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議案第１６１号参考資料

川口市職員定数条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市職員定数条例（昭和４５年条例第６号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（職員の定数） （職員の定数）

第２条 職員の定数は、次のとおりとする。 第２条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 ２，４８８人 (1) 市長の事務部局の職員 ２，５１８人

(2) ～(5) （略） (2) ～(5) （略）

(6) 農業委員会の事務部局の職員 ８人 (6) 農業委員会の事務部局の職員 ５人

(7) ・(8) （略） (7) ・(8) （略）

(9) 公営企業の事務部局の職員 (9) 公営企業の事務部局の職員

ア 水道事業及び下水道事業 １８６人 ア 水道事業 １１０人

イ 病院事業 ８８０人 イ 病院事業 ８６３人

２・３ （略） ２・３ （略）
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議案第１６２号参考資料

川口市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例案新旧対照表

○ 川口市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２９年条例第７９号）（附則第８項関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

第１７４条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとす 第１７４条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとす

る。 る。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

(5) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介 (5) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介

護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院（川口市介 護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院（地域包括

護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成３ ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成２９年

０年条例第 号 法律第５２号）附則第１３条の規定により法第１１１条第２項及び第３項の条

例で定める基準とみなされた介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関

）第４３条に規定するユニット型介 する基準（平成３０年厚生労働省令第５号）第４３条に規定するユニット型介

護医療院をいう。第１９０条第１項第５号及び第１９８条第３号において同じ。 護医療院をいう。第１９０条第１項第５号及び第１９８条第３号において同じ。

）に関するものを除く。）を有することとする。 ）に関するものを除く。）を有することとする。

２・３ （略） ２・３ （略）
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○ 川口市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平

成２９年条例第８４号）（附則第９項関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

第１４１条 指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のと 第１４１条 指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のと

おりとする。 おりとする。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

(5) 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規 (5) 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規

定する介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院（ 定する介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院（

川口市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平

（平成３０年条例第 号 成２９年法律第５２号）附則第１３条の規定により法第１１１条第２項及び第

３項の条例で定める基準とみなされた介護医療院の人員、施設及び設備並びに

）第４３条に規定するユニ 運営に関する基準（平成３０年厚生労働省令第５号）第４３条に規定するユニ

ット型介護医療院をいう。第１５８条第１項第５号及び第１６２条第３号にお ット型介護医療院をいう。第１５８条第１項第５号及び第１６２条第３号にお

いて同じ。）に関するものを除く。）を有することとする。 いて同じ。）に関するものを除く。）を有することとする。

２・３ （略） ２・３ （略）
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議案第１６３号参考資料

川口市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（平成７年条例第１４号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

目次 目次

第１章～第７章 （略） 第１章～第７章 （略）

第８章 雑則（第５１条―第５６条） 第８章 雑則（第５１条―第５６条）

第９章 罰則（第５７条）

附則 附則

（勧告及び措置命令）

第３０条の２ 市長は、第２７条第１項若しくは第２項又は第２８条第１項前段の

規定の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、次の各号のいずれ

かに該当する者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をするこ

とができる。

(1) 第５３条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第５４条第１項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

２ 市長は、前項の規定により勧告を受けた者が正当な理由なくこれに従わないと

きは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第９章 罰則

第５７条 次の各号のいずれかに該当する者は、５０，０００円以下の過料に処す

る。

(1) 第３０条の２第２項の規定による命令に違反した者

(2) 第３１条の規定による命令に違反した者
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議案第１６４号参考資料

川口市立生涯学習プラザ運営審議会条例案新旧対照表

○ 川口市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５３年条例第９号）（附則第３項関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

職 名 報 酬 額 職 名 報 酬 額

（略） （略）

会 長 日額 ７，８００円 会 長 日額 ７，８００円
文化財保護審議会 委 員 日額 ７，２００円 文化財保護審議会 委 員 日額 ７，２００円

専門調査員 日額 ７，２００円 専門調査員 日額 ７，２００円

会 長 日額 ７，８００円 青少年婦人教育施設運営審 会 長 日額 ７，８００円
生涯学習プラザ運営審議会

委 員 日額 ７，２００円 議会 委 員 日額 ７，２００円

（略） （略）
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議案第１６７号参考資料

川口市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年条例第６１号）（第１条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

川口市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例 川口市水道事業の設置等に関する条例

（水道事業及び下水道事業の設置） （水道事業 の設置）

第１条 （略） 第１条 （略）

２ 雨水及び汚水を排除し、又は処理するため下水道事業を設置する。

（下水道事業に対する法の適用）

第２条 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）第１条第２項

の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

（経営の基本） （経営の基本）

第３条 水道事業及び下水道事業（以下「上下水道事業」という。）は、常に企業 第２条 水道事業 は、常に企業

の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければな の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければな

らない。 らない。

２ 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。 ２ 給水区域は、川口市全域とする。

(1) 給水区域は、川口市全域とする。

(2) 給水人口は、６１１，７００人とする。

(3) １日最大給水量は、１９２，７００立方メートルとする。

３ 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。 ３ 給水人口は、６１１，７００人とする。

(1) 計画処理区域面積は、５，８５６ヘクタールとする。

(2) 計画処理人口は、５０８，３００人とする。

(3) 計画１日最大汚水量は、２６２，９００立方メートルとする。

４ １日最大給水量は、１９２，７００立方メートルとする。

（組織） （組織）

第４条 法第７条ただし書の規定に基づき、上下水道事業を通じて上下水道事業管 第３条

- 6 -



理者（以下「管理者」という。）１人を置く。

２ 法 第１４条 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」という。）第１４条

の規定に基づき、 管理者 の権限に属する の規定に基づき、水道事業の管理者（以下「管理者」という。）の権限に属する

事務を処理させるため、上下水道局を置く。 事務を処理させるため、水道局 を置く。

３ 管理者は、上下水道局長とする。 ２ 管理者は、水道局長 とする。

４ 上下水道局に、管理部及び事業部を置く。 ３ 水道局に、水道部 を置く。

第５条 （略） 第４条 （略）

（重要な資産の取得及び処分） （重要な資産の取得及び処分）

第６条 法第３３条第２項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業 第５条 法第３３条第２項の規定により予算で定めなければならない水道事業

の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格（適正な対価を得てする売払い以 の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格（適正な対価を得てする売払い以

外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額）が２０，０００，０００ 外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額）が２０，０００，０００

円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡（不動産の信託の場合を除き、 円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡（不動産の信託の場合を除き、

土地については、１件５，０００平方メートル以上のものに係るものに限る。） 土地については、１件５，０００平方メートル以上のものに係るものに限る。）

又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。 又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除）

第７条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２ 第６条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

４３条の２第８項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の ４３条の２第８項の規定により水道事業 の業務に従事する職員の賠償責任の

免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償 免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償

額が３００，０００円以上である場合とする。 額が３００，０００円以上である場合とする。

（議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等） （議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等）

第８条 上下水道事業の業務に関し法第４０条第２項の規定に基づき条例で定める 第７条 水道事業 の業務に関し法第４０条第２項の規定に基づき条例で定める

ものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が１， ものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が１，

０００，０００円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で ０００，０００円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で

当該決定に係る金額が１，０００，０００円以上のものとする。 当該決定に係る金額が１，０００，０００円以上のものとする。

（業務状況説明書類の提出） （業務状況説明書類の提出）

第９条 管理者は、上下水道事業に関し、法第４０条の２第１項の規定に基づき、 第８条 管理者は、水道事業 に関し、法第４０条の２第１項の規定に基づき、

毎事業年度４月１日から９月３０日までの業務の状況を説明する書類を１１月１ 毎事業年度４月１日から９月３０日までの業務の状況を説明する書類を１１月１

日までに、１０月１日から３月３１日までの業務の状況を説明する書類を５月１ 日までに、１０月１日から３月３１日までの業務の状況を説明する書類を５月１

日までに市長に提出しなければならない。 日までに市長に提出しなければならない。

２ 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、 ２ 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、
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１１月１日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、５月１日 １１月１日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、５月１日

までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経 までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経

営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。 営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 前２号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理 (3) 前２号に掲げるもののほか水道事業 の経営状況を明らかにするため管理

者が必要と認める事項 者が必要と認める事項

３ （略） ３ （略）

- 8 -



○ 川口市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和３５年条例第７号）（第２条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（種類） （種類）

第２条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。 第２条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

(5) 下水道業務手当

(5) ～(14) （略） (6) ～(15) （略）

（下水道業務手当）

第７条 下水道業務手当は、沈砂池の清掃作業、汚泥処理作業、下水管の清掃及び

取付作業その他の下水処理業務に従事する職員に対して、従事した日１日につき

５７０円以内の額を支給する。

第７条～第１６条 （略） 第８条～第１７条 （略）

（手当額の特例） （手当額の特例）

第１７条 職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項、 第１８条 職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項、

第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用さ 第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用さ

れた職員で同法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占めるもの（以 れた職員で同法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占めるもの（以

下「再任用短時間勤務職員」という。）を除く。）が次に掲げる特殊勤務手当の 下「再任用短時間勤務職員」という。）を除く。）が次に掲げる特殊勤務手当の

支給される業務に従事したそれぞれの業務ごとの日数が、１月についてその月の 支給される業務に従事したそれぞれの業務ごとの日数が、１月についてその月の

勤務を要する日数（その月の現日数から川口市職員の勤務時間、休日及び休暇に 勤務を要する日数（その月の現日数から川口市職員の勤務時間、休日及び休暇に

関する条例（平成７年条例第６号。以下「勤務時間等に関する条例」という。） 関する条例（平成７年条例第６号。以下「勤務時間等に関する条例」という。）

第３条第１項、第４条及び第５条の規定に基づく週休日並びに勤務時間等に関す 第３条第１項、第４条及び第５条の規定に基づく週休日並びに勤務時間等に関す

る条例第９条に規定する休日（勤務時間等に関する条例第１０条第１項の規定に る条例第９条に規定する休日（勤務時間等に関する条例第１０条第１項の規定に

より代休日を指定されて、当該職員の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務 より代休日を指定されて、当該職員の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務

した場合を除く。）及び勤務時間等に関する条例第１０条に規定する代休日を差 した場合を除く。）及び勤務時間等に関する条例第１０条に規定する代休日を差

し引いた日数をいう。次条第３項において同じ。）の２分の１に満たない場合に し引いた日数をいう。次条第３項において同じ。）の２分の１に満たない場合に
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おける当該業務に係る特殊勤務手当の額は、この条例の規定により受けるべき額 おける当該業務に係る特殊勤務手当の額は、この条例の規定により受けるべき額

の１００分の５０に相当する額とする。 の１００分の５０に相当する額とする。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 特定福祉業務手当（第１４条第１項第４号に掲げる場合を除く。） (3) 特定福祉業務手当（第１５条第１項第４号に掲げる場合を除く。）

（再任用短時間勤務職員に支給する手当の額） （再任用短時間勤務職員に支給する手当の額）

第１８条 再任用短時間勤務職員が、次に掲げる特殊勤務手当の支給される業務に 第１９条 再任用短時間勤務職員が、次に掲げる特殊勤務手当の支給される業務に

従事したときに支給する手当の額は、第１２条から第１４条までの規定にかかわ 従事したときに支給する手当の額は、第１３条から第１５条までの規定にかかわ

らず、それぞれ当該規定に定める額に、勤務時間等に関する条例第２条第３項の らず、それぞれ当該規定に定める額に、勤務時間等に関する条例第２条第３項の

規定により定められたその者の勤務時間を、勤務時間等に関する条例第２条第１ 規定により定められたその者の勤務時間を、勤務時間等に関する条例第２条第１

項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額に相当する額とする。 項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額に相当する額とする。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 特定福祉業務手当（第１４条第１項第４号に掲げる場合を除く。） (3) 特定福祉業務手当（第１５条第１項第４号に掲げる場合を除く。）

２ 再任用短時間勤務職員が、次に掲げる特殊勤務手当の支給される業務に従事し ２ 再任用短時間勤務職員が、次に掲げる特殊勤務手当の支給される業務に従事し

たときに支給する手当の額は、勤務時間等に関する条例第３条第２項の規定によ たときに支給する手当の額は、勤務時間等に関する条例第３条第２項の規定によ

り定められたその者の勤務時間を考慮して規則で定める職員にあっては、第５条 り定められたその者の勤務時間を考慮して規則で定める職員にあっては、第５条

、第６条及び第１１条 の規定にかかわらず、それぞれ当該規定に定める額 から第７条まで及び第１２条の規定にかかわらず、それぞれ当該規定に定める額

に規則で定める割合を乗じて得た額に相当する額とする。 に規則で定める割合を乗じて得た額に相当する額とする。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 下水道業務手当

(3) （略） (4) （略）

３ （略） ３ （略）

第１９条 （略） 第２０条 （略）
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○ 現業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和３５年条例第５８号）（第３条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（適用職員の範囲） （適用職員の範囲）

第２条 この条例において現業職員とは、一般職に属する職員で次の各号のいずれ 第２条 この条例において現業職員とは、一般職に属する職員で次の各号のいずれ

かに掲げる者の行う労務を行うもののうち技術者、監督者及び行政事務を担当す かに掲げる者の行う労務を行うもののうち技術者、監督者及び行政事務を担当す

る者以外のものをいう。 る者以外のものをいう。

(1) （略） (1) （略）

(2) 土木作業員 、木工作業員 (2) 土木作業員、下水作業員、木工作業員

(3) ～(5) （略） (3) ～(5) （略）
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○ 川口市水道事業給水条例（昭和３７年条例第３５号）（第４条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（定義） （定義）

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると 第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 ころによる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 中高層集合住宅等 中高層住宅等の集合住宅であって、当該集合住宅の専用 (3) 中高層集合住宅等 中高層住宅等の集合住宅であって、当該集合住宅の専用

給水装置の所有者が上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）に各戸に 給水装置の所有者が水道事業の管理者 （以下「管理者」という。）に各戸に

区分された住居等に係る戸別検針及び戸別徴収に関する事務を申し込み、管理 区分された住居等に係る戸別検針及び戸別徴収に関する事務を申し込み、管理

者が別に定めるところにより認定の上、当該事務を受託する集合住宅をいう。 者が別に定めるところにより認定の上、当該事務を受託する集合住宅をいう。

(4) ～(6) （略） (4) ～(6) （略）

（料金） （料金）

第２２条 （略） 第２２条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 特別給水（上下水道局構内において直接給水するものをいう。）する場合の水 ３ 特別給水（水道局 構内において直接給水するものをいう。）する場合の水

道料金は、１立方メートルにつき２４２円により算定した額に１００分の１０８ 道料金は、１立方メートルにつき２４２円により算定した額に１００分の１０８

を乗じて得た額とする。この場合において、１円未満の端数が生じたときは、こ を乗じて得た額とする。この場合において、１円未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てるものとする。 れを切り捨てるものとする。

４ （略） ４ （略）
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○ 川口市特別会計条例（昭和３９年条例第１８号）（第５条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（設置） （設置）

第１条 本市は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第 第１条 本市は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第

２０９条第２項の規定により、次に掲げる事業の円滑な運営とその経理の適正を ２０９条第２項の規定により、次に掲げる事業の円滑な運営とその経理の適正を

図るため、それぞれ特別会計を設置する。 図るため、それぞれ特別会計を設置する。

(1) （略） (1) （略）

(2) 川口市下水道事業

(2) ～(8) （略） (3) ～(9) （略）
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○ 川口市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和４１年条例第６２号）（第６条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

川口市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例 川口市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」と 第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」と

いう。）第３８条第４項の規定に基づき、上下水道局に勤務する企業職員（以下 いう。）第３８条第４項の規定に基づき、水道局 に勤務する企業職員（以下

「企業職員」という。）の給与の種類及び基準を定めるものとする。 「企業職員」という。）の給与の種類及び基準を定めるものとする。

（管理職手当） （管理職手当）

第４条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に 第４条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に

基づき上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が指定するもの（以下「 基づき管理者 が指定するもの（以下「

指定管理職員」という。）について支給する。 指定管理職員」という。）について支給する。

（住居手当） （住居手当）

第５条の３ 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。 第５条の３ 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅（貸間を含む。次号において同じ。）を借り受け、管 (1) 自ら居住するため住宅（貸間を含む。次号において同じ。）を借り受け、川

理者 の定める額を超える家賃（使 口市水道事業管理者（以下「管理者」という。）の定める額を超える家賃（使

用料を含む。次号において同じ。）を支払っている職員で管理者の定めるもの 用料を含む。次号において同じ。）を支払っている職員で管理者の定めるもの

以外の職員 以外の職員

(2) （略） (2) （略）

（給与の減額） （給与の減額）

第１５条 職員が勤務しないときは、休日である場合、休暇による場合その他その 第１５条 職員が勤務しないときは、休日である場合、休暇による場合その他その

勤務しないことにつき特に管理者又はその委任を受けた者の承認があった場合（ 勤務しないことにつき特に管理者又はその委任を受けた者の承認があった場合（

就業規則で定めるところにより 組 川口市水道事業就業規則（平成７年水道局規程第１号）第１７条の規定による組

合休暇の許可を受けた場合を除く。）を除くほか、その勤務しない１時間につき 合休暇の許可を受けた場合を除く。）を除くほか、その勤務しない１時間につき
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勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

２・３ （略） ２・３ （略）
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○ 川口市水道事業管理者の給与等に関する条例（昭和４２年条例第３４号）（第７条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

川口市上下水道事業管理者の給与等に関する条例 川口市水道事業管理者の給与等に関する条例

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第３項の 第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第３項の

規定に基づき、上下水道事業管理者 （以下「管理者」という。）の給与及び旅 規定に基づき、川口市水道事業管理者（以下「管理者」という。）の給与及び旅

費等に関し必要な事項を定めるものとする。 費等に関し必要な事項を定めるものとする。
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○ 川口市上下水道事業運営審議会設置条例（昭和４４年条例第５２号）（第８条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（所掌事務） （所掌事務）

第２条 審議会は、市長の諮問に応じて、上下水道事業の管理運営に関する重要事 第２条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項

項について調査審議し、及びこれらについて必要と認める事項を市長に建議する。 について調査審議し、及びこれらについて必要と認める事項を市長に建議する。

(1) 水道料金、下水道使用料に関すること。

(2) 水道利用加入金に関すること。

(3) 基本計画、年次計画に関すること。

(4) その他上下水道事業の管理運営、計画設定に係る重要事項に関すること。

（庶務） （庶務）

第８条 審議会の庶務は、上下水道局において 処理する。 第８条 審議会の庶務は、水道局において総括し、及び処理する。
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○ 川口市下水道条例（昭和４７年条例第２７号）（第９条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

目次 目次

第１章 総則（第１条・第２条 ） 第１章 総則（第１条―第２条の２）

第２章 公共下水道の構造の技術上の基準（第２条の２・第２条の３） 第２章 公共下水道の構造の技術上の基準（第２条の３・第２条の４）

第３章～第６章 （略） 第３章～第６章 （略）

第７章 雑則（第２２条・第２３条） 第７章 雑則（第２２条 ）

第８章 罰則（第２４条―第２６条） 第８章 罰則（第２３条―第２５条）

附則 附則

第１章 （略） 第１章 （略）

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、下水道法（昭和３３年法律第７９号。以下「法」という。） 第１条 この条例は、下水道法（昭和３３年法律第７９号。以下「法」という。）

その他の法令で定めるもののほか、公共下水道及び都市下水路の管理及び使用 その他の法令で定めるもののほか、公共下水道及び都市下水路の設置その他の管

に関し必要な事項を定めるものとする。 理に関し必要な事項を定めるものとする。

（設置）

第２条の２ 本市は、都市の健全な発達及び市民の公衆衛生の向上に寄与し、併せ

て公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道及び都市下水路を設置する。

２ 公共下水道の設置区域は、法第９条の規定により公示された区域とする。

第２章 （略） 第２章 （略）

第２条の２ （略） 第２条の３ （略）

（排水施設の構造の基準） （排水施設の構造の基準）

第２条の３ 排水施設（これを補完する施設を含む。）の構造の技術上の基準は、 第２条の４ 排水施設（これを補完する施設を含む。）の構造の技術上の基準は、

次のとおりとする。 次のとおりとする。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 屋外にあるもの（生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれ (3) 屋外にあるもの（生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれ
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のないものとして上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が定めるも のないものとして規則で 定めるも

のを除く。）にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び のを除く。）にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び

人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。 人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) （略） (4) （略）

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置 (5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置
とう とう

その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。 その他の規則で 定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないもの (6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で 定める数値を下回らないもの
きょ きょ

とし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることが とし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることが

できるものとすること。 できるものとすること。

(7) ～(10) （略） (7) ～(10) （略）

２ （略） ２ （略）

第３章 （略） 第３章 （略）

（排水設備の接続方法及び内径等） （排水設備の接続方法及び内径等）

第３条 排水設備の新設、増設又は改築（以下「新設等」という。）を行おうとす 第３条 排水設備の新設、増設又は改築（以下「新設等」という。）を行おうとす

るときは、次に定めるところによらなければならない。 るときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、 (2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、

又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が別に 又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の

定めるところによること。 定めるところによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由がある (3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長 が特別の理由がある

と認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、 と認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、

同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管で同表の右 同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管で同表の右

欄に掲げる勾配で設置されているものと同程度以上の流下能力のあるものとす 欄に掲げる勾配で設置されているものと同程度以上の流下能力のあるものとす

ること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で ること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で

延長が３メートル以下のものにあっては、内径が７５ミリメートル以上で、勾 延長が３メートル以下のものにあっては、内径が７５ミリメートル以上で、勾

配が１００分の３以上のものとすることができる。 配が１００分の３以上のものとすることができる。

（略） （略）

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径又は勾配は、管理者が特 (4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径又は勾配は、市長 が特

別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排 別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排
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水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の 水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の

排水管で同表の右欄に掲げる勾配で設置されているものと同程度以上の流下能 排水管で同表の右欄に掲げる勾配で設置されているものと同程度以上の流下能

力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含 力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含

む下水の一部を排除すべき排水管で延長が３メートル以下のものにあっては、 む下水の一部を排除すべき排水管で延長が３メートル以下のものにあっては、

内径が７５ミリメートル以上で、勾配が１００分の３以上のものとすることが 内径が７５ミリメートル以上で、勾配が１００分の３以上のものとすることが

できる。 できる。

（略） （略）

（排水設備等の計画の確認） （排水設備等の計画の確認）

第４条 排水設備又はこれに接続する除害施設（以下「排水設備等」という。）の 第４条 排水設備又はこれに接続する除害施設（以下「排水設備等」という。）の

新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に 新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に

関する法令の規定に適合するものであることについて、 関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところによ

申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならな り、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長 の確認を受けなければならな

い。 い。

２ 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更 ２ 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更

しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の

規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に 規定による市長 の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に

影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出るこ 影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長 に届け出るこ

とをもって足りる。 とをもって足りる。

（排水設備等の工事の検査） （排水設備等の工事の検査）

第５条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完 第５条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完

了した日から５日以内に管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構 了した日から５日以内に市長 に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構

造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければ 造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければ

ならない。 ならない。

２ （略） ２ （略）

第４章 （略） 第４章 （略）

（指定排水設備工事店） （指定排水設備工事店）

第６条 排水設備等の新設等の工事（管理者が定める軽微な工事を除く。以下同じ。 第６条 排水設備等の新設等の工事（規則で 定める軽微な工事を除く。以下同じ。

）は、管理者の指定を受けた者（以下「指定工事店」という。）でなければ行っ ）は、市長 の指定を受けた者（以下「指定工事店」という。）でなければ行っ

てはならない。 てはならない。
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２～６ （略） ２～６ （略）

（指定等の申請） （指定等の申請）

第６条の３ 第６条第１項の指定を受けようとする者は、管理者に申請しなければ 第６条の３ 第６条第１項の指定を受けようとする者は、市長 に申請しなければ

ならない。 ならない。

２ 第６条第４項の指定の更新を受けようとする者は、指定の期間が満了する日の ２ 第６条第４項の指定の更新を受けようとする者は、指定の期間が満了する日の

属する年の２月末日までに管理者に申請しなければならない。 属する年の２月末日までに市長 に申請しなければならない。

（指定工事店の指定等） （指定工事店の指定等）

第６条の４ 管理者は、前条第１項及び第２項の規定による申請があったときは、 第６条の４ 市長 は、前条第１項及び第２項の規定による申請があったときは、

その資格を審査し、第６条の２に規定する要件に適合している者を指定工事店と その資格を審査し、第６条の２に規定する要件に適合している者を指定工事店と

して指定するものとする。 して指定するものとする。

２ 管理者は、前項の規定による審査を行ったときは、その結果を申請を行った者 ２ 市長 は、前項の規定による審査を行ったときは、その結果を申請を行った者

に通知するものとする。 に通知するものとする。

（指定排水設備工事店証） （指定排水設備工事店証）

第６条の５ 管理者は、前条第１項の規定により指定工事店の指定をしたときは、 第６条の５ 市長 は、前条第１項の規定により指定工事店の指定をしたときは、

当該指定をした者に指定排水設備工事店証（以下「指定工事店証」という。）を 当該指定をした者に指定排水設備工事店証（以下「指定工事店証」という。）を

交付するものとする。 交付するものとする。

２ （略） ２ （略）

（指定工事店の責務及び遵守事項） （指定工事店の責務及び遵守事項）

第６条の６ 指定工事店は、下水道に関する法令、この条例又はこの条例の施行に 第６条の６ 指定工事店は、下水道に関する法令、この条例又はこの条例の施行に

関し管理者が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければなら 関する規則に定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければなら

ない。 ない。

（変更等の届出） （変更等の届出）

第６条の７ 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他管理者が定める事項に 第６条の７ 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で 定める事項に

変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若 変更があったとき又は 排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若

しくは再開したときは、 その旨を管理者に届け出な しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長 に届け出な

ければならない。 ければならない。

（指定の取消し等） （指定の取消し等）

第６条の８ 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、その 第６条の８ 市長 は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、その

指定を取り消し、又は６月を超えない範囲内において指定の効力を停止すること 指定を取り消し、又は６月を超えない範囲内において指定の効力を停止すること
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ができる。 ができる。

(1) （略） (1) （略）

(2) 第６条の６に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設 (2) 第６条の６に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設

備工事の施工ができないと管理者が認めるとき。 備工事の施工ができないと市長 が認めるとき。

(3) ～(6) （略） (3) ～(6) （略）

（指定工事店証の返納） （指定工事店証の返納）

第６条の９ 指定工事店は、事業を廃止し、又は前条の規定により指定を取り消さ 第６条の９ 指定工事店は、事業を廃止し、又は前条の規定により指定を取り消さ

れ、若しくは指定の効力を停止されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を れ、若しくは指定の効力を停止されたときは、遅滞なく市長 に指定工事店証を

返納しなければならない。 返納しなければならない。

（指定等の告示） （指定等の告示）

第６条の１０ 管理者は、指定工事店を指定し、又は指定を取り消し、若しくは指 第６条の１０ 市長 は、指定工事店を指定し、又は指定を取り消し、若しくは指

定の効力を停止したときは、その都度告示するものとする。 定の効力を停止したときは、その都度告示するものとする。

（責任技術者の登録の申請） （責任技術者の登録の申請）

第６条の１３ 本市において責任技術者の登録をしようとする者は、前条に規定す 第６条の１３ 本市において責任技術者の登録をしようとする者は、前条に規定す

る試験に合格した日の属する年の翌年の２月末日までに管理者に申請しなければ る試験に合格した日の属する年の翌年の２月末日までに市長 に申請しなければ

ならない。 ならない。

（責任技術者の登録） （責任技術者の登録）

第６条の１４ 管理者は、前条の規定による申請があったときは、責任技術者の登 第６条の１４ 市長 は、前条の規定による申請があったときは、責任技術者の登

録を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責 録を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責

任技術者の登録を行わないことができる。 任技術者の登録を行わないことができる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

（責任技術者登録証） （責任技術者登録証）

第６条の１６ 管理者は、責任技術者の登録を行ったときは、当該登録をした者に 第６条の１６ 市長 は、責任技術者の登録を行ったときは、当該登録をした者に

排水設備工事責任技術者登録証（以下「登録証」という。）を交付するものとす 排水設備工事責任技術者登録証（以下「登録証」という。）を交付するものとす

る。 る。

２ 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に登録 ２ 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に登録

証を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。 証を携帯し、市職員からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

３ （略） ３ （略）
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（登録の更新） （登録の更新）

第６条の１７ 本市において責任技術者の登録をしている者で、当該登録の期間が 第６条の１７ 本市において責任技術者の登録をしている者で、当該登録の期間が

満了した後も引き続き登録をしようとするものは、あらかじめ協会が実施する講 満了した後も引き続き登録をしようとするものは、あらかじめ協会が実施する講

習を受講した上、当該期間が満了する日の１月前までに管理者に申請しなければ 習を受講した上、当該期間が満了する日の１月前までに市長 に申請しなければ

ならない。 ならない。

（登録替え） （登録替え）

第６条の１８ 埼玉県内の他の市町村に責任技術者の登録をしていた者で、本市に 第６条の１８ 埼玉県内の他の市町村に責任技術者の登録をしていた者で、本市に

おいて責任技術者の登録をしようとするものは、当該市町村の登録を抹消した日 おいて責任技術者の登録をしようとするものは、当該市町村の登録を抹消した日

から起算して２月以内に、管理者に申請しなければならない。 から起算して２月以内に、市長 に申請しなければならない。

２ （略） ２ （略）

３ 本市に責任技術者の登録をしている者で、埼玉県内の他の市町村において責任 ３ 本市に責任技術者の登録をしている者で、埼玉県内の他の市町村において責任

技術者の登録をしようとするものは、あらかじめ管理者に登録の抹消の申請をし 技術者の登録をしようとするものは、あらかじめ市長 に登録の抹消の申請をし

なければならない。 なければならない。

（変更等の届出） （変更等の届出）

第６条の１９ 責任技術者（本市において登録をしている者に限る。次条及び第６ 第６条の１９ 責任技術者（本市において登録をしている者に限る。次条及び第６

条の２１において同じ。）は、住所、氏名又は専属する指定工事店を変更したと 条の２１において同じ。）は、住所、氏名又は専属する指定工事店を変更したと

きは、 その旨を管理者に届け出なければならない。 きは、規則で定めるところにより、その旨を市長 に届け出なければならない。

（登録の取消し等） （登録の取消し等）

第６条の２０ 管理者は、責任技術者の登録を行っている者が、法令又はこの条例 第６条の２０ 市長 は、責任技術者の登録を行っている者が、法令又はこの条例

に違反したときは、その登録を取り消し、又は６月を超えない範囲内において、 に違反したときは、その登録を取り消し、又は６月を超えない範囲内において、

登録の効力を停止することができる。 登録の効力を停止することができる。

（登録証の返納） （登録証の返納）

第６条の２１ 責任技術者は、前条の規定により登録を取り消され、又は登録の効 第６条の２１ 責任技術者は、前条の規定により登録を取り消され、又は登録の効

力を停止されたときは、遅滞なく管理者に登録証を返納しなければならない。 力を停止されたときは、遅滞なく市長 に登録証を返納しなければならない。

（事務連絡会） （事務連絡会）

第６条の２２ 管理者は、指定工事店の排水設備工事の適正な施工等を確保するた 第６条の２２ 市長 は、指定工事店の排水設備工事の適正な施工等を確保するた

め、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。 め、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

２ （略） ２ （略）

第５章 （略） 第５章 （略）

（排除の停止又は制限） （排除の停止又は制限）
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第７条 管理者は、公共下水道への下水の排除が次の各号のいずれかに該当すると 第７条 市長 は、公共下水道への下水の排除が次の各号のいずれかに該当すると

きは、その排除を停止し、又は制限することができる。 きは、その排除を停止し、又は制限することができる。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

(5) その他公共下水道の維持管理上管理者が必要と認めるとき。 (5) その他公共下水道の維持管理上市長 が必要と認めるとき。

（除害施設の設置） （除害施設の設置）

第８条の２ （略） 第８条の２ （略）

２ 前項の規定は、管理者が定める項目に関し、管理者が定める量の下水を排除す ２ 前項の規定は、規則で 定める項目に関し、規則で 定める量の下水を排除す

る使用者については、適用しない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、 る使用者については、適用しない。ただし、市長 が特に必要と認める場合は、

この限りでない。 この限りでない。

第８条の３ （略） 第８条の３ （略）

２ （略） ２ （略）

３ 前２項の規定は、管理者が定める項目に関し、管理者が定める量の下水を排除 ３ 前２項の規定は、規則で 定める項目に関し、規則で 定める量の下水を排除

する使用者については、適用しない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、 する使用者については、適用しない。ただし、市長 が特に必要と認める場合は、

この限りでない。 この限りでない。

（除害施設管理責任者の選任等） （除害施設管理責任者の選任等）

第８条の４ （略） 第８条の４ （略）

２ 除害施設の設置者は、除害施設管理責任者を選任したとき、及び除害施設管理 ２ 除害施設の設置者は、除害施設管理責任者を選任したとき、及び除害施設管理

責任者を変更したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。 責任者を変更したときは、速やかにその旨を市長 に届け出なければならない。

（使用開始等の届出） （使用開始等の届出）

第１０条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は 第１０条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は

休止している場合においてその使用を再開しようとするときは、あらかじめその 休止している場合においてその使用を再開しようとするときは、あらかじめその

旨を管理者に届け出なければならない。 旨を市長 に届け出なければならない。

（使用料） （使用料）

第１１条 （略） 第１１条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 前項の規定にかかわらず、公共下水道に排除する汚水で、その処理に特別の費 ３ 前項の規定にかかわらず、公共下水道に排除する汚水で、その処理に特別の費

用を要すると認められる水質の汚水については、管理者は、前項の使用料の５倍 用を要すると認められる水質の汚水については、市長 は、前項の使用料の５倍

以内の使用料を徴収することができる。 以内の使用料を徴収することができる。
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（使用料の算定） （使用料の算定）

第１２条 使用料は、隔月の定例日（使用料算定基準日として、あらかじめ管理者 第１２条 使用料は、隔月の定例日（使用料算定基準日として、あらかじめ市長

が定めた日をいう。）現在において算定した汚水排除量を、各月均等とみなして が定めた日をいう。）現在において算定した汚水排除量を、各月均等とみなして

算定する。 算定する。

２ 管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、毎月の定例 ２ 市長 は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、毎月の定例

日に汚水排除量を算定し、月ごとに使用料を算定することができる。 日に汚水排除量を算定し、月ごとに使用料を算定することができる。

３ （略） ３ （略）

（汚水排除量の算定） （汚水排除量の算定）

第１３条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。 第１３条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、２以上の使用者 (1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、２以上の使用者

が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水 が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水

量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案し 量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案し

て管理者が認定する。 て市長 が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の (2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の

使用の態様その他の事情を勘案して管理者が認定する。 使用の態様その他の事情を勘案して市長 が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に (3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に

伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎月、 伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎月、

公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、翌月 公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、翌月

７日までに管理者に提出しなければならない。この場合においては、前２号の ７日までに市長 に提出しなければならない。この場合においては、前２号の

規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除 規定にかかわらず、市長 は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除

した汚水の量を認定するものとする。 した汚水の量を認定するものとする。

（使用料の徴収方法） （使用料の徴収方法）

第１４条 使用料は、２月分をまとめて徴収する。ただし、管理者が必要と認めた 第１４条 使用料は、２月分をまとめて徴収する。ただし、市長 が必要と認めた

ときは、この限りでない。 ときは、この限りでない。

２ 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共 ２ 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共

下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認め 下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認め

るときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使 るときは、市長 は、使用料を前納させることができる。この場合において、使

用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止 用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止

した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行う。 した旨の届出があったときその他市長 が必要と認めたときに行う。

（資料の提出） （資料の提出）
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第１５条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必 第１５条 市長 は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必

要な資料の提出を求めることができる。 要な資料の提出を求めることができる。

（使用料の減免） （使用料の減免）

第１６条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減 第１６条 市長 は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減

額し、又は免除することができる。 額し、又は免除することができる。

（行為の許可） （行為の許可）

第１７条 法第２４条第１項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図 第１７条 法第２４条第１項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図

面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしよ 面を添付して市長 に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしよ

うとするときも、同様とする。 うとするときも、同様とする。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

（構造の技術上の基準） （構造の技術上の基準）

第２０条 第２条の３の規定は、法第２８条第２項に規定する都市下水路の構造の 第２０条 第２条の４の規定は、法第２８条第２項に規定する都市下水路の構造の

技術上の基準について準用する。 技術上の基準について準用する。

（手数料）

第２２条 この条例に基づき管理者に指定等の申請をしようとする者は、次に定め

るところにより市に手数料を納付しなければならない。

(1) 排水設備工事店の指定申請手数料

ア 新規の場合 １件につき １５，０００円

イ 更新の場合 同 ３，０００円

(2) 排水設備工事責任技術者の登録申請手数料

ア 新規の場合 同 １，５００円

イ 更新の場合 同 ７５０円

(3) 公共下水道台帳の写しの交付申請手数料 同 ２００円

２ 前項の手数料は、申請のとき徴収する。

（委任） （委任）

第２３条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 第２２条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で 定める。

第８章 （略） 第８章 （略）

第２４条～第２６条 （略） 第２３条～第２５条 （略）
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○ 川口市事務手数料条例（昭和５１年条例第１０号）（第１０条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（手数料の額等） （手数料の額等）

第２条 手数料の種類及び額は、次の各号に掲げるとおりとする。 第２条 手数料の種類及び額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ～(12) （略） (1) ～(12) （略）

(13) 排水設備工事店の指定

ア 新規の場合 同 １５，０００円

イ 継続の場合 同 ３，０００円

(14) 排水設備工事責任技術者の登録

ア 新規の場合 同 １，５００円

イ 継続の場合 同 ７５０円

(13) （略） (15) （略）

２・３ （略） ２・３ （略）
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○ 川口市行政組織条例（平成１０年条例第１１号）（第１１条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（設置） （設置）

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５８条第１項の規定に基づき、 第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５８条第１項の規定に基づき、

市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部及び室を置く。 市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部及び室を置く。

市長室 市長室

～ ～

都市計画部 都市計画部

都市整備部 都市整備部

下水道部

（事務分掌） （事務分掌）

第２条 前条に規定する部及び室の事務分掌は、次のとおりとする。 第２条 前条に規定する部及び室の事務分掌は、次のとおりとする。

市長室 市長室

～

（略）

～

（略）

都市計画部 都市計画部

都市整備部 都市整備部

(1) 都市の再開発に関すること。 (1) 都市の再開発に関すること。

(2) 土地区画整理に関すること。 (2) 土地区画整理に関すること。

下水道部

(1) 下水道に関すること。
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○ 川口市情報公開条例（平成１２年条例第４９号）（第１２条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（定義） （定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると 第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 ころによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農 (1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農

業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者及 業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者 、病院事業管理者及

び議会をいう。 び議会をいう。

(2) （略） (2) （略）

（費用負担） （費用負担）

第１９条 （略） 第１９条 （略）

２ 市長、上下水道事業管理者及び病院事業管理者は、実施機関が公開決定に係る ２ 市長、水道事業管理者 及び病院事業管理者は、実施機関が公開決定に係る

公文書を不特定多数の者が知り得る方法で実施機関が定めるものにより公にする 公文書を不特定多数の者が知り得る方法で実施機関が定めるものにより公にする

ことを予定し、又は公にする必要があると判断するときは、当該公文書の公開に ことを予定し、又は公にする必要があると判断するときは、当該公文書の公開に

係る手数料を免除するものとする。 係る手数料を免除するものとする。

３ 前項に規定する場合のほか、市長、上下水道事業管理者及び病院事業管理者は、 ３ 前項に規定する場合のほか、市長、水道事業管理者 及び病院事業管理者は、

特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。 特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

４ 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長、上下水道事業管理者及び病院事 ４ 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長、水道事業管理者 及び病院事

業管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付するこ 業管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付するこ

とができる。 とができる。

５ （略） ５ （略）
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○ 川口市個人情報保護条例（平成１２年条例第５０号）（第１３条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（定義） （定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると 第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 ころによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農 (1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農

業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者及 業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者 、病院事業管理者及

び議会をいう。 び議会をいう。

(2) ～(10) （略） (2) ～(10) （略）
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○ 川口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１７年条例第２８号）（第１４条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（定義） （定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると 第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 ころによる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 市の機関 市の執行機関、上下水道事業管理者、病院事業管理者又はこれら (3) 市の機関 市の執行機関、水道事業管理者 、病院事業管理者又はこれら

に置かれる機関をいう。 に置かれる機関をいう。

(4) 市の執行機関等 市の執行機関、上下水道事業管理者又は病院事業管理者を (4) 市の執行機関等 市の執行機関、水道事業管理者 又は病院事業管理者を

いう。 いう。

(5) ～(12) （略） (5) ～(12) （略）
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○ 川口市市民参加条例（平成２４年条例第１６号）（第１５条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（定義） （定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると 第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 ころによる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農 (3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農

業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び病院事業管理者 業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者 及び病院事業管理者

をいう。 をいう。

(4) ～(10) （略） (4) ～(10) （略）

- 32 -



○ 川口市水洗便所改造資金融資利子等の助成に関する条例（平成２６年条例第５５号）（第１６条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（金融機関からの報告） （金融機関からの報告）

第７条 上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）は、指定金融機関と協議 第７条 市長 は、指定金融機関と協議

の上、当該指定金融機関が助成予定者に工事に要した費用につき融資を行ったと の上、当該指定金融機関が助成予定者に工事に要した費用につき融資を行ったと

きは、当該助成予定者に行った融資の契約状況等について当該指定金融機関から きは、当該助成予定者に行った融資の契約状況等について当該指定金融機関から

必要な報告を受けることができる。 必要な報告を受けることができる。

（届出の義務） （届出の義務）

第８条 助成予定者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を 第８条 助成予定者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を

管理者に届け出なければならない。 市長 に届け出なければならない。

(1) ～(5) （略） (1) ～(5) （略）

（助成金の交付申請） （助成金の交付申請）

第１０条 助成予定者は、前条の助成金の交付を受けようとするときは、管理者に 第１０条 助成予定者は、前条の助成金の交付を受けようとするときは、市長 に

申請をしなければならない。 申請をしなければならない。

２ （略） ２ （略）

（助成金の交付決定の通知） （助成金の交付決定の通知）

第１１条 管理者は、前条第１項の申請があったときは、助成の適否を審査し、そ 第１１条 市長 は、前条第１項の申請があったときは、助成の適否を審査し、そ

の結果を当該申請をした助成予定者に通知しなければならない。 の結果を当該申請をした助成予定者に通知しなければならない。

２ 管理者は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、同項の規定によ ２ 市長 は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、同項の規定によ

る通知の際に、交付する助成金の額を併せて通知しなければならない。 る通知の際に、交付する助成金の額を併せて通知しなければならない。

（助成を行わない場合） （助成を行わない場合）

第１２条 管理者は、助成予定者に関し、次の各号のいずれかに該当する事実があ 第１２条 市長 は、助成予定者に関し、次の各号のいずれかに該当する事実があ

るときは、助成予定者が既に返済した借入金に対し支払った利子等の助成を行わ るときは、助成予定者が既に返済した借入金に対し支払った利子等の助成を行わ

ない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでな ない。ただし、市長 がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでな

い。 い。
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(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

（助成の取消し等） （助成の取消し等）

第１３条 管理者は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると 第１３条 市長 は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、交付した助成金の全部又 きは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、交付した助成金の全部又

は一部を返還させることができる。 は一部を返還させることができる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

（委任） （委任）

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で 定める。
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○ 川口市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第７号）（附則第５項関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（育児短時間勤務職員等についての職員の特殊勤務手当に関する条例の特例） （育児短時間勤務職員等についての職員の特殊勤務手当に関する条例の特例）

第１８条 育児短時間勤務職員等についての川口市職員の特殊勤務手当に関する条 第１８条 育児短時間勤務職員等についての川口市職員の特殊勤務手当に関する条

例（昭和３５年条例第７号）の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同 例（昭和３５年条例第７号）の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同

条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす 条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 る。

第１８条の見出し、 （略） 第１９条の見出し、 （略）
同条第２項及び第 同条第２項及び第
３項 ３項

第１８条第１項 （略） 第１９条第１項 （略）
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○ 川口市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２７年条例第１０号）（附則第６項関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（特殊勤務手当に関する特例） （特殊勤務手当に関する特例）

第９条 川口市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和３５年条例第７号）第１８ 第９条 川口市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和３５年条例第７号）第１９

条の規定は、任期付短時間勤務職員について準用する。この場合において、同条 条の規定は、任期付短時間勤務職員について準用する。この場合において、同条

第１項中「第２条第３項」とあるのは、「第２条第４項」と読み替えるものとす 第１項中「第２条第３項」とあるのは、「第２条第４項」と読み替えるものとす

る。 る。
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○ 地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例（平成３０年条例第２号）（附則第７項関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（川口市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） （川口市水道事業の設置等に関する条例 の一部改正）

第１条 川口市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年条例第 第１条 川口市水道事業の設置等に関する条例 （昭和４１年条例第

６１号）の一部を次のように改正する。 ６１号）の一部を次のように改正する。

第７条中「第２４３条の２第８項」を「第２４３条の２の２第８項」に改める。 第６条中「第２４３条の２第８項」を「第２４３条の２の２第８項」に改める。
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