
給水装置工事施行要領改訂箇所一覧表

理　　由
項目（頁・章）

現　　行(令和４年４月版) 改　訂　後（令和５年４月版）

改訂事項 項目（頁・章） 改訂事項

P4-2
4.2.1　市内の開発行為に係る給水

　 　市内の開発行為に関して、開発等行為の施行者（この項において「申請者」という。）
　 は必要な図書を管理者に提出し、給水方式等を協議する。

　＜解説＞
　　市内の開発行為に係る給水に関して、申請者は次に掲げる関係法令に基づき管理者と
　協議する。
　　関係法令　都市計画法第３３条第１項第４号
　　　　　　　さいたま市開発行為の手続に関する条例第９条第２項
　１　申請者は、給水申込みに伴う協議証明願に次に掲げる図書を添付して、管理者へ
　　提出する。提出部数は、２部以上（水道局用１部、申請者用必要部数）とし、協議
　　証明書として水道局で１部保管し、残りの部数を申請者に返却する。
　　⑴～⑺　　［略］
　２　市内の開発行為に伴って、配水管の布設又は補強工事をする場合（新設配水管又
　　は消火栓を市に帰属して給水する場合）は、「4.2.2　開発給水申請」の手続を必要
　　とする。

4.2.2　開発給水申請

　　［略］

　 ＜解説＞
　　 開発給水に関して、申請者は次に掲げる関係法令に基づき給水工事課に必要な図書を
　 提出する。
　　 関係法令　さいたま市水道局宅地造成及び住宅団地開発並びに共同住宅、中高層建築
　　　　　　　 物等の建築に係る給水に関する取扱要綱
　 １　申請者は、開発給水申請書に次に掲げる図書を添付して、給水工事課へ提出しな
　　 ければならない。
　　 ⑴~⒃　［略］
　 ２　給水工事課は開発給水の承認後に、承認通知書にて申請者へ通知する。
　 ３　申請者は承認通知書の内容に異議がない場合、同意書を提出し、承認工事で施行
　　 する場合には、工事付帯費用を納付する。

　 ４　承認工事を行う場合、図面審査願、承認工事施工監督依頼書のそれぞれに、次に
　　 掲げる図書を添付して、給水工事課へ提出する。
　　　 なお、当書類の提出者は、受任者で構わない。
　　　 占用許可が必要な場合は、承認工事施工監督依頼の申請と同時に占用許可申請の
　　 必要書類（道路占用許可手続委任書及び履行誓約書）を作成する。水道局は、その
　　 占用許可申請に係る書類を道路管理者に提出することの委任を申請者より受けるも
　　 のとする。
　　　 なお、国道・河川の占用許可を必要とする場合は、別途、協議や施工計画書等が
　　 必要となるため注意する。
　　⑴　図面審査願　１部
　　　 ［略］
　　　ア　工事承認図面　３部（Ａ１＝２部、Ａ３＝１部）
　　　　(ｱ)　記入する工事場所は、工事の始点と終点を住居表示（住居表示がない場合
　　　　　は、公図上の地番）とする。

4.2.2　開発給水申請

　　［略］

　 ＜解説＞
　　 開発給水に関して、申請者は次に掲げる関係法令に基づき管理者に必要な図書を提出
　 する。
　　 関係法令　さいたま市水道局宅地造成及び住宅団地開発並びに共同住宅、中高層建築
　　　　　　　 物等の建築に係る給水に関する取扱要綱
　 １　申請者は、開発給水申請書に次に掲げる図書を添付して、管理者へ提出しなければ
　　 ならない。
　　 ⑴~⒃　［略］
　 ２　管理者は開発給水の承認後に、承認通知書にて申請者へ通知する。
　 ３　申請者は承認通知書の内容に異議がない場合、同意書を提出し、工事の施行前に
　　 工事付帯費用を納付する。ただし、国、地方公共団体、特殊法人その他これらに準
　　 ずる法人であって管理者が必要と認める場合は、しゅん工後において納付すること
　　 ができる。
　 ４　承認工事を行う場合、図面審査願、承認工事施工監督依頼書のそれぞれに、次に
　　 掲げる図書を添付して、管理者へ提出する。
　　　 なお、当書類の提出は、受任者で構わない。

　　　　［削除］

　　　⑴　図面審査願　１部
　　　 ［略］
　　　ア　工事承認図面　３部（Ａ１＝２部、Ａ３＝１部）
　　　　(ｱ)　工事場所は、工事の始点と終点を住居表示（住居表示がない場合は、公図
　　　　　 上の地番）とする。

P4-2

P4-3

P4-2
4.2.1　市内の開発行為に係る給水

　　 市内の開発行為に関して、開発等行為の施行者（この項において「申請者」という。）
　 は必要な図書を管理者に提出し、給水方式を協議する。

　＜解説＞
　　市内の開発行為に係る給水に関して、申請者は次に掲げる関係法令に基づき給水工事
　課と協議する。
　　関係法令　都市計画法第３３条第１項第４号
　　　　　　　さいたま市開発行為の手続に関する条例第９条第２項
　１　申請者は、給水申込みに伴う協議証明願に次に掲げる図書を添付して、給水工事
　　課へ提出する。提出部数は、２部以上（水道局用１部、申請者用必要部数）とする。
　　　また、事前協議証明書として水道局で１部保管し、残りの部数を申請者に返却する。
　　⑴～⑺　　［略］
　２　その他
　　市内の開発行為に伴って、配水管の布設又は補強工事（新設配水管及び消火栓を市
　に帰属して給水する場合）をする場合は、「4.2.2　開発給水申請」を必要とする。

P4-3

P4-2

追加
法令に則った表現と
するため

変更
法令に則った表現と
するため

変更
丁寧な表現とするた
め

削除・変更
現行の運用に沿った
表現とするため

変更
法令に則った表現と
するため

変更
占用許可について分
かりやすいよう次の
項目とした



給水装置工事施行要領改訂箇所一覧表

理　　由
項目（頁・章）

現　　行(令和４年４月版) 改　訂　後（令和５年４月版）

改訂事項 項目（頁・章） 改訂事項

変更
表現を統一するため

P5-2

5.1　図面作成

　[略]
　１　図面は設計図と給水装置工事しゅん工図（以下「しゅん工図」という。）に分かれ、しゅ
　　ん工図はＯＡ化されたものであること。
　２～４　[略]

　＜解説＞
　　［略］
　　１　図の種類
　　  ⑴　案内図（位置図）
　　　　　さいたま市地図情報（白地図）を使用する。
　　　⑵～(6)　[略]
　　２［略］
　　３　縮尺
　　　⑴　［略］
　　　⑵　縮尺は、図面ごとに記入する。
　　４　［略］

4.2.3　雑用水の利用

　　［略］

　　＜解説＞
　　「雑用水」とは、人の飲用に供する水以外の水で、建築物からの排水を再生処理し、
　当該建築物において水洗便器の洗浄用として使用するものをいう。（この対象となる建
　築物は、計画一日最大給水量が１３０立方メートルを超えるものをいう。ただし、共
　同住宅の用に供する水量は除く。その他、公共団体等が建築する建築物で管理者が雑
　用水の利用を適当と認めるもの。）
　　　関係法令　さいたま市水道局雑用水利用の促進に関する取扱い要綱

P5-1 P5-1

5.1　図面作成

　[略]
　１　図面は設計図と給水装置しゅん工図（以下「しゅん工図」という。）に分かれ、しゅ
　　ん工図はＯＡ化されたものであること。
　２～４　[略]

　＜解説＞
　　［略］
　　１　図の種類
　　  ⑴　案内図（位置図）
　　　　　さいたま市都市計画図（白地図）を使用する。
　　　⑵～(6)　[略]
　　２［略］
　　３　縮尺
　　　⑴　［略］
　　　⑵　縮尺は基本縮尺以外に変更した場合、図面ごとに記入する。
　　４　［略］

　　　　　　工事名は、開発第○○○○号配水支管布設工事、開発第○○○○号配水支
　　　　　管布設工事及び消火栓設置工事、開発第○○○○号消火栓設置工事とする。
　　　イ～キ　［略］
　　⑵　承認工事施工監督依頼書　１部
　　　ア　開発給水承認通知書の写し　２部
　　　イ　申請地を記入した水道管管理図　２部

　　　ウ　申請地（布設路線を記入したもの）の公図の写し　２部
　　　エ　地下埋設物調査表　２部
　　　オ　図面審査回答の写し　２部
　　　カ　工事承認図面　５部　（Ａ１＝２部、Ａ３＝３部）
　　　　(ｱ) 配水支管及び消火栓設置工事用　４部
　　　　(ｲ) 道路占用許可申請用　２部
　　　　(ｳ) その他必要に応じて部数を追加
　　　　　ａ　道路占用許可先が他にある場合　２部（Ａ１）
　　　　　ｂ　給水管取付替がある場合　３部（Ａ１）
　　　キ　案内図　２部
　　　ク　私道を掘削する場合は、公共・公益施設の管理に関する協議書の写し又は土
　　　　地登記簿謄本等申請地の所有者が確認できるもの及び私道内配水管布設承諾書
　　　　の写し　２部
　　　ケ　消火栓を設置する場合は、消防水利整備協議書の写し　２部
　５　承認工事施工監督依頼書を提出後、水道局担当課の指示に従い、工事着工に伴う
　　必要な図書を提出する。
　６　申請者は配水管布設等工事を中止する場合は、開発給水中止届を提出する。
　７　申請者は、住所又は氏名（法人にあっては、その名称、主たる事業所の所在地又
　　は代表者の氏名）を変更する場合は、申請者氏名等変更届に変更の事実を証する文
　　書を添えて提出する。
　８　申請者は工事しゅん工後に、配水管等施設無償譲渡書を提出し、施工者は配水管
　　布設等工事に係る念書を提出する。

　　　　(ｲ)　工事名は、工事内容に応じて開発第○○○○号配水支管布設工事、開発第
　　　　　○○○○号配水支管布設工事及び消火栓設置工事、開発第○○○○号消火栓
　　　　　設置工事とする。
　　　イ～キ　［略］
　　⑵　承認工事施工監督依頼書　１部
　　　ア　図面審査回答の写し　２部
　　　イ　工事承認図面　３部　（Ａ１＝２部、Ａ３＝１部）
　　　　※　その他必要に応じて部数を追加することがある。

　 ５　占用許可が必要な場合は、承認工事施工監督依頼の申請と同時に占用許可申請の
　　 必要書類（道路占用許可手続に関する委任書及び履行誓約書）を作成する。水道局
　　 は、その占用許可申請に係る書類を占用管理者に提出することの委任を申請者より
　　 受けるものとする。
　　　 なお、国道・河川の占用許可を必要とする場合は、別途、協議や施工計画書等が
　　 必要となるため注意する。
　 ６　承認工事施工監督依頼書を提出後、水道局担当課の指示に従い、工事着工に伴う
　　 必要な図書を提出する。
　 ７　申請者は配水管布設等工事を中止する場合は、開発給水中止届を提出する。
　 ８　申請者は、住所又は氏名（法人にあっては、その名称、主たる事業所の所在地又
　　 は代表者の氏名）を変更する場合は、申請者氏名等変更届に変更の事実を証する文
　　 書を添えて提出する。
　 ９　申請者は工事しゅん工後に、配水管等施設無償譲渡書を提出し、施工者は配水管
　　 布設等工事に係る念書を提出する。

P4-4 P4-4

P4-4
4.2.3　雑用水の利用

　　［略］

　　＜解説＞
　　「雑用水」とは、人の飲用に供する水以外の水で、建築物からの排水を再生処理し、
　当該建築物において水洗便器の洗浄用として使用するものをいう。(この対象となる建
　築物は、計画１日最大給水量が１３０立方メートルを超えるものをいう。ただし、共
　同住宅の用に供する水量は除く。その他、公共団体等が建築する建築物で管理者が雑
　用水の利用を適当と認めるもの。）
　　　関係法令　さいたま市水道局雑用水利用の促進に関する取扱い要綱

P4-4

P5-2

追加・変更
占用許可については
分かりやすいよう項
目を別とした

現行の運用に沿った
表現とするため

追加
文言の整理のため

変更
「さいたま市地図情報
（白地図）」が「さいた
ま市都市計画図（白地
図）」より詳細のため

変更
縮尺の記載漏れ防止のた
め



給水装置工事施行要領改訂箇所一覧表

理　　由
項目（頁・章）

現　　行(令和４年４月版) 改　訂　後（令和５年４月版）

改訂事項 項目（頁・章） 改訂事項

P5-10

P5-3
　　５　作図
　　　図面が複数枚ある場合は、図面の右上に分数で枚数を表記すること。
　　　⑴～(3)　［略］
　　　⑷　立体図
　　　　立体図は、次の内容を記入する。
　　　　ア　縮尺はフリーとし、その旨を記入する。
　　　　イ　［略］
　　　　ウ　分岐部からメーターＳＦＰユニット（２次側も含む）までの配管の口径、管
　　　　　種及び延長を図示する。
　　　(5)～(8)　［略］
　

　　６～14　［略］
　　15　［略］
　　　(1)～(4)　［略］
　　　(5)　入力項目
　　　　 ア～ク　［略］
　　　　 ケ　[削除]
　　16　［略］

P5-10

P5-3
　　５　作図
　　　⑴～(3)　［略］
　　　⑷　立体図
　　　　立体図は、次の内容を記入する。
　　　　ア　縮尺はフリーとし、縮尺の記入は不要とする。
　　　　イ　［略］
　　　　ウ　分岐部からメーターＳＦＰユニット（２次側も含む）までの配管の口径、管
　　　　　種及び距離を図示する。
　　　(5)～(8)　［略］

　

　　６～14　［略］
　　15　［略］
　　　(1)～(4)　［略］
　　　(5)　入力項目
　　　　ア～ク　［略］
　　　　ケ 受付番号を次のとおり表記する。
　　　　 (ｱ) 文字幅は３．０ミリメートルとし半角で表記し、文字間に半角のスペース
　　　　　　を設けること。
　　　　 (ｲ) 西暦・指定番号・年度内自社受付番号の間には全角スペースを設けること。
　　　　　　　　　 ０１１ 〇〇〇 ０００１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年度内自社受付番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 指定番号
　　　　　　　　　　　　　　　　西暦 下３桁（年度で切替える）
　　　　 (ｳ) なお、管工事組合が作成する図面の場合、８桁の通し番号とする。上２桁の
　　　　　　み西暦下２桁とする。
　　16　［略］

追加
現行の運用に沿った表現
とするため

削除
水道番号で管理できるた
め

変更
ア：現状の運用、設計図
　　作成例（5-14，15）
　　に合わせるため
イ：前後の文章との表記
　　ゆれの整合



給水装置工事施行要領改訂箇所一覧表

理　　由
項目（頁・章）

現　　行(令和４年４月版) 改　訂　後（令和５年４月版）

改訂事項 項目（頁・章） 改訂事項

変更
注釈位置を正しく
明示するため

P5-6 P5-6

表－5.1.3 給水管の管種の表示記号 

管種 表示記号 

水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング DIP 

水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装 DIP(E) 

水道用メカニカルジョイント鋳鉄管 MCP 

水道用鋳鉄管 CIP 

水道用石綿セメント管 ACP 

水道用ステンレス鋼鋼管 SSP 

水道用波状ステンレス鋼管注１ CSST 

フレキシブルチューブユニット SFP 

水道用ポリエチレン管 PP 

水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP(HIP) 

水道用塩化ビニル管 VP 

水道用鉛管 LP 

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管注２ SGP-VA(VB,VD) 

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管注２ SGP-PA(PB,PD) 

水道用被覆鉛管ユニット CLP 

水道用亜鉛メッキ鋼管 SP 

水道用銅管 COP 

水道用エポキシ樹脂粉体内外面コーティング鋼管 CSP 

架橋ポリエチレン管 XPEP 

ポリブテン管 PBP 

注１ 旧表示記号では、ＣＳＳＰとしている。 

注２ 旧表示記号では、ＬＳＰとしている。 

表－5.1.3 給水管の管種の表示記号 

管種 表示記号 

水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング DIP 

水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装 DIP(E) 

水道用メカニカルジョイント鋳鉄管 MCP 

水道用鋳鉄管 CIP 

水道用石綿セメント管 ACP 

水道用ステンレス鋼鋼管 SSP 

水道用波状ステンレス鋼管 CSST 

フレキシブルチューブユニット SFP 

水道用ポリエチレン管 PP 

水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP(HIP) 

水道用塩化ビニル管 VP 

水道用鉛管 LP 

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管注１ SGP-VA(VB,VD) 

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 SGP-PA(PB,PD) 

水道用被覆鉛管ユニット CLP 

水道用亜鉛メッキ鋼管 SP 

水道用銅管 COP 

水道用エポキシ樹脂粉体内外面コーティング鋼管 CSP 

架橋ポリエチレン管 XPEP 

ポリブテン管 PBP 

注１ 旧表示記号では、ＣＳＳＰとしている。 

注２ 旧表示記号では、ＬＳＰとしている。 



給水装置工事施行要領改訂箇所一覧表

理　　由
項目（頁・章）

現　　行(令和４年４月版) 改　訂　後（令和５年４月版）

改訂事項 項目（頁・章） 改訂事項

P5-13P5-14 変更
様式改定のため



給水装置工事施行要領改訂箇所一覧表

理　　由
項目（頁・章）

現　　行(令和４年４月版) 改　訂　後（令和５年４月版）

改訂事項 項目（頁・章） 改訂事項

P5-15 P5-14 元号削除
現様式では、元号を記載
していないため

受付番号の記載箇所削除
水道番号で管理できるた
め



給水装置工事施行要領改訂箇所一覧表

理　　由
項目（頁・章）

現　　行(令和４年４月版) 改　訂　後（令和５年４月版）

改訂事項 項目（頁・章） 改訂事項

P6-1
6.1　給水装置工事の申請

　　［略］

　＜解説＞
　　１　［略］
　　３　［略］
　　　ア～エ　［略］
　　　オ 利害関係者の承諾書
　　　　 給水装置工事を施工するに当って、利害関係（私道等掘削、支分及び増径承
　　　 諾）が発生するものは記入し捺印する。なお、別の書式を使用して提出するこ
　　 　とも妨げない。その他必要と認められる場合は［特記事項］欄に記入する
　　　 a～ｄ　［略］
　　※　利害関係の承諾の考え方
　　　　利害関係の承諾は、給水装置工事の施工時及び施工後の紛争を未然に防ぐこ
　　　とを目的として、利害関係者の承諾の有無を確認するが、承諾印や署名の有無
　　　を理由として給水契約を拒む理由とはならない。
　　　　また、民法第２０９条、第２１３条の２及び第２１３条の３の適用を行い、
　　　申込を行う場合、その旨を申込者が書面に記載することで、給水装置工事申込
　　　書を受領する。
　　　　利害関係についての責任は、申込者にあり、水道局はこれに関与することはな
　　　く、また、責任も負わない。
　　　　このことを申込者及び利害関係者が理解し、給水装置工事申込の前に適切な
　　　利害関係の調整を行わなければならない。
　　　　支分、増径に関しては、給水装置の水量水圧に直接影響するものであるため、
　　　慎重に取り扱う必要があることから承諾の前段で主任技術者の水理計算及び
　　　現地調査の判断において、支分、増径の可否を主任技術者の責任により決定し、
　　　そのことを基に支分、増径承諾権者に承諾を受けるものとなる。
　　カ～コ　［略］
　　サ　給水装置工事しゅん工図謄本
　　　　新設以外の給水装置工事において新設工事以降の給水装置工事しゅん工図
　　　謄本を全て添付する。
　　　シ～メ　［略］
　　２　［略］

P6-2

6.2　設計審査

　　［略］

　 ＜解説＞
　　 設計審査は、給水装置工事の適正施行の確保を目的とし、設置しようとする給水装置
　 の構造、使用材料及び施行方法が給水条例、水道局の定める規程及び基準等に適合して
　 いることを確認するために、工事着手前に管理者が行うものである。
　　 設計審査は、申請書に記載された主任技術者が受けるものとする。ただし、申請内容
　 及び施工方法を熟知し、審査・検査方法を理解し、かつ職員の質問に対して適切に回答
　 できる者を代理人とすることができる。
　　 なお、書類の記載内容及び設計内容に不備があるもの、あるいは設計内容に支障があ
　 ると認められた場合や変更が生じた場合は、申請手続を行う主任技術者は、その訂正及
　 び改善方法について指示に従い、必要箇所の修正を行わなければならない。
　　 設計審査後、当該給水装置工事にやむを得ず変更点や施工上の支障が発生した場合は、
　 主任技術者は、水道局にすみやかにその旨を連絡し、指示に従うものとする。

6.2　設計審査

　　［略］

　 ＜解説＞
　　 設計審査は、給水装置工事の適正施行の確保を目的とし、設置しようとする給水装置
　 の構造、使用材料及び施行方法が給水条例、水道局の定める規程及び基準等に適合して
　 いることを確認するために、工事着手前に管理者が行うものである。
　　 設計審査は、申請書に記載された主任技術者が受けるものとする。ただし、申請内容
　 及び施工方法を熟知し、審査・検査方法を理解し、かつ職員の質問に対して適切に回答
　 できる者を代理人とすることができる。
　　 なお、書類の記載内容及び設計内容に不備があるもの、あるいは設計内容に支障があ
　 ると認められた場合や変更が生じた場合は、申請手続を行う主任技術者は、その訂正及
　 び改善方法について指示に従い、必要箇所の修正を行わなければならない。

P6-6P6-6

変更
共有私道ガイドラインの
改訂に伴う見直しのため

P6-1

追加
審査後の変更がある場合
に、対応するため。

6.1　給水装置工事の申請

　　［略］

　＜解説＞
　　１　［略］
　　３　［略］
　　　ア～エ　［略］
　　　オ 利害関係者の承諾書
　　　　給水装置工事を施工するに当って、利害関係（私道等掘削、支分及び増径承
　　　諾）が発生するものは記入し捺印する。なお、別の書式を使用して提出するこ
　　　とも妨げない。その他必要と認められる場合は［念書・覚書］欄に記入する
　　　　a～ｄ　［略］
　　　※　利害関係の承諾の考え方
　　　　　利害関係の承諾は必須である。ただし、水道局として工事の施工時及び施工
　　　　後の紛争を未然に防ぐことを目的とするものであり、承諾印の有無が給水契約
　　　　を拒む理由とはならない。あくまでも利害関係についての責任は申込者にあり、
　　　　水道局はこれに関与することはなく、また責任も負わない。このことを申込者
　　　　が理解したことを確認した上で、給水装置工事申込書を受領する。支分、増径
　　　　に関しては給水装置の水量水圧に直接影響するものであるため、慎重に取り扱
　　　　う必要がある。支分、増径承諾の前段で主任技術者の水理計算及び現地調査の
　　　　判断において、まず支分、増径の可否を主任技術者の責任により決定し、その
　　　　ことを基に支分、増径承諾権者に承諾を受けるものとなる。
　　　カ～コ　［略］
　　　サ　給水装置しゅん工図謄本
　　　　新設以外の給水装置工事において新設工事以降のケを全て添付する。
　　　シ～メ　［略］
　　２　［略］

P6-2

変更
様式改定のため

変更
参照先の誤りを修正する
ため



給水装置工事施行要領改訂箇所一覧表

理　　由
項目（頁・章）

現　　行(令和４年４月版) 改　訂　後（令和５年４月版）

改訂事項 項目（頁・章） 改訂事項

P6-12P6-12

P7-13

P7-1

P6-10
6.5　道路等占用許可

　　１　道路占用
　　２　占用許可申請
　　３　土地区画整理地内の占用許可
　　４　市所管の水路、河川敷（保全区域を含む。）の占用許可
　　５　県土整備事務所直轄区間の河川の占用許可
　　６　見沼代用水区域の占用許可
　　７　国土交通省直轄管理区間の国道の占用許可
　　８　許可申請から許可までの処理期間

　＜解説＞
　１　道路占用
　　　「道路法」第３２条の規定により、道路に工作物や施設等を設け、継続して道路
　　を使用する場合には、道路管理者の許可を受けなければならない。したがって、配
　　水管及び給水管等の新設・撤去を行う場合は、事前に道路管理者である国、市等か
　　ら道路占用許可を受けなければならない。
　２　占用許可申請
　　　占用許可が必要な場合は、申請者は給水装置工事の申請と同時に占用許可申請の
　　必要書類を作成する。水道局は、その占用許可申請に係る書類を道路管理者に提出
　　することの委任を申請者より受けるものとする。
　　　なお、道路管理者からの占用許可条件に係る責務は申請者及び指定事業者が負う
　　ものとする。
　　　また、検査予約窓口にて予約を行い、工事日が確定した上で申請する。
　　⑴　申請に必要な図書（市道・市管轄の国・県道）
　　　ア～エ　［略］
　　(2)　［略］
　３　土地区画整理地内の占用許可
　　⑴～(2)　［略］
　４　市所管の水路、河川敷（保全区域を含む）の占用許可
　　⑴～(2)　［略］
　５　県土整備事務所直轄区間の河川の占用許可
　　　「河川法」第５５条の河川保全区域内にて給水管工事を行う場合には、別途、県
　　土整備　事務所へ占用の申請を行う。事前に給水工事課の占用担当と調整の上、必要
　　な申請書類を作成する。
　６　見沼代用水区域の占用許可
　　　　[略]
　７　国土交通省直轄管理区間の国道の占用許可
　　　　[略]
　８　許可申請から許可までの処理期間
　　(1)～(2)　[略]

7.8　水道メーターの設置

　　 メーターの設置位置は、「水道メーター設置基準」によること。

　 ＜解説＞
　　　 メーターの接合に使用するパッキン及び逆止弁（口径４０ミリメートル以下）は、
　　 水道局が支給する。
　　　 メーター室の蓋裏に「水道番号」「施工年月日」「施工した指定事業者名と連絡先」
　　 を記入すること。

7.1 管理者への連絡調整

　１～４　［略］

　＜解説＞
　　１　原則として、給水装置工事申込み受付日から審査完了まで５日間（受付日を含む。）
　　　を要する。そのため、５日以内（土・日曜日・官公署の定める休日は除く。）は、工事
　　　に着手することはできない。
　　２～４　［略］

P7-1

6.5　道路等占用許可

　　道路法第３２条等の規定により、道路等に給水管を新設又は撤去する場合は、道路管理
　者等の許可を受けなければならない。

　＜解説＞
　　占用許可が必要な場合は、申請者は給水装置工事の申請と同時に占用許可申請の必
　要書類を作成する。水道局は、その占用許可申請に係る書類を道路管理者に提出する
　ことの委任を申請者より受けるものとする。
　　なお、道路管理者からの占用許可条件に係る責務は申請者及び指定事業者が負うも
　のとする。
　　また、検査予約窓口にて予約を行い、工事日が確定した上で申請する。

　１　市道・市管轄の国・県道の占用許可申請
　　⑴～(2)　［略］
　２　土地区画整理地内の占用許可
　　⑴～(3)　［略］
　３　市所管の水路、河川敷（保全区域を含む）の占用許可
　　⑴～(2)　［略］
　４　県土整備事務所直轄区間の河川の占用許可
　　　「河川法」第２４条・第２６条の河川区域内及び第５５条の河川保全区域内にて
　　給水管工事を行う場合には、別途、県土整備事務所へ占用の申請を行う。事前に県
　　土整備事務所で河川台帳を取得し、給水工事課の占用担当と調整の上、必要な申請
　　書類を作成する。
　５　見沼代用水区域の占用許可
　　　　[略]
　６　国土交通省直轄管理区間の国道（１６号、１７号、２９８号）の占用許可
　　　　[略]
　７　許可申請から許可までの処理期間
　　(1)～(2)　[略]

7.1 管理者への連絡調整

　１～４　［略］

　＜解説＞
　　１　通常、給水装置工事申込み受付日から審査等の事務手続の完了まで５営業日（受付
　　　日を含む。）を要する。そのため、原則として、５営業日以内は、工事に着手すること
　　　はできない。
　　２～４　［略］

P6-10 変更
文言を整理するため

P7-13

変更
文言の定義を明確にする
ため

7.8　水道メーターの設置

　　 メーターの設置に関しては、「水道メーター設置基準」によること。

　 ＜解説＞
　　　 メーターの接合に使用するパッキン及び逆止弁（口径４０ミリメートル以下）は、
　　 水道局が支給する。
　　　 メーター室の蓋裏に「水道番号」「施工年月日」「施工した指定事業者名と連絡先」
　　 を記入すること。
　　 　また、改造工事を行った際は（給水工事課の立会検査の有無に関わらず）、上記の
　　 内容を更新すること。

変更
設置位置以外にも規定が
あるため

追加
現在の運用に合わせるた
め。



給水装置工事施行要領改訂箇所一覧表

理　　由
項目（頁・章）

現　　行(令和４年４月版) 改　訂　後（令和５年４月版）

改訂事項 項目（頁・章） 改訂事項

P7-16
7.10.2 道路復旧工事

　１　舗装道路の本復旧は、道路管理者の指示に従い、埋戻し完了後速やかに行うこと。
　２　速やかに本復旧工事を行うことが困難な場合は、道路管理者の承諾を得た上で仮復
　　旧工事を行うこと。
　３　非舗装道路の復旧は、道路管理者の指示に従い直ちに行うこと。
　４　道路舗装復旧の施工後に必ず路面標示を行うこと。
　５　私道の復旧工事については、土地所有者と事前に協議を行い、協議内容に基づいて
　　行うこと。

　＜解説＞
　　１ 本復旧は、次によらなければならない。

　　 ⑴ 本復旧は、在来舗装と同等以上の強度及び機能を確保するものとし、舗装構成

　　　 は、道路管理者が定める仕様書の他、関係法令等に基づき行わければならない。

　　 ⑵ 工事完了後、速やかに既設の区画線及び道路標示を溶着式により施工し、標識

　　　 類についても原形復旧すること。
　　２　仮復旧工事は、次によらなければならない。
　　　⑴　仮復旧は埋め戻し後、直ちに行わければならない。
　　　⑵　仮復旧の表層材は、道路の機能を掘削前の道路の機能と同等以上となるよう施
　　　　工すること。舗装構成は、道路管理者の指示によるものとする。

　　　⑶ 仮復旧跡の路面には、白線等道路標示の他、必要により道路管理者の指示によ

　　　　る標示をペイント等により表示すること。
　　３　非舗装道路の復旧については、道路管理者の指定する方法により路盤築造等を行
　　　い、在来路面となじみよく仕上げること。
　　４　本復旧及び仮復旧の路面標示については、標準仕様書によるものとする。

7.10.2 道路復旧工事

　１　舗装道路の仮復旧・本復旧は、道路管理者の指示に従い、速やかに行うこと。
　２　非舗装道路の復旧は、道路管理者の指示に従い速やかに行うこと。
　３　道路舗装復旧の施工後に必ず路面標示を行うこと。
　４　私道の復旧工事については、土地所有者と事前に協議を行い、協議内容に基づいて
　　行うこと。

　＜解説＞
　　１　舗装道路の復旧工事
　　　⑴　本復旧は、次によらなければならない。
　　　　ア　本復旧は、在来舗装と同等以上の強度及び機能を確保するものとし、舗装構
　　　　　成は、道路管理者が定める仕様書の他、関係法令等に基づき行わければならない。
　　　　イ　工事完了後、速やかに既設の区画線及び道路標示を溶着式により施工し、標
　　　　　識類についても原形復旧すること。

　　　⑵ 仮復旧工事は、次によらなければならない。

　　　　ア　仮復旧は埋め戻し後、直ちに行わければならない。
　　　　イ　仮復旧の表層材は、道路の機能を掘削前の道路の機能と同等以上となるよ
　　　　　う施工すること。舗装構成は、道路管理者の指示によるものとする。
　　　　ウ　仮復旧跡の路面には、白線等道路標示の他、必要により道路管理者の指示
　　　　　による標示をペイント等により表示すること。
　　２　非舗装道路の復旧については、道路管理者の指定する方法により路盤築造等を行
　　　い、在来路面となじみよく仕上げること。
　　３　本復旧及び仮復旧の路面標示については、標準仕様書によるものとする。

変更
さいたま市のホームペー
ジに掲載している内容に
合わせるため。

変更
項目番号を合わせるた
め。

P7-16

P7-17 P7-17


