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〔細 目 次〕 

 

第１編 総  規 

 

○北上地区広域行政組合規約 

･･･････････（昭和 63 年岩手県指令地方第 1527 号） 

○北上地区広域行政組合経費の分賦金納入方 

 法等規則       ･････････････････････････（昭和 63 年規則第１号） 

 

○北上地区広域行政組合公告式条例 

             ･･･････････････････････（昭和 63 年条例第１号） 

 

○北上地区広域行政組合の休日に関する条例 

             ･･･････････････････････（平成 2 年条例第１号） 

 

 

第２編 議会・監査 

第 1 章 議  会 

○北上地区広域行政組合議会定例会条例 

･････････････････････････（昭和 63 年条例第 2 号） 

 

○北上地区広域行政組合議会定例会規則 

            ･････････････････････････（昭和 63 年規則第 2 号） 

 

○北上地区広域行政組合議会会議規則 

             ･･･････････････････（昭和 63 年議会規則第１号） 

 

○北上地区広域行政組合議会議員の議員報酬 

 及び費用弁償条例    ･･･････････････････････（平成 20 年条例第 3 号） 

 

○北上地区広域行政組合議会事務局設置条例 

             ･･･････････････････････（昭和 63 年条例第 3 号） 

 

○北上地区広域行政組合議会事務局規程 

             ･･･････････････････（昭和 63 年議会告示第 1 号） 

 

第２章 監  査 

○北上地区広域行政組合監査委員条例 

             ･･･････････････････････（昭和 63 年条例第 4 号） 



○北上地区広域行政組合監査委員規程 

             ････････････････（昭和 63 年監査委員告示第 1 号） 

 

○北上地区広域行政組合監査委員事務局設置 

 条例          ････････････････････････（昭和 63 年条例第 5 号） 

 

 

第３編 組織・処務 

第 1 章 組  織 

○北上地区広域行政組合事務局設置条例 

･････････････････････（昭和 63 年条例第 6 号） 

 

○北上地区広域行政組合行政組織規則 

              ･････････････････････（平成 13 年規則第 1 号） 

 

○北上地区広域行政組合会計管理者補助組織 

 規則           ･････････････････････（昭和 63 年規則第 4 号） 

 

○北上地区広域行政組合出納員及び出納員以 

 外の会計職員の職の設置規則･････････････････････（昭和 63 年規則第 9 号） 

 

第２章 代理・代決等 

○北上地区広域行政組合管理者の職務代理規 

 則            ･･････････････････････（昭和 63 年規則第 5 号） 

 

○北上地区広域行政組合管理者の職務を代理 

 する職員を定める規則   ･･････････････････････（昭和 63 年規則第 6 号） 

 

○議会の委任による管理者の専決処分事項の 

 指定について       ･･････････････････････（平成 14 年議決第 1 号） 

 

○北上地区広域行政組合代決専決規程 

              ･･････････････････････（昭和 63 年訓令第 1 号） 

 

○北上地区広域行政組合会計管理者代決専決 

 規程           ･････････････････（昭和 63 年収入役訓令第 1 号） 

 

第３章 文書・公印 

○北上地区広域行政組合文書取扱規程 

              ･･･････････････････････（昭和 63 年訓令第 2 号） 

 



○北上地区広域行政組合公文例式規程 

              ･･･････････････････････（昭和 63 年訓令第 3 号） 

 

○北上地区広域行政組合公印規程 

              ･･･････････････････････（昭和 63 年訓令第 4 号） 

 

第４章 行政手続 

○北上地区広域行政組合行政手続条例 

              ･･･････････････････････（平成 8 年条例第 2 号） 

 

第５章 管  理 

○北上地区広域行政組合公用車運行管理規程 

              ･･･････････････････････（昭和 63 年訓令第 5 号） 

 

第６章 公文書公開 

○北上地区広域行政組合情報公開条例 

              ･･･････････････････････（平成 19 年条例第 2 号） 

 

○北上地区広域行政組合情報公開条例施行 

 規則           ･･･････････････････････（平成 19 年規則第 2 号） 

 

○北上地区広域行政組合個人情報保護条例 

              ･･･････････････････････（平成 19 年条例第 3 号） 

 

○北上地区広域行政組合個人情報保護条例 

 施行規則         ･･･････････････････････（平成 19 年規則第 3 号） 

 

 

第４編 人  事 

第 1 章 定数・任用 

○北上地区広域行政組合職員定数条例 

              ･･･････････････････････（昭和 63 年条例第 7 号） 

 

○北上地区広域行政組合職員の任用に関する 

 規則           ･･･････････････････････（昭和 63 年規則第 10 号） 

 

○北上地区広域行政組合職員の再任用条例 

･･･････････････････････（平成 25 年条例第 2 号） 

 

 



○北上地区広域行政組合人事行政運営等の 

 状況の公表条例      ･･･････････････････････（平成 25 年条例第 2 号） 

 

第２章 分限・懲戒 

○北上地区広域行政組合職員の分限について 

 の手続及び効果等に関する条例 

              ･･･････････････････････（昭和 63 年条例第 8 号） 

 

○北上地区広域行政組合職員の休職の事由に 

 関する条例        ･･････････････････････（昭和 63 年条例第 14 号） 

 

○北上地区広域行政組合職員の定年等に関す 

 る条例          ･･･････････････････････（昭和 63 年条例第 9 号） 

 

○北上地区広域行政組合職員の懲戒の手続及 

 び効果に関する条例    ･･････････････････････（昭和 63 年条例第 10 号） 

 

第３章 服  務 

○北上地区広域行政組合職員の服務の宣誓に 

 関する条例        ・････････････････････（昭和 63 年条例第 11 号） 

 

○北上地区広域行政組合職員の職務に専念す 

 る義務の特例に関する条例 ･･････････････････････（昭和 63 年条例第 15 号） 

 

○北上地区広域行政組合職員の営利企業等の 

 従事制限に関する規則   ････････････････････････（昭和 63 年規則第 12 号） 

 

○北上地区広域行政組合職員の勤務時間、休 

 日及び有給休暇に関する条例････････････････････････（昭和 63 年条例第 12 号） 

 

○北上地区広域行政組合技能職員等の勤務時 

 間、休日及び有給休暇に関する規則 

              ････････････････････････（昭和 63 年規則第 11 号） 

 

○北上地区広域行政組合職員の育児休業等に 

 関する条例        ････････････････････････（平成 4 年条例第 1 号） 

 

○北上地区広域行政組合職員服務規程 

              ･･･････････････････････（昭和 63 年訓令第 6 号） 

 

○北上地区広域行政組合職員表彰規程 

              ･･･････････････････････（昭和 63 年告示第 2 号） 

 



第４章 職員厚生 

○職員互助会に関する条例 

              ････････････････････････（昭和 47 年条例第 1 号） 

 

○北上地区広域行政組合職員被服貸与規程 

              ････････････････････････（昭和 63 年訓令第 7 号） 

 

第５章 職員団体 

○北上地区広域行政組合職員団体のための職 

 員の行為の制限の特例に関する条例 

              ････････････････････････（昭和 63 年条例第 16 号） 

 

○北上地区広域行政組合職員の組合休暇に関 

 する条例         ････････････････････････（昭和 63 年条例第 13 号） 

 

第５編 給  与 

第 1 章 報酬・給料等 

○北上地区広域行政組合特別職の職員の給与 

 条例           ････････････････････････（昭和 63 年条例第 18 号） 

 

○北上地区広域行政組合一般職の職員の給与 

 条例           ････････････････････････（昭和 63 年条例第 19 号） 

 

○北上地区広域行政組合職員の給与の支給に 

 関する規則        ････････････････････････（平成 2 年規則第 3 号） 

 

○北上地区広域行政組合職員の初任給、昇 

 格、昇給等の基準規則   ････････････････････････（昭和 63 年規則第 13 号） 

 

○北上地区広域行政組合職員の特殊勤務手当 

 条例           ････････････････････････（昭和 63 年条例第 20 号） 

 

○北上地区広域行政組合職員の特殊勤務手当 

 支給規則         ････････････････････････（平成 元年規則第 2 号） 

 

○北上地区広域行政組合職員の管理職手当支 

 給規則          ････････････････････････（昭和 63 年規則第 16 号） 

 

○北上地区広域行政組合組合技能職員等の給 

 与の基準規則       ････････････････････････（昭和 63 年規則第 14 号） 

 



○北上地区広域行政組合技能職員等の給与に 

 関する規則        ････････････････････････（昭和 63 年規則第 15 号） 

 

○北上地区広域行政組合職員の退職手当調整 

 額に関する職員の区分の適用職員規則 

              ････････････････････････（平成 18 年規則第 2 号） 

 

第２章 旅  費 

○北上地区広域行政組合職員等の旅費条例 

              ････････････････････････（昭和 63 年条例第 21 号） 

 

○北上地区広域行政組合職員等の旅費支給規 

 則            ････････････････････････（昭和 63 年規則第 17 号） 

 

 

第６編 財  務 

 

○北上地区広域行政組合議会の議決に付すべ 

 き契約及び財産の取得又は処分に関する条 

 例            ････････････････････････（昭和 63 年条例第 22 号） 

 

○北上地区広域行政組合諸収入金に対する延 

 滞金徴収条例       ････････････････････････（昭和 63 年条例第 23 号） 

  

○北上地区広域行政組合財務規則 

              ････････････････････････（昭和 63 年規則第 18 号） 

 

○北上地区広域行政組合行政財産使用料条例 

              ････････････････････････（平成 元年条例第 3 号） 

 

○北上地区広域行政組合行政財産の使用許可 

 に関する規則       ････････････････････････（平成 元年規則第 3 号） 

 

○北上地区広域行政組合財産の交換、譲与、 

 無償貸付等に関する条例 

              ････････････････････････（平成 元年条例第 4 号） 

 

○北上地区広域行政組合財政状況の公表に関 

 する条例         ････････････････････････（昭和 63 年条例第 24 号） 

 

 

 



第 7 編 施  設 

第 1 章 衛生処理場 

 

○北上地区広域行政組合し尿処理施設条例 

              ････････････････････････（昭和 63 年条例第 25 号） 

 

○北上地区広域行政組合し尿処理施設規則 

              ････････････････････････（昭和 63 年規則第 19 号） 

 

第２章 しみず斎園 

○北上地区広域行政組合火葬場条例 

              ････････････････････････（昭和 63 年条例第 27 号） 

 

○北上地区広域行政組合火葬場規則 

              ････････････････････････（昭和 63 年規則第 20 号） 

 

 

第８編 その他 

 

○北上地区広域行政組合と岩手県との間の公 

 平委員会の事務委託に関する規約 

                ････････････････････････（昭和 54 年告示第 4 号） 

 

○公平事務委託市町村等の管理職員等の範囲 

 を定める規則（抄）    ････････････････････････（昭和 41 年岩手県人事 

                            委員会規則第 22 号） 

 


