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第 1 案
�主文：�您是否同意，新竹市應訂定，廢污

水管理自治條例，明定工業廢水、

醫療廢水及其他事業廢水和污水，

應以專管回收，不可排入飲用水取

水口或灌溉水取水口上游？

理由書

　　�竹���期以來���『工�用�水�����
污水』����況���用水��生用水������
������相��其水�水質��期受�污��並且
�政�����
　　�例�����興隆大橋��隆������大橋
��湳�取水���日提供�竹��竹�������
50~60�人�自來水�其水���上���日�4.5���
�污水�污����污水來���竹���竹����
　　��乾���用水����竹��政��一�解
�������求��竹�政�負��理責����自
��例��止�污水排入�用水取水�或��水取水�
上��做������������基��求�

政府機關針對公民投票案提出之意見書：

新竹市政府意見書

 一、針對主文內容認定之疑義：
 　　（一）�提�主��理由���同�主�：「�以
專�����可排入�用水取水�或��水取水�上
�」�理由：「�止�污水排入�用水取水�或��水
取水�上�」二者差��大�
  　　（二）�水污����(��水污�)規�����理
�污水��合��水���水污�並未�止排入�或僅
�以「專���」�規��「�以專���」���合
理�除技�問題����尚�其��式�例�專�排入

取水����或以�����…��式�理�
  　　（三）主�中�「污水」兩���水污���義：
「污水」�括生活污水���未�入�共污水�水��
��污水�為「�止」���������鉅����
�行�生活污水是否���止�列������
 　　（四）對��事���「�止」事項�則對「��」
事�����賴���則�������以�行���
�是否�「��」事��

二、飲用水取水口上游部分：
  　　（一）�竹�政������一�����水��場
是一��������力加��水場水質檢驗����
用水品質�
  　　（二）「�竹��水��理自��例」已�成修��
��11���中加�「事��水��排入頭��自來水
湳�取水��上��水�」�

三、灌溉水取水口上游部分：
   　　（一）水利�：
 　　1.�78��1河川�域內��列行為���可：排注
�污水或�取用水�
  　　2.�78��2河川整��規劃����河���檢
查����河川�域�劃�����告�使用�理�其
���行事項�由中�主�����河川�理���理
��
  　　3.�78��3排水����內��列行為����可
��為�：排注�污水�
  　　4.�78��4排水�水�域�劃�����告�排水
���理����理��洪搶險���檢查�����
�使用�理�其���行事項�由中�主�����排
水�理���理��但�田����事�排水�由目�
事�主����其���理��
   　　（二）河川�理���47�申�排��污水使用者�
其�污水��合��水���並附水污������同
�排��明�件�
  　　（三）排水�理���35�申�排��污水使用者�

其�污水��合水污���主������排�水質�
�����水��加嚴�水質項目��值�並附其同�
排�或�申��明�件�
   　　（四）水污�：
 　　1.�14�規�事�排��(污)水��面水�者��向
�����(�)主���申���排��可�或�易排�
�可�件��並�登�事項�作���排��(污)水�排
��可���易排��可�件��用對��申���查
�������止�其���行事項��理���由中
�主������
 　　2.水污���措��畫��可申��查�理���
12�事�或污水�水���申��可�(�件)�查���
檢附��水排入專用�水�水���排使用��或��
水�者���理��(構)或��人�同��件���
   　　（五）�政單�相�規�：
 　　1.�田水利會��排水�理��中�21�規�水利
會����排���未�水利會�同�����自排�
�(污)水；��專用��則�對�止排��(污)水�另查
水利會自105年������事��水同��排��明�
件�
 　　2.�田水利�(��已預告)�其中�17��田水利
������其���為��專用��排兼用��田排
水���田排水�入�田水利����內���主��
��可；其�可事項���基���可期��其��理
事項����由主���另����18���專用��
�止各���水排入�排注��水��排兼用或�田排
水�����主����可��19�排注��水��排
兼用�����合��用水水質��；其��由主��
���並�告��上�����查���
   　　（六）���規並�明����水�排����歸
水污�����水污�����行�則�一�理�現行
�規針對���污水�中�主���為��署��水污
����嚴格加以規������輔���各����
20�以上洗�����行政�����署�水污染防治
法及水污染防治法施行細則各相關規定辦理醫療廢水處
理。各醫療機構��合相�規��理水污���措��

且�合��局��期�查其�水排�是否�合���
   　　（七）現行�規已明�工������取�����
����明或��(�可)�件：
 　　1.工��理輔���15�：「工���列�形�一
者����理登�或�更登�：...�������主��
����事�種�����規��其相������明
書������估�告書或污����畫未�����
主�����或同��」�工���合����相�規
������理工���登�或�更登��
 　　2.「�竹��水��理自��例」已�成修���
��協助輔��內工��合排�規��並����工�
��相��明會�輔�工��水申����可；��工
�則���合�開自��例��工��水排��相�規
��
   　　（八）事��水或生活污水�須���共污水�水�
��專����理���解�事��水間�排入��圳
路�����水��抽取�域排水做為��水��水質
問題�

四、結語
   　　（一）���共污水�水����成���各事�單
���生�污(�)水�申�排入�共污水�水��針對其
��排入��水水質���制��「�竹��水��理
自��例」��相��制���事�單��成污(�)水�
������年��期�理水質檢測�以��排入�水
質�合規��
   　　（二）��工��水����水�其�事��水�污
水��可排入�用水取水�或��水取水�上�乙��
��已�「�竹��水��理自��例」�11��2項�
�「事��水��排入頭��自來水湳�取水��上�
�水�」�規�；另事�用戶污(�)水�������
開�例�11��3項��「污水�水���佈����事
�用戶�����知日��個月內申����可」�規
���反上�規���則������開�例�33��
   　　（三）�上�上�����已�合����主���
求����再制�相��污水�理自��例�

投票時間、方法及投票應行注意事項：

一、 投票時間：
　　中��國110年12月18日(星期�)上午8����午4
�止�

二、投票權人資格：
　　�竹���年滿18����國92年8月28日(�括當
日)以��生���竹����住6個月以上���國110
年2月28日(�括當日)以��入��戶����國110年8
月27日���住��受���告(����告)尚未��
者���竹�������1�����

三、投票權人投票應注意事項：
　　（一）����：��國性������17���20
����竹��(開)������一���
　　（二）���須���人國����������
�知單；未�����知單者�務��住���知單上
��碼�����告知���理員�國�������
失�����日��戶��戶政事務�申���(��當
日�戶政事務��假���受理)�
　　（三）�竹�������1�����日期為110年
8月28日��受嚴重�殊傳�性����������
110年12月18日�行���故���人�以���日110
年8月28日�����格����人為��另�����
��27��用同��24��用��人員������20
�規��已�入���人�冊����人�110年8月9日
(�當日)以���者�����戶��������
　　（四）���人��規�����間內�����
�；�����入����但已�規��間內����
�尚未��者�可���
　　（五）���人��規��同���或�同�人�勿
��行動��或其��������材�入�����
���行動��或其��������材者�����
人或其�同���或�同�人�行動��或�����
��材暫��人代�或�由���工作人員(查驗國��
���理員)代為��(但已�閉���行動������
�)�
　　（六）���人���������列�形�一�否
則�(開)��主��理員�會同主���員�其����
�其������者��������43�規���2年
以��期�刑�拘�或科��幣20�元以��金：
　　1.��佩�������相������或圖��貼
��服�或其�物品��場��或干�����人��
或�����服制止�
　　2.��武�或危險物品入場者�
　　3.�其��正當行為��服制止者�
　　（七） ���人����������使用���員

會�����工��自行�「同�」或「�同
�」上���欄���並����摺疊�入�
������或�������������
���������������41�規��
�1年以��期�刑�拘�或科��幣1�5千元
以��金�

　　（八）�������式樣��：
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四、公投票顏色：
　　�竹�������1�����色為�色�

五、公投票有下列情形之一者無效：
　　（一）�用���員會������� 
　　（二）同���同���同��
　　（三）���������為同�或�同��
　　（四）���加以���
　　（五）����������加入�何��或劃����
　　（六）����撕破���整�
　　（七）����污���������為同�或�同��
　　（八）�加����白� 
　　（九）�用���員會�����工��

六、妨害公民投票處罰：
　　（一）妨害公民投票之處罰（摘錄公民投票法第5章有關
規定）：
　　●第33條 �圖�������對��務員���行
�務��������者��五年以��期�刑�犯�
項�罪�����務員��者���期�刑或�年以上
�期�刑；�重傷者��三年以上十年以��期�刑�
●第34條 �����犯���罪者��場助��人�
�三年以��期�刑�拘�或科��幣三十�元以��
金；首���手�������者��三年以上十年以
��期�刑�犯�項�罪�����務員��者�首�

��手�������者���期�刑或�年以上�期
�刑；�重傷者��五年以上十二年以��期�刑�●

第35條 以�����或其����������人為
������提����提���署或���或使�人
為������提����提���署或��者��五
年以��期�刑��項�未�犯���●第36條 對��
����人�行求�期�或�付�賂或其��正利��
��其�行使���或為一��行使者��三年以上十
年以��期�刑��併科��幣一百�元以上一千�元
以��金�預�犯�項�罪者��一年以��期�刑�
預�或用以行求�期�或�付��賂��問��犯罪行
為人�否�沒���犯�一項或�二項�罪��犯罪�
�個月內自首者�減輕或�除其刑；��查�提�人為
正犯或共犯者��除其刑�犯�一項或�二項�罪��
偵查中自白者�減輕其刑；��查�提�人為正犯或共
犯者�減輕或�除其刑�●第37條 ��列行為�一者�
�一年以上�年以��期�刑�併科��幣一百�元以
上一千�元以��金：一�對���������內�
團�或�構�假借�助�義�行求�期�或�付�賂或
其��正利��使其團�或�構�構成員��為提��
��提���署或���或為一��提����提��
�署或���二�以�賂或其��正利��行求�期�
或�付�����提�人或�署人�使��為提���
�提���署或���或為一��提����提���
署或���預�犯�項�罪者��一年以��期�刑�
預�或用以行求�期�或�付��賂��問��犯罪行
為人�否�沒���●第38條 �圖漁利����三十�
��一項或���一項各��事務者��三年以上十年
以��期�刑��併科��幣一百�元以上一千�元以
��金��項�未�犯���●第39條 �������
行��列�事�一者��場助��人��一年以��期
�刑�拘�或科��幣十�元以��金；首���手�
�者��五年以��期�刑：一����������
提�人��署人或其住���者�二���以����
�或其��������������提�人��署人
對�������行者�●第40條 �圖��或����
������開�������������或�取�
����������人�冊����告��開��告
��開���或��工�者��五年以��期�刑�●

第41條 ���������場�者��一年以��期�
刑�拘�或科��幣一�五千元以��金�●第42條 �
�����三十�尺內���干�或���人��或�
������人員制止����為�者��一年以��
期�刑�拘�或科��幣一�五千元以��金�●第43
條 �反�二十一��二項規�或��二十二��一項各
��事�一���其������者��二年以��期
�刑�拘�或科��幣二十�元以��金�●第44條 �
���或���以��物�入���或故�撕����

���者����幣五千元以上五�元以����
　　（二）妨害投票罪（刑法分則第6 章）：
　　●第142條 以����或其����������
人自由行使���政�上��或其����者��五年
以��期�刑��項�未�犯���●第143條 ����
�人��求�期�或�受�賂或其��正利����以
�行使其���或為一��行使者��三年以��期�
刑��併科三十�元以��金�●第144條 對����
��人�行求�期�或�付�賂或其��正利����
其�行使���或為一��行使者��五年以��期�
刑��併科二十一�元以��金�●第145條 以生�上�
利������人�行使其���或為一��行使者�
�三年以��期�刑�●第146條 以��或其�����
��使���生�正���果或������果者��
五年以��期�刑��圖使����人當��以�偽�
�戶�取�����為��者��同��二項�未�犯
���●第147條 ��或����者��二年以��期�
刑�拘�或一�五千元以��金�●第148條 �����
���刺��載�內�者��九千元以��金�

七、正反意見支持代表於地方性有線電視頻道發表意見
或進行辯論之辦理期間與應遵行之事項：
  　　（一）正反�見支�代����性��������
�見或�行����理期間:自110年11月13日��110年
12月11日止�
  　　（二）�竹����員會以���見��會為�則�
�正反�見支�代��以��會�式為������期
�內向�竹����員會提�申��
  　　（三）正反�見支�代�����見或�行����
�������性�����見��會或��會相�規
��

八、因應嚴重特殊傳染性肺炎投票民眾注意事項：
　　（一）注�呼���生������並��手��
����生������呼����或������儘
������休��
　　（二）���人�往����佩��罩�排���以
���內��1.5�尺以上�������1�尺以上��
為�則��������或呼����者�����人
��1.5�尺以上����
　　（三）�為����者���檢�者��傳����
�規��理�並�������22�規�����入�
�������開��另���人���合�例�義�
「嚴重�殊傳�性��」��個������排採檢�
並由�����(�)政��生局開�「自主���理�知
書」�����知檢驗�果������中����入
��������開��

新 竹 市 公 民 投 票 案 第 1 案 公 投 公 報
受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，原定於中華民國110年8月28日辦理之新竹市公民投票案第1案，改定於110年12月18日(星期六)上午8時起至
下午4時止舉行投票。茲依據公民投票法第27條準用第18條規定，將公民投票案之編號、主文、理由書、政府機關針對公民投票案提出之意見
書、公民投票權行使範圍及方式、正反意見支持代表於地方性有線電視頻道發表意見或進行辯論之辦理期間與應遵行之事項等資料刊登如下：

新竹市選舉委員會
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