
 

 

議  案  第  ９１  号  

 

 

新居浜市水道事業等の設置及び経営の基本に関する条例の一部を改正する

条例の制定について  

 

新居浜市水道事業等の設置及び経営の基本に関する条例の一部を改正する条例を次の

とおり制定する。  

 

平成３０年１２月４日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

新居浜市水道事業等の設置及び経営の基本に関する条例の一部を改正する

条例  

 

新居浜市水道事業等の設置及び経営の基本に関する条例（昭和４１年条例第４４号）

の一部を次のように改正する。  

第１条中「本市は、生活用水」を「生活用水」に、「水道事業及び工業用水道事業

（以下「水道事業等」という。）」を「本市に水道事業及び工業用水道事業」に改め、

同条に次の１項を加える。  

２  下水を排除し、又は処理するため、本市に公共下水道事業を設置する。  

第１条の次に次の１条を加える。  

（法の全部適用）  

第１条の２  地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」という。）第２

条第３項及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号。以下「令」とい

う。）第１条第２項の規定により、公共下水道事業に法の規定の全部を適用する。  

第２条中「水道事業等」を「水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業（以下



 

 

「水道事業等」という。）」に改める。  

第３条中「水道事業等」を「水道事業及び工業用水道事業」に改め、同条第１号の表

中「別表」を「別表第１」に改め、同条第２号の表中「四国旅客鉄道株式会社予讃本

線」を「四国旅客鉄道株式会社予讃線」に改め、同条に次の１項を加える。  

２  公共下水道事業の排水区域、排水人口及び最大処理能力は、次のとおりとする。  

排水区域  排水人口  最大処理能力  

別表第２に掲げる区域  ８７，５１０人  １日最大５１，４００立方メートル  

第４条中「地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」という。）」を

「法」に、「水道事業等の管理者」を「管理者（法第７条に規定する管理者をいう。以

下同じ。）」に、「水道局」を「上下水道局」に改める。  

第５条中「地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号。以下「令」とい

う。）」を「令」に改める。  

第８条中「３０万円」を「２，０００万円」に、「３万円以上の」を「１００万円を

超える」に改める。  

第９条の見出し中「作成」を「提出」に改め、同条第１項中「市長」を「管理者」に、

「作成しなければ」を「市長に提出しなければ」に改め、同条第２項中「作成する」を

「提出する」に改め、同項第３号中「市長」を「管理者」に改め、同条第３項中「作成

する」を「提出する」に、「市長」を「管理者」に、「作成しなければ」を「提出しな

ければ」に改め、同条第４項中「作成された」を「提出された」に改める。  

別表を次のように改める。  

別表第１（第３条関係）  

給水区域  

 １  川西給水区  

磯浦町、惣開町の一部、新田町一丁目、新田町二丁目、新田町三丁目、王子町、

星越町、前田町、西原町一丁目、西原町二丁目、西原町三丁目、中須賀町一丁

目、中須賀町二丁目、北新町、江口町、河内町、大江町、港町、西町、泉池町、

泉宮町、宮西町、一宮町一丁目、一宮町二丁目、久保田町一丁目、久保田町二丁

目、久保田町三丁目、高木町、西の土居町一丁目、西の土居町二丁目、若水町一



 

 

丁目、若水町二丁目、徳常町、繁本町、菊本町一丁目、菊本町二丁目、新須賀町

一丁目、新須賀町二丁目、新須賀町三丁目、新須賀町四丁目、田所町、八雲町、

庄内町一丁目、庄内町二丁目、庄内町三丁目、庄内町四丁目、庄内町五丁目、庄

内町六丁目、坂井町一丁目、坂井町二丁目、政枝町一丁目、政枝町二丁目、政枝

町三丁目、滝の宮町、横水町、平形町、西条市船屋の一部  

２  川東給水区  

清水町、松の木町、沢津町一丁目、沢津町二丁目、沢津町三丁目、高津町、南小

松原町、桜木町、東雲町一丁目、東雲町二丁目、東雲町三丁目、八幡一丁目、八

幡二丁目、八幡三丁目、垣生一丁目、垣生二丁目、垣生三丁目、垣生四丁目、垣

生五丁目、垣生六丁目、田の上一丁目、田の上二丁目、田の上三丁目、田の上四

丁目、高田一丁目、高田二丁目、宇高町一丁目、宇高町二丁目、宇高町三丁目、

宇高町四丁目、宇高町五丁目、郷一丁目、郷二丁目、郷三丁目、郷四丁目、郷五

丁目、神郷一丁目、神郷二丁目、清住町、落神町、又野一丁目、又野二丁目、又

野三丁目、楠崎一丁目、楠崎二丁目、郷の一部、松神子一丁目、松神子二丁目、

松神子三丁目、松神子四丁目、長岩町、多喜浜一丁目、多喜浜二丁目、多喜浜三

丁目の一部、多喜浜四丁目、多喜浜五丁目、多喜浜六丁目、黒島一丁目、黒島二

丁目の一部、阿島一丁目、阿島二丁目、阿島三丁目、阿島四丁目、阿島の一部、

荷内町、大島の一部、観音原町  

３  上部給水区  

大生院の一部、萩生の一部、大永山の一部、本郷一丁目、本郷二丁目、本郷三丁

目、中萩町、上原一丁目、上原二丁目、上原三丁目、上原四丁目、中村一丁目、

中村二丁目、中村三丁目、中村四丁目、御蔵町、篠場町、土橋一丁目、土橋二丁

目、中村松木一丁目、中村松木二丁目、坂井町三丁目、城下町、下泉町一丁目、

下泉町二丁目、岸の上町一丁目、岸の上町二丁目、瀬戸町、寿町、外山町、西喜

光地町、松原町、星原町、上泉町、喜光地町一丁目、喜光地町二丁目、北内町一

丁目、北内町二丁目、北内町三丁目、北内町四丁目、吉岡町、中筋町一丁目、中

筋町二丁目、宮原町、西泉町、西連寺町一丁目、西連寺町二丁目、山根町、角野

新田町一丁目、角野新田町二丁目、角野新田町三丁目、角野、船木の一部、国領

一丁目、東田一丁目、東田二丁目、東田三丁目、七宝台町、光明寺一丁目、光明



 

 

寺二丁目、立川町の一部、松木町、種子川町、中西町、山田町  

 別表第１の次に次の１表を加える。  

別表第２（第３条関係）  

排水区域  

 港町の一部、若水町一丁目、若水町二丁目、徳常町、繁本町、宮西町、泉宮町、

泉池町、西町、中須賀町一丁目、中須賀町二丁目、西原町一丁目、西原町二丁

目、西原町三丁目の一部、政枝町一丁目、政枝町二丁目、政枝町三丁目、高木

町、久保田町一丁目、久保田町二丁目、久保田町三丁目、一宮町一丁目、一宮町

二丁目、滝の宮町の一部、西の土居町一丁目、西の土居町二丁目の一部、河内

町、江口町、北新町、前田町、王子町の一部、新田町一丁目、新田町二丁目、新

田町三丁目、惣開町の一部、磯浦町の一部、星越町の一部、田所町の一部、新須

賀町一丁目の一部、新須賀町二丁目の一部、新須賀町三丁目、新須賀町四丁目、

菊本町一丁目の一部、菊本町二丁目の一部、平形町、庄内町一丁目の一部、庄内

町二丁目、庄内町三丁目、庄内町四丁目、庄内町五丁目、庄内町六丁目、八雲町

の一部、坂井町一丁目、坂井町二丁目、東雲町一丁目、東雲町二丁目、東雲町三

丁目、桜木町、南小松原町、清水町、松の木町、沢津町一丁目、沢津町二丁目、

沢津町三丁目、高津町、八幡一丁目の一部、八幡二丁目の一部、八幡三丁目、垣

生一丁目、垣生二丁目、垣生三丁目の一部、垣生四丁目の一部、垣生五丁目の一

部、垣生六丁目の一部、楠崎一丁目、郷一丁目、郷二丁目、郷三丁目、郷四丁目

の一部、郷五丁目、又野一丁目、又野三丁目の一部、神郷一丁目、田の上一丁

目、田の上二丁目、田の上三丁目、田の上四丁目、松神子一丁目、松神子二丁

目、松神子三丁目の一部、松神子四丁目、多喜浜一丁目、多喜浜三丁目の一部、

多喜浜四丁目の一部、多喜浜五丁目の一部、阿島一丁目の一部、阿島二丁目の一

部、黒島二丁目の一部、坂井町三丁目の一部、船木の一部、萩生の一部、横水

町、中村松木一丁目、中村松木二丁目、土橋一丁目、土橋二丁目、本郷一丁目、

本郷二丁目、本郷三丁目、中萩町、中村一丁目、中村二丁目、中村三丁目、中村

四丁目、上原一丁目、上原二丁目の一部、上原三丁目の一部、御蔵町の一部、西

泉町、西連寺町一丁目、西連寺町二丁目、篠場町、山根町の一部、中西町、宮原



 

 

町、中筋町一丁目、中筋町二丁目、北内町一丁目、北内町二丁目、北内町三丁

目、北内町四丁目、吉岡町、角野新田町三丁目の一部、上泉町、外山町、星原

町、寿町、岸の上町二丁目の一部、瀬戸町の一部、松原町、喜光地町一丁目、喜

光地町二丁目、西喜光地町、松木町、東田二丁目の一部、国領一丁目  

 附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  

（新居浜市事務分掌条例の一部改正）  

２  新居浜市事務分掌条例（平成１４年条例第２５号）の一部を次のように改正する。  

第１条環境部の項第４号中「下水道及び河川」を「河川及び水路」に改める。  

（新居浜市情報公開条例の一部改正）  

３  新居浜市情報公開条例（平成１９年条例第２３号）の一部を次のように改正する。  

第２条第１号中「市長（」を「市長（管理者（」に、「第８条第２項の規定に基づ

き管理者」を「第７条に規定する管理者をいう。）」に改める。  

（新居浜市個人情報保護条例の一部改正）  

４  新居浜市個人情報保護条例（平成１９年条例第２４号）の一部を次のように改正す

る。  

第２条第１号中「市長（」を「市長（管理者（」に、「第８条第２項の規定に基づ

き管理者」を「第７条に規定する管理者をいう。）」に改める。  

（新居浜市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正）  

５  新居浜市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成１８年条例

第２号）の一部を次のように改正する。  

第２条第２号中「企業管理規程」を「管理規程」に改める。  

（新居浜市職員定数条例の一部改正）  

６  新居浜市職員定数条例（昭和３４年条例第３５号）の一部を次のように改正する。  

第１条中「水道局」を「上下水道局」に改める。  

第２条第１号中「６３８人」を「６１５人」に改め、同条第２号を次のように改め

る。  

（２）上下水道局  ６８人  



 

 

（新居浜市特別会計条例の一部改正）  

７  新居浜市特別会計条例（昭和３９年条例第３０号）の一部を次のように改正する。  

第１条中第４号を削り、第５号を第４号とする。  

（新居浜市債権管理条例の一部改正）  

８  新居浜市債権管理条例（平成２７年条例第３４号）の一部を次のように改正する。  

第３条中「市長（」を「市長（管理者（」に、「第８条第２項の規定に基づき管理

者」を「第７条に規定する管理者をいう。）」に改める。  

（新居浜市法定外公共物管理条例の一部改正）  

９  新居浜市法定外公共物管理条例（平成１５年条例第２３号）の一部を次のように改

正する。  

第２条第３号中「河川法」を「下水道法（昭和３３年法律第７９号）の適用又は河

川法」に、「又は」を「若しくは」に、「河川（」を「河川、水路等（」に、「河川

と」を「当該河川等と」に改める。  

（新居浜市暴力団排除条例の一部改正）  

１０  新居浜市暴力団排除条例（平成２３年条例第２９号）の一部を次のように改正す

る。  

第８条中「水道事業管理者の職務」を「管理者（地方公営企業法（昭和２７年法律第

２９２号）第７条に規定する管理者をいう。）の権限」に改める。  

（新居浜市下水道条例の一部改正）  

１１  新居浜市下水道条例（昭和５４年条例第２３号）の一部を次のように改正する。  

第１条中「及びその他の」を「その他の」に改める。  

第２条第１号から第１０号までを次のように改める。  

（１）下水  法第２条第１号に規定する下水をいう。  

（２）汚水  法第２条第１号に規定する汚水をいう。  

（３）下水道  法第２条第２号に規定する下水道をいう。  

（４）公共下水道  法第２条第３号に規定する公共下水道をいう。  

（５）終末処理場  法第２条第６号に規定する終末処理場をいう。  

（６）排水区域  法第２条第７号に規定する排水区域をいう。  

（７）処理区域  法第２条第８号に規定する処理区域をいう。  



 

 

（８）排水設備  法第１０条第１項に規定する排水設備をいう。  

（９）除害施設  法第１２条第１項に規定する除害施設をいう。  

（１０）特定事業場  法第１２条の２第１項に規定する特定事業場をいう。  

第２条の４第１号中「排水渠」を「排水渠
きょ

」に改め、同条第３号中「暗渠」を「暗

渠
きょ

」に改め、同条第４号中「管渠」を「管渠
きょ

」に改める。  

第２条の５第２号中「第２条の７第６号」を「第２条の７第５号」に改める。  

第２条の７第３号を削り、同条第４号中「前３号」を「前２号」に改め、同号を同

条第３号とし、同条第５号を同条第４号とし、同条第６号を同条第５号とする。  

第３条中「市長」を「管理者（地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７

条に規定する管理者をいう。以下同じ。）」に改める。  

第４条中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第１号を削り、同条第２号中「分

流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水」を「汚水」に、

「公共ます等」を「公共下水道のますその他の排水施設（法第１１条第１項の規定に

より、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により

下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます

等」という。）」に改め、同号を同条第１号とし、同条第３号中「公共下水道」を

「公共下水道の施設」に改め、同号を同条第２号とし、同条第４号中「市長」を「管

理者」に改め、同号を同条第３号とし、同条第５号中「市長」を「管理者」に改め、

同号を同条第４号とする。  

第５条中「除害施設」を「除害施設（以下「排水設備等」という。）」に、「も

の」を「者」に、「市長の」を「管理者に申請書を提出し、その」に、「また、確

認」を「確認」に、「同様と」を「、同様と」に改める。  

第６条中「関し規則で」を「関し管理者が」に、「として規則で」を「として管理

規程で」に、「市長」を「管理者」に改める。  

第７条中「市長」を「管理者」に改める。  

第８条第１項中「以下第１０条」を「第１０条」に、「次の各号に」を「次に」に

改め、同条第２項第１号中「環境省令（昭和４６年総理府令第３５号）」を「環境省

令により、又は同法第３条第３項の規定による条例」に改める。  

第９条中「次の各号に」を「次に」に改める。  



 

 

第１０条中「同条第５項」を「第５項」に改める。  

第１２条第１項中「市長」を「管理者」に改め、同条第２項中「第１２条の３、法

第１２条の４又は法第１２条の７」を「第１１条の２、第１２条の３、第１２条の４

又は第１２条の７」に、「前項」を「前項の規定」に改める。  

第１３条第１項中「市長」を「管理者」に、「また、量」を「量」に、「又は排

除」を「、又は排除」に、「同様と」を「、同様と」に改める。  

第１４条中「が変った」を「に変更があった」に、「市長」を「管理者」に改める。  

第１５条中「市長」を「管理者」に改める。  

第１７条第１項中「市長」を「管理者」に、「公共下水道を使用する者」を「使用

者」に改める。  

第１８条第１項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第１号及び第２号中「市

長」を「管理者」に改め、同項第３号中「水道と」を「水道及び」に、「と前号の方

法」を「及び前号の規定」に改め、同条第２項中「市長」を「管理者」に、「その

他」を「その他の」に、「取り付け、」を「取り付けること」に、「取り付けを命じ

る」を「取付けを命ずる」に改める。  

第２０条から第２２条までの規定中「市長」を「管理者」に改める。  

第２３条第１項中「その他」を「その他の事由」に、「市長」を「管理者」に改め、

同条第２項中「使用の」を「使用を」に、「市長」を「管理者」に改める。  

第２４条を次のように改める。  

第２４条  削除  

第２５条中「市長」を「管理者」に改める。  

第２６条を次のように改める。  

第２６条  削除  

第２７条第２号を次のように改める。  

（２）排水ポンプ場  

名称  設置場所  

土場雨水ポンプ場  新居浜市新田町一丁目４番３１号  

西原雨水ポンプ場  新居浜市西原町三丁目１番１号  

港町雨水ポンプ場  新居浜市港町１６番２６号  

  



 

 

沢津雨水ポンプ場  新居浜市清水町１２番１３号  

菊本雨水ポンプ場  新居浜市菊本町二丁目１５番１号  

垣生雨水ポンプ場  新居浜市垣生三丁目５番６号  

江の口雨水ポンプ場  新居浜市垣生三丁目２番７号  

宇高第一雨水ポンプ場  新居浜市宇高町四丁目１３番２２号  

東浜雨水ポンプ場  新居浜市阿島一丁目１２番２３号  

松神子雨水ポンプ場  新居浜市長岩町４番２７号  

中央雨水ポンプ場  新居浜市西原町二丁目７番６６号  

惣開排水ポンプ場  新居浜市惣開町４番２５号  

垣生北排水ポンプ場  新居浜市垣生六丁目６番３１号  

多喜浜排水ポンプ場  新居浜市多喜浜二丁目１６番７号  

白浜排水ポンプ場  新居浜市多喜浜四丁目４番５２号  

多喜浜新田排水ポンプ場  新居浜市多喜浜三丁目４番６７号  

黒島排水ポンプ場  新居浜市黒島二丁目１番２９号  

第２８条を次のように改める。  

（行為の許可）  

第２８条  法第２４条第１項の許可を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添

付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとすると

きも、同様とする。  

第２９条中「第２４条第１項の」を「第２４条第１項の条例で定める」に改める。  

第３０条第１項中「公共下水道及び下水路」を「公共下水道」に、「占用許可願」

を「申請書」に、「市長」を「管理者」に、「第２８条」を「法第２４条第１項」に

改め、同条第２項中「市」を「管理者」に、「許可」を「占用の許可」に、「次の各

号に」を「次に」に改め、同項第４号中「地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２

号）」を「地方公営企業法」に改め、同項第５号中「市長」を「管理者」に改める。  

第３１条中「前条」を「前条第１項」に、「期限」を「期間」に、「市長」を「管

理者」に改める。  

第３２条中「次の各号に掲げるもの」を「次に掲げるとおり」に、「とき」を「際

に」に改める。  



 

 

第３３条中「市長」を「管理者」に、「公共下水道及び下水路」を「公共下水道」

に改める。  

第３４条中「規則で」を「管理者が」に改める。  

第３５条第１号中「に定める」を「に規定する」に改め、同条第２号中「に定め

る」を「の規定による」に改め、同条第３号中「に定める」を「に規定する」に改め、

同条第４号から第６号までの規定中「に定める規定」を「の規定」に改め、同条第７

号及び第８号中「に定める」を「の規定による」に改め、同条第９号中「に定める確

認又は許可申請」を「の申請書」に、「第１４条に定める」を「第１４条の規定によ

る」に、「に定める申告及び第２１条に定める」を「の報告書並びに第２１条の」に

改める。  

（新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例の一部改正）  

１２  新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例（平成２４年条例第４７

号）の一部を次のように改正する。  

第２条第２項第２号中「規則で」を「管理者（地方公営企業法（昭和２７年法律第

２９２号）第７条に規定する管理者をいう。以下同じ。）が」に改める。  

第３条中「市長」を「管理者」に改める。  

第４条第３項中「規則で」を「管理者が」に改める。  

第５条、第６条及び第８条から第１１条までの規定中「市長」を「管理者」に改め

る。  

第１２条中「規則で」を「管理者が」に改める。  

（新居浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）  

１３  新居浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和２９年条例第２３

号）の一部を次のように改正する。  

第３条の２中「市長」を「管理者（法第７条に規定する管理者をいう。以下同

じ。）」に改める。  

第４条の２から第５条の２まで及び第１４条中「市長」を「管理者」に改める。  

（新居浜市水道事業等の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例の一部改正）  

１４  新居浜市水道事業等の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例（平成２６年条

例第１４号）の一部を次のように改正する。  



 

 

第１条中「及び工業用水道事業」を「、工業用水道事業及び公共下水道事業」に改

める。  

（新居浜市水道事業給水条例の一部改正）  

１５  新居浜市水道事業給水条例（平成１０年条例第１６号）の一部を次のように改正

する。  

第６条第２項及び第９条第２項中「工事しゅん工後」を「工事完成後」に改める。  

第２２条に次の１項を加える。  

３  前２項に定めるもののほか、水質の検査について必要な事項は、管理者が別に定

める。  

 

提案理由  

公共下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用するとともに、所要の条文整備

を行うため本案を提出する。  




