
Ⅰ 最近の水道行政の動向について 

 

 

１．地方分権について 

 
《委員会勧告と閣議決定の関係》 

 地方分権改革推進委員会の勧告を受け、平成 21年 12月 15日に「地方分権改

革推進計画」、平成 22年６月 22日に「地域主権戦略大綱」が閣議決定されてい

る。 

 それぞれの閣議決定を受けて地域主権一括法の第１弾が５月２日に、第２弾

が８月 30日に公布された。 

 
（１）地方分権改革推進計画関係の対応 

 
事業認可（水道法第 6 条、26 条）申請書類の簡素化 
水道法施行規則第１条の２を改正（平成２３年１０月３日公布 即日施行） 
●水道事業者が地方公共団体である場合、以下の書類の提出を不要とした。  

 水道事業経営を必要とする理由を記載した書類  

 水道事業経営に関する意志決定を証する書類 

     
●水道事業者が地方公共団体で、当該水道事業が他の水道事業を全部譲り受ける場合には、以下

の添付書類の提出を必要とした。  
 市町村の同意を得た書類  

 給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと 

 給水区域を明らかにする書類等 

 
認可を要しない軽微な変更（水道法第 10 条、30 条）の範囲拡大 

水道法施行規則第７条の２を改正（平成２３年１０月３日公布 即日施行） 
●水道施設の整備を伴わない変更のうち、給水区域の拡張又は給水人口若しくは給水量の増加に

係る変更について以下のいずれにも該当しない場合は軽微な変更とした。（範囲を拡大）  

 変更後の給水区域が他の水道事業の給水区域と重複するもの  

 変更後の給水人口と認可給水人口との差が認可給水人口の 1/10 を超えるもの（以前は

1/100かつ差が 5,000人以下）  

 変更後の給水量と認可給水量との差が認可給水量の 1/10 を超えるもの（以前は 1/100

かつ差が 2,500m3以下）  

●取水地点の変更については、河川改修に伴う取水地点の変更等、水源水質に大きな変化がな

いと認められる場合には軽微な変更とした。（対象は河川水の場合。）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認可申請及び届出書類の簡素化及び軽微な変更の範囲拡大を行ったところである

が、事前の手続き（認可又は届出提出）が未了の状態で、事業の変更を行っている事

例や提出時期が遅延する事例等が一部で見受けられる。 

事業認可、変更認可申請並びに変更届の提出にあたっては、遺漏なく進めていただ

くとともに、遅滞なく対応していただくようお願いする。 

また、これらの書類提出等にあたっては、事前に水道課と協議いただきたい。 



 

（２）地域主権戦略大綱関係の対応 

 

水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準を条例で定めること  
水道技術管理者の資格基準を条例で定めること 
水道法第１２条、第１９条第３項の改正 
（平成２３年１０月３日公布平成２４年４月１日施行） 
 
●水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準、水道技術管理者の資格基準については、水道

事業又は水道用水供給事業を経営するすべての地方公共団体 （地方公共団体の組合含む。）

が条例で定めることが原則となる。  
●ただし、施行日（平成 24 年 4 月 1 日）から 1 年を超えない期間において、条例が制定される

までの間は従前どおり（政令で定める資格とみなす）の経過措置を設けている。  
●政令で定めている資格基準については、市町村等の条例で参酌すべき基準とする。  
●受託水道業務技術管理者の資格基準は、条例等にかかわらず従前どおり政令で定める資格によ

る。  
 
専用水道及び簡易専用水道に係る権限の移譲 
水道法の一部改正 《平成２３年８月３０日公布（平成２５年４月１日施行）》  
 
●施行日（平成 25 年 4 月 1 日）から、専用水道及び簡易専用水道に係る以下の権限をすべての

市に移譲 
することとなる。  
 専用水道の布設工事の設計の確認等 
 専用水道の給水開始の届出受理 
 専用水道の業務委託の際の届出受理  
 改善の指示、給水停止命令、報告徴収及び立入検査  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

（３）地域自主戦略交付金 

 地域の自由裁量を拡大するため、「地域主権戦略大綱」（平成 22 年 6 月 22 日

閣議決定）等に基づき、水道施設整備費補助を含む各府省所管の都道府県向け

の投資に係る補助金等の一部を内閣府予算として一括計上することとし、国か

ら地方への「ひも付き補助金」を廃止し、基本的に地方が自由に使える一括交

付金にするとの方針の下、平成 23年度に地域自主戦略交付金が創設された。 

平成 24年度は、23年度に一括交付金化を実施した都道府県分に加え、政令指

定都市（耐震化関連事業除く）にも導入されている。 

 

都道府県から市へ移譲する際、円滑に事務が移譲されるよう配慮いただきたい。 移

譲される市の行政部局において、専門的担当部署を有しない場合等にあっては、水道

事業担当部局 が積極的に関与し、移譲にかかる体制整備への協力をお願いする。  

水道事業担当部局において、事務を掌理する場合には、地方公営企業法適用事業とし

て行う場合との区別に留意しつつ、市が行う水道法に基づく事務について執行する体制

を整えていただきたい。 



地方分権改革推進計画 
（平成21年12月15日閣議決定） 

地域主権戦略大綱 
（平成22年6月22日閣議決定） 

地方分権改革推進委員会 第1次～第4次 勧告 

地域主権一括法（＊１） 第２次 
（平成23年8月30日成立） 

地域主権一括法（＊１） 第１次 
（平成23年5月2日成立） 

地方分権・地域主権 

水道法施行規則改正 
・義務付け・枠付けの見直し 
（平成23年10月3日施行） 
【認可申請書類の簡素化】 

 水道事業者等が地方公共団体で
ある場合には、事業認可申請の提
出書類を簡素化 
【軽微な変更の範囲拡大】 

 給水人口増加、給水量増加、取
水地点の変更の各要件について認
可を要しない軽微な変更の届出範
囲を拡大 

水道法改正 

・義務付け・枠付けの見直し 
（平成24年4月1日施行） 
施行日から1年を超えない期間内
において、水道の布設工事監督者
の配置基準、資格基準、水道技術
管理者の資格基準を条例に委任 
・基礎自治体への権限の移譲 
（平成25年4月1日施行） 
施行日までに、専用水道、簡易専
用水道の事務をすべての市へ移譲 

水道原水法（＊２）改正 

・義務付け・枠付けの見直し 

（平成23年8月30日施行） 

都道府県計画のうち、配慮
すべき重要事項を廃止し、公
表に係る規定は努力義務化 

（＊１）地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 
（＊２）水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 

 

●水道事業者が地方公共団体である場合、以下の書類の提出を不要とした。 

・水道事業経営を必要とする理由を記載した書類 

・水道事業経営に関する意志決定を証する書類    
 

●水道事業者が地方公共団体で、当該水道事業が他の水道事業を全部譲り受ける場合には、以
下の添付書類の提出を必要とした。 

 ・市町村の同意を得た書類  

・給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと、給水区域を明らかにする書類等 

・水道施設の位置を明らかにする地図 

■事業認可（水道法6条、26条）申請書類の簡素化 
水道法施行規則第１条の２ 《平成２３年１０月３日公布（即日施行）》 
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●水道施設の整備を伴わない変更のうち、給水区域の拡張又は給水人口若しくは給水量の増加
に係る変更について以下のいずれにも該当しない場合は軽微な変更とした。（範囲を拡大） 
  変更後の給水区域が他の水道事業の給水区域と重複するもの 
  変更後の給水人口と認可給水人口との差が認可給水人口の1/10を超えるもの（以前は

1/100かつ差が5,000人以下） 
 変更後の給水量と認可給水量との差が認可給水量の1/10を超えるもの（以前は1/100かつ
差が2,500m3以下） 

●取水地点の変更については、河川改修に伴う取水地点の変更等、水源水質に大きな変化がな
いと認められる場合には軽微な変更とした。（対象は河川水の場合。） 

■認可を要しない軽微な変更（水道法10条、30条）の範囲拡大 
水道法施行規則第７条の２ 《平成２３年１０月３日公布 （即日施行）》 

地方分権・地域主権（義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大） 



 
  
 
 水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準、水道技術管理者の資格基準については、水
道事業又は水道用水供給事業を経営するすべての地方公共団体 （地方公共団体の組合含む。） 
が条例で定めることが原則となる。 
 

 ただし、施行日（平成24年4月1日）から1年を超えない期間において、条例が制定されるまでの間は
従前どおり（政令で定める資格（＊１）とみなす）の経過措置を設けている。 

 
 政令で定めている資格基準については、市町村等の条例で参酌すべき基準（＊２）とする。 

 
 受託水道業務技術管理者の資格基準は、条例等にかかわらず従前どおり政令で定める資格によ
る。 

 
（＊１）政令で定める資格 
   従来の資格基準として、水道の布設工事監督者については、水道法施行令第4条（及び施行規則第9条）に、水
道技術管理者については、水道法施行令第6条（及び施行規則第14条）による。 

（＊２）参酌すべき基準 
   地方公共団体が十分参照した結果としてであれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが 
  許容されるもの                        

 

地方分権、地域主権（義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大） 
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■水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準を条例で定めること 
■水道技術管理者の資格基準を条例で定めること 
水道法の一部改正 《平成２３年８月３０日公布（平成２４年４月１日施行）》 

 

 施行日（平成25年4月1日）から、専用水道及び簡易専用水道に係る以下の権限をすべての市に移譲すること。 
 専用水道の布設工事の設計の確認等 
 専用水道の給水開始の届出受理 
 専用水道の業務委託の際の届出受理 
 改善の指示、給水停止命令、報告徴収及び立入検査 
 
施行日（平成25年4月1日）までの権限は、都道府県、保健所設置市及び特別区であるが、 
上記以降の権限は、都道府県、すべての市及び特別区となる。 
 
○「専用水道等の権限移譲にかかる積極的な協力・連携について（H24.8.31付け事務連絡）」 
【都道府県及びすべての市の水道事業者あてに周知】 
・都道府県から市へ移譲する際、円滑に事務が移譲されるよう配慮いただきたい。 
・移譲される市の行政部局において、専門的担当部署を有しない場合等にあっては、水道事業担当部局 
 が積極的に関与し、移譲にかかる体制整備への協力をお願いする。 
・水道事業担当部局において、事務を掌理する場合には、地方公営企業法適用事業として行う場合との 
 区別に留意しつつ、市が行う水道法に基づく事務として執行する体制を整えていただきたい。 

 
 
■飲用井戸等衛生対策要領の実施主体 
・飲用井戸等衛生対策要領の実施主体についても、同じく、「都道府県、市又は特別区」とした。 
→専用水道及び簡易専用水道に係る事務がすべての市に移譲されることを踏まえると、飲用に供する 
 井戸等及び水道法等の規制対象とならない水道の衛生対策についてもすべて市が実施することが適 
 当であるため 
 
 

 

地方分権・地域主権（基礎自治体への権限移譲） 
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■専用水道及び簡易専用水道に係る権限の移譲 
水道法の一部改正 《平成２３年８月３０日公布（平成２５年４月１日施行）》 



平成２５年度概算要求については、従前の通り、補助金として要求している。 
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一括交付金化について 

区分 
 

平成２４年度 
予算額 

平成２５年度 
概算要求額 

うち、 
復興特別会計 

対前年度 
増△減額 

対前年度 
比率(%) 

水道施設整備費 ７２,１８８ ７９,１７２ ４９,３５４ ６,９８４ １０９．７ 

簡易水道 ２３,５３６ ２４,５７５ ７,７１０ １,０３９ １０４．４ 

上水道 ２８,２０２  ３４,１９５  ２１,６４２  ５,９９３  １２１．２ 

指導監督事務費 ５８ ５７ ０ △１ ９８．１ 

補助率差額 ５ １１ ０ ６ ２０３．７ 

調査費 ３６ ３４  ２ △２ ９４．４ 

災害復旧費 ２０，３５０ ２０,３００ ２０,０００ △５０ ９９．８ 

（東日本大震災の復旧費を除いた場合） 
 

水道施設整備費 
５２,１８４ ５９,１７０ ２９,３５２ ６９８６ 1１３.４ 

注）：厚生労働省、内閣府（沖縄）、国土交通省（北海道、離島・奄美、水資源機構）計上分の総計 

（単位：百万円） 
（都道府県分は平成23年度から、政令指定都市分（耐震化関連事業除く）は、平
成24年度から一括交付金化されている。） 

都
道
府
県
・政
令
指
定
都
市 

対象事業を、各府省の枠にとらわれず、 
自由に選択し、事業実施計画を提出 

○ 国から地方への「ひも付き補助金」を廃止し、基本的に地方が自由に使える一括交付金にするとの方 
  針の下、平成23年度に創設。 
○ 内閣府に一括して予算を計上し、各府省の所管にとらわれず、地方自治体が自主的に選択した事業 
  に対して交付金を交付。 
○ 平成24年度は、23年度に一括交付金化を実施した都道府県分について、対象事業を拡大・増額した 
  ほか、政令指定都市に一括交付金を導入。対象事業は８府省18事業に拡大。 

＜スキーム＞ 

（注１）このうち、北海道（札幌市を含む）分３５３億円程度、離島分１１５億円程度、奄美分３７億円程度（金額 
   は配分予定額の一部）。 

地 域 自 主 戦 略 交 付 金 
  

＜主な対象事業＞  

事業を所管する 
各府省 

③ 交付金を交付 各府省に移し替えて交付 

① 配分額を通知 

② 事業実施計画を提出 

④ 自由に選択した事業を実施 

一部について客観的指標に基づく配分を実施 
○交通安全施設整備費補助金の一部（警察庁）【拡充】 

◎消防防災施設整備費補助金（総務省）  

◎学校施設環境改善交付金の一部 （文部科学省）【拡充】 

◎水道施設整備費補助の一部（厚生労働省） 

◎社会福祉施設等施設整備費補助金の一部（厚生労働省）【新設】 

◎農山漁村地域整備交付金の一部（農林水産省）【拡充】 

◎農山漁村活性化対策整備交付金の一部（農林水産省） 【新設】 

○農業・食品産業強化対策整備交付金の一部（農林水産省） 【新設】 

○水産業強化対策整備交付金の一部（農林水産省）【新設】 

◎工業用水道事業費補助（経済産業省）     

◎社会資本整備総合交付金の一部（国土交通省）【拡充】 

○自然環境整備交付金（環境省） 【拡充】 

☆循環型社会形成推進交付金の一部（環境省） 【新設】 

    

 
◎：都道府県及び政令指定都市を交付対象 
○：都道府県を交付対象 ☆：政令指定都市を交付対象 

内閣府 

（注１） 

地域自主戦略交付金 
       ６，７５４億円 

（注２）上記のほか、経常的経費を含んだ「沖縄振興一括交付金（仮称）」を沖縄独自制度として24年度創設 
   （１，５７５億円）。 この交付金との合計は８，３２９億円となる。 

都道府県分： 
       ５，５１５億円程度 

政令指定都市分： 
       １，２３９億円程度 
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