衛 水第 44 号
昭 和 33 年 9 月 25 日
各 都道府県 衛生主管 部(局 )長 あて
厚 生省公衆 衛生局水 道課長通 知

水道法の疑義応答について
過 般全国に おいて開 催した水 道法施行 のための 説明会に おける水 道法に関 する質疑 応答を別 添のとお
り とりまと めたので 送付する から執務 上の参考 に資せら れたい。

第 ３条(用語の定 義)関係
問1

水道事業 と専用水 道との区 別

次 のような 水道は何 れに該当 するか
(イ )

部落 の共同出 資によっ て施設さ れた水道 で出資者 のみの共 有の水道 。

(ロ )

現在 の部落民 のみに給 水し、料 金として は徴収し ないが、 維持費と して毎月 百円程度 徴収して いる

も の、又は その都度 修理代を 徴収して いるもの 。
(ハ )

新た に部落に 移住して きた者に も給水し 、権利金 を徴収す るもの。

(ニ )

何人 にも申込 によって 給水し、 権利金・ 維持費・ 修理代を 徴収する もの。

(ホ )

組合 員のみに 給水して 、必要な 都度、維 持費・修 理代を徴 収するも の。

(ヘ )

組合 員以外に も給水し 、必要な 都度、維 持費・修 理代を徴 収するも の。
答

(ハ )(ニ )(ヘ )は 明らかに 一般を対 象とする ものであ り、水道 事業に該 当する。 (イ )(ロ)(ホ )につ

い ては、当該給水 関係が次 官通達第 一の 3 の いずれの 基準 に該当す るかによ って分れ るところ であるが 、
そ の水道が 部落の相 当地域に わたり給 水するも のである 場合は、 水道事業 として指 導して、 区域内の 一
般 の需要に も応ぜし めるとと もに経営 の合理化 を図らし めるよう にするこ とが望ま しい。
問2

受水槽以 下は給水 装置でな いので、 構造材 質の基準 (令第 四条 )給水装 置の検査 (法第 十七条 )等

の 規定が適 用になら ない。水 道事業者 として、 事故発生 等の場合 責任を負 えない。 これでは 市民感情 上
も 、水道事 業者とし ての市の 行政上か らも問題 があると 思うがど うか。
答

受水槽 以下は、 令第一条 の専用水 道の適用 除外の基 準以上の ものは、 独立の専 用水道と なって水

道 法の規制 を受ける ものであ るので心 配はない が基準以 下のもの は全く水 道法の規 制外とな るので質 問
の ような問 題がある 。これは 、そのよ うな小規 模のもの は水源が 消毒済み の浄水で あるので 水道法の 強
い 規制が、 不適当だ と判断さ れて水道 法から除 外された ものであ って、よ り弱い規 制措置を 地方公共 団
体 の条例で 講ずるこ とも、行 政措置に よって適 宜措置す ることも 差し支え ないこと である。
も つとも、 受水槽以 下におい て井水等 と混合し て使用す るもので あれば、 この除外 基準は適 用になら
な いので専 用水道の 規制がか ぶるもの である。
問3

水道施設 の定義中 、専用水 道の施設 で建築 物に設け られた給 水の施設 を除外し ているが 、「建

築 物に設け られた」 とは敷地 内か実際 の建物内 か。
答

配水施 設のうち 実際の建 物内にあ る給水の 施設(水道 事業にお ける給水 装置に該 当する部 分)が 除

外 されてい るのであ って敷地 内が除外 されてい るのでは ない。ま た建物内 にあって も、取水 、貯水、 浄
水 等の施設 は除外さ れていな い。
問4

専用水道 が現在居 住人 員 100 人以上 に給水 している ので所要 の手続を したが、 その後 100 人以

下 になれば どうなる か。

答

専用水 道は常 時 100 人を こえる居 住者に給 水してい ることが 必要であ るが、申 請当時は 専用水道

に 該当する ので確認 申請をし 、水道技 術管理者 の設置、 給水開始 前の届出 検査、水 質検査、 健康診断 、
消 毒その他 水道法に 規定する ところを 実施して いたので あるが、 その後事 情の変更 によって 居住者が 常
時 100 人以 下となっ たときは 、その時 からその 水道は専 用水道で なくなる ので水道 法の規定 は適用が な
く なる。反 対の場合 すなわち 、布設当 時は常 時 100 人以 下である ので何等 の手続を しなかつ たが、そ の
後 、その水 道の規模 、構造が 全く変更 がないに もかかわ らず、居 住人数の みが常 時 100 人を こえるよ う
に なったと きは、そ のこえる に至った ときから 専用水道 となり、 水道技術 管理者の 設置、以 下水道法 の
規 定が適用 になるも のである 。
問5

水道用水 供給事業 者が、専 用水道の 設置者 に水道用 水を供給 し得るか 、し得る 場合水道 法上如

何 なる規制 を受ける か。
答

供給し 得る。水 道法上の 規制は第 ４条(水質基準 )、 第５条 (施設基 準)等の規定 を除いて 特別の規

定 はない。
問6

水道事業 者又は専 用水道の 設置者が 大部分 の水量(80％ )を他 の水道事 業者に分 けている 場合、

そ の水道事 業者又は 専用水道 の設置者 の資格は どうなる か。
答

当該水 道事業者 又は専用 水道の設 置者は、 水道用水 供給事業 者と二枚 看板とな るのであ って、そ

れ ぞれの規 定による 手続を必 要とする 。
問7

専用水道 が自己の 水源、浄 水施設を 廃し、 水道事業 者から直 結して、 給水を受 ける場合 、水道

事 業者に施 設を移管 するので なければ 依然とし て、専用 水道の規 制を受け るものの ようであ るが、そ う
考 えてよい か。
答

給水装 置となり 、専用水 道でなく なる。給 水装置の 定義(法第三条 第八項 )では 、所有権 が何れに

あ るかは問 題ではな い。
問8

時季的に 水源取水 量の減少 により計 画取水 量以下に なる場合 において 、臨時に 用水ポン プその

他 の施設を なす場合 において は第三条 臨時に施 設された ものと解 してよい か。
答

法第３ 条第１項 ただし書 の臨時に 施設され たものと は「水道 」そのも のが臨時 であるこ とをいう

の であるが 、質問の 場合はこ れに該当 しない。
問9

水道用水 供給事業 者が地方 公共団体 の事務 所、公団 、府県営 住宅等の 特定の場 所にその 都度依

頼 によって 給水して 料金を徴 収する場 合は水道 事業にな るか。
答

公団、 府県営住 宅の居住 者から直 接料金を 受けてい れば、そ の部分は 水道事業 に該当す るものと

解 する。従 ってこの 場合事業 者は、水 道用水供 給事業と 水道事業 の二つを 経営する ものとな る。
問 10
答

ア パートは 専用水道 と思われ るが料金 を別に徴収 する場合 は、水道 事 業 と な る の で は な い か 。

アパー トは、家 主が給水 する場合 は原則と して専用 水道であ る。

問 11

簡 易水道事 業の実際 給水人口 が 5000 人を 超えた場 合、その 水道はや はり簡易 水道事業 である

か。
答

簡易水 道事業 の 5000 人とは計 画給水人 口であっ て、 実際の給 水の人数 とは直接 関係はな い。

問 12

第 四項にお いて分水 に該当す る場合 、分水 者と被 分水者と の供給条 件(給 水義務 、料金 )は 如何

に 解される か。
答

分水に 該当する 場合にお いては、 供給条件 について は水道法 上の規制 はない。

問 13

綜 合病院で 結核等長 期療養者 が 100 人 以上いる病 棟があり 、 別棟に短 期入院患 者がある 場合

ど こまでが 専用水道 になるの か。
答

常時 100 人以上 の居住者 (結核 、 精神、 ら い等の施 設入所者 は通常長 期であり 居住者と みるべ

き である )があれ ばその水 道の全部 が専用水 道である 。従 って別棟 の部分も これと有 機的に一 体をなし て
お れば、そ の部分を も含めて 一箇の専 用水道で ある。

問 14

市 町村合併 に基き行 政区域が 同一とな って、しか も従来よ り二つの 水道事業 がある場 合給水区

域 はどう調 整される か。
答

それぞ れ当初認 可の際予 定してい た給水の 区域(具体 的には配 水管計画 区域)をそれぞ れの水道 事

業 の給水区 域とみる べきであ る。
問 15

他 の専用水 道の導水 管を 、水道事 業者が期 限付で 借用して 導水して いるもの は、その水道 事業

者 の水道施 設といい 得るか。
答

水道施 設は借用 のもので も差し支 えない。

問 16

部 落経営の 簡易水道 事業を市 町村にお いて委託を 受けて経 営しよう とすると き、水道 施設の所

有 権をその ままに残 しておい てよいか 、所有権 を市町村 に移す必 要がある か。
答

水道施 設は借用 でも差し 支えない 。要は水 道施設の 管理権を 市町村が 持ってお ればよい 。

問 17

国 費で行っ ている開 拓地に布 設する水 道を 、布設 後市町村 に管理を 移管する 場合 、当該水 道は

水 道事業と なるか、 また、も し専用水 道という ことであ れば、布 設者であ る国と、 管理受託 者である 市
町 村には、 水道法上 どういう 取扱を受 けるか。
答

その水 道が一般 を対象と するもの であるか どうかに よって分 れるもの である。 その開拓 地には特

別 の詮こう を経た開 拓者以外 は入拓し 得ないよ うなもの であると きはその 水道は専 用水道と みるべき で
あ る。従っ てその水 道の管理 が市町村 に移管さ れたから といつて 水道事業 となるこ とはない 。委託管 理
を 受けた市 町村は、 受託後は 、当該専 用水道の 設置者と して水道 法上の責 任をおう ものであ る。もつ と
も 、当該水 道の布設 工事は、 国におい て直接行 うもので あるので その確認 手続は国 で責任を もつべき で
あ って、市 町村の関 係すると ころでは ない。市 町村は竣 工後委託 管理を受 けた水道 について 、専用水 道
の 設置者と して直接 水道法上 の責任者 となるの である。
問 18

受 水槽にい たる水道 事業者の 配水管よ りの導管の 長さは、受水槽以 下の導管 の延長と 合計して

令 第一条の 口径 25 ミリメ ートル以 上の導 管 1500 メート ルの基準 と比較す るもので あるか。
答

配水管 より受水 槽にいた る導管は 給水装置 であるの で令第一 条とは無 関係であ る。令第 １条の

1500 メートル の基準は 専用水 道の水道 施設(この場合 は受 水槽以下 )であ る導管の 延長につ いて適用 され
る ものであ る。
第 ４条(水質基準 )関 係
問 19

浄 水とは、滅 菌してな くとも水 質基準に 適合して いるもの は浄水と いうのか、或 は、必ず滅 菌

し たものを 浄水とい うのか。
答

水質基 準に適合 する水の 水質は滅 菌の有無 と直接関 係はない 。消毒は 、第２２ 条による 衛生上の

措 置として 義務附け られてい るもので ある。
第 ５条(施設基準 )関 係
問 20

水 道事業者 が給水区 域外に特 別の事情 によって消 火せんを 設置した 場合 、その部 分は 、給水装

置 か水道施 設か、こ れに適用 される基 準はどう か、また 、給水区 域外でこ のような ことがで きるか。
答

その部 分は需要 者に水を 供給する ためのも のでない ので、給 水装置で はなくて 、水道施 設である 。

従 って、法 第５条の 施設基準 の適用が ある。ま た、給水 区域外で も一般の 需要に応 ずるもの とは認め ら
れ ないので 差し支え ない。
第 ６条～第 １１条 (事業認 可)関係
問 21

既 認可給水 区域内に 配水池の 新設及び これに伴う 送配水管 の布設、送水ポン プ施設の 設置を行

う 場合は如 何なる手 続を要す るか。
答

法第１ ０条に規 定する事 項に無関 係である 場合は認 可手続不 要、ただ し、当該 工事は令 第２条の

水 道の布施 工事に該 当するの で、法 第１２条 の規定に よる 一定の資 格者によ る工事の 監督を必 要とする 。

問 22

規 則第３条 第４項「取水 が確実か どうかの 事情を 明らかに する書類 」と は具体的 にはどの よう

な 内容のも のか。
答

河川占 用許可書 、水利権 同意書、 分水承諾 書等取水 の確実性 を証する 書面であ る。

問 23
答

規 則第３条 の第２号 「水道布 設に関す る意志決定 を証する 書類」と は予算書 をも含む か。

含む。

問 24

第 ７条第３ 項第３号 の水源の 水質試験 の結果は、附近に想 定し得る 水源なき 場合ボー リングの

必 要ありや 。
答

ボーリ ングによ り、水質 、水量を 確認した うえ申請 すべきで ある。

問 25

第 ７条第２ 項第６号 「経営収 支の概算 」の様式は 昭和 33 年 12 月 27 日の 厚生事務 次官通知 の

様 式第 1 に 準拠して 支障ない か。
答

別に起 債償還等 の年次に 応ずる全 体的の長 期にわた る見込の 概算を適 宜の様式 で作るの がよい。

問 26
答

適宜で よろしい 。また府 県におい て適宜の 様式縮尺 を定めて 行政指導 されるの もよい。

問 27
答

省 令第３条 、第４条 等添附書 類等の様 式、縮尺等 の規定が ないが自 由でよろ しいか。

法 文中「事 業計画書 」とある のは、地 方公営企業 法の基本 計画と関 連ありや 。

特に関 連はない 。

問 28

認 可申請書 の添附書 類として 事業及び 事業費に関 する議会 の議決書 が必要で ある旨の 規定は

な いが、如 何。
答

規則第 ３条第２ 号「法人 又は組合 である場 合は、水 道布設に 関する意 志決定を 証する書 類」とし

て 地方公共 団体の場 合は議会 の議決書 が必要で ある。
問 29

あ る工場の 寄宿舎は 、年間を 通じ 3、 4 か 月のみ季 節的に臨 時工を募 集して定 員 300 人 を収容

す るが、他 の期間は 管理人程 度の少人 数が居住 している に過ぎな いような 水道施設 は、専用 水道であ る
か どうか。
答

その水 道は、法 第３条第 １項ただ し書の臨 時施設で はないの で水道法 の水道で あり、し かして、

100 人 をこえる 者に居住 に必要な 水を供給 するも のである ので専用 水道であ る。
3、4 か月の収 容は居住 とみるべ きであり 、少 くなくとも その期間 は毎年専 用水道と して取り 扱うべき
で ある。
問 30

水 道事業の 認可申請 に際して「 供給条件」を 事業 計画に記 載するこ とになっ ているが、地 方公

共 団体が申 請者であ る場合は 、議会の 議決を要 するか。
答

供給条 件の中に は料金等 地方自治 法による 条例事項 があるの で、この 限度にお いては議 会の議決

が 必要であ る。
問 31

旧 法第１１ 条には給 水装置の 工事費は 家主の負担 となって いたが、新法にお いてはこ の規定が

な くなり、 第１５条 の規定に よって一 般の申込 の受諾義 務が規定 されたが 、現実の 問題とし て家主の 承
諾 なくして 工事をし た場合、 家主と市 との間に 困難な民 事上の損 害賠償等 の問題が 起きるこ とが考え ら
れ るが如何 。
答

水道事 業者は給 水区域内 の需要者 から給水 の申込が あつた場 合は拒ん ではなら ないので 、給水工

事 を施行す べきであ る。水道 事業者は 申込者の 依頼によ って工事 をするの みであり 、申込者 と家主等 他
の 者との関 係は、水 道事業者 は無関係 である。 給水工事 に附随し ておきる 問題はす べて申込 者の責任 で
あ る。
し かし、給 水工事の 施行を円 滑にする ため予め 申込者を して家主 等の同意 書を提出 せしめる ことは適
当 な措置で あるが、 この同意 書等が得 られない 場合でも 、工事施 行によっ て起きる ことある べき諸問 題
は 依頼者に おいて責 任を持つ のであれ ば、水道 事業者は 給水工事 を拒み得 ないもの と解する 。

問 32

濾 過池があ るが 、現在原 水が良好 であるの でこれ を廃止し て、浄水池に 改造しよ うとする とき

の 手続如何 。
答

濾過池 の廃止に ついては 、法第１ ０条の浄 水方法の 変更の認 可が必要 である。 またこの 工事費が

1000 万円以下 であると きは知 事の認可 でよい 。浄水池 改造 の工事は 、別に 申請等の 手続は不 要である が、
令 第２条の 水道の布 設工事と して法第 １２条 (施工監 督)の適用 がある。
問 33

法 第９条の 期限が切 れた水道 は、施設の改 善その 他の方法 を講ずる ことによ って 、期限の 延長

す なわち、 継続して 事業を経 営できる か。
答

新設の 場合と同 様の手続 によって 継続でき る。

問 34

旧 法時代給 水区域を「市内一 円」として 認可を受け ているが、実情は遠 隔地は給 水してい ない。

今 度給水条 例でこれ を具体的 に詳細に 地名で表 示すると なると給 水区域の 変更にな り新法に よりその 認
可 を必要と しないか 。
答

旧法時 代「市内 一円」と して認可 を受けて いても、 それはそ の認可を 受けた水 道の計画 によって

最 終年次ま でには給 水できる 区域をい っている のであっ て、認可 を受けた 水道の計 画によっ て給水の で
き ない区域 までも給 水区域と して含ん でいたと 解するこ とはでき ない。従 ってこれ を、新法 になって 具
体 的に町名 で表示し ても「給 水区域の 変更」と いえない ものと解 する。よ って別段 手続は不 要である 。
問 35

認 可を受け た給水区 域外へも 市長が公 益上その他 必要があ ると認め るときは 市内給水 に支障

の ない限り 市域外の 給水をす ることが できると 規定して よいか。
答

認可を 受けた給 水区域外 へは一般 給水はで きない。 この場合 は法第１ ０条の給 水区域の 拡張の認

可 手続を要 する。た だし、他 の水道事 業者に分 水する等 一般給水 でない場 合は別段 手続を要 せずして で
き る。しか しこれは 供給条件 ではない ので供給 規程に規 定する性 質のもの ではない 。
問 36
答

既 設簡易水 道事業が 新設の水 道事業と 一体となる 場合の手 続如何。

既設簡 易水道事 業につい ては、法 第１１条 の廃止の 許可が必 要であり 、新設の 水道事業 について

は 、既設簡 易水道の 部分をも 含めて全 体として の認可が 必要であ る。
第 １２条 (技術者 による布 設工事の 監督 )関係
問 37
答

政 令の資格 を有する 監督者は 一人に限 るか。或は 各工事場 毎に必要 か。

法第１ ２条は法 第十九条 とちがい 一人に限 っていな いのでい ずれでも よい。

問 38

令 第３条第 １項第１ 号ないし 第４号に おいて土木 工学科 (土木科 )又 はこれに 相当する 課程と

あ るが相当 する課程 とは具体 的には何 をさすか 。
答

土木工 学科(土木科 )と呼 称してい ないが教 育内容が 同程度の 学科(科)をいう。

問 39

現 在認可を 受けて施 工中の工 事で今後 継続数か年 もかかる 場合法附 則第七条 の経過規 定の適

用 があるか 。
答

継続施 行中のも ので同一 認可に係 るものは 附則第七 条の適用 があると 解する。

問 40
答

監 督者の指 名は任命 辞令を発 令する必 要があるか 。

地方公 共団体に あっては 通常辞令 形式を用 うるであ ろうが、 必ずしも 形式は問 わない。 担当する

工 事の範囲 と本条に より指名 されたも のである ことが明 らかにさ れていれ ばよい。
第 １４条 (供給規 程)関係
問 41

第 １４条中 供給規程 とあるの は条例と 解するが他 の法律 (自治法 、地方公 営企業法 )の 用語と混

同 して将来 問題が起 ることは ないか。
答

供給規 程が即供 給条例で あるとい うもので はない。 供給規程 中地方自 治法で条 例を以て 定むべき

も のとして 規定され ている事 項は条例 の形式に よるべき であると いうこと である。 また、地 方公営企 業
法 に企業管 理規程と いう用語 が使用さ れていて 企業管理 者の権限 事項につ いての定 めを規程 という意 味

に 使用して いるも、 本条の供 給規程は このよう な意味で はなく単 に供給条 件を箇条 書の形式 で表現し た
も のという 意味であ って、そ れぞれの 法律の趣 旨によっ て判断す るほかは ない。
問 42

合 併市内に 新たに簡 易水道事 業の認可 を受けて経 営するこ ととなる が、その 場合既設 の水道事

業 と料金が 異る。こ れは第１ ４条第４ 項第４号 に謂う不 当な差別 的取扱と なるか。
答

供給条 件は水道 毎に定む べきもの であるか ら(昭 和３ ２年１２ 月２７日 次官通達 第２号 の 2)料金

等 が水道毎 に異るの が普通で ある第１ ４条第４ 項第４号 は同一の 水道によ る水道事 業につい ての規定 で
あ る。
問 43

同 一の水道 事業の給 水区域を 拡張した 場合その拡 張の工事 費を勘案 して拡張 地区の料 金を高

く すること は差し支 えないか 。
答

差別的 取扱であ るのでで きない。 有機的一 体をなす 水道の工 事費等の 費用はそ の水道の 全体が一

体 として負 担すべき ものであ る。
問 44

市 営水道が 他の市町 村の区域 をも含め て給水して いる場合 、従来は 市外給水 として割 高の料金

を 徴収して いたが、 水道法で は、不当 な差別的 取扱にな るかどう か。
答

料金の 差が一般 会計より の繰入等 他の特別 な理由に 基くもの でない限 り、不当 な差別的 取扱とな

る ものと解 する。
問 45

旧 市内の水 道事業を 経営して いる市が 合併町村の 水道事業 を数か所 併せて水 道部で経 営し、一

の 会計で経 理してい るがどう か。
答

一の会 計で経理 している 場合でも それぞれ の水道事 業毎に分 別経理し て各独立 の水道事 業の経営

状 況が明瞭 にわかる ようにし ておくべ きである 。
問 46

戦 前の軍の 水道施設 で、A・B 両 市に給水 していた ものを、戦後 A 市におい て一括引 受けて管 理

し て水道事 業を経営 してきた が、その 際 B 市の 議会の議 決を経て ない、水 道法で は B 市の区 域をどの よ
う に取り扱 うべきか 。
答

水道法 附則第５ 条は、水 道法施行 の際現に 水道事業 を経営し ている者 は、すべ て現に給 水を行つ

て いる区域 を給水区 域とし、 現に実施 している 供給条件 を供給規 程とする 水道事業 の経営を 認可され た
も のとみな している ので、水道法 では A・B 両市 の現在給 水してい る区域 が A 市経営 の水道事 業の給水 区
域 である。
問 47

社 宅専用水 道が、隣 接する地 域に水道 事業が存在 しないた めやむを 得ず対象 外の住宅 に給水し

た 場合、如 何なる規 制を受け るか。
答

次官通 達第一 の 3 の(1)の特別 の関係が ないと認 めら れる場合 は、その部分 の給水は 水道事業 の規

制 を受ける 。従って この場合 は専用水 道と水道 事業の二 枚看板と なる。
問 48

給 水料金算 定の基礎 として拡 張工事費 の元利金償 還費を含 んでよい か。建設 改良起債 の元利金

償 還費はど うなるか 。
答

拡張工 事費の元 利償還費 は、利子 分につい ては当然 原価に算 入さるべ きであり 、元金分 について

は 次官通達 様式第 1 の備考 3 に従って 計上して 差し支え ない、建 設改良の 場合も同 様である 。
問 49
答

需 用者が給 水を受け た水を他 に分与又 は販売する ことは法 律上許さ れるか。

水道法 上禁止規 定はない 。また、 これを禁 止すべき 理由は特 にないと 思われる 。

こ の問題は 供給規程 において 需用者の 単位、用 途別料金 等の問題 として解 決すべき ものであ ると思わ
れ る。
問 50

給 水装置工 事費の額 の算出方 法は 、個人負 担部分 のみなら ず、市負担分 をも記載 するを要 する

か。
答

個人負 担部分に ついて定 めれば足 りると解 する。

問 51

給 水装置の 所有権は 費用負担 者にある と解するが 、こ れと民法 第８７条 (主物 、従 物)との関係

如 何。
答

水道事 業者とし ては、費 用負担者 又はその 承継人と して届出 のあつた 者を給水 装置の所 有者とし

て 取扱うを もって足 り、その 他の民事 関係に立 入って判 断を下す ことは適 当でない 。給水装 置が家屋 と
従 物の関係 があるか どうかは 民事関係 であって 水道事業 者が法律 上関知す べきとこ ろではな い。
問 52

市 が現在十 数か所の 簡易水道 事業を経 営している が、これ を一本の 給水条例 にまとめ て料金に

つ いてのみ 各地区毎 に別表に 現わす方 法はどう か。
答

差し支 えない。

第 １５条 (給水義 務)関係
問 53

給 水契約は 需要者か ら申込が あると拒 むことはで きないが 、家主、 地 主 の 同 意 は 不 要 な の か 。

例 えば家賃 の滞納で 家屋明渡 問題の起 っている 場合家主 から反対 がある場 合は正当 な理由と して拒み
得 るか。
答

給水区 域内から 、工事 費を添え て給水工 事施行の 申込 があつた 以上、拒み得な い。水道事業 者は、

給 水義務が あるので あって、 単に家主 等の反対 があるか らといつ て拒否の 理由には ならない ものと解 す
る 。もつと も家主等 が正当な 手続によ って立入 禁止処分 等をして 現実に工 事が施行 できない 状況であ る
と きは、正 当な理由 あるもの として拒 否できる 。
問 54

公 営住宅不 正入居又 は家賃滞 納により 家主が賃貸 契約が解 除してい る場合等 、家主か ら積極的

に 反対を申 出てきた ときは、 給水契約 拒否の正 当の理由 になるか 。
答

単に家 主の反対 の申出の みでは正 当な拒否 の理由に ならない ものと解 する。不 正入居で あるかど

う か、明渡 請求が正 当である かどうか 等は申込 者と第三 者との間 の民事関 係であり 、それが 正しいか ど
う かは水道 事業者の 判断すべ きもので はないか らである 。水道事 業者は需 要者の依 頼により 工事をす る
だ けであり 工事によ り発生す ることあ るべき諸 問題は依 頼主の責 任である 。
問 55

前 の使用者 が料金滞 納の場合 、後の使 用者をして これを引 継がせる ことを給 水条例に 規定する

こ とは差し 支えない か。
答

できな いものと 解する。

問 56

料 金不払の 場合の停 水処分に ついて 、止水 栓が需 要者の敷 地内にあ り、職員の立 入を拒ん だ場

合 停水処分 の方法如 何。
答

右のよ うな場合 もあるの で止水栓 は敷地外 におくべ きである が、やむ を得ず敷 地内にあ る場合を

考 えて、予 め供給規 程中に停 水処分の 実施方法 を具体的 に規定し ておく必 要がある 。
第 １６条～ 第１８条 (給水 装置の構 造、材質 、検査 )関係
問 57
答

メ ーターは 給水装置 とみられ るか。

第１６ 条(構 造及び材 質)の立法趣 旨から供 給水の汚 染、漏洩 の観点か ら、メー ターにつ いても、

本 条が適用 になるも のと解す る。
問 58

令 第４条第 ７号で、水 をいれ、又は 受ける器 具、施設 等と第６ 号の当該 給水装置 以外の水 管そ

の 他の設備 との区別 はどうか 。
答

第７号 は直接連 結してな い場合に おける給 水装置と 他の器具 、施設等 との関連 を規定し たもので

あ り、第６ 号は直接 連結(直結 )そのも のの禁止 である。 すなわち 第６号に より直結 できない ものは給 水
装 置の 基準 (第３ 号～第 ５号 )の規 定が かぶ らない かわり に第 ７号 の措 置が 必要 であ るとい うこ とで ある 。
問 59

受 水槽以下 は給水装 置でない 。し かも令第 一条の 基準以下 であれば 専用水道 でもない 。水 道事

業 者におい て何等か の規制措 置を講ず ることは できない か。

答

水道法 ではでき ない。水道事 業者が個 々に特 約により 需要者の 要望に応 ずること は差し支 えない 。

な お一般的 に水道法 の規制か らもれて いるこれ らの水道 について 地方自治 体が自治 立法する ことは差 し
支 えないが これも水 道法とは 直接関係 のないも のである 。
問 60

令 第４条第 ３号、第 ５号、第 ７号につ いて、具体 的に何が 影響を 及 ぼ す お そ れ が あ る も の か 、

何 が適当な 措置であ るかを定 める必要 があるの ではない か、又管 理規程で 定めるも 差し支え ないか。
答

運用に より個々 に判断し ても、ま た、予め 規程等で 定めてお くも差し 支えない 。

問 61
の(
答

建 築物へ直 結により 給水する 時は 、給水装 置とし て規制を 受けると 解するが 、法 第３条第 ７項
)内 の「建築 物に設け られたも のを除く 」との関 係如何。

水道事 業者の配 水管より 直結給水 するもの は、法第 ３条第８ 項の給水 装置であ るので、 建築物に

設 けられた 部分につ いても除 外になら ない。同 条第７項 (

)内 の規定に より建築 物に設け られた給 水

の 施設が除 外になる のは専用 水道の場 合に限ら れるので ある。
問 62
答

瞬 間湯沸器 を給水管 に直結し てよいか 。この場合 逆流防止 装置の要 はないか 。

直結し てよい。 しかし直 結すれば 、給水装 置の一部 分を構成 するもの となるの で、構造 、材質の

基 準(令 第４条第 ３号～第 ６号 )がかぶ ることと なる。従 って逆流 防止装置 の要はな い。
問 63

水 槽以下が 給水装置 でないと すると 、井戸水 との 混用によ って伝染 病発生等 の場合、水道水 か、

井 戸水によ るものか 、区別が 困難で水 道事業者 としては 困る。
答

水槽以 下は、給 水装置で ないので 水道事業 者の責任 外である 。令第１ 条の基準 以上の水 槽以下は

専 用水道と なるもの であり 、また質 問の井戸 水と混用 する ものはす べて独立 の専用水 道(も つとも居 住者
が 100 人を こえる場 合に限る 。)と なるので あるから 水道 法の規制 を受ける ものであ る。
問 64
答

水道事 業者が適 宜に定め ればよい 。

問 65
答

通 水前の未 完成の給 水装置は 検査がで きないか、 できると すれば給 水装置と なるか。

できる 。給水装 置である 。

問 66
答

給 水装置の 検査に従 事する職 員の身分 証明書の様 式はどの 様なもの か。

予 算不足、 人員不足 で第１８ 条の請求 に応じられ ないとき は、検査 の拒否が できるか 。

できな い。予算 、人員等 を請求予 定数に応 じて整備 すべきで ある。

問 67

第 １８条の 水質検査 の請求が あつた場 合、検査は 水道課の 水質試験 室でよい か、或は公式 に県

の 保健所で して貰わ なければ いけない のか。
答

質問の 意味が検 査場所が 何れであ るべきか というこ とである ならば、 その何れ でも水道 事業者の

選 択する方 でよい。
問 68
答

第 １８条の 検査請求 に対して 検査手数 料が取れな いか。

水道事 業者の義 務に属す ると認め られる範 囲の検査 について は手数料 が取れな いものと 解する。

第 １９条 (水道技 術管理者 )関 係
問 69

水 道技術管 理者の資 格年数は、継続年数 か、加算 年数か、技術 上の実務 の内容は どのよう なも

の か。また 、資格の 有無は誰 が認定す るか。
答

資格年 数は、継 続である ことを要 せず、前 後の経験 年数の合 算でよい 。実務は 水道に関 する技術

上 のもので あれば、 それが何 処におけ る経験で もよい。 例えば外 国に於け る経験、 他の水道 事業者、 又
は 水道工事 業者の下 における 経験でも よい。資 格の認定 は採用し ようとす る水道事 業者、水 道用水供 給
事 業者又は 専用水道 の設置者 が自ら調 査して自 己の責任 で行うも のである 。
問 70
答

水 道技術管 理者と水 道事業者 との関係 如何

水道技 術管理者 は、水道 事業者の 業務のう ち、技術 管理面を 担当する 職員であ って補助 職員の一

人 である。水道 事業者は、水道技術 管理者の 所掌事務 につ いても水 道法上の 責任を有 するもの である。(第
２ ０条～第 ２３条等 には、水 道事業者 は……… ……しな ければな らないと 規定され ている。 )

問 71
答

水 道技術管 理者の任 免は誰が するのか 、任免手続 はどうか 、届出は 必要か。

任免権 者は水道 事業者で ある。法 律等で水 道事業者 を代表す る者が定 められて いるとき は、その

者 が水道事 業者を代 表して任 免する。 任免手続 は別に規 定はない ので、誰 が水道技 術管理者 であるか を
明 らかにし ておけば よい。選 任は別に 当該監督 庁に届出 を要する ものでも ない。
問 72

水 道技術管 理者は 、直ち に発令を 要するか 、また は附則第 八条の規 定から 3 年間猶予 期間があ

る ので取り 急ぎ任命 する必要 はないと も考えら れるが如 何。
答

直ちに 選任を要 する。附 則第八条 は、３年 間は資格 がなくと も選任在 職できる 趣旨の規 定があっ

て 、選任そ のものは 直ちにす る必要が ある。
問 73

水 道技術管 理者は、法 に一人と 限定して いるので、一 市に 2 以 上の水道 がある場 合、水道毎 に

一 人ずつ置 くことは 違法では ないか。
答

市が数 個の水道 により数 個の水道 事業を経 営してい る場合は 、水道の 数だけの 水道技術 管理者を

置 いても差 し支えな い。勿論 これらを 一人で兼 務しても よい。
第 ２０条 (水質検 査)関係
問 74
答

オ ルト・ト リヂン法 による残 留塩素の 測定には水 温の影響 があるが 何度で測 定すべき か。

15 度 C で測定 すべきで あるが、 これを法 的に規制す ることは 実際上困 難を伴う ことであ る。

問 75

定 期水質検 査のうち 、毎 日一回行 う色及び 濁り並 びに残留 塩素の測 定を現場 で行う方 法、器具

如 何。残留 塩素の測 定器は製 品により 基準が異 るが、測 定期の検 定、規格 など如何 。
答

透明の ガラスコ ップ(180cc 入り 位)に 採水し 、肉眼で 色のない こと及び 濁りのな いことを 検査す

る 。残留塩 素は簡便 な市販の 携帯用測 定器でよ い。測定 器の検定 、規格に ついては その必要 もあるの で
目 下検討中 である。
問 76
答

簡 易水道等 小規模水 道の定期 及び臨時 水質検査実 施に対す る監督官 庁の対策 如何。

水質検 査の場所 は特に指 定してい ない。信 用の置け る所に依 頼してや ればよい 。府県に おいて適

宜 行政指導 されるこ とが望ま しい。
問 77

施 行規則第 １０条及 び第１４ 条にある 水質基準に 適合する かしない かを判断 すること ができ

る 場所云々 とあるが 、この場 所を県規 則で更に 詳細に規 定するこ とは水道 法の違反 になるか 。
答

行政指 導により 措置する ことはよ いが、こ れを県規 則で規定 すること は適当で ないと解 する。

問 78
答

定 期水質検 査は年 間 12 回 行わなか つた場 合罰則の 適用をう けるか。

おおむ ね 1 か月 の間隔で 検査する のである から色々 の都合で、年 間合 計 12 回 にならな い場合が ま

れ にあって もやむを 得ない。
問 79
答

毎月応 当日の前 後におい て行うと いう意味 である。

問 80
答

水 質検査の おおむ ね 1 か月毎 に行うと は 1 か 月 1 回と 解してよ いか。

水 質検査は 供給する 水のみの 検査であ るか。

法的に 規制して いるのは 供給され る水、す なわち蛇 口の水の 水質検査 であるが 、これに 関連して

他 の必要場 所の検査 も望まし い。事実 むづかし い水質の 場合に水 源、浄水 施設通過 前後の水 質検査を し
な ければ水 道の管理 はできな いわけで ある。
問 81
答

水 質試験技 術者の資 格

定めら れていな い。保健 所、地方 衛生研究 所などの 公的機関 以外に依 頼する場 合は信用 の置ける

人 、場所を 選ぶこと が必要で ある。
問 82
答

水 質検査の 採水場所 の具体的 指示如何 。

給水区 域内の配 管状況が 水道によ り異るの で一概に 採水場所 数を指示 すること は困難で ある。区

域 内全般に わたり、 水質基準 に適合す る水が供 給される ことを確 認できる 給水せん を選定す ることで あ
る 。この際 配水管の 末端等水 の停滞し やすい場 所も選定 するよう にするこ とが必要 である。 配水池な ど

他 の箇所の 水につい ての水質 検査のみ をもつて 代用する ことは不 可である 。なお、 給水せん 水以外の 水
に ついても 併せて検 査をして 管理の万 全を期す ることは 結構であ り望まし いことで ある。
問 83
答

水 道協会 か JIS の規 格品を用 いて給水 した水が水 質基準に 合致しな い場合は 違反であ るか。

給水さ れる水は いつでも 水質基準 に合致し ていなけ ればなら ない。規 格品の規 格は、異 なる水質

の 影響を総 て考慮し て定める ことは不 可能であ るから、 機材と水 質が相互 に影響し 合う場合 を予定し て
使 用機材、 配管を計 画し水質 基準に合 致しない 水が給水 されるこ とのない ようにし なければ ならない 。
第 ２１条 (健康診 断)関係
問 84
答

健 康診断は どの程度 の検査か 。

病原体 がし尿に 排泄され る伝染病 、すなわ ち赤痢、 腸チフス 、パラチ フス、コ レラ、ア メーバ赤

痢 、急性灰 白髄炎 (小児麻 痺)、流行性 肝炎、泉 (いづ み)熱、伝 染性下痢 症及び各 種下痢腸 炎などの 診断
を 行い、病 原体検索 は赤痢菌 、腸チフ ス菌、パ ラチフス 菌を対象 とし必要 に応じて コレラ菌 、赤痢ア メ
ー バ、サル モネラ等 について 行うもの とする。
問 85
答

健 康診断を うける者 の範囲を 具体的に 示されたい 。

施設の 構内に居 住してい る者は全 部(家 族、同居 者等 )うけ なければ ならない 。構外で あっても 施

設 に接近し 又は離れ ていても 日常施設 の構内を 往来する 場合、そ の他施設 の衛生管 理上必要 と認める 場
合 は構内居 住者同様 健康診断 を行うこ とが望ま しい。臨 時の職員 、作業人 等もこれ に準ずる 。
問 86
答

健 康診断に 必要な、 保管すべ き記録書 類如何。

様式は 定められ ていない が、診断 年月日、 診断をう けた者の 氏名、性 、年齢、 診断結果 、診断医

師 名、検便 成績、同 検査場所 等が必要 である。 ただし他 の法令 (地方公 共団体の 条例及び 規則を含 む。 )
に 基いて行 われた健 康診断の 内容が右 の健康診 断の内容 に相当す るもので あるとき は、その 記録をも つ
て 代用する ことがで きる。
第 ２２条 (衛生上 の措置 )関係
問 87 「 病原生物 に汚染さ れたこと を疑わせ るような生 物若しく は物質を 多量に含 むおそれ のある場
合 」を平易 に説明さ れたい。
答

水質検 査の項目 として「 病原生物 に汚染さ れたこと を疑わせ るような 生物」と は大腸菌 群、一般

細 菌のこと であり、 「若しく は物質」 とはアン モニア性 窒素、亜 硝酸性窒 素、硝酸 性窒素、 塩素イオ ン
及 び過マン ガン酸カ リウムが 消費され る物質で ある。以 上の項目 について の「多量 に含むお それのあ る
場 合」とは 水質基準 に定めら れた以上 に含まれ るおそれ のある場 合を言い 具体的に は、昭 和 33 年 2 月
12 厚生省 衛発第 128 号公衆 衛生局長 通達「水 道法施行に 伴う事務 処理につ いて」の ５の 5 の (6)に 掲げ
る ような場 合をいう 。
問 88
答

塩 素注入率 について

塩素の 注入率に ついては 規定は何 もない。 水質によ って注入 率がそれ ぞれ異る からであ る。結局

給 水せんに おける水 が全般と して残留 塩素(遊離型な らば ○・１ ppm・結 合型なら ば○・４ ppm)が検 出さ
れ るように 注入をす ればよい のである 。注入率 を決定す るにはそ の水の塩 素要求量 を測定す ればその 時
の 必要注入 量は決定 できる。
問 89

小 規模水道 において、消毒する ことは、機械 に対 する温度 燃料、人員の 経費が大 きいので 緩和

措 置はない か。
答

規模の 大小にか かわらず 、消毒は 不可欠で ある。費 用につい ては消毒 が常時う まくゆく よう、消

毒 剤、注入 場所、簡 便装置等 を考慮し 無駄な費 用を節約 しなけれ ばならな い。
問 90

水 道施設を 見学その 他に開放 すること は衛生上の 措置に反 するか。

答

原則と しては反 しないが 、無統制 に多数の 人々が出 入りする ことは汚 染の危険 もあるの で、学校

等 の見学以 外は特別 の理由の ない限り 利用させ ないのが 望ましい 。夜間開 放は理由 の如何に かかわら ず
不 可である 。
問 91
答

消 毒設備に は必ず予 備を設け なければ ならないか 。

消毒が 中断しな いように するため に、故障 に備え、 何かこれ に代る消 毒が直ち にできる ものであ

れ ばよい。 必ずしも 同じ設備 を２台置 かなくと もよい。 ボンベ、 消毒薬も 同様の趣 旨で備え る必要が あ
る。
第 ２４条 (消火せ ん)関係
問 92
答

消 火せんの 設置義務 と、市町 村の補償 義務とは双 務的のも のか。

それぞ れ別個の 義務であ る。しか し両規定 の運用は 、水道事 業者であ る市町村 と、消防 を担当す

る 市町村と が互に協 議して実 施すべき である。
問 93

消 火せんの 未設置に 対して罰 則がない ので、水道 事業者が 故意に 設 置 し な い 場 合 の 措 置 如 何 。

ま た、給 水人口 が 2000 人以下 の簡易水 道事業に ついては 協議によ り消火せ んを設置 しないこ とができ る
こ とになっ ているが 、協議し たかどう かを確認 する必要 はないか 。
答

何れも 事業認可 の際、行 政指導し 、確認す る等適宜 処理する 必要があ る。

問 94
答

相 当額の補 償とはど の程度の 額か。

設置及 び管理の 費用に見 合う程度 の額であ る。

問 95

消 防法第２ ０条に、「これを 設置し 、維持し 、及 び管理す 」とあり 、水道法 で「設置 及び管理 」

と あり、両 者を比較 すると、 水道法が 「維持」 の分だけ 狭いと考 えられる がどうか 。
答

水道法 の設置及 び管理に は維持も 含む。

問 96

学 校プール の水を公 共の消防 用として 使用する場 合、その プール用 水につい て第３項 の料金不

徴 収の規定 の適用が あるか。
答

ないも のと解す る。

問 97

一 般の家庭 又は事業 場等にお ける出火 に際し、消 火のため 家庭用給 水装置よ り使用し た水及び

隣 家よりの 延焼防止 のために 使用した 水の料金 の徴収に 関し次の いずれが 適当か。
(1)

家 庭用給水 せんにつ いては、 第３項は 適用がな いと 解し、料 金はとれ る。

(2)

家 庭用給水 せんにつ いても、第３項は 適用され ると 解し、公 共の消防 活動の一 端とみる べきもの に対

し ては、料 金は徴収 できない 。
答

(2)の解釈が 適当であ ると解す る。

第 ２５条 (簡易水 道事業に 関する特 例)関係
問 98

第 ２項にお いて給水 人口が 2000 人 以下の 簡易水道 事業につ いては、 協議によ り消火せ んを設

置 しないこ とができ るとある が、大 水道でそ の一部分 の区 域が給水 人口が 2000 人 以下の部 落を対象 とし
て いる場合 、その部 分につい て消火せ んを設置 しないこ とができ ないか。
答

第２項 は給水人 口が 2000 人以 下の簡易 水道事業 の場 合につい てのみ適 用される ものであ るの で 、

右 の大水道 には本項 は適用は ない。し かし消火 せんの設 置場所と して必ず 右の部落 が選定さ れるか否 か
は 別の問題 である。
第 ３２条～ 第３４条 (専用 水道 )関係
問 99

水 道法では 、専 用水道の 廃止の手 続は何等 規定せ られてい ない 。従って その届も 不要であ るの

で 取締上支 障がある と考えら れるので 県の細則 で規定し てよいか 。
答

差し支 えないと 解する。

問 100

第３２ 条の確認 を得ない でした行 為の処 置

答

罰則 (第５４ 条第７号 )、 改善命令 (第３ ６条第１ 項)、給水 停止命令 (第 ３７条 )等の規 定の適用 に

よ り措置す べきであ る。
問 101

当初居 住者 が 100 人以下 であつた ので専 用水道で なかつた が、その 後会社の 工員がふ えたの

で 100 人を こえるよ うになっ た場合、 専用水道 になるが 、第３２ 条の確認 申請は如 何になる か。
答

第３２ 条は工事 をする際 の規定で あるので 質問のよ うに工事 のない場 合には適 用がない が、本条

以 外の専用 水道につ いての規 定の適用 はある。 施設が基 準に適合 しない場 合は第３ ６条の改 善命令の 規
定 によって 措置すべ きである 。
問 102
答

専用水 道を計画 、設計、 工事監督 する者 は一定の 資格は必 要でない のか。

専用水 道には第 １２条の 技術者に よる布設 工事の監 督の規定 は準用さ れていな い。

第 ３５条～ 第３９条 (監督 )関 係
問 103
答

起債の 関係で工 事が遅延 している 場合第 ３５条第 １項の正 当の理由 になるか 。

正常な 手続にも かかわら ず起債認 可が得ら れない場 合は、正 当な理由 となるも のと解す る。

問 104

第３９ 条の立入 検査の当 該職員に ついて 何等資格 の規定が ないが、 当該職員 は第１２ 条、第

１ ９条の工 事監督者 、水道技 術管理者 を監督す るもので あるので 、より高 い資格が 必要であ ると考え ら
れ るが如何 。
答

立入検 査の職員 は、検査 が技術面 以外の事 務面もあ り、また 、技術面 について も行政監 督である

の で必ずし も第１２ 条、第１ ９条の資 格とは一 致しない ものと考 えられる 。都道府 県知事は 当該立入 検
査 を要する 事務の内 容に従っ て、最も 適当と思 われる者 を当該職 員として 職務を執 行させれ ば支障な い
も のと思わ れる。
第 ４０条～ 第５０条 (雑則 )及 び附則関 係
問 105
答

府県に おいて適 宜経由せ しめるこ とは差し 支えない 。

問 106
答

申請及 び届出の 経由につ いて保健 所長経 由の規定 がないが 如何にす べきか。

府県の 細則で届 出の様式 及び添付 図面の 縮尺等統 一したも のを作っ て差し支 えないか 。

行政指 導によっ て行うこ とは差し 支えない が、細則 で規定す ることは 不適当で あると思 われる。

問 107

国の設 置する専 用水道は 、確認を 除いて 厚生大臣 の直轄と なってい るが、そ の専用水 道で伝

染 病が発生 した場合 も都道府 県知事は 関与しな いか。
答

伝染病 予防法等 他の法律 による知 事の職権 は、排除 されてい ない。

問 108

政令第 ８条の「 給水区域 が２以上 の都道 府県の区 域にまた がるとき は、給水 区域を最 も広く

そ の区域に 含む都道 府県」と あるのは 区域の面 積の意味 か、また は給水入 口の意味 か。
答

文字通 り面積の 意味であ る。

問 109

法附則 第５条第 ３項の期 限又は条 件を附 するのは 、附則第 ６条の届 出が出な い場合は 附し得

ら れるか。
答

届出が あって附 するのが 通例であ るが、届 出がなく ても職権 調査によ って附し 得る。

