第二 十
条第 一項
第 三十四 条第一 項に お
い て準用 する 法第二 十
条 第三 項
第三十 四条 第一項 にお
いて準 用す る法第 二十
条第 三項た だし 書
第三十 四条 第一 項にお
いて 準用す る法 第二 十
条 の二
第 三十四 条第一 項に お
い て準用 する 法第二 十
条 の三 各号

（ 準用 ）
第 五十 四条 第三 条、 第十条 、第十 一条 、第十 五条 から 第十七 条の
二まで 、第 十七 条の六 及び第 十七 条の七 の規 定は 、専用 水道に つ
いて準 用す る。 この場 合に おいて 、次の 表の 上欄 に掲げ る規 定中
同表 の中欄 に掲 げる 字句は 、それ ぞれ 同表の 下欄 に掲 げる字 句に
読み 替える もの とす る。
第三 条
第七 条第 五項第 三号（ 法 第三十 三条 第四 項第三
第十 条第 二項 におい て準 号
用す る場 合を 含む。 ）
第 十三条 第一 項
第 十条第
一項

第十一 条

給水 装置
第二 十条 第一項

第 二十条 第三 項

第二 十条 の二

第二十 条第 三項た だし 書

第十 五条
の二

第 二十条 の三 各号

第十 五条
第一 項及
び 第二項
第 十五 条
第七項 第
五号
第十 五条
第八 項

第 十五 条
の二第 三
号

（準用 ）
第五 十四条 第 三条、 第十 条、第 十一 条、第 十五 条から 第十 七条 ま
で、 第十 七条の 三及び 第十 七条の 四の 規定は 、専 用水道 につ いて
準用 する 。この 場合 におい て、第 十一 条中「 給水 装置 」とあ るの
は「 給水 の施設 」と 、第十 五条 の二中 「法 第二十 条の 二」と ある
のは 「法 第三十 四条 にお いて準 用す る法第 二十条 の二 」と 、同条
第 三号 中「法 第二十 条の 三各 号」と ある のは「 法第三 十四 条に お
いて準 用す る法第 二十条 の三 各号 」と、 同条 第四号 中「法 第二 十
条の 四第一 項第一 号」 とある のは 「法 第三十 四条に おい て準用 す
る法 第二十 条の 四第一 項第一 号」 と、 同号ロ ⑴中 「前条 第一項 第
一号 」と あるの は「第 五十 四条に おい て準用 する 前条第 一項 第一
号」 と、 同条第 五号 中「 法第二 十条の 四第 一項第 二号 」と あるの
は「 法第 三十四 条に おいて 準用 する法 第二 十条の 四第 一項第 二号
」 と、同 条第 六号中 「法 第二 十条の 四第一 項第 三号イ 」と ある の
は 「法 第三十 四条 におい て準 用する 法第 二十条 の四 第一項 第三 号
イ 」と 、同条 第七 号中「 法第 二十 条の四 第一項 第三 号ロ」 とあ る
のは「 法第三 十四 条にお いて 準用 する法 第二十 条の 四第一 項第 三
号ロ」 と、 「第十 五条の 四第 六号 」とあ るの は「第 五十 四条に お
いて 準用す る第十 五条 の四第 六号 」と 、「同 条第 七号イ からル ま
で」 とある のは 「第五 十四 条にお いて 準用す る第 十五条 の四 第七
号イ から ルまで 」と 、同条 第九号 ロ中 「法第 二十 条の 四第一 項第
三号 イ」 とある のは 「法第 三十 四条に おい て準用 する 法第二 十条
の四 第一 項第三 号イ 」と 、「第 十五 条の四 第三号 」と ある のは「
第 五十四 条に おいて 準用 する 第十五 条の四 第三 号」と 、同 号ハ 中
「第十 五条の 四第 四号」 とあ るの は「第 五十 四条に おいて 準用 す
る第十 五条の 四第 四号」 と、 第十 五条の 三中「 法第 二十条 の五 第
一項」 とあ るのは 「法第 三十 四条 におい て準 用する 法第 二十条 の
五第 一項 」と、 同条第 一号 中「前 条各 号」と ある のは「 第五 十四
条に おいて 準用 する前 条各 号」と 、「 同条第 七号 」とあ るの は「
第五 十四 条にお いて 準用す る前条 第七 号」と 、第 十五 条の四 中「
法第 二十 条の六 第二 項」と ある のは「 法第三 十四 条に おいて 準用

第 十五条
の 二第 四
号
第十五 条
の二 第五
号
第十 五条
の二 第六
号

第十 五条
の二 第七
号
第十 五条
の二 第九
号ロ
第 十五 条
の三
第十 五条
の四
第十 五条
の四 第四
号ハ
第 十五 条
の五第 一
項

第 二十条 の四 第一 項第一
号
第二十 条の四 第一 項第 二
号
第二 十条 の四第 一項第 三
号イ
同 号ハ

第二十 条の 四第一 項第
三号 ロ
第二 十条 の四第 一項 第
三号 イ
第 二十条 の五 第一 項

第二十 条の 六第二 項

第二 十条 の十四

第 二十条 の七

第三 十四 条第一 項に お
い て準用 する法 第二 十
条 の四第 一項 第一号
第 三十 四条第 一項 にお
いて準 用す る法第 二十
条の四 第一 項第二 号
第三十 四条 第一 項にお
いて 準用す る法 第二十
条の 四第一 項第 三号 イ
法 第三十 四条第 一項 に
お いて 準用す る法第 二
十条の 四第一 項第 三号
ハ
第三十 四条 第一項 にお
いて準 用す る法第 二十
条の四 第一 項第 三号ロ
第三十 四条 第一 項にお
いて 準用す る法 第二 十
条の 四第 一項第 三号 イ
第 三十四 条第一 項に お
い て準用 する 法第二 十
条の五 第一 項
第三十 四条 第一項 にお
いて準 用す る法第 二十
条の 六第二 項
第三十 四条 第一 項にお
いて 準用す る法 第二 十
条の 十四
第 三十四 条第一 項に お
い て準用 する 法第二 十
条 の七

する 法第二 十条 の六第 二項」 と、 同条 第四号 ハ中 「法第 二十条 の
十四 」と あるの は「法 第三 十四条 にお いて準 用す る法第 二十 条の
十四 」と 、第十 五条 の五第 一項中 「法 第二十 条の 七」 とある のは
「法 第三 十四条 にお いて準 用す る法第 二十 条の七 」と 、同 条第二
項中 「第 十五条 の二 第八 号」と ある のは「 第五十 四条 にお いて準
用 する第 十五 条の二 第八 号」 と、第 十五条 の六 第一項 中「 法第 二
十 条の 八第二 項」と ある のは 「法第 三十 四条に おいて 準用 する 法
第二十 条の八 第二 項」と 、同 項第 八号中 「法第 二十 条の十 第二 項
第二号 及び 第四号 」と あるの は「 法第三 十四 条にお いて 読み替 え
て準 用する 法第 二十条 の十 第二項 第二 号及び 第四 号」と 、同 条第
二項 中「 法第二 十条 の八第 一項 前段」 とある のは 「法 第三十 四条
にお いて 準用す る法 第二 十条の 八第一 項前 段」と 、同 条第 三項中
「 法第二 十条の 八第 一項 後段」 とあ るのは 「法第 三十 四条 におい
て準 用す る法第 二十 条の 八第一 項後 段」と 、第十 五条 の七 中「法
第 二十条 の九 」とあ るの は「 法第三 十四条 にお いて準 用す る法 第
二 十条 の九」 と、第 十五 条の 八中「 法第 二十条 の十第 二項 第三 号
」とあ るのは 「法 第三十 四条 にお いて読 み替え て準 用する 法第 二
十条の 十第 二項第 三号」 と、 第十 五条の 九中 「法第 二十 条の十 第
二項 第四号 」とあ るの は「法 第三 十四 条にお いて 読み替 えて準 用
する 法第二 十条 の十第 二項 第四号 」と 、第十 五条 の十第 二項 中「
法第 二十 条の十 四」 とある のは「 法第 三十四 条に おい て準用 する
法 第二十 条の十 四」 と、 同項第 九号 中「第 十五条 の四 第四 号ハ」
とあ るの は「第 五十 四条 におい て準 用する 第十五 条の 四第 四号ハ
」 と、同 項第 十号中 「第 十五 条の四 第七号 ハ」 とある のは 「第 五
十四条 におい て準 用する 第十 五条 の四第 七号 ハ」と 、同項 第十 一
号中「 第十五 条の 四第七 号ニ 」と あるの は「第 五十 四条に おい て
準用す る第 十五条 の四第 七号 ニ」 と読み 替え るもの とす る。

第 十五条
の 六第 一
項
第十五 条
の六 第一
項第 八号
第十 五条
の六 第二
項
第 十五 条
の六第 三
項
第十 五条
の七

第 二十条 の八 第二 項

第二十 条の十 第二 項第 二
号及び 第四 号

第二 十条 の八第 一項 前段

第 二十条 の八 第一 項後段

第二十 条の 九

第 三十四 条第 一項に お
い て準 用する 法第 二十
条の十 第二 項第四 号

第二 十条 の十第 二項 第三
号

第 二十 条の十 第二 項第 四
号

第十 五条
の八

第二 十条 の十四

第三十 四条 第一 項にお
いて準 用す る法 第二十
条の 十四
第三 十四 条第一 項に お
い て準用 する法 第二 十
一 条第一 項
第 三十 四条第 一項に お

第三 十四 条第一 項に お
い て準用 する法 第二 十
条 の八第 二項
第 三十 四条第 一項 にお
いて準 用す る法第 二十
条の十 第二 項第二 号及
び第 四号
第三 十四条 第一 項にお
いて 準用す る法 第二 十
条の 八第 一項前 段
第 三十四 条第一 項に お
い て準用 する 法第二 十
条 の八 第一項 後段
第三十 四条 第一項 にお
いて準 用す る法第 二十
条の 九
第三十 四条 第一 項にお
いて 準用す る法 第二 十
条 の十第 二項 第三号

第十五 条
の九

第二十 一条第 二項

第 二十一 条第 一項

第十 五条
の十 第二
項
第 十六条
第 一項 及
び第二 項
第十六 条

第十七 条

第二 十二条 の二 第一項

第 二十 二条

第 四項

第十 七条
の二 第一
項
第 二十四 条の 三第 二項

いて 準用 する法 第二 十
一 条第 二項
第 三十四 条第 一項に お
いて準 用す る法第 二十
二条
第三十 四条 第一項 にお
いて準 用す る法 第二十
二条 の二第 一項

（管 理基 準）
第 五十 五条 法第三 十四 条の二 第一 項に 規定す る厚生 労働 省令で 定
め る基準 は、 次の各 号に 掲げ るもの とする 。
一 水 槽の 掃除を 一年 以内ご とに 一回、 定期 に、行 うこ と。
二～ 四 （ 略）

第 十七条
の七

（管 理基準 ）
第五 十五条 法 第三十 四条 の二第 一項 に規 定する 厚生労 働省 令で定
める 基準 は、次 に掲 げる ものと する 。
一 水槽 の掃 除を毎 年一 回以上 定期 に行う こと 。
二 ～四 （略 ）

２

第三 十四 条第一 項に お
い て準用 する法 第二 十
四条の 三第二 項

（ 検査 ）
第五十 六条 法第 三十 四条の 二第 二項の 規定に よる 検査 は、毎 年一
回以上 定期 に行 うもの とす る。
（略）

（検 査）
第五 十六条 法 第三十 四条 の二 第二項 の規 定によ る検査 は、 一年 以
内ご とに 一回と する 。
（略 ）

２

様 式第 十二 を 次の よう に改 め る。

様式第十二（第五十七条第一項関係）

（表

面）

水

道

法

検

査

証

（裏
第
令和
令和

号
年
年

月
月

写

日交付
日まで有効

真

官職又は職名
氏
名
生 年 月 日

厚生労働大臣印

備考

面）
この証明書を携帯する者は、水道法第二十条の十五（同法
第三十四条の四において準用する場合を含む。）の規定によ
り立入検査をする職権を行う者で、その関係条文は次のとお
りであります。
水道法（抄）
第二十条の十五 厚生労働大臣は、水質検査の適正な実施を
確保するため必要があると認めるときは、登録水質検査機
関に対し、業務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該
職員に、登録水質検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、
業務の状況若しくは検査施設、帳簿、書類その他の物件を
検査させることができる。
２ 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示
す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを
提示しなければならない。
３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められ
たものと解釈してはならない。
第三十四条の四 第二十条の二から第二十条の五までの規定
は第三十四条の二第二項の登録について、第二十条の六第
二項の規定は簡易専用水道の管理の検査について、第二十
条の七から第二十条の十六までの規定は第三十四条の二第
二項の登録を受けた者について、それぞれ準用する。この
場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に
掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替
えるものとする。
（略）
第 二 十 条 の 水質検査の
簡易専用水道の管理の検査の
十五第一項 検査施設
検査設備
（略）
第五十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十
万円以下の罰金に処する。
一・二 （略）
三 第二十条の十五第一項（第三十四条の四において準用す
る場合を含む。）の規定による報告をせず、若しくは虚偽
の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避した者

この様式は、A列6番の厚紙を用いて、中央の点線の所から二つ折にすること。

様 式第 十二 の 三を 次の よう に 改め る。

様式第十二の三（第五十七条第三項関係）
（表
面）
保護するために必要であり、かつ、適切であると認めると
きは、水道事業者又は水道用水供給事業者に対して、期間、
水量及び方法を定めて、水道施設内に取り入れた水を他の
水道事業者又は水道用水供給事業者に供給すべきことを命
ずることができる。
２ （略）
３ 第一項の場合において、都道府県知事が同項に規定する
権限に属する事務を行うことができないと厚生労働大臣が
認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該事務は厚生
労働大臣が行う。
４ 第一項及び前項の場合において、供給の対価は、当事者
間の協議によつて定める。協議が調わないとき、又は協議
をすることができないときは、都道府県知事が供給に要し
た実費の額を基準として裁定する。
５～７ （略）
８ 都道府県知事は、第一項及び第四項の事務を行うために
必要があると認めるときは、水道事業者若しくは水道用水
供給事業者から、事業の実施状況について必要な報告を徴
し、又は該当職員をして、事務所若しくは水道施設のある
場所に立ち入らせ、水道施設、水質、水圧、水量若しくは
必要な帳簿書類を検査させることができる。
９ 第三十九条第四項及び第五項の規定は、前項の規定によ
る都道府県知事の行う事務について準用する。この場合に
おいて 同条第四項中「前三項」とあり、及び同条第五項中
「第一項、第二項又は第三項」とあるのは「第四十条第八
項」と読み替えるものとする。
第五十五条 次の各号のいすれかに該当する者は、三十万円
以下の罰金に処する。
一・二 （略）
三 第三十九条第一項、第二項、第三項又は第四十条第八
項（第二十四条の八第一項（第三十一条において準用す
る場合を含む。）の規定により読み替えて適用する場合
を含む。）の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報
告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌
避した者
第五十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第
五十二条から第五十三条の二まで又は第五十四条から第五
十五条の二までの違反行為をしたときは、行為者を罰する
ほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科す
る。

水

道

法

検

査

証

(裏

面)
この証明書を携帯する者は、水道法第三十九条及び第四十
条の規定により立入検査をする職権を行う者で、その関係条
文は次のとおりであります。
第
号
水道法（抄）
令和
年
月
日交付
第三十九条 厚生労働大臣は、水道（水道事業等の用に供す
令和
年
月
日まで有効
るものに限る。以下この項において同じ。)の布設若しくは
管理又は水道事業若しくは水道用水供給事業の適正を確保
するために必要があると認めるときは、水道事業者若しく
は水道用水供給事業者から工事の施行状況若しくは事業の
実施状況について必要な報告を徴し、又は当該職員をして
水道の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立
写 真
ち入らせ、工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量
若しくは必要な帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的
記録の作成又は保存されている場合における当該電磁的記
録を含む。次項及び第四十条第八項において同じ。）を検
査させることができる。
２ 都道府県知事は、水道（水道事業等の用に供するものを
除く。以下この項において同じ。）の布設又は管理の適正
を確保するために必要があると認めるときは、専用水道の
設置者から工事の施行状況若しくは専用水道の管理につい
て必要な報告を徴し、又は当該職員をして水道の工事現場、
事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の
官職又は職名
施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳
氏
名
簿書類を検査させることができる。
３ 都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保する
生 年 月 日
ために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者
から簡易専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は
当該職員をして簡易専用水道の用に供する施設の在る場所
若しくは設置者の事務所に立ち入らせ、その施設、水質若
厚生労働大臣、
しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。
４ 前三項の規定により立入検査を行う場合には、当該職員
都道府県知事、
は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求
市長又は区長印
があつたときは、これを提示しなければならない。
５ 第一項、第二項又は第三項の規定による立入検査の権限
は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな
い。
第四十条 都 道 府 県 知 事 は 、 災 害 そ の 他 非 常 の 場 合 に お
いて、緊急に水道用水を補給することが公共の利益を
備考 この様式は、A列6番の厚紙を用いて、中央の点線の所から二つ折にすること

１

２

附

則

（施 行期 日）

こ の省 令は 、 水道 法の 一 部を 改正 する 法 律の 施行 の 日（ 令 和元 年十 月一 日 ）か ら施 行 する 。た だし 、 この

省 令 によ る改 正後 の 水道 法施 行 規則 第十 七条 の 三（ 同 令第 五十 二 条に おい て準 用 する 場合 を 含む 。） の規 定
は、 令 和四 年九 月 三十 日ま では 、 適用 しな い 。

（ 厚生 労 働省 の所 管 する 法令 の規 定 に基 づく 民 間事 業 者等 が行 う書 面 の保 存等 に おけ る情 報通 信 の技 術の 利
用に 関 する 省令 の一 部 改正 ）

厚 生 労働 省の 所管 す る法 令の 規 定に 基づ く民 間 事業 者 等が 行う 書 面の 保存 等に お ける 情報 通 信の 技術 の利

用に 関す る 省令 （平 成十 七 年厚 生労 働 省令 第四 十四 号 ）の 一 部を 次の 表 のよ うに 改正 す る。

改
別表 第一（ 第三条 及び 第四 条）
表一
（略 ）
水道 法（ 昭和三 十二
年法 律第 百七十 七号
）

正

後

第二十 条の 十第 一項（ 第二十 四条 の
三第 六項の 規定 により 水道 の管理 に
関す る技術 上の 業務 を委託 する 場合
又 は第 二十四 条の八 第二 項の 規定に
より水 道施設 運営 等事業 を実 施する
場合に おい て、当 該委託 され た業務
又は当 該水 道施設 運営 等事業 に係 る
業務の 範囲 内に おいて 、水 道管理 業
務受 託者又 は水 道施 設運営 権者を 水
道事 業者と 、受 託水 道業務 技術 管理
者又 は水 道施設 運営 等事 業技術 管理
者 を水道 技術 管理者 とみ なして 適用
す る場 合（第 三十一 条及 び第 三十四
条第一 項にお いて 準用す る場 合を含
む。） 並び に第三 十一条 及び 第三十
四条第 一項 におい て準 用する 場合 を
含む。 ）の 規定 による 財務 諸表等 の
保存
第二 十条の 十四 （第 二十四 条の 三第
六項 の規 定によ り水 道の 管理に 関す
る 技術上 の業 務を委 託す る場合 又は
第 二十 四条の 八第二 項の 規定 により
水道施 設運営 等事 業を実 施す る場合
におい て、 当該委 託され た業 務又は

改
別 表第一 （第 三条及 び第四 条）
表一
（ 略）
水 道法 （昭和 三十 二
年法律 第百七 十七 号
）

正

前

（ 傍線部 分は 改正部 分）

第二 十条 の十 第一項 （第 二十四 条の
三 第六項 の規 定に より水 道の管 理に
関 する技 術上 の業 務を委 託す る場合
にお いて、 当該委 託さ れた業 務の 範
囲内 におい て、 水道管 理業 務受託 者
を水 道事 業者と 、受 託水道 業務技 術
管理 者を 水道 技術管 理者と みな して
適用 する 場合 （第三 十一 条及び 第三
十 四条第 一項 にお いて準 用す る場合
を 含む 。以下 この 項にお いて 同じ。
）並び に第三 十一 条及び 第三 十四 条
第一項 にお いて準 用する 場合 を含 む
。） の規定 による 財務 諸表等 の保 存

第 二十 条の十 四（ 第二十 四条 の三第
六項の 規定に より 水道の 管理 に関 す
る技術 上の 業務を 委託す る場 合に お
いて 、当該 委託さ れた 業務の 範囲 内
にお いて、 水道 管理業 務受 託者を 水
道事 業者 と、受 託水 道業務 技術管 理

（ 略）
水 道法 施行規 則（昭
和三十 二年厚 生省 令
第四十 五号 ）

当 該水道 施設 運営等 事業 に係 る業務
の 範囲 内にお いて、 水道 管理 業務受
託者又 は水道 施設 運営権 者を 水道事
業者と 、受 託水道 業務技 術管 理者又
は水道 施設 運営等 事業 技術管 理者 を
水道技 術管 理者 とみな して 適用す る
場合 （第三 十一 条及 び第三 十四条 第
一項 におい て準 用す る場合 を含 む。
）並 びに 第三十 一条 及び 第三十 四条
第 一項に おい て準用 する 場合 を含む
。 ）の 規定に よる帳 簿の 保存
第二十 二条の 三（ 第二十 四条 の三第
六項の 規定 により 水道の 管理 に関す
る技術 上の 業務を 委託 する場 合又 は
第二十 四条 の八 第二項 の規 定によ り
水道 施設運 営等 事業 を実施 する場 合
にお いて、 当該 委託 された 業務 又は
当該 水道 施設運 営等 事業 に係る 業務
の 範囲内 にお いて、 水道 管理業 務受
託 者又 は水道 施設運 営権 者を 水道事
業者と 、受託 水道 業務技 術管 理者又
は水道 施設 運営等 事業技 術管 理者を
水道技 術管 理者と みな して適 用す る
場合（ 第三 十一 条にお いて 準用す る
場合 を含む 。） 及び 第三十 一条に お
いて 準用す る場 合を 含む。 ）の 規定
によ る水 道施設 の台 帳の 保管
（略 ）
第 十四条 の十四 の規 定に よる帳 簿の
備 付け

（略）
水道 法施行 規則（ 昭
和三 十二年 厚生 省令
第四 十五 号）

者を水 道技 術管理 者と みなし て適 用
する 場合並 びに 第三十 一条及 び第 三
十四 条第 一項に おいて 準用 する場 合
を含 む。 ）の規 定に よる帳 簿の保 存

（ 略）
第十四 条の 十四の 規定に よる 帳簿 の
備付 け

第 十七条 の二 第二項 （水 道法 第二十
四 条の 三第六 項の規 定に より 水道の
管理に 関する 技術 上の業 務を 委託す
る場合 又は 同法第 二十四 条の 八第二
項の規 定に より水 道施 設運営 等事 業
を実施 する 場合 におい て、 当該委 託
され た業務 又は 当該 水道施 設運営 等
事業 に係る 業務 の範 囲内に おい て、
水道 管理 業務受 託者 又は 水道施 設運
営 権者を 水道 事業者 と、 受託 水道業
務 技術 管理者 又は水 道施 設運 営等事
業技術 管理者 を水 道技術 管理 者とみ
なして 適用 する場 合（第 五十 二条及
び第五 十四 条にお いて 準用す る場 合
を含む 。） 並び に第五 十二 条及び 第
五十 四条に おい て準 用する 場合を 含
む。 ）の規 定に よる 記録の 保存
表 二～ 表四
（略 ）
別 表第二 （第 五条 、第六 条及び 第七 条関係 ）
（ 略）
生 活 衛 生 関 係 営 業 の （ 略）
運営の適正化及び振
興に 関する 法律
水道 法
第二十 二条 の三（ 第二十 四条 の三第
六項 の規定 によ り水 道の管 理に関 す
る技 術上の 業務 を委 託する 場合 又は
第二 十四 条の八 第二 項の 規定に より
水 道施設 運営 等事業 を実 施する 場合
に おい て、当 該業務 の範 囲内 におい
て、水 道管理 業務 受託者 又は 水道施
設運営 権者 を水道 事業者 と、 受託水

表二 ～表四
（略）
別表第 二（ 第五 条、第 六条 及び第 七条関 係）
（略 ）
生 活 衛 生 関 係 営 業 の （略）
運営 の適 正化及 び振
興に 関す る法 律
（新 設）

（略 ）
水道 法施 行規則

（略 ）

道 業務技 術管 理者又 は水 道施 設運営
等 事業 技術管 理者を 水道 技術 管理者
とみな して適 用す る場合 （第 三十一
条にお いて 準用す る場合 を含 む。）
及び第 三十 一条に おい て準用 する 場
合を含 む。 ）の 規定に よる 水道施 設
の台 帳の作 成
第十 五条第 八項 第一号 の規 定によ る
書 面での 委託 契約
第 十七 条の二 第二項 （水 道法 第二十
四条の 三第六 項の 規定に より 水道の
管理に 関す る技術 上の業 務を 委託す
る場合 又は 同法第 二十 四条の 八第 二
項の規 定に より 水道施 設運 営等事 業
を実 施する 場合 にお いて、 当該業 務
の範 囲内に おい て、 水道管 理業 務受
託者 又は 水道施 設運 営権 者を水 道事
業 者と、 受託 水道業 務技 術管理 者又
は 水道 施設運 営等事 業技 術管 理者を
水道技 術管理 者と みなし て適 用する
場合（ 第五 十二条 及び第 五十 四条に
おいて 準用 する場 合を 含む。 ）並 び
に第五 十二 条及 び第五 十四 条にお い
て準 用する 場合 を含 む。） の規定 に
よる 記録

（ 略）
水道法 施行規 則

（略）

第 十五条 第八 項第 一号の 規定に よる
書面で の委 託契約

