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○宗像地区事務組合規約

平成18年12月22日

18地第4873号許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、宗像地区事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、宗像市及び福津市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 水道事業及び簡易水道事業の経営に関する事務

(2) 消防に関する事務(非常備消防及び消防水利に関する事務を除く。)

(3) し尿処理場の管理運営に関する事務及び清掃事業の相互連絡調整に関する事務

(4) 急患センターに関する事務

(5) 関係市の振興に関する調査研究、資料の収集及び情報の提供に関する事務(関係市自

ら行うものを除く。)

(6) 組合財産の維持管理に関する事務

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、宗像市多禮298番地に置く。

第2章 議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、16人とし、関係市の定数

は、それぞれ次のとおりとする。

宗像市 8人

福津市 8人

(議員の選挙)

第6条 組合議員は、関係市の議会において、当該議会の議員のうちから選挙する。

2 組合議員に欠員を生じたときは、当該欠員となった組合議員を選挙した関係市の議会

は、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
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(議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、関係市の議会の議員の任期による。ただし、組合議員が関係

市の議会の議員でなくなった時は、組合議員の職を失う。

(議長及び副議長)

第8条 議会に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、組合議員の互選により定める。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 執行機関

(組合長及び副組合長)

第9条 組合に組合長及び副組合長を置く。

2 組合長は、関係市の長の互選により定める。

3 副組合長は、組合長以外の関係市の長をもって充てる。

4 組合長及び副組合長の任期は、関係市の長の任期による。

(会計管理者)

第10条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。

(職員)

第11条 組合に必要な職員を置き、その定数は、条例で定める。

2 前項の職員は、組合長が任免する。ただし、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条

第1項に規定する消防職員のうち、消防長は、組合長が任免し、消防長以外の消防職員は、

組合長の承認を得て消防長が任免する。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が、組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、組合の財務管理、

事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」と

いう。)及び組合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合

議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任

されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費



【資料 5-1】

3

(経費の支弁)

第13条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって支弁する。

(1) 関係市の負担金

(2) 補助金

(3) 事業収入

(4) その他の収入

2 関係市は、別表の左欄に掲げる経費区分ごとに、当該経費区分において支弁する額か

ら当該経費において収入する事業収入及びその他の収入の合計額を差し引いた額を、別

表の右欄に掲げる分賦割合に基づき負担する。

(地方公営企業法の適用)

第14条 組合の経営する簡易水道事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の

全部又は一部を適用するものは、条例で定める。

第5章 雑則

(雑則)

第15条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(事務の承継)

2 組合は、平成19年3月31日限り解散する宗像地区消防組合、宗像清掃施設組合及び宗像

自治振興組合の事務を承継する。

(し尿処理施設の管理及び運営に要する経費の負担の特例）

3 平成 23 年度から平成 29 年度までの間におけるし尿処理施設の管理及び運営に要する

経費の負担については、第 13 条第 2 項の規定にかかわらず、宗像市においては、2,000

万円とし、福津市においては、し尿処理施設の管理及び運営に要する経費の負担総額か

ら 2,000 万円を引いた額とする。

(し尿処理施設を撤去する際に要する経費の負担）

4 第 13 条第 2 項に規定する経費のほか、し尿処理施設を撤去する際に要する経費の負担

については、別表清掃費の部し尿処理施設の新設、改築等に要する臨時的経費及び公債

費の項の分賦割合を適用し、投入量割の投入量は、同表備考 3 の規定にかかわらず、平

成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日までの投入量とする。

附 則(平成21年10月8日21市町村第3370号許可)
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この規約は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成22年2

月1日から施行する。

附 則(平成22年3月25日21市町村第6443号許可)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

附 則（平成 22 年 12 月 20 日届出）

この規約は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。

別表(第13条関係)

経費区分 対象経費 分賦割合

均等割 人口割 利用者割 投入量割 その他

議会費 議会費に要す

る経費

10割 ― ― ― ―

総務費 総務費に要す

る経費

2 割 8 割 ― ― ―

保健衛生費 急患センター

の管理及び運

営に要する経

費

2割 4割 4割 ― ―

急患センター

の新設、改築

等に要する臨

時的経費及び

公債費

3割 7割 ― ― ―

清掃費 し尿処理施設

の管理及び運

営に要する経

費

2割 ― ― 8割 ―

し尿処理施設

の新設、改築

等に要する臨

時的経費及び

公債費

3割 ― ― 7割 ―

消防費 消防事業に要 ― ― ― ― 地方交付税法
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する経費 (昭和 25年法

律第211号)第

11条の規定に

より算定され

るそれぞれの

関係市の当該

年度の基準財

政需要額のう

ち、消防費の

算定方法に準

じて算定され

た額で、常備

消防費に相当

する額を基準

として、関係

市の協議によ

り分賦する。

水道事業費及

び簡易水道事

業費

水道事業及び

簡易水道事業

に要する経費

― ― ― ― 分賦金の割合

は、関係市の

協議により定

める。

備考

1 人口割の人口は、当該会計年度の前年の10月1日現在における住民基本台帳に登録

された人口をいう。ただし、急患センターの新設、改築等に要する臨時的経費及び

公債費については、急患センターを建設した年の10月1日現在における住民基本台帳

に登録された人口(以下「基準日現在の人口」という。)(宗像市にあっては平成15年3

月31日限り廃された宗像市及び宗像郡玄海町並びに平成17年3月27日限り廃された

同郡大島村の基準日現在の人口を合算して得た数、福津市にあっては平成17年1月

23日限り廃された同郡福間町及び同郡津屋崎町の基準日現在の人口を合算して得た

数)とする。

2 利用者割の利用者数は、当該会計年度の前年の1月1日から12月31日までの間に急

患センターを利用した者の数による。

3 投入量割の投入量は、当該会計年度の前々年の10月1日から前年の9月30日までの

間にし尿処理場に搬入されたし尿の量による。
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宗像地区事務組合、宗像市、福津市水道事業関係例規一覧表 2010.1.29

公営企業例規 公営企業例規 公営企業例規
規約 規約 規約

福岡地区水道企業団規約 一部改正2/22 福岡地区水道企業団規約 脱退議決 福岡地区水道企業団規約 脱退議決

宗像市と宗像地区事務組合における下水道使用料徴収等事務の委託に関する規約 制定2/22 宗像地区事務組合規約 一部改正 宗像地区事務組合規約 一部改正
福津市と宗像地区事務組合における下水道使用料徴収等事務の委託に関する規約 制定2/22 宗像市と宗像地区事務組合における下水道使用料徴収等事務の委託に関する規約 制定 福津市と宗像地区事務組合における下水道使用料徴収等事務の委託に関する規約 制定

条例 条例 条例
宗像地区事務組合水道事業等の設置等に関する条例 制定11/18 宗像市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例 一部改正11/30 福津市水道事業の設置等に関する条例 廃止11/30
宗像地区事務組合水道給水条例 制定11/18 宗像市特別会計条例 一部改正11/30 福津市水道事業給水条例 廃止11/30
宗像地区事務組合簡易水道設置条例 制定11/18 宗像市水道条例 廃止11/30 福津市簡易水道設置条例 廃止11/30
宗像地区事務組合簡易水道事業給水条例 制定11/18 宗像市大島地区簡易水道事業給水条例 廃止11/30 福津市簡易水道事業給水条例 廃止11/30
宗像地区事務組合水道用水供給事業の設置等に関する条例 廃止11/18 宗像市下水道条例 一部改正11/30 福津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 廃止11/30
宗像地区事務組合水道用水供給条例 廃止11/18 宗像市集落排水処理施設条例 一部改正11/30

宗像地区事務組合行政財産使用料条例 制定H22.2/22

宗像地区事務組合水道事業の債権の管理等に関する条例 制定2/22
宗像地区事務組合水道水源の水質保全に関する条例 制定2/22
宗像地区事務組合水道事業運営審議会条例 制定2/22

規則 規則 規則
宗像地区公営企業の主要職員の範囲に関する規則 制定 宗像市大島地区簡易水道事業給水条例施行規則 廃止 福津市公営企業の主要職員の範囲を定める規則 廃止
宗像地区事務組合簡易水道事業給水条例施行規則 制定 宗像市集落排水処理施設条例施行規則 一部改正 地方公営企業法第39条第2項の規程に基づき市長が定める職に関する規則 廃止
宗像地区事務組合指定給水装置工事事業者規則 制定 宗像市集落排水処理施設に伴う排水設備改造資金貸付条例施行規則 一部改正 福津市水道事業運営審議会規則 廃止

宗像市浄化槽設置整備事業に伴う排水施設等改造資金貸付条例施行規則 一部改正
規程 規程 規程

宗像地区事務組合水道事業の組織及び事務分掌規程 制定 宗像市水道事業及び下水道事業組織規程 一部改正 福津市水道事業の組織及び事務分掌規程 廃止
宗像地区事務組合水道事業決裁規程 制定 宗像市水道事業及び下水道事業事務決裁規程 一部改正 福津市水道事業決裁規程 廃止
宗像地区事務組合水道事業公印規程 制定 宗像市水道事業及び下水道事業公印規程 一部改正 福津市水道事業公印取扱規程 廃止
宗像地区事務組合公営企業管理者が保有する情報の公開に関する規程 制定 宗像市公営企業聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程 一部改正 福津市水道事業の事務の一部を委任する規程 廃止
宗像地区事務組合公営企業管理者が保有する個人情報の保護に関する個人情報
保護条例施行規程 制定 宗像市上下水道事業運営審議会規程 一部改正 福津市水道事業の職員の職名に関する規程 廃止

宗像地区事務組合公営企業聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程 制定 宗像市企業職員の管理職手当に関する規程 一部改正 福津市水道事業企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程 廃止
宗像地区事務組合簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理基準に関する規程 制定 宗像市企業職員の特殊勤務手当に関する規程 一部改正 福津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程 廃止
宗像地区事務組合簡易水道事業に係る指定給水装置工事事業者に関する規程 制定 宗像市水道事業及び下水道事業会計規程 一部改正 福津市水道事業会計規程 廃止
宗像地区事務組合簡易水道事業に係る配水管等工事の費用負担に関する規程 制定 宗像市下水道条例施行規程 一部改正 福津市水道施設負担金の徴収に関する規程 廃止
宗像地区事務組合簡易水道事業に係る給水管工事の指定及び指示に関する規程 制定 宗像市排水設備改造資金貸付条例施行規程 一部改正 福津市水道事業公用車管理規程 廃止
宗像地区事務組合水道利用加入金の徴収に関する規程 制定 宗像市水道条例施行規程 廃止 福津市指定給水装置工事事業者規程 廃止
宗像地区事務組合企業職員の給与等に関する規程 制定 宗像市指定給水装置工事事業者に関する規程 廃止 福津市水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関する規程 廃止
宗像地区事務組合公営企業の契約の方法に関する規程 制定 宗像市配水管等工事の負担金に関する規程 廃止 廃止
宗像地区事務組合公営企業の入札及び契約の公表に関する規程 制定 宗像市水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関する規程 廃止 福津市簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理基準に関する規程 廃止
宗像地区事務組合企業職員の旅費に関する規程 制定 宗像市大島地区簡易水道事業に係る指定給水装置工事事業者に関する規程 廃止 福津市配水管等工事の負担金に関する規程 廃止
宗像地区事務組合水道給水条例施行規程 制定 宗像市大島地区簡易水道事業に係る配水管等工事の費用負担に関する規程 廃止
宗像地区事務組合指定給水装置工事事業者に関する規程 制定 宗像市大島地区簡易水道事業に係る給水管工事の指定及び指示に関する規程 廃止
宗像地区事務組合配水管等工事の負担金に関する規程 制定 宗像市公営企業管理者が保有する情報の公開に関する規程 一部改正

宗像地区事務組合水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関する規程 制定 宗像市公営企業管理者が保有する個人情報の保護に関する宗像市個人情報保
護条例施行規程

一部改正

漏水による使用水量の減免に関する規程 制定 関連例規
宗像地区事務組合受水槽以下の装置を使用する共同住宅の給水及び各戸検針・ 制定 福津市附属機関設置条例 一部改正12/1

宗像地区事務組合公営企業の職員の名称に関する規程 12/25公布 福津市行政手続条例 一部改正12/1

宗像地区事務組合企業職員の勤務時間等に関する規程 福津市特別会計条例 一部改正12/1
宗像地区事務組合企業職員の育児休業等に関する規程 福津市環境創造条例 一部改正12/1
宗像地区事務組合公営企業入札傍聴規程 福津市議会委員会条例 一部改正12/1
宗像地区事務組合水道事業会計規程 一部改正 福津市下水道条例施行規則 一部改正
宗像地区事務組合水道用水供給事業組織規程 廃止 福津市財務規則 一部改正
宗像地区事務組合水道用水供給事業幹事会設置規程 廃止 福津市開発事業指導要綱 一部改正
宗像地区事務組合水道用水供給事業事務決裁規程 廃止 福津市が行う補助の対象となる消防施設の基準 一部改正
宗像地区事務組合水道用水供給事業会計規程 廃止 福津市文書管理規程 一部改正
宗像地区事務組合水道用水供給料金の徴収等に関する規程 廃止 福津市庁議等に関する規程 一部改正
宗像地区事務組合水道用水供給事業公印規程 廃止 福津市競争入札参加者資格審査会規程 一部改正

関連例規 福津市職員希望降任制度実施規程 一部改正
宗像地区事務組合特別会計条例 制定 福津市職員定数条例 一部改正
宗像地区事務組合広告式条例 一部改正
宗像地区事務組合事務局設置条例 一部改正
宗像地区事務組合職員定数条例 一部改正
宗像地区事務組合事務局組織規則 一部改正
宗像地区事務組合職員の名称に関する規則 一部改正
宗像地区事務組合公印規則 一部改正
宗像地区事務組合急患センター事業特別会計条例 廃止

制定・
改廃等

※規則、規程等については、一括整備規則及び規程で、一部改正及び廃
止

宗像地区事務組合 宗像市 福津市
制定・
改廃等

制定・
改廃等
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○宗像市と宗像地区事務組合との間における下水道使用料徴収等事務の委託に関

する規約

平成22年3月25日

(委託事務の範囲)

第1条 宗像市は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を宗像地区

事務組合(以下「事務組合」という。)に委託する。

(1) 公共下水道使用料、特定環境保全公共下水道使用料及び漁業集落排水処理施設使用

料(以下「下水道使用料」という。)の調定及び徴収に関する事務

(2) 排水設備の申請受付に関する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 前条第1号及び第2号に掲げる事務の管理及び執行については、宗像市の条例及び

規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、宗像市の負担とする。

2 前項の経費の額は、宗像地区事務組合長(以下「組合長」という。)が宗像市長と協議し

て定める。この場合において、組合長は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積り

に関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を宗像市長に

送付しなければならない。

(予算の執行)

第4条 組合長は、その委託を受けた事務の管理及び執行にかかる収入及び支出について

は、事務組合の予算において計上するものとする。

(徴収料金)

第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する下水道使用料は、宗像市の収入とする。

(決算の場合の措置)

第6条 組合長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の

要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を宗像市長に通知する

ものとする。

(条例等の制定又は改廃の場合の措置)

第7条 委託事務の管理及び執行について適用される宗像市の条例等を制定し、又はその
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全部若しくは一部を改正し、若しくはそれを廃止しようとする場合においては、宗像市

長は、あらかじめ、組合長に通知しなければならない。

(協議)

第8条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項につい

ては、宗像市長と組合長との協議により定める。

附 則

この規約は、平成22年4月1日から施行する。
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下水道使用料の徴収等事務の委託に関する協定

宗像市と宗像地区事務組合（以下「事務組合」という。）は、宗像市と宗像地区事務組合と

の間における下水道使用料徴収等事務の委託に関する規約に基づき、公共下水道使用料、特定

環境保全公共下水道使用料及び漁業集落排水処理施設使用料（以下、「下水道使用料」という。）

の徴収等事務の委託について、次のとおり協定する。

（事務委託の範囲）

第１条 宗像市が事務組合に対して委託をする事務は、宗像市下水道条例（平成１５年宗像

市条例第１３８号）及び宗像市集落排水処理施設条例（平成１５年宗像市条例第１４０号）

の規定による下水道使用料の徴収等事務とし、その範囲は次のとおりとする。

（１） 下水道使用の開始、再開始、休止及び廃止に係る事務

（２） 下水道使用者の変更等使用者に関する処理に係る事務

（３） 使用料の調定に係る使用水量の検針事務（認定は除く。）

（４） 使用水量等のお知らせに係る事務

（５） 漏水による使用料の減免に係る事務（特殊事情による減免処理は除く。）

（６） 使用料の調定に係る事務

（７） 使用料の納入通知書の発行に係る事務

（８） 使用料の口座振替に係る事務

（９） 使用料の収納及び還付に係る事務

（１０）使用料の催促及び催告に係る事務

（１１）使用料の滞納整理に係る事務（滞納処分は除く。）

（１２）使用料の過誤納金の還付に係る事務

（１３）排水設備工事の申請受付に関する事務

（事務の処理）

第２条 宗像市は、前条に係る事務を、別に定める「宗像市下水道使用料の徴収等事務の委

託に関する覚書」に基づき行うものとする。

（下水道使用料の徴収）

第３条 下水道使用料等の徴収は、水道料金と併せて徴収する。ただし、やむを得ず分割し

て徴収することとなった場合には、水道料金を優先して充当する。

（収納金の払込み）

第４条 事務組合は、前条により毎月末日までに収納した下水道使用料等を翌月末までに宗

像市の指定する口座に払い込むものとする。

（報告事項）

第５条 事務組合は、宗像市に対し下水道使用料の調定・収納及び過誤納金の還付処理の

状況について報告するものとする。

（情報の提供）
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第６条 宗像市は、下水道使用料の徴収等事務に必要な次の情報を事務組合に提供するものと

する。

（１） 新規下水道使用者情報

（２） 下水道使用者の変更に関する情報

（３） 下水道使用料の改定に関する情報

（４） 下水道供用区域の変更に関する情報

（５） その他、事務組合が必要とする情報

（委託料）

第７条 宗像市は、事務組合に対し下水道使用料の徴収等事務に必要な経費（以下「委託

料」という。）として、次条に定める委託料を負担するものとする。

２ 宗像市は、前項の委託料を毎年度末の３月３１日までに事務組合の請求により支払うもの

とする。

３ 前項の委託料は、下水道使用料の徴収等事務委託契約書により支払うものとする。

（委託料の算定基準）

第８条 委託料は、別紙１（宗像市下水道使用料の徴収等事務委託料の算定基準）に基づき

算定するものとする。

区 分 算定基準

下水道使用料徴収等事務 徴収単価に調定件数を乗じて得た額

排水設備工事受付事務 工事受付単価に受付件数を乗じて得た額

（料金システム等の改修）

第９条 宗像市の特殊事情により委託内容に変更を生じた場合で、料金システム等の改修が必

要となったときは、その経費については宗像市の負担とする。

（協定期間）

第１０条 この協定の期間は、平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までとする。

（損害賠償）

第１１条 収納した下水道使用料等の紛失、盗難その他の事故により宗像市に損害が生じたと

きは、事務組合がこれを負担する。ただし、その損害の発生につき事務組合が管理者の義務

を怠らなったものと認められるときは、その取扱いについて、宗像市と事務組合で協議する

ものとする。

（個人情報の保護）

第１２条 事務組合は、この協定による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、

宗像地区事務組合個人情報保護条例（平成１９年宗像地区事務組合条例第６号）を遵守する

ものとする。

（協議事項）

第１３条 本協定に定めのない事項又は、本協定の内容に疑義が生じたときは、必要に応じて

宗像市長と事務組合長で協議して定めるものとする。
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本協定の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有するものとす

る。

平成２２年４月１日

宗像市東郷一丁目１番１号

宗 像 市 長 谷 井 博 美

宗像市多禮２９８番地

宗像地区事務組合

組 合 長 谷 井 博 美


