
議案第３８号 

  
協定項目１３ 一部事務組合等の取扱いについて 

 
一部事務組合等の取扱いについて、次のとおり提出する。 

 
平成１６年４月２７日提出 

富山地域合併協議会 
会 長  森  雅 志 
 

一部事務組合等の取扱いについて 

 
１ 一部事務組合について 
 （１）細入村大沢野町学校組合、婦負斎場組合、富山・大山国民宿舎事務

組合、富山広域農業共済事務組合及び上婦負介護保険事務組合につい

ては、合併の日の前日をもって解散し、財産及びその事務等は、新市

に引き継ぐこととする。 
（２）富山県中央衛生処理組合と富山県中部衛生センター組合は、合併時

までの統合を検討することとする。 
（３）富山地区広域圏事務組合、三郷利田用水市町村組合、常願寺川右岸

水防市町村組合、富山県市町村総合事務組合及び富山県市町村会館管

理組合については、合併の日の前日をもって当該組合を脱退し、富山

県市町村総合事務組合を除き、新市において合併の日に当該組合に加

入することとする。 
 
 
２ 共同設置及び事務委託について 
（１）大沢野町、大山町、八尾町、婦中町、山田村及び細入村が他町村等

と共同設置している富山県町村公平委員会については、合併の日の前

日をもって脱退することとし、新市において新たな公平委員会を設置

することとする。なお、同委員会の構成等は、類似都市を参考に、新

たに定めるものとする。 
 
（２）非常勤の職員の公務災害補償に係る認定及び審査に関する事務の委

託については、現行どおり、新市において富山県に委託することとす

る。 



 
（３）証明書等の交付等に関する事務の委託についても、現行どおり、新

市において市町村が相互に委託することとする。 
 
 
３ 土地開発公社について 

富山市土地開発公社、八尾町土地開発公社及び婦中町土地開発公社は、

合併時までに統合することとする。なお、新市の土地開発公社について

は、富山市土地開発公社を存続させる方向で協議するものとする。 
 

 



①一　部　事　務　組　合

1名 1名 1名 1名 1名 1名

2名 4名 2名 1名 6名 5名

2名 1名 1名 1名 1名 1名

1名 15名 7名 10名 3名 2名

8名 20名 14名

3名 12名 3名 10名 7名 2名

3名 2名 16名 2名 1名

歳入 歳入 歳入 歳入 歳入 歳入
歳出 歳出 歳出 歳出 歳出 歳出

歳入

歳出

非常勤職員（嘱託・臨時各１人）

議会

常勤職員

非常勤職員（嘱託）

・介護保険事業
・介護保険サービス基盤の調査及び研究

常勤職員

農業共済事業

副管理者

収入役

監査委員議員

議員

議員

管理者

大沢野町、大山町、八尾町、婦中町、山
田村、細入村

管理者

副管理者

管理者

副管理者

理事長

理事

管理者

副管理者

非常勤職員（調理長・運転手等）

上婦負介護保険事務組合

一部事務組合

（大山町役場内）

収入役

議員

婦負斎場組合

国民宿舎の設置，管理及び運営

常勤職員

し尿浄化槽汚泥処理

常勤職員（事務長・フロント等）

中型バス（41人乗り）　　　　2台

富山広域農業共済事務組合富山県中央衛生処理組合

収入役

副管理者

収入役 収入役

富山・大山国民宿舎事務組合

常勤職員

非常勤職員

軽四自動車　1台

土地　6,089.69㎡

財産

土地　10246㎡ 土地　1024713799.41㎡ 土地　74590.35㎡

外

墓地公苑管理基金

普通自動車　1台

建物　860.198㎡建物　4894.83㎡

軽四自動車　1台 マイクロバス（29人乗り）　　1台

土地　　748.99㎡

建物　　454.20㎡建物　3,729.31㎡

5,181,487,000円
5,122,455,000円

457,632,000円
420,441,000円

富山市、大沢野町、大山町、八尾町、
細入村

婦中町、八尾町、山田村
大沢野町、大山町、八尾町、婦中町、
山田村、細入村、富山市

大山町上滝525番地 富山市安養寺342番地大沢野町万願寺439番地 婦中町速星754番地

大山町、富山市

管理者

2,962円

2,962円

監査委員

60,984,271円
44,435,686円

特別会計
302,409,609円
264,361,989円

婦負斎場及び墓地公園の設置、管理及
び運営

（婦中町役場内）

平成14年度
決     算

議員

神通碧小学校及び楡原中学校の設置、管
理及び教育事務

常勤職員（調理員）
組合採用
職員数 非常勤職員（調理員・運転手）

141,933,567円
360,100,611円

区　分

細入村大沢野町学校組合

146,972,386円

スクールバス　1台

助役

名　称

収入役

細入村、大沢野町

基金

平成2年3月31日 平成11年2月7日昭和42年4月1日 昭和39年4月14日 昭和51年12月3日 昭和51年10月6日

婦中町速星749番地4細入村楡原1088番地

設立年月日

役員構成

構成市町村

共同処理
する事務

事務所の
位　　置

公有
財産

物品

（細入村役場内）

324,466,636円

外

建物　5151.38㎡

マイクロバス　1台

外

財政調整基金　　　　　　

施設整備事業基金

9,879,602円141,781,000円

111,534,000円

普通自動車　　　　１台　　　　　　　

介護給付費準備基金

50,107,776円

ワゴン車　　　　　　　　　　2台　　外

38,493,089円

建物　979.48㎡

選別機　外

財政調整基金



設立年月日

理事長 1名 管理者 1名 管理者 1名 管理者 1名 管理者 1名 組合長 1名

副理事長 2名 助役 1名 助役 1名 副管理者 2名 副管理者 1名 副組合長 1名

収入役 1名 収入役 1名 出張所長 2名 収入役 1名 収入役 1名 収入役 1名

監査委員 2名 議員 14名 収入役 1名 議員 15名 監査委員 3名 監査委員 3名

議員 24名 議員 18名 議員 15名 議員 10名

歳入 歳入 歳入 歳入 歳入 歳入

歳出 歳出 歳出 歳出 歳出 歳出

職員数 ６人（県派遣１人、他は組合採用）７人（上市町派遣１人、他は組合採用）立山町役場内組合採用１人69人（市町村派遣21人、他は組合採用） 7人（県派遣1人、他は組合採用）

403,000円 217,416,819円 11,462,405,959円 265,053,891円
平成14年度

決算

11,515,943,664円 320,661,523円

14,837,933,636円 1,716,000円

15,134,189,592円 1,716,000円 403,000円 234,672,888円

常願寺川右岸の水害予防 し尿浄化槽汚泥の処理
・常勤の職員に対する退職手当の支給
・非常勤消防団員に係る公務災害補償
　及び退職報奨金
・消防作業、水防作業及び応急措置の
　業務に従事した者並びに救急業務に
　協力した者係る公務災害補償
・議会の議員、教育委員会委員等非常
　勤職員に対する公務災害補償
・市町村税滞納整理事務

 
【参　考】
  県市町村退職手当組合を改編し設置。
　県市町村消防補償組合、町村等非常勤
　職員公務災害補償組合、市町村税滞納整
　理組合の事務を引き継ぐ。

・富山県市町村会館の設置、維持管理
　及び運営
・市町村が共同して負担する寄付金、
　負担金の連絡調整
・市町村職員の研修　等

役員構成

共同処理す
る事務

・市町村計画策定(変更)
・粗大ごみ処理場、ごみ焼却場、公園
　及びコミュニティセンターの設置及
　び管理
・第2次救急医療対策

三郷利田用水の水利

上市町稗田1番地 富山市下野995番地3 富山市下野995番地3

（立山町役場内） （市町村会館内） （市町村会館内）
事務所の位

置

立山町未三賀103番地3 富山市水橋小路17番地 立山町前沢2440番地

全市町村（35）

昭和47年7月1日 昭和40年11月1日 昭和37年12月1日 昭和49年10月1日

富山地区広域圏事務組合 三郷利田用水市町村組合 常願寺川右岸水防市町村組合

富山市を除く34市町村、25一部事務組
合、南砺広域連合

区　分 一部事務組合

富山県中部衛生センター組合

構成市町村
等

富山市、八尾町、婦中町、大沢野町、大
山町、細入村、山田村、滑川市、立山
町、上市町、舟橋村

富山県市町村総合事務組合 富山県市町村会館管理組合

明治25年10月1日 昭和27年4月1日

富山市、立山町、舟橋村 富山市、立山町、舟橋村 富山市、立山町、上市町

名　称

※富山県町村等非常勤職員公務災害補償組合、富山県市町村消防補償組合、富山県市町村職員退職手当組合及び富山県市町村税滞納整理組合の合計金額

※

※



区分

名称

施行年月日

委　託　者

委　託　先

次の書類又は証明書の交付等に係る事務

・住民票の写し

・印鑑登録証明書

・戸籍の附票の写し

・身分証明書、戸籍の謄本又は抄本及び
　戸籍に記録されている事項の全部又は
　一部を証明した書面

35市町村が相互に委託

富山県
公平委員会事務

・職員の給与、勤務時間その他の勤務
　条件に関する措置の要求を審査し、
　判定し、必要な措置をとること

・職員に対する不利益な処分について
　の不服申立てに対する裁決又は決
　定をすること

・その他法律に基づきその権限に属せ
　しめられた事務

共同処理事務の
内容

・議会の議員その他非常勤の職員の
　公務災害補償に係る認定に関して
　意見を述べる事務

・議会の議員その他非常勤の職員の
　公務災害補償に係る審査の申立て
　に対する審査事務

機関等の共同設置

証明書等の交付等に係る事務の委託

構成市町村等

昭和41年7月20日 昭和42年12月1日から

26町村、16一部事務組合 35市町村

委託事務
の内容

②共同設置及び共同事務

設置年月日

事務の委託

平成15年11月27日から

区分

名称 富山県町村公平委員会
非常勤の職員の公務災害補償に係る
認定及び審査に関する事務の委託



③土　地　開　発　公　社
単位：円

（資産の部） （資産の部） （資産の部）

流動資産 24,956,615,292 流動資産 779,577,487 流動資産 1,659,416,070

普通預金 72,632,089 普通預金 7,425,041 現金及び預金 31,914,731

定期預金 72,753,783 定期預金 5,000,000 未収金 7,982,188

公有用地 24,811,229,420 公有用地 109,075,611 公有用地 1,619,519,151

固定資産 22,993,120 代行用地 141,805,108 固定資産 有形固定資産 1,265

有形固定資産 22,993,120 未成土地 516,271,727 1,265

計 24,979,608,412 計 779,577,487 計 1,659,417,335

（負債の部） （負債の部） （負債の部）

流動負債 613,661,364 流動負債 552,221,297 流動負債 1,623,435,651

事業未払金 610,899,311 短期借入金 552,221,297 未払金 3,916,500

その他未払金 238,781 借入金 1,589,445,386

預り金 2,523,272 特別収益 30,073,765

固定負債 24,242,080,567 固定負債 197,676,456

長期借入金 24,242,080,567 長期借入金 197,676,456

基本金 5,000,000 基本金 5,000,000 基本金 5,000,000

基本財産 5,000,000 基本財産 5,000,000 基本財産 5,000,000

準備金 118,866,481 剰余金 24,679,734 準備金 30,981,684

前期繰越準備金 113,936,278 前期繰越剰余金 16,296,983 前期繰越準備金 30,461,099

当期純利益 4,930,203 当期剰余金 8,382,751 当期利益 520,585

計 24,979,608,412 計 779,577,487 計 1,659,417,335

＊貸借対照表は、平成14年度決算・平成15年3月31日現在の数値を記載

昭和53年2月2日

八尾町市町村名

婦中町土地開発公社

婦中町富山市

名   称

公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、
地域の秩序ある整備と町民福祉の増進に寄与すること。

富山市土地開発公社 八尾町土地開発公社

貸借対照表

公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、
地域の秩序ある整備と町民福祉の増進に寄与すること。

目   的
公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、
地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与すること。

設立年月日 昭和49年8月1日 昭和49年4月10日




