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水面使用許可取扱要綱の制定について

水面使用の許可取扱については、東京都水上取締条例（昭和２３年７月東京都条例第８２号）

に基き、東京水上警察署長がこれを主管してきたところであるが、昭和３３年４月１日機構改正

により、水上における管轄が分轄されたことに伴い、その事務は管轄警察署長においてそれぞれ

行うことになつたので、許可取扱についての統一調整と適正を図るため、別添のとおり水面使用

許可取扱要綱を制定し、昭和３４年５月１日から実施することとなつたから、部下一般に徹底す

るとともに、運用上遺漏のないようにされたい。

命によつて通達する。

おつて、水面使用の許可取扱について、「東京水上警察署の機構改正のための警視庁警察署処

務規程その他関係規程の改正等について」（昭和３３年４月１日通達甲（総．企．企）第１号）

のうち次の事項を削除する。

１ 第８「水上取締条例による行政事務および取締要領」のうち

(1) 水面占用許可と取締（第３５条）

(2) 運航に用いない船舶、舟または舟筏のけい留許可取扱（第１４条）

(3) 簿冊の備付

２ 別表第２ 水面占用許可基準表

別添

水面使用許可取扱要綱
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第１章 総則

（目的）

第１条 この要綱は、東京都水上取締条例（昭和２３年７月東京都条例第８２号）第１４条及

び第３５条に基き、警察署長（以下「署長」という。）の行う水面使用許可の取扱について、

必要な事項を定めることを目的とする。

（水面使用の区分）

第２条 この要綱においては、水面使用の種類を次のとおり区分する。

(1) けい留使用

(2) けい留杭使用

(3) 橋りよう等使用

(4) 沿岸工作物使用

(5) 祭礼使用

(6) 催物使用

(7) 広告物使用

(8) 工事使用

(9) 作業使用

(10) 撮影使用

（用語の意義）

第３条 この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 「水面」とは、港域法（昭和２３年法律第１７５号）の適用をうける地域を除いた区域

で、船舶、舟及びいかだの自由に通航できる河川、運河等の水域をいう。

(2) 「使用」とは、水面の一定面積若しくはその上空又は水底を継続的に占用し、若しくは

特殊な目的、方法によつて水面を使用し又は通航することをいう。

(3) 「船舶等」とは、船舶、舟、いかだをいい、「船舶」とは、機械力によつて、「舟」と

は、ろかいその他の方法によつて航行するものをいい、「いかだ」とは、竹木を組み合わ

せ、回漕又はけい留するものをいう。

(4) 「けい留使用」とは、通航に用いない船舶等をけい留するために、水面を使用すること

をいう。

(5) 「けい留杭使用」とは、船舶等をけい留する目的で、杭を設置することにより、水面を

使用することをいう。

(6) 「橋りよう等使用」とは、橋りよう又はさん橋（待合室等の施設、乗降用の橋、台船（浮

さん橋）その他これに附帯する施設をいう。）を設置することにより、水面を使用するこ

とをいう。

(7) 「沿岸工作物使用」とは、起重機類の施設又は製材用のすべり施設（材木を河中から引

き揚げる施設をいう。）若しくはパイプ等の搬送施設（荷揚船から粉粒物等をパイプで工

場に搬送する施設をいう。）その他これに類する施設を設置することにより、水面を使用

することをいう。

(8) 「祭礼使用」とは、みこし渡し、水神祭、川施餓鬼、とうろう流し又は舞台の設置等、

祭礼若しくは慣習的行事のために、水面を使用することをいう。

(9) 「催物使用」とは、ボートレース又は花火の打上若しくは消防出初式等の催しをするた

めに、水面を使用することをいう。ただし、集会、集団行進及び集団示威運動に関する条

例（昭和２５年７月東京都条例第４４号）に該当するものを除く。



(10) 「広告物使用」とは、広告物件若しくはこれに類するもの又は広告目的の物件を設置す

ることにより、水面を使用することをいう。

(11) 「工事使用」とは、「橋りよう、水門、護岸施設等の新設若しくは改修又はガス管、水道

管、電話、電気ケーブル線の埋設等、工事をするために、水面を使用することをいう。

(12) 「作業使用」とは、浚せつ又は沈没物の引揚げ等、工事以外の作業をするために、水面

を使用することをいう。

(13) 「撮影使用」とは、映画等を撮影するために、水面を使用することをいう。

第２章 許可の標準と条件

第１節 許可の基本方針

（許可の方針）

第４条 水面使用は、通航上の障害を最小限度にとどめる範囲内で許可するものとし、この要綱

に定める許可の標準と条件に適合するものであつても、現地について具体的に通航上の支障を

検討し、その許否を決するものとする。

第５条 削除

第２節 けい留使用

（区分）

第６条 けい留使用の種類を次のとおり区分する。

(1) 船舶けい留使用

廃船等通航に用いない船舶若しくは舟をけい留するために、水面を使用することをいう。

(2) いかだけい留使用

いかだをけい留するために、水面を使用することをいう。

（許可の標準）

第７条 けい留使用の許可標準は、次のとおりとする。

(1) 船舶けい留使用

ア 原則として許可しないこと。ただし、一時的で通航上支障とならないものは許可する

ことができる。

イ 遊休河川又は川幅が３０メートル以上で、船舶等の通航に支障とならない場所である

こと。

(2) いかだけい留使用

ア 遊休河川又は川幅が２０メートル以上で、船舶等の通航に支障とならない場所である

こと。

イ 出幅は、沿岸から６メートル以内とすること。ただし、船舶等の通航が少ない場所で

は、通航に支障のない範囲で延長することができる。

（許可の条件）

第８条 けい留使用の許可条件は、次のとおりとする。

(1) 船舶けい留使用

ア 許可期間は、１年以内とすること。



イ 橋りよう、さん橋等の施設物及び曲り角から、１０メートル以上を離すこと。

ウ 沿岸に縦着けをし若しくは船舶等に並列し又は振掛をしないこと。

エ できる限り、沿岸に近接してけい留すること。

オ けい留杭につなぐものとし、護岸工作物、沿岸の手すり等公共施設物につながないこ

と。

(2) いかだけい留使用

ア 許可期間は、１年以内とすること。

イ 橋りよう、さん橋等の施設物及び曲り角から、１０メートル以上を離すこと。

ウ 沿岸に縦着けをし若しくは船舶等に並列し又は振掛をしないこと。

エ できる限り、沿岸に近接してけい留すること。

オ けい留杭につなぐものとし、護岸工作物、沿岸の手すり等公共施設物につながないこ

と。

カ 離散又は流失することがないよう、堅固に結束すること。

キ けい留区域の両端杭には、申請人の住所、氏名、許可期間を明りように標示すること。

ク 高潮、洪水等には看視人を配置し、流失その他の危険防止にあたること。

ケ 期間が満了したときは、すみやかに解体して水路をあけておくこと。

第３節 けい留杭使用

（許可の標準）

第９条 けい留杭使用の許可標準は、次のとおりとする。

(1) ボート等小型舶のけい留杭は、末口０．１メートル以上とすること。

(2) ダルマ船等大型船のけい留杭は、末口０．１５メートル以上とすること。

(3) いかだのけい留杭は、末口０．１５メートル以上とし、沿岸側におおむね５メートル間

隔で打設すること。

(4) 杭は、沿岸からおおむね１メートルの地点に打設するものとし、水深等やむをえない事

情によりこれを越える場合は、必要最小限度とすること。

(5) 杭の高さは、満潮時の水面から３メートル以上とすること。

（許可の条件）

第１０条 けい留杭使用の許可条件は、次のとおりとする。

(1) 許可期間は、２年以内とすること。

(2) 橋りよう及び曲り角から、１０メートル以上を離すこと。

(3) ２本以上打設するときは、沿岸に平行させること。

(4) 堅固に打設し、その位置をみだりに変更しないこと。

(5) 腐朽等により、使用に耐えなくなつたときは、直ちにとり替えること。

(6) 船舶等のけい留以外に使用しないこと。

第４節 橋りよう等使用

（区分）

第１１条 橋りよう等使用の種類を次のとおり区分する。

(1) 橋りよう使用

一般通行の用に供する橋又はガス、水道等の施設の専用に供する橋を新設し若しくは既

設橋にこれらの施設を添架することにより、水面を使用することをいう。



(2) さん橋使用

船舶等に乗降し又は荷役若しくは避難等の目的で、次のさん橋を設置することにより、

水面を使用することをいう。

ア 旅客用さん橋

水上バス等旅客の運送を業とするために、設置するさん橋をいう。

イ 貸舟用さん橋

釣り舟、貸ボート等を業とするために、設置するさん橋をいう。

ウ 荷役用さん橋

貨物等の積おろしのために、設置するさん橋をいう。

エ 避難用さん橋

災害時における避難のために、設置するさん橋をいう。

（許可の標準）

第１２条 橋りよう等使用の許可標準は、次のとおりとする。

(1) 橋りよう使用

ア けた下端の高さ等については、市内河川橋りようけた下端、径間並びに浚せつ計画深

度規定表（大正１４年１月２０日決定）によること。

イ ガス、水道橋等を既設橋の近くに並列して架設する場合の橋脚の間隔は、原則として

既設橋と同一にすること。

(2) さん橋使用

ア 許可の範囲は次によること。

(ｱ) 乗降又は荷役以外の目的で設置するものは、原則として許可しないこと。ただし、

避難等やむを得ないものについては許可することができる。

(ｲ) 旅客用さん橋を各地点に多数設置する場合は、必要最小限度とすること。

(ｳ) 貸舟用及び避難用さん橋は、同一場所又は同一施設について１箇所とすること。

(ｴ) さん橋には、管理目的以外の施設を設けないこと。

イ 構造及び設置方法は、次によること。

(ｱ) 旅客用さん橋

a 陸上及び水上の交通に支障とならない場所であること。

b 待合室等の施設は１階とし、取りはずしのできる簡易な構造であること。

c 沿岸からの出幅及び川沿いの長さは、次によること。

河川名 出幅 川沿いの長さ

荒川（隅田川） １０メートル以内 ２０メートル以内

中川（旧中川・新中川) ８メートル以内 １６メートル以内

江戸川 ８メートル以内 １６メートル以内

綾瀬川 ６メートル以内 １２メートル以内

多摩川 ６メートル以内 １２メートル以内

その他の河川 ５メートル以内 １０メートル以内

(ｲ) 貸舟用さん橋

a 遊休河川又は川幅が２０メートル以上あること。

b 陸上及び水上の交通に支障とならない場所であること。

c 施設は１階とし、取りはずしのできる簡易な構造であること。

d 出幅は、沿岸から５メートル以内、川沿いの長さは、１０メートル以内とするこ

と。



(ｳ) 荷役用さん橋

a 川幅が２０メートル以上あること。

b 出幅は、沿岸から５メートル以内、川沿いの長さは、１０メートル以内とするこ

と。ただし、船舶の通航が少い場所では、通航に支障のない範囲で延長することが

できる。

c 原則として木造とすること。

(ｴ) 避難用さん橋

a 川幅が３０メートル以上あること。

b 施設は１階とし、取りはずしのできる簡易な構造であること。

c 非常用階段を 1箇所以上設けること。
d 出幅は、沿岸から３０メートル以内、川沿いの長さは４メートル以内、床面は、

おおむね護岸の高さとし、手すり等施設の最高部は、床面から 1メートル以内とす
ること。

（許可の条件）

第１３条 橋りよう等使用の許可条件は、次のとおりとする。

(1) 橋りよう使用

ア 許可期間は、３年以内とすること。ただし、公共性があるものは、許可期間を附さな

いことができる。

イ 災害、腐朽等で危険になつたときは、すみやかに修理その他必要な措置を講ずること。

ウ 商業広告物その他これに類するものを掲示しないこと。

(2) さん橋使用

ア 旅客用及び荷役用さん橋は３年以内、貸舟用及び避難用さん橋は１年以内とすること。

イ 道路の交差点又は橋りよう、荷揚場等の施設物及び水路の曲り角から、１０メートル

以上を離すこと。

ウ 申請以外の施設を設け又は申請目的以外に使用しないこと。

エ 護岸工作物を損壊しないようにすること。

オ 旅客用及び貸舟用さん橋には、らんかんその他危険予防の設備をし、かつ救命用具を

備え付けること。

カ 船舶等は、できる限り沿岸側にまとめてけい留するものとし、護岸工作物につなぎ又

は振掛をしないこと。

キ 旅客用、貸舟用及び荷役用さん橋には、標識燈及び夜間照明の装置を整備すること。

ク 施設物は、倒壊等のおそれがないように設置し、高潮、洪水時等には、流失その他危

険防止にあたること。

ケ 腐朽その他の事由で危険になつたときは、すみやかに修理その他必要な措置を講ずる

こと。

コ 旅客用及び貸舟用さん橋に掲示する広告物は、看板（自己の営業所又は事業所にその

営業又は事業に関連する事項を表示するものをいう。）に限るものとし、荷役用及び避

難用さん橋には、広告物その他これに類するものを掲示しないこと。

第５節 沿岸工作物使用

（許可の標準）

第１４条 沿岸工作物使用の許可標準は、次のとおりとする。

(1) 起重機類の施設は、次によること。



ア 固定式起重機の出幅及び満潮時の水面からの高さは、次によること。

河川名 出幅 けた下端の高さ

荒川（隅田川） １０メートル以内 ８．５メートル以上

中川（旧中川・新中川) ８メートル以内 ７．５メートル以上

江戸川 ８メートル以内 ７．５メートル以上

綾瀬川 ６メートル以内 ７．５メートル以上

多摩川 ６メートル以内 ７．５メートル以上

その他の河川 ５メートル以内 ７．５メートル以上

イ 回転式起重機の出幅及び満潮時の水面からの高さは、次によること。

河川名 出幅 巻き上げ時におけるフツクの下端高

荒川（隅田川） １０メートル以内 ７メートル以上

中川（旧中川・新中川) ８メートル以内 ６．５メートル以上

江戸川 ８メートル以内 ６．５メートル以上

綾瀬川 ６メートル以内 ６．５メートル以上

多摩川 ６メートル以内 ６．５メートル以上

その他の河川 ５メートル以内 ６．５メートル以上

(2) 製材用のすべり施設は、次によること。

ア 橋りよう、さん橋等の施設物及び曲り角から、１０メートル以上を離すこと。

イ 船舶等の通航に、支障とならない場所であること。

ウ 出幅は、沿岸から３メートル以内、川沿いの長さは、１０メートル以内とすること。

(3) パイプ等の搬送施設は、次によること。

ア 荷揚船のけい留によつて、他の船舶等の通航に支障とならない場所であること。

イ 出幅は、沿岸から５メートル以内とし、高さは満潮時の水面から、荒川（隅田川）で

は８．５メートル以上、その他の河川では７．５メートル以上とすること。

（許可の条件）

第１５条 沿岸工作物使用の許可条件は、次のとおりとする。

(1) 許可期間は、３年以内とすること。

(2) 倒壊等のおそれがないように設置すること。

(3) 護岸工作物を損壊しないようにすること。

(4) 広告物その他これに類するものを掲示しないこと。

(5) 回転式起重機は、使用後先端を上空に向けておくこと。

第６節 祭礼使用

（許可の標準）

第１６条 祭礼使用の許可標準は、次のとおりとする。

(1) みこし渡し、水神祭、川施餓鬼、とうろう流し等は、次によること。

ア 原則として、通航制限を必要としないものであること。

イ 船舶等の通航に支障とならない場所又はコースであること。

ウ みこし渡し、水神祭等は昼間に限るものとし、危険のおそれのない場所又はコースで

あること。

(2) 舞台等の施設は、次によること。



ア 原則として許可しないこと。ただし、祭礼又は慣習的な行事で、やむをえないものに

限り許可することができる。

イ 道路交通の支障とならない場所であること。

ウ 出幅は、沿岸から７メートル以内、川沿いの長さは、１０メートル以内とし、１階と

すること。

（許可の条件）

第１７条 祭礼使用の許可条件は、次のとおりとする。

(1) みこし渡し、水神祭、川施餓鬼、とうろう流し等は、次によること。

ア 許可期間は、３日以内とすること。

イ 天候不良で危険なときは、中止すること。

ウ みこし渡し、水神祭等水中で行うものについては、必要数の救助船を配置すること。

エ 流したとうろうは、すべて回収すること。

(2) 舞台等の施設は、次によること。

ア 許可期間は、３日以内とし、夜間にわたるときは、午後１０時までとすること。

イ 観覧料その他の料金を徴収しないこと。

ウ 施設は倒壊等のおそれがないように設置し、護岸工作物を損壊しないようにすること。

エ 腕章をつけた必要数の整理員を配置すること。

オ 歌舞音曲の音量は、騒音防止に関する条例（昭和２９年１月東京都条例第１号）に定

める基準内とすること。

カ 期間が満了したときは、すみやかに撤去すること。

第７節 催物使用

（区分）

第１８条 催物使用の種類を次のとおり区分する。

(1) 競技使用

ボートレース、水泳等競技をするために、水面を使用することをいう。

(2) 花火使用

花火用船又は観覧船をけい留するために、水面を使用することをいう。

(3) 巡航宣伝使用

消防出初式、パレード等巡航宣伝をするために、水面を使用することをいう。

（許可の標準）

第１９条 催物使用の許可標準は、次のとおりとする。

(1) 競技使用

ア 昼間に限るものとし、原則として通航制限を必要としないものであること。

イ 船舶等の通航に、支障とならない場所であること。

(2) 花火使用

ア 他の法令等により、許可を要するものについては、その許可を受けたものであること。

イ 花火の打上げは、交通又は保安上、危険でない場所であること。

ウ 観覧用のさ敷施設は、水面上に設けないものであること。

(3) 巡航宣伝使用

ア 原則として昼間に限るものとし、通航制限を必要としないものであること。

イ 商業宣伝、祝賀、宗教行事又は単なる広報活動を目的としたものに限ること。



ウ 商業宣伝のための巡航は、原則として一時的又は臨時的なものであること。

エ 同一行動をする場合は、５隻以内とすること。

オ 装飾は、不体裁なもの又は発光体のものでないこと。

（許可の条件）

第２０条 催物使用の許可条件は、次のとおりとする。

(1) 競技使用

ア 許可期間は、３日以内とすること。

イ 通行区分は、原則として河川の右側端とすること。

ウ 天候不良で危険な場合は、中止すること。

エ 船及び車馬による伴走をしないこと。

オ 必要数の救助船を配置すること。

(2) 花火使用

ア 許可期間は、７日以内とすること。

イ 花火用船に施設作業を行い又はこれをけい留するときは、船舶等の通航に支障となら

ない場所及び方法で行うこと。

ウ 花火用船の施設、装置は、倒壊又は散落のおそれがないように設置し、見やすい箇所

に花火用船であることを標示する赤旗を掲示すること。

エ 危険区域は、適当数の赤旗で標示すること。

オ 花火用船の間隔は、安全距離を保持すること。

カ 観覧船を沿岸側にけい留する場合は、沿岸から１５メートル以内とし、流身部にけい

留する場合は、直近の花火用船から１５０メートル以上を離すこと。

キ 適当な救助施設を設けるほか、必要数の救助船を配置すること。

(3) 巡航宣伝使用

ア 許可期間は、商業宣伝のための巡航は３日以内、その他は１日限りとし、いずれも昼

間とすること。

イ 船を連ねて巡航するときは、安全距離を保持すること。

ウ 乗船定員を厳守すること。

第８節 広告物使用

（許可の標準）

第２１条 広告物使用の許可標準は、次のとおりとする。

(1) 公共性があるもののほかは、原則として許可しないこと。

(2) 屋外広告物条例（昭和２４年８月東京都条例第１００号）により、許可を受けたものに

限ること。

(3) 通航に支障とならない位置及び大きさであること。

（許可の条件）

第２２条 広告物使用の許可条件は、次のとおりとする。

(1) 許可期間は、一時的なものは１月以内、その他のものは１年以内とすること。

(2) 倒壊又は散落のおそれがないように設置すること。

(3) 塗装がはく離し又は破損、腐朽して、不体裁若しくは危険になつたときは、すみやかに

修理その他適切な措置を講ずること。

(4) 設置物件の見やすい箇所に、設置者の住所、氏名及び許可期間を明りように附記するこ



と。

(5) 許可期間が満了したときは、すみやかに撤去し、原状に復しておくこと。

第９節 工事使用

（区分）

第２３条 工事の種類を次のとおり区分する。

(1) 重要工事

次のいずれかの一にあたる工事をいう。

ア 流身部において、片側以上の通航制限を必要とする工事

イ 工期が６０日以上の工事

ウ ２以上の警察署の管轄にまたがる工事

エ その他特殊なもので通航に支障となる工事

(2) 普通工事

前号以外の工事をいう。

（災害復旧工事）

第２４条 風水害その他突発的な事故により、緊急工事を要する場合は、関係者に応急措置をさせ

た後、すみやかに前条の区分に応じた手続をさせるものとする。

（許可の標準）

第２５条 工事使用の許可標準は、次のとおりとする。

(1) 河川の全幅員に及ぶ工事は、河川の状況により、川幅の３分の１又は２分の１あて施工

し、通航の安全を確保すること。

(2) 護岸工事等で、道路交通に支障を及ぼし又はそのおそれのある場合は、２００メートル

以下に分割して行うこと。

(3) 工事に関連する足代、支柱、掛出し又は事務室等は次によること。

ア 出幅は５メートル以内とすること。ただし、特に支障がない場合は、１０メートル以

内とすることができる。

イ 掛出しは、通航に支障とならない高さとすること。

ウ 事務室は、沿岸に接着して設置するものとし、川沿いの長さは、３０メートル以内と

すること。

(4) 土砂等の運搬のため、河川上空に樋又は架線等を設けるときの高さは、第２９条に準ず

ること。

（許可の条件）

第２６条 工事使用の許可条件は、次のとおりとする。

(1) 工事現場には、船舶等から見やすい箇所に、別記様式第１による工事標準板及び赤旗を

掲示し、夜間は１００ワツト以上の白色照明燈で標示すること。

(2) 夜間は、工事現場の両端及びその周辺に必要数の赤色注意燈を点燈するほか、特に危険

な場所は、１００ワツト以上の白色照明燈で標示すること。

(3) 前記各号の照明燈は、直射光線をしやへいするようにすること。

(4) 工事用資機材等が、水中に落下しないよう、適当な防護施設を設けること。

(5) 足代、支柱、工事用資機材等は、倒壊のおそれがないように設置すること。

(6) 工事の進行に伴い、不用となつた資機材その他については、すみやかに整理し通航の支



障とならないようにすること。

(7) 河口若しくは水路の交差点等危険な場所又は工事施行によつて著しく通航の円滑を阻害

する場所では、状況により夜間工事を行うこと。

(8) 工事施行によつて、護岸工作物その他の施設物を損壊したときは、すみやかに修理し原

状に復しておくこと。

(9) 工事が完了したときは、すみやかに完了届をすること。

第１０節 作業使用

（区分）

第２７条 作業の種類を次のとおり区分する。

(1) 浚せつ作業

起重機又はパイプ等、機械力を用いて水底の土砂をすくい上げる作業をいう。

(2) 潜水作業

沈没物の引揚げ等水中における作業をいう。

(3) 架空線作業

電気、電話等に関する架空線の作業をいう。

(4) 橋りよう等作業

橋りようさん橋等の修理及び塗り替え等に関する作業をいう。

（災害復旧作業）

第２８条 風水害その他突発的な事故により、緊急作業を要する場合は、関係者に応急措置をさせ

た後、すみやかに前条の区分に応じた手続をさせるものとする。

（許可の標準）

第２９条 作業使用の許可標準は、次のとおりとする。

架空線作業は、昼間に限るものとし、計画高水位（洪水時の水位）からの架空線の高さは、

次によること。

河川名 区間 高さ

江戸川 関宿水門から河口まで １５メートル以上

荒川 入間川合流点から戸田橋まで １０メートル以上

戸田橋から新荒川河口まで １５メートル以上

岩淵水門から荒川河口まで １５メートル以上

多摩川 多摩川丸子堰から六郷橋まで １０メートル以上

六郷橋から河口まで １５メートル以上

丸子堰から上流 電気工作物規定第６３条及び第９０条による

その他の河川 １５メートル以上

（許可の条件）

第３０条 作業使用の許可条件は、次のとおりとする。

(1) できる限り船舶等の通航に支障とならない位置及び方法で行うこと。

(2) 浚せつ及び潜水作業中は、昼間は、中央が白色のひし形、上下が紅色の球形である３個

の形象物で、夜間は、中央が白色、上下が紅色である３個の燈火で標示すること。

(3) パイプ式の浚せつ施設は、必要最小限度の長さとし、水上に突出している部分は、夜間

必要数の照明燈で標示すること。



(4) 架空線作業中は、必要により警戒船を配置し、船舶等の誘導にあたること。

(5) 橋りよう等作業中は、見やすい箇所に赤旗を掲示し、夜間は、作業現場の両端及びその

周辺に、必要数の赤色注意燈を点燈するほか、特に危険な場所には、直射光線をしやへい

する１００ワツト以上の白色照明燈で標示すること。

(6) 橋りよう等作業で用いる足代、支柱等は、できる限り橋脚の近くに設置し、通航に支障

とならないようにすること。

第１１節 撮影使用

（許可の標準と条件）

第３１条 撮影使用の許可標準と条件は、次のとおりとする。

(1) 撮影は、通航に特別の支障を与えない方法で行うこと。

(2) 照明燈、投光器を使用する場合は、その光源によつて船舶等の運行に、支障を与えない

ようにすること。

(3) 警察官によらないで、通航制限を行わないこと。

(4) 前記のほか通航上の支障を最小限度にとどめる措置を講ずること。

第３章 許可の取消変更

（取消変更）

第３２条 この要綱の第６条から第３１条までの規定に基いて許可した水面使用につき、通航上支

障を生じ又は許可条件に違反した場合は、条件を変更し若しくは許可を取り消すものとする。

第４章 許可の申請と手続

（申請書の提出）

第３３条 申請書は、別記様式第２によるほか、次の書類を添付するものとする。ただし、その日

限りで完了する作業使用は、口頭申請によることができる。

(1) 使用の場所、位置及びその付近を記載した図面

(2) 工作物、物件又は施設の設計書、仕様書若しくは図面。ただし、簡易なもの若しくは使

用の内容により、その一部を省略することができる。

(3) 他の法令等により、官公署の許可若しくは認可等を受けているときは、その許可書若し

くは認可書又はその写

(4) 土地、建物、施設物等の所有者若しくは占有者又は居住者等の同意を必要とするときは、

その同意書

(5) 催物使用等水路の確定できるものは、その水路及び経過地を記載した図面

２ 許可したときは、別記様式第３による、水面使用許可書交付簿に、所要事項を記入するほ

か、前項本文のただし書による申請を受理したときは、別記様式第 4による水面作業使用口
頭受理簿に記入するものとする。

３ 交番又は駐在所等において、第１項本文のただし書による申請を受理したときは、本署交

通係に連絡し、その指示を受けて処理するものとする。

（申請書の提出数）

第３４条 申請書の提出数は、橋りよう使用、花火使用及び重要工事で東京湾岸警察署長に送付を

要するものは３通とし、他は２通とする。



（申請書の受理と連絡）

第３５条 水面使用が、２以上の警察署の管轄にまたがる場合は、原則として出発地又は主たる管

轄署長（東京湾岸警察署の管轄にまたがる場合は、東京湾岸警察署長）が申請を受理するもの

とし、申請を受理した署長は、関係署長に申請の内容及び許可条件その他必要な事項を連絡す

るものとする。

２ 道路使用許可取扱要綱（昭和３５年１２月１７日通達甲（交．２．３）第１７０号）とこ

の要綱が適用される申請については、一括して許可することができるものとし、管轄が異なる

ときは、主たる管轄署長が関係署長と協議して、処理するものとする。

３ 前２項の場合で、主たる管轄が判然としないときは、関係署長が協議して、決定するものと

する。

４ 重要工事その他必要と認めるときは、東京湾岸警察署長に合議するものとする。

（橋りよう工事の許可）

第３６条 橋りようの新設工事は、橋りよう設置による水面使用と、工事のための水面使用を、一

括して許可するものとする。

（許可証の交付）

第３７条 許可を行う場合は、申請書１通にその旨を記載して、これを許可証にかえ申請者に交付

するものとする。

（関係府県警察等との連絡）

第３８条 催物使用等で、他府県又は京浜港港域に及ぶ場合は、申請者に関係府県警察署又は関係

海上保安官署への申請を指導するとともに、本部を通じて、管区警察局又は海上保安部に連絡

すること。

第３９条 削除

（河川管理者等との連絡協議）

第４０条 他の法令等により、官公署の許可又は認可等を必要とする許可事項について、協議を要

すると認められる申請については、あらかじめ連絡協議の上、措置するものとする。

（延期、継続、変更の手続）

第４１条 許可期間の延期、変更若しくは継続又は内容の変更等の申請については、第３３条ない

し第４０条に準じて取り扱うものとする。ただし、内容が重複する部分は、省略することがで

きる。

第５章 指導取締

（許可条件の指導）

第４２条 許可の条件は、文書をもつて示達し、重要な事項については、具体的に指導するものと

する。

（取扱の要点）

第４３条 水面使用の取締にあたつては、特に次の各号に留意するものとする。



(1) 申請の内容と実際が一致しているか。

(2) 許可条件が履行されているか。

(3) 許可期間の満了にあたつて、原状回復が完全に行われているか。

２ 工事の取締にあたつては、前項によるほか、特に次の各号に留意するものとする。

(1) 工事人がみだりに通航を制限していないか。

(2) 公共用施設が適切に保持されているか。

(3) 保安施設の責任者を定め、常にこれを整備しているか。

(4) 電気装置等に危険な箇所はないか。

(5) 工事が部分的に完成した後は、逐次原状に復し、一般通航に開放しているか。

(6) 完了届を受けたときは、遅滞なく責任者とともに現場を監査し、復旧状態を確認するこ

と。

第６章 報告連絡

（報告連絡）

第４４条 この要綱による報告連絡は、交通規制課道路第二係を経由するものとする。

（重要工事の電話報告）

第４５条 重要工事の着手及び完了月日は、そのつど、電話により報告するものとする。

（年報）

第４６条 その年の水面使用の許可取扱状況を、翌年１月末日までに、＊別記様式第５により交通

部長（交通規制課道路第二係経由）に報告するものとする。

様式第１ 工事標準版 省略

様式第２ 水面使用使用許可申請書 省略

様式第３ 水面使用許可署交付簿 省略

様式第４ 水面作業使用口頭受理簿 省略

様式第５ 年中水面使用許可取扱状況報告 省略


