
 

 

議  案  第  １１  号  

 

 

新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について  

 

新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

平成２７年２月２３日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例  

 

新居浜市市営住宅条例（平成９年条例第３０号）の一部を次のように改正する。  

別表  １  市営住宅の表中  

「  

団地名  建設年度  構造  戸数  所在地  

南小松原  ２８  耐火３階  ２４  新居浜市南小松原町９番  

」を  

「  

団地名  建設年度  構造  戸数  所在地  

」 に 、  

「                「  

３１  

 

簡耐平家   昭和３１  

 

準耐火平家  

３１  木造平家   昭和３１  木造平家  

 

３１  木造平家   昭和３１  木造平家  

３２  木造平家   昭和３２  木造平家  

３５  木造平家   昭和３５  木造平家  



 

 

３５  木造平家   昭和３５  木造平家  

３５  簡耐平家   昭和３５  準耐火平家  

３５  簡耐平家   昭和３５  準耐火平家  

３６  木造平家   昭和３６  木造平家  

３６  木造平家   昭和３６  木造平家  

３６  木造平家   昭和３６  木造平家  

３６  簡耐平家   昭和３６  準耐火平家  

３６  簡耐平家   昭和３６  準耐火平家  

３７  木造平家   昭和３７  木造平家  

３７  木造平家   昭和３７  木造平家  

３７  簡耐平家   昭和３７  準耐火平家  

３７  簡耐平家   昭和３７  準耐火平家  

３７  木造平家   昭和３７  木造平家  

３８  簡耐平家   昭和３８  準耐火平家  

３８  木造平家   昭和３８  木造平家  

３８  木造平家   昭和３８  木造平家  

３８  木造平家   昭和３８  木造平家  

３８  木造平家   昭和３８  木造平家  

３８  簡耐平家   昭和３８  準耐火平家  

３９  簡耐平家   昭和３９  準耐火平家  

３９  簡耐２階   昭和３９  準耐火２階  

３９  簡耐平家   昭和３９  準耐火平家  

４０  簡耐平家   昭和４０  準耐火平家  

４０  簡耐２階   昭和４０  準耐火２階  

４０  簡耐平家   昭和４０  準耐火平家  

４１  簡耐２階   昭和４１  準耐火２階  

４１  簡耐平家   昭和４１  準耐火平家  

４２  簡耐平家   昭和４２  準耐火平家  

４２  簡耐平家   昭和４２  準耐火平家  

４２  簡耐２階   昭和４２  準耐火２階  

４３  簡耐平家   昭和４３  準耐火平家  

４３  簡耐２階   昭和４３  準耐火２階  

４４  簡耐平家   昭和４４  準耐火平家  

４４  簡耐２階   昭和４４  準耐火２階  



 

 

４４  中耐４階   昭和４４  耐火４階  

４５  簡耐２階   昭和４５  準耐火２階  

４５  簡耐２階   昭和４５  準耐火２階  

４５  中耐４階   昭和４５  耐火４階  

４６  簡耐２階   昭和４６  準耐火２階  

４６  簡耐２階   昭和４６  準耐火２階  

４７  中耐４階   昭和４７  耐火４階  

４８  中耐４階   昭和４８  耐火４階  

４８  中耐４階   昭和４８  耐火４階  

４９  中耐４階   昭和４９  耐火４階  

４９  中耐４階   昭和４９  耐火４階  

４９  中耐４階   昭和４９  耐火４階  

５０  中耐４階   昭和５０  耐火４階  

５１  中耐４階   昭和５１  耐火４階  

５１  中耐４階   昭和５１  耐火４階  

５１  中耐４階   昭和５１  耐火４階  

５２  中耐４階   昭和５２  耐火４階  

５２  中耐４階   昭和５２  耐火４階  

５２  中耐４階   昭和５２  耐火４階  

５３  中耐５階   昭和５３  耐火５階  

５４  中耐５階   昭和５４  耐火５階  

５４  中耐５階   昭和５４  耐火５階  

５４  簡耐２階   昭和５４  準耐火２階  

 

５５  中耐５階   昭和５５  耐火５階  

５５  中耐５階   昭和５５  耐火５階  

５６  中耐３階   昭和５６  耐火３階  

５６  簡耐２階   昭和５６  準耐火２階  

５６  簡耐２階   昭和５６  準耐火２階  

 

５６  中耐５階   昭和５６  耐火５階  

５７  簡耐２階   昭和５７  準耐火２階  

５７  中耐３階   昭和５７  耐火３階  

 



 

 

５７  簡耐２階   昭和５７  準耐火２階  

５７  中耐３階   昭和５７  耐火３階  

５８  中耐４階   昭和５８  耐火４階  

５８  中耐５階   昭和５８  耐火５階  

５８  中耐３階   昭和５８  耐火３階  

５９  中耐５階   昭和５９  耐火５階  

 

 

５９  中耐４階   昭和５９  耐火４階  

６０  中耐５階   昭和６０  耐火５階  

６０  中耐３階   昭和６０  耐火３階  

６１  中耐５階   昭和６１  耐火５階  

６１  中耐５階   昭和６１  耐火５階  

６２  中耐５階   昭和６２  耐火５階  

６２  中耐５階   昭和６２  耐火５階  

６３  中耐５階   昭和６３  耐火５階  

元  中耐４階   平成元  耐火４階  

元  中耐３階   平成元  耐火３階  

元  中耐４階   平成元  耐火４階  

２  中耐４階   平成２  耐火４階  

３  中耐３階   平成３  耐火３階  

３  中耐３階   平成３  耐火３階  

 

４  中耐３階   平成４  耐火３階  

４  中耐３階   平成４  耐火３階  

 

５  中耐３階   平成５  耐火３階  

５  中耐３階   平成５  耐火３階  

５  中耐３階   平成５  耐火３階  

 

５  中耐３階   平成５  耐火３階  

 

７  中耐３階   平成７  耐火３階  

 



 

 

   
８  中耐３階   平成８  耐火３階  

 

９  中耐３階   平成９  耐火３階  

 

」を               」に、  

「  

治良丸  １１  中耐３階  １８  新居浜市萩生２７３０番地の１  

」を  

「  

治良丸  平成１１  耐火３階  １８  新居浜市萩生２７３０番地の１  

南小松原  平成２６  耐火４階  ２４  新居浜市南小松原町９番  

」 に

改め、同表  ２  改良住宅の表中  

「                「  

４５  中耐４階   昭和４５  

 

耐火４階  

４６  中耐４階   昭和４６  耐火４階  

４７  中耐４階   昭和４７  耐火４階  

４７  中耐４階   昭和４７  耐火４階  

４７  中耐４階   昭和４７  耐火４階  

４８  中耐４階   昭和４８  耐火４階  

４９  中耐４階   昭和４９  耐火４階  

」を              」に改め、同表  ３  

その他の市営住宅の表中  

「         「  

１７   昭和１７  

２５   昭和２５  

 

 

 

７   平成７  

」を        」に改め、同表  ４  共同施設（１）集会所の表中  



 

 

「                「  

４０  簡耐平家   昭和４０  準耐火平家  

４２  木造平家   昭和４２  木造平家  

４５  簡耐平家   昭和４５  準耐火平家  

４７  簡耐平家   昭和４７  準耐火平家  

５１  耐火平家   昭和５１  耐火平家  

６３  木造平家   昭和６３  木造平家  

５  木造平家   平成５  木造平家  

８  木造平家   平成８  木造平家  

１４  木造平家   平成１４  木造平家  

」を               」に改め、同表に備考

として次のように加える。  

備考  

１  「耐火」とは建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第７号に規定す

る耐火構造をいう。  

２  「準耐火」とは建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐火構造をいう。  

附  則  

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 

提案理由  

公営住宅建替推進事業による南小松原団地の建替工事が完成することに伴い、新居浜

市市営住宅として管理するため、及び所要の条文整備を行うため、本案を提出する。  


