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議案第  90  号

　　　令和 4 年度富山県一般会計補正予算（第 3 号）

　令和４年度富山県の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第 １条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ22 ,534 ,517千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 663 ,033 ,569 千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

　歳出予算の金額は、   「第１表　歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第２条　継続費の補正は、「第２表　継続費補正」による。

　（繰越明許費）

第 ３条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第 213 条第１項の規定により翌年度に

繰り越して使用することができる経費は、   「第３表　繰越明許費」による。

　（債務負担行為の補正）

第４条　債務負担行為の補正は、「第４表　債務負担行為補正」による。

　（地方債の補正）

第５条　地方債の補正は、   「第５表　地方債補正」による。

　　令和 4  年 9  月  8 日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　
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第 1 表　歳入歳出予算補正

歳　　　　入
（単位　千円） 

款 項 補正前の額 補　正　額 計

5 地 方 交 付 税 141 ,100 ,000 3 ,449 ,993 144 ,549 ,993

1 地 方 交 付 税 141 ,100 ,000 3 ,449 ,993 144 ,549 ,993

7 分担金及び負担金 2,878 ,335 350 ,867 3 ,229 ,202

2 負 担 金 2,432 ,294 350 ,867 2 ,783 ,161

8 使用料及び手数料 9,490 ,210△  215 ,608 9 ,274 ,602

2 手 数 料 2,034 ,902△  215 ,608 1 ,819 ,294

9 国 庫 支 出 金 97 ,743 ,615 8 ,276 ,496 106 ,020 ,111

1 国 庫 負 担 金 21 ,181 ,808 922 ,589 22 ,104 ,397

2 国 庫 補 助 金 75 ,138 ,511 7 ,353 ,907 82 ,492 ,418

11 寄 附 金 213 ,853 17 ,045 230 ,898

1 寄 附 金 213 ,853 17 ,045 230 ,898

12 繰 入 金 19 ,303 ,765 363 ,960 19 ,667 ,725

2 基 金 繰 入 金 12 ,218 ,794 363 ,960 12 ,582 ,754

13 繰 越 金 1 681 ,254 681 ,255

1 繰 越 金 1 681 ,254 681 ,255

14 諸 収 入 97 ,186 ,353 7 ,832 ,988 105 ,019 ,341
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4 貸付金元利収入 87 ,806 ,191 6 ,500 ,134 94 ,306 ,325

5 受 託 事 業 収 入 132 ,744 89 ,261 222 ,005

7 雑 入 6 ,259 ,094 1 ,243 ,593 7 ,502 ,687

15 県 債 49 ,302 ,000 1 ,777 ,522 51 ,079 ,522

1 県 債 49 ,302 ,000 1 ,777 ,522 51 ,079 ,522

補正されなかった款項に係る額 223 ,280 ,920 223 ,280 ,920

歳 入 合 計 640 ,499 ,052 22 ,534 ,517 663 ,033 ,569

歳　　　　出
（単位　千円） 

款 項 補正前の額 補　正　額 計

2 総 務 費 25 ,168 ,685 973 ,956 26 ,142 ,641

1 総 務 管 理 費 9,924 ,702 539 ,280 10 ,463 ,982

2 企 画 費 6,092 ,880 380 ,715 6 ,473 ,595

3 自 然 保 護 費 1,281 ,879 12 ,403 1 ,294 ,282

5 市 町 村 振 興 費 719 ,266 18 ,000 737 ,266

7 防 災 費 1,366 ,654 8 ,748 1 ,375 ,402

8 統 計 調 査 費 329 ,001 14 ,810 343 ,811

3 民 生 費 53 ,964 ,171 240 ,453 54 ,204 ,624

1 社 会 福 祉 費 38 ,018 ,792 152 ,662 38 ,171 ,454

2 児 童 福 祉 費 15 ,572 ,176 81 ,022 15 ,653 ,198
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3 生 活 保 護 費 370 ,003 6 ,635 376 ,638

4 災 害 救 助 費 3,200 134 3 ,334

4 衛 生 費 58 ,652 ,959 3 ,801 ,513 62 ,454 ,472

1 公 衆 衛 生 費 43 ,677 ,374 3 ,441 ,073 47 ,118 ,447

2 環 境 衛 生 費 5,392 ,437 39 5 ,392 ,476

3 保 健 所 費 1,588 ,255 500 1 ,588 ,755

4 医 務 費 4,894 ,089 259 ,286 5 ,153 ,375

5 薬 務 費 1,904 ,505 10 ,615 1 ,915 ,120

6 公 害 防 止 費 1,196 ,299 90 ,000 1 ,286 ,299

5 労 働 費 2,711 ,538 28 ,290 2 ,739 ,828

1 労 政 費 736 ,818 28 ,290 765 ,108

6 農 林 水 産 業 費 38 ,554 ,053 1 ,717 ,448 40 ,271 ,501

1 農 業 費 9,911 ,612 1 ,150 ,445 11 ,062 ,057

2 畜 産 業 費 782 ,180 219 ,546 1 ,001 ,726

3 農 地 費 15 ,673 ,696 100 ,000 15 ,773 ,696

4 林 業 費 10 ,121 ,459 222 ,020 10 ,343 ,479

5 水 産 業 費 2,065 ,106 25 ,437 2 ,090 ,543

7 商 工 費 103 ,952 ,991 8 ,916 ,044 112 ,869 ,035

1 商 業 費 87 ,897 ,033 7 ,185 ,200 95 ,082 ,233
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2 工 鉱 業 費 7,428 ,494 604 ,844 8 ,033 ,338

3 観 光 費 8,627 ,464 1 ,126 ,000 9 ,753 ,464

8 土 木 費 59 ,102 ,655 6 ,474 ,047 65 ,576 ,702

1 土 木 管 理 費 1,119 ,079 25 ,400 1 ,144 ,479

2 道路橋りょう費 29 ,004 ,132 3 ,080 ,370 32 ,084 ,502

3 河 川 海 岸 費 16 ,013 ,313 800 ,000 16 ,813 ,313

4 港 湾 費 4,402 ,899 1 ,339 ,250 5 ,742 ,149

5 都 市 計 画 費 7,308 ,319 1 ,213 ,000 8 ,521 ,319

6 住 宅 費 1,254 ,913 16 ,027 1 ,270 ,940

9 警 察 費 25 ,702 ,100 84 ,503 25 ,786 ,603

1 警 察 管 理 費 25 ,122 ,363 84 ,503 25 ,206 ,866

10 教 育 費 104 ,742 ,218 298 ,263 105 ,040 ,481

1 教 育 総 務 費 10 ,016 ,336 10 ,686 10 ,027 ,022

4 高 等 学 校 費 26 ,501 ,019 160 ,106 26 ,661 ,125

5 特別支援学校費 10 ,068 ,620 32 ,761 10 ,101 ,381

6 大 学 費 3,885 ,410 33 ,460 3 ,918 ,870

7 社 会 教 育 費 3,373 ,939 1 ,000 3 ,374 ,939

8 保 健 体 育 費 1,965 ,071 60 ,250 2 ,025 ,321

補正されなかった款項に係る額 167 ,947 ,682 167 ,947 ,682
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歳 出 合 計 640 ,499 ,052 22 ,534 ,517 663 ,033 ,569
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第 2 表　継続費補正

　変　　更
（単位　千円）

款 項 事　  業　  名
補　　正　　前 補　　正　　後

総　額 年度 年割額 総　額 年度 年割額

6
農 林
水産業費

4 林 業 費
有峰庁舎新築
事 業 費

323,907 2 15,766 338,182 2 15,766

3 114,656 3 114,656

4 193,485 4 207,760
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第 3 表　繰越明許費

　
（単位　千円）

款 項 事　　　業　　　名 金　　額

4 衛 生 費 1 公 衆 衛 生 費 難病対策費 9,508

衛生研究所費 115 ,149

4 医 務 費 地域医療推進対策費 232 ,000

5 薬 務 費 薬局等許可事業費 24 ,848

8 土 木 費 2 道路橋りょう費 道路橋りょう改築費 684 ,370

県単独道路改良費 190 ,000

道路災害関連事業費 380 ,000

3 河 川 海 岸 費 県単独河川維持修繕費 194 ,500

県単独砂防維持修繕費 50 ,000

港湾海岸保全事業費 41 ,000

港湾海岸総合交付金事業
費

1,000

4 港 湾 費
伏木富山港港湾公害防止
対策費

25 ,000

港湾総合交付金事業費 688 ,500

5 都 市 計 画 費
都市計画街路総合交付金
事業費

261 ,000

街路事業費 793 ,000

都市公園総合交付金事業
費

95 ,000
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6 住 宅 費
公営住宅ストック整備事
業費

15 ,027

10 教 育 費 4 高 等 学 校 費 学校修繕費（全日制） 32 ,627

5 特別支援学校費 特別支援学校建設事業費 144 ,000

7 社 会 教 育 費
県立文化ホール管理運営
費

58 ,425

合　　　　　　　　　　　 計 4,034 ,954
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第 4 表　債務負担行為補正

　追　　加
（単位　千円）

事　　　　　　　項 期　　　　　　　間 限　　　度　　　額

情報セキュリティ対策強化

事業

令和 5 年度 6 ,752

マイナンバーカード利活用

プラットフォーム実証事業

令和 5 年度 4 ,034

自動車税納税通知書作成等

業務委託

令和 5 年度 27 ,171

税オンラインシステム整備

事業

令和 5 年度から

令和 9 年度まで

1,833

富山県美術館「生誕 120 年 

棟方志功展」開催事業

令和 5 年度 19 ,500

中川水系沖田川河川改修鉄

道横断部放水路工その２委

託工事

令和 5 年度から

令和 7 年度まで

84 ,497

県立学校施設長寿命化改修

事業

令和 5 年度から

令和 8 年度まで

157 ,300
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第 5 表　地方債補正

（単位　千円） 

起 債 の 目 的
限 度 額 起債の

方　法
利　率 償　還　の　方　法

補正前
の　額 補正額 計

県 有 施 設 整 備
事 業 費 1,415,000 348,000 1,763,000 普通貸借

又は
証券発行

％
5.0以内

 （ただし、

利率見直

し方式で

借り入れ

る資金に

ついて、

利率の見

直しを行

った後に

おいては、

当該見直

し後の利

率）

借入れの年から据置期

間を含め50年以内に元

利均等、元金均等又は

満期一括で償還する。

ただし、財政の都合に

より繰上償還し、償還

年限を短縮し、又は低

利債に借り換えること

ができるものとする。

なお、借入先の融通条

件があるときは、これ

に従うことができる。

防災対策推進費 17,000 17,000

緊急防災・減災
事 業 費 1,222,000 28,000 1,250,000

並 行 在 来 線
対 策 費 243,000 243,000

公 共 等 補 助
事 業 費

14,348,
000 1,142,000 15,490,000

県単独農林水産業
施設整備事業費 10,000 10,000

直 轄 事 業 費
負 担 金 9,770,000 465,000 10,235,000

公園整備事業費 397,000 32,000 429,000

公 営 住 宅 建 設
事 業 費 69,000 5,000 74,000

地 方 道 整 備
事 業 費 3,338,000 866,000 4,204,000

自 然 災 害 防 止
事 業 費 1,096,000 895,000 1,991,000

警 察 施 設 整 備
事 業 費 806,000 44,000 850,000

高 等 学 校 整 備
事 業 費 1,799,000 73,000 1,872,000

臨 時 高 等 学 校
整 備 事 業 費 230,000 230,000

特 別 支 援 学 校
建 設 事 業 費 180,000 47,000 227,000

地 域 活 性 化
事 業 費 363,000 218,000 581,000
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施 設 整 備 補 助
事 業 費 734,000 38,000 772,000

補 助 直 轄 災 害
復 旧 事 業 費 1,904,000 3,300 1,907,300

単 独 災 害 復 旧
事 業 費 61,000 61,000

行 政 改 革 推 進
事 業 費 1,000,000 1,000,000

退 職 手 当 債 1,000,000 1,000,000

臨時財政対策債 9,300,000△2,426,
778 6,873,222

計 49,302,
000 1,777,522 51,079,522
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議案第  91  号

　　　令和 4 年度富山県国民健康保険特別会計補正予算

　　　 （第 1 号）

　令和４年度富山県の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。

　（歳入歳出予算の補正）

　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ36 ,575千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ81 ,172 ,396千円とする。

２ 　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　令和 4  年 9  月 8  日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　
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第 1 表　歳入歳出予算補正

歳　　　　入
（単位　千円） 

款 項 補正前の額 補　正　額 計

7 繰 越 金 1,009 ,147 33 ,775 1 ,042 ,922

1 繰 越 金 1,009 ,147 33 ,775 1 ,042 ,922

8 諸 収 入 2,800 2 ,800

1 雑 入 2 ,800 2 ,800

補正されなかった款項に係る額 80 ,126 ,674 80 ,126 ,674

歳 入 合 計 81 ,135 ,821 36 ,575 81 ,172 ,396

歳　　　　出
（単位　千円） 

款 項 補正前の額 補　正　額 計

4
前 期 高 齢 者 
納 付 金 等

23 ,354 5 ,778 29 ,132

1
前 期 高 齢 者 
納 付 金 等

23 ,354 5 ,778 29 ,132

10 諸 支 出 金 15 ,219 30 ,797 46 ,016

1
償 還 金 及 び
還 付 加 算 金

15 ,219 30 ,797 46 ,016

補正されなかった款項に係る額 81 ,097 ,248 81 ,097 ,248

歳 出 合 計 81 ,135 ,821 36 ,575 81 ,172 ,396
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議案第  92  号

　　　令和 4 年度富山県病院事業会計補正予算（第 1 号）

第 １条　令和４年度富山県病院事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。

第 ２条　令和４年度富山県病院事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定

めた業務の予定量を次のとおり補正する。

　１　富山県立中央病院

　　⑵　主要な建設改良事業

　　　　 （科　目）　　　　　 （既決予定額）　　（補正予定額）　　　　　（計）

　　　病院情報ネットワーク
  192 ,000千円  20 ,240千円  212 ,240千円
　　　更新

　２　富山県リハビリテーション病院・こども支援センター

　　⑵　主要な建設改良事業

　　　　 （科　目）　　　　　 （既決予定額）　　（補正予定額）　　　　　（計）

　　　診察室改修等事業  13 ,744千円  3 ,241千円  　　16 ,985千円

第 ３条　予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

　　　　 （科　目）　　　　　 （既決予定額）　　（補正予定額）　　　　　（計）

　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　出

　第１款　病院事業費用  31 ,557 ,393千円  867千円  31 ,558 ,260千円

　　第１項　医 業 費 用  31 ,292 ,265千円  867千円  31 ,293 ,132千円

第４条　予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

　　　　 （科　目）　　　　　 （既決予定額）　　（補正予定額）　　　　　（計）

　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　入

　第１款　資本的収入  1 ,975 ,659千円  3 ,241千円    1 ,978 ,900千円

　　第１項　企　業　債  1 ,388 ,000千円  3 ,000千円    1 ,391 ,000千円

　　第３項　出　資　金  290 ,246千円  241千円    　290 ,487千円

　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　出

　第１款　資本的支出  4 ,152 ,428千円  23 ,481千円    4 ,175 ,909千円

　　第１項　建設改良費  1 ,653 ,394千円  23 ,481千円    1 ,676 ,875千円

第５条　予算第５条中
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

第６条　予算第６条中

富山県立中央病院病

院情報ネットワーク

保守業務委託

令和 5 年度から

令和 9 年度まで

70 ,504

富山県立中央病院Ｘ

線画像処理システム

保守業務委託

令和 5 年度から

令和10年度まで

95 ,166

富山県立中央病院新

生児人工呼吸器・関

連機器一式保守業務

委託

令和 5 年度から

令和10年度まで

15 ,906

富山県立中央病院病

院情報ネットワーク

保守業務委託

令和 5 年度から

令和 9 年度まで

70 ,504

富山県立中央病院Ｘ

線画像処理システム

保守業務委託

令和 5 年度から

令和10年度まで

95 ,166

富山県立中央病院新

生児人工呼吸器・関

連機器一式保守業務

委託

令和 5 年度から

令和10年度まで

15 ,906

富山県立中央病院医

事業務委託

令和 5 年度から

令和 6 年度まで

816 ,000

富山県立中央病院医

薬品供給管理等業務

委託

令和 5 年度から

令和 7 年度まで

88 ,000
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　」

「

富山県立中央病院
劣化改修事業費

420 ,000

富山県立中央病院
病院情報ネット
ワーク更新事業費

192 ,000

富山県立中央病院 
医 療 器 械
整 備 事 業 費

317 ,000

富山県立中央病院 
借 換 債

142 ,000

富山県リハビリテー 
ション病院・こども 
支 援 セ ン タ ー
診 察 室 改 修 等
事 業 費

13 ,000

富山県リハビリテー 
ション病院・こども 
支援センター電子
カルテシステム等
病院情報システム
更 新 事 業 費

275 ,000

富山県リハビリテー 
ション病院・こども 
支援センター医療
器械整備事業費

29 ,000

計 1 ,388 ,000

富山県立中央病院
劣化改修事業費

420 ,000

富山県立中央病院
病院情報ネット
ワーク更新事業費

192 ,000

富山県立中央病院 
医 療 器 械
整 備 事 業 費

317 ,000

富山県立中央病院 
借 換 債

142 ,000

富山県リハビリテー 
ション病院・こども 
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　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　」

　　令和 4  年 9  月 8  日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

支 援 セ ン タ ー
診 察 室 改 修 等
事 業 費

16 ,000

富山県リハビリテー 
ション病院・こども 
支援センター電子
カルテシステム等
病院情報システム
更 新 事 業 費

275 ,000

富山県リハビリテー 
ション病院・こども 
支援センター医療
器械整備事業費

29 ,000

計 1 ,391 ,000
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議案第  93  号

　　　令和 4 年度富山県電気事業会計補正予算（第 1 号）

第 １条　令和４年度富山県電気事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。

第 ２条　令和４年度富山県電気事業会計予算第５条中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

主要変圧器更新工事費 令和 5 年度 175 ,120

主要制御装置等更新工事

費

令和 5 年度 265 ,353

主要機器等修繕工事費 令和 5 年度 614 ,427

水車発電機細密点検工事

費

令和 5 年度 73 ,931

水車発電機修繕工事費 令和 5 年度 41 ,800

発電所ほか保守点検業務

委託費

令和 5 年度から

令和 7 年度まで

325 ,011

低濃度ＰＣＢ廃棄物無害

化処理業務委託費

令和 5 年度 23 ,606

主要変圧器更新工事費 令和 5 年度 175 ,120

主要制御装置等更新工事

費

令和 5 年度 265 ,353

主要機器等修繕工事費 令和 5 年度 614 ,427

水車発電機細密点検工事

費

令和 5 年度 73 ,931
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　令和 4  年 9  月 8  日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

水車発電機修繕工事費 令和 5 年度 41 ,800

発電所ほか保守点検業務

委託費

令和 5 年度から

令和 7 年度まで

325 ,011

低濃度ＰＣＢ廃棄物無害

化処理業務委託費

令和 5 年度 23 ,606

庄東第二発電所２号機ス 

ラスト冷却管更新工事費

令和 5 年度 14 ,300
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議案第  94  号

　　　令和 4 年度富山県水道事業会計補正予算（第 1 号）

第 １条　令和４年度富山県水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。

第 ２条　令和４年度富山県水道事業会計予算第４条の次に次の１条を加える。

　　（債務負担行為）

第 ４条の２　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のと

おりと定める。

　　令和 4  年 9  月 8  日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

事　　　　　　項 期　　　　　　間 限　　  度　　  額

和田川浄水場運転監視業

務委託

令和 5 年度から

令和 9 年度まで

223 ,000

（単位　千円）  　
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議案第  95  号

　　　令和 4 年度富山県工業用水道事業会計補正予算

　　　 （第 1 号）

第 １条　令和４年度富山県工業用水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。

第 ２条　令和４年度富山県工業用水道事業会計予算第４条の次に次の１条を加える。

　　（債務負担行為）

第 ４条の２　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のと

おりと定める。

　　令和 4  年 9  月 8  日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

事　　　　　　項 期　　　　　　間 限　　  度　　  額

和田川浄水場運転監視業

務委託

令和 5 年度から

令和 9 年度まで

223 ,000

（単位　千円）  　
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議案第  96  号

富山県防災危機管理センター条例制定の件

　富山県防災危機管理センター条例を次のように定める。

　　令和 4  年  9  月 8  日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

富山県防災危機管理センター条例

　 （趣旨）

第 １条　この条例は、富山県防災危機管理センターの設置及び管理に関し必要な事

項を定めるものとする。

　 （設置）

第 ２条　県民の防災その他の危機管理に関する知識の普及及び意識の高揚を行うこ

とにより、地域防災力の充実強化及び危機管理に資する活動の促進を図るため、

富山県防災危機管理センター（以下「センター」という。）を設置する。

　 （位置）

第３条　センターは、富山市に置く。

　 （施設）

第４条　センターに、次に掲げる施設を置く。

　⑴　研修室

　⑵　交流・展示ホール

　⑶　その他センターの設置の目的を達成するために必要な施設

　 （事業）

第５条　センターは、次に掲げる事業を行う。

　⑴ 　防災その他の危機管理に資する活動を行う個人及び団体相互の交流及び連携

を促進すること。

　⑵　防災その他の危機管理に関する情報の提供及び資料の展示を行うこと。

　⑶　その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業

　 （利用の承認）

第 ６条　別表に掲げる施設及びその附属設備（以下「施設等」という。）を利用し

ようとする者は、あらかじめ、知事に申請してその承認を受けなければならない。
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承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

２ 　知事は、前項の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合

は、同項の承認をしないものとする。

　⑴　センターの秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

　⑵　施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

　⑶　その他センターの管理上支障があると認められるとき。

３ 　前項の規定によるもののほか、知事は、災害その他の県民の生命、身体又は財

産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事

態の発生の防止のために、県が施設等を利用する必要があると認めるときは、第

１項の承認をしないものとする。

４　第１項の承認には、センターの管理上必要な条件を付することができる。

　 （利用の承認の取消し等）

第 ７条　知事は、前条第１項の規定により施設等の利用の承認を受けた者（次条に

おいて「利用者」という。）が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の承

認を取り消し、又はその利用を制限することができる。

　⑴　この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

　⑵　偽りその他不正の手段により利用の承認を受けた事実が明らかになったとき。

　⑶　前条第４項の規定による承認の条件に違反したとき。

　⑷　その他センターの管理上支障があると認められるとき。

２ 　前項の規定によるもののほか、知事は、災害その他の県民の生命、身体又は財

産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事

態の発生の防止のために、県が施設等を使用する必要があると認めるときは、前

条第１項の承認を取り消し、又はその利用を制限することができる。

　 （使用料）

第８条　利用者は、別表に定める金額の使用料を納めなければならない。

　 （使用料の徴収方法）

第９条　使用料は、知事の発行する納入通知書により徴収する。

２ 　前項の規定にかかわらず、富山県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15年富山県条例第54号）第３条第１項の規定により同項に規定

する電子情報処理組織を使用して第６条第１項の申請を行わせる場合には、使用

料を規則で定める方法により徴収することができる。
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３ 　前２項の規定による徴収の方法により難い場合においては、口頭、掲示その他

の方法により現金で徴収することができる。

　 （使用料の減免）

第 10条　知事は、防災その他の危機管理に資する活動を行うため利用するときその

他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

　 （使用料の還付）

第 11条　既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、第７条第２項の規定により

施設等の利用の承認を取り消し、又はその利用を制限するときその他知事が特別

の理由があると認めるときは、この限りでない。

　 （規則への委任）

第12条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

　　　附　則

　 （施行期日）

１ 　この条例は、令和４年11月11日から施行する。ただし、第１条から第４条まで

及び次項の規定は、令和４年10月11日から施行する。

　 （準備行為）

２ 　第６条第１項の規定による利用の申請及び承認、第７条第１項又は第２項の規

定による利用の承認の取消し等、第９条第１項、第２項又は第３項の規定による

使用料の徴収、第10条の規定による使用料の減免並びにこれらに関し必要な手続

その他の行為は、この条例の施行前においても、第６条第１項、第７条第１項又

は第２項、第９条第１項、第２項又は第３項及び第10条の規定の例により行うこ

とができる。
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別表（第８条関係）

区分
金額

９時から17時まで ９時から12時まで 13時から17時まで

研修室 ３－Ａ 20 ,300円 11 ,800円 14 ,200円

３－Ｂ 20 ,800円 12 ,000円 14 ,500円

３－Ｃ 17 ,900円 10 ,400円 12 ,500円

３－Ｄ 9,500円 5 ,500円 6 ,700円

３－Ｅ 8,300円 4 ,800円 5 ,800円

３－Ｆ 8,900円 5 ,200円 6 ,200円

３－Ｇ 8,900円 5 ,200円 6 ,200円

３－Ｈ 7,800円 4 ,500円 5 ,400円

５－Ａ 20 ,700円 12 ,000円 14 ,400円

５－Ｂ 17 ,100円 9 ,900円 11 ,900円

５－Ｃ 16 ,600円 9 ,600円 11 ,600円

小会議室 11 ,500円 6 ,700円 8 ,000円

中会議室 28 ,500円 16 ,500円 19 ,900円

附属設備 実費を勘案して知事が定める額
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議案第  97  号

県職員及び県費負担教職員の育児休業等に関する条例一部改正の件

　県職員及び県費負担教職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正す

る。

　　令和 4  年  9  月  8  日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

県職員及び県費負担教職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例

第 １条　県職員及び県費負担教職員の育児休業等に関する条例（平成４年富山県条

例第２号）の一部を次のように改正する。

　第２条第４号中「次のいずれかに該当する非常勤職員」を「非常勤職員であっ

て、次のいずれかに該当するもの」に改め、同号アア中「）（」の次に「当該子

の出生の日から第３条の２に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあ 

っては当該期間の末日から６月を経過する日、」を加え、「、２歳」を「当該子

が２歳」に改め、同号イを次のように改める。

　　イ　次のいずれかに該当する非常勤職員

　　　ア�　その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。） 

（当該子について当該非常勤職員が第２条の３第２号に掲げる場合に該

当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後で

ある場合にあっては、当該末日とされた日。以下アにおいて同じ。）に

おいて育児休業をしている非常勤職員であって、同条第３号に掲げる場

合に該当して当該子の１歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする

育児休業をしようとするもの

　　　イ�　その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場

合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特

定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更

新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とす

る育児休業をしようとするもの

　第２条第４号ウを削る。
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　第２条の３第３号を次のように改める。

　⑶ 　１歳から１歳６か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げ

る場合のいずれにも該当する場合（当該子についてこの号に掲げる場合に該

当して育児休業をしている場合であって第３条第７号に掲げる事情に該当す

るときはイ及びウに掲げる場合に該当する場合、人事委員会が定める特別の

事情がある場合にあってはウに掲げる場合に該当する場合） 　当該子の１歳

６か月到達日　

　　ア 　当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げる

場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる

場合若しくはこれに相当する場合に該当してする育児休業法等育児休業の

期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当

該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該育児休業

法等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日）） 

の翌日（当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当

して育児休業法等育児休業をする場合にあっては、当該育児休業法等育児

休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日と

する育児休業をしようとする場合

　　イ 　当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職

員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が

当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）にお

いて育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳

到達日（当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当し

てする育児休業法等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達

日後である場合にあっては、当該末日とされた日）において育児休業法等

育児休業をしている場合 

　　ウ 　当該子の１歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤

務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合

に該当する場合

　　エ 　当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職

員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が

当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）後の
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期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場

合

　第２条の４各号列記以外の部分を次のように改める。

第 ２条の４　育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６か月から２

歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれ

にも該当する場合（当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしてい

る場合であって次条第７号に掲げる事情に該当するときは第２号及び第３号に

掲げる場合に該当する場合、人事委員会が定める特別の事情がある場合にあっ

ては同号に掲げる場合に該当する場合）とする。

　第２条の４中第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、同項に第１号として

次の１号を加える。

　⑴ 　当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該非常勤職員の配

偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して育児休業

法等育児休業をする場合にあっては、当該育児休業法等育児休業の期間の末

日とされた日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をし

ようとする場合

　第２条の４に次の１号を加える。

　⑷ 　当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日後の期間に

おいてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

　第２条の５を削る。

　第３条第５号を削り、同条中第６号を第５号とし、第７号を第６号とし、同条

第８号中「その任期」を「任期を定めて採用された職員であって、当該任期」に、

「非常勤職員」を「もの」に、「当該任期が」を「当該任期を」に、「に特定職

に引き続き」を「引き続いて特定職に」に、「当該任期の末日」を「当該更新前

の任期の末日」に、「当該引き続き採用される」を「当該採用の」に改め、同号

を同条第７号とする。

　第３条の次に次の１条を加える。

　 （育児休業法第２条第１項第１号の条例で定める期間）

第 ３条の２　育児休業法第２条第１項第１号の条例で定める期間は、57日間とす

る。

　第10条中「第２条各号」を「第２条第１号及び第２号」に改める。
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　第11条第６号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改める。

第 ２条　県職員及び県費負担教職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように

改正する。

　第２条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を

加える。

　⑶ 　県職員及び県費負担教職員の定年等に関する条例第９条第１項から第４項

までの規定により異動期間（これらの規定により延長された期間を含む。）

を延長された管理監督職を占める職員

　第10条中「及び第２号」を「から第３号まで」に改める。

　第24条第２号中「第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に、「再任用短

時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改める。

　第25条第１項中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員

等」に改める。

　　　附　則

　 （施行期日）

１ 　この条例は、令和４年10月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和

５年４月１日から施行する。

　 （経過措置）

２ 　この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対する第１条の規

定による改正前の県職員及び県費負担教職員の育児休業等に関する条例第３条

（第５号に係る部分に限る。）及び第11条（第６号に係る部分に限る。）の規定

の適用については、なお従前の例による。
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議案第  98  号

県職員及び県費負担教職員の定年等に関する条例等一部改正の件

　県職員及び県費負担教職員の定年等に関する条例等の一部を次のように改正する。

　　令和 4  年 9  月   8  日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

県職員及び県費負担教職員の定年等に関する条例等の一部を改正する

条例

　 （県職員及び県費負担教職員の定年等に関する条例の一部改正）

第 １条　県職員及び県費負担教職員の定年等に関する条例（昭和59年富山県条例第

２号）の一部を次のように改正する。

　　題名の次に次の目次及び章名を付する。

　目次

　　第１章　総則（第１条）

　　第２章　定年制度（第２条―第５条）

　　第３章　管理監督職勤務上限年齢制（第６条―第11条）

　　第４章　定年前再任用短時間勤務制（第12条・第13条）

　　第５章　雑則（第14条）

　　附則

　　　第１章　総則

　第１条中「）第28条の２第１項から第３項まで及び第28条の３並びに」を「。

以下「法」という。）第22条の４第１項及び第２項、第22条の５第１項、第28条

の２、第28条の５、第28条の６第１項から第３項まで並びに第28条の７、」に改

め、「第43条第３項」の次に「並びに警察法（昭和29年法律第 162 号）第56条の

４第２項」を加える。

　第１条の次に次の章名を付する。

　　　第２章　定年制度

　第３条中「60年」を「65年」に改め、同条ただし書を削り、同条に次の１項を

加える。

２ 　前項の規定にかかわらず、医師及び歯科医師（病院に勤務する医師及び歯科
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医師を除く。）の定年は、年齢70年とする。

　第４条第１項各号列記以外の部分中「の各号のいずれかに該当する」を「に掲

げる事由がある」に、「その職員に」を「同条の規定にかかわらず、当該職員に」

に、「その職員を当該」を「当該職員を当該定年退職日において従事している」

に、「引き続いて」を「、引き続き」に改め、同項に次のただし書を加える。

　ただし、第９条第１項から第４項までの規定により異動期間（同条第１項に

規定する異動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。）（同条第１項

又は第２項の規定により延長された異動期間を含む。）を延長した職員であつ

て、定年退職日において管理監督職（第６条に規定する職をいう。以下この条

及び次章において同じ。）を占めている職員については、第９条第１項又は第

２項の規定により、当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させ

ることについて人事委員会の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当

該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年

を超えることができない。

　第４条第１項第１号中「その」を「当該」に改め、「により」の次に「生ずる

欠員を容易に補充することができず」を加え、「とき」を「こと」に改め、同項

第２号中「、その」を「、当該」に、「による」を「により生ずる」に、「でき

ないとき」を「できず公務の運営に著しい支障が生ずること」に改め、同項第３

号中「その」を「当該」に、「とき」を「こと」に改め、同条第２項中「前項の

事由」を「前項各号に掲げる事由」に、「存する」を「ある」に改め、「得て、」

の次に「これらの期限の翌日から起算して」を加え、同項ただし書中「その」を

「当該」に改め、「定年退職日」の次に「（同項ただし書に規定する職員にあつ

ては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期日の末日）」を加え、同条

第３項中「引き続いて」を「引き続き」に改め、同条第４項中「任命権者は」の

次に「、第１項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び第２項の規

定により期限が延長された職員について」を加え、「第１項の事由が存しなくな

つた」を「第１項各号に掲げる事由がなくなつた」に、「その期限を繰り上げて

退職させることができる」を「当該期限を繰り上げるものとする」に改める。

　本則に次の３章を加える。

　　　第３章　管理監督職勤務上限年齢制

　 （管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職）
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第 ６条　法第28条の２第１項に規定する条例で定める職は、次に掲げる職（医師

及び歯科医師が占める職を除く。）とする。

　⑴ 　富山県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和32年富山県条例第34号）

第８条第１項又は富山県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

（昭和41年富山県条例第61号）第４条に規定する管理職手当を支給される職

員の職

　⑵　警視又は警部の階級にある警察官（前号に掲げる職を除く。）

　⑶ 　前２号に掲げる職のほか、これらに相当する職として人事委員会規則で定

める職

　 （管理監督職勤務上限年齢）

第７条　法第28条の２第１項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とする。

　 （他の職への降任等を行うに当たつて遵守すべき基準）

第 ８条　任命権者は、法第28条の２第４項に規定する他の職への降任等（以下こ

の章において「他の職への降任等」という。）を行うに当たつては、法第13条、

第15条、第23条の３、第27条第１項及び第56条に定めるもののほか、次に掲げ

る基準を遵守しなければならない。

　⑴ 　当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任

又は転任（降給を伴う転任に限る。）（以下この条及び第10条において「降

任等」という。）をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係

る法第15条の２第１項第５号に規定する標準職務遂行能力（次条第３項にお

いて「標準職務遂行能力」という。）及び当該降任等をしようとする職につ

いての適性を有すると認められる職に、降任等をすること。

　⑵ 　人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又は管理監

督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上

位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。

　⑶ 　当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督

職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占め

る職員（以下この号において「上位職職員」という。）の他の職への降任等

もする場合には、第１号に掲げる基準に従つた上での状況その他の事情を考

慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職

が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の
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職制上の段階に属する職に、降任等をすること。

２ 　前項の規定は、警察法第56条の４第１項の規定による任命について準用する。

この場合において、前項中「任命権者」とあるのは「警察本部長」と、「法第

28条の２第４項に規定する他の職への降任等（以下この章において「他の職へ

の降任等」という。）」とあるのは「警察法第56条の２第１項に規定する特定

地方警務官（以下単に「特定地方警務官」という。）に対し、同法第56条の４

第１項の規定による任命（以下「特定任命」という。）」と、同項第１号中 

「職員」とあるのは「特定地方警務官」と、「降任又は転任（降給を伴う転任

に限る。）（以下この条及び第10条において「降任等」という。）」とあるの

は「特定任命」と、「降任等を」とあるのは「特定任命を」と、同項第２号中

「職員」とあるのは「特定地方警務官」と、「降任等」とあるのは「特定任命」

と、同項第３号中「職員」とあるのは「特定地方警務官」と、「他の職への降

任等」とあるのは「特定任命」と、「降任等をした」とあるのは「特定任命を

した」と、「、降任等」とあるのは「、特定任命」と読み替えるものとする。

　 （管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例）

第 ９条　任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員につい

て、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係

る異動期間（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日

から同日以後における最初の４月１日までの間をいう。以下この章において同

じ。）の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年退

職日がある職員にあつては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの

期間内。第３項において同じ。）で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理

監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができ

る。

　⑴ 　当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該

職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公

務の運営に著しい支障が生ずること。

　⑵ 　当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員

の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の

運営に著しい支障が生ずること。

　⑶ 　当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の
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事情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支

障が生ずること。

２ 　任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規定により延

長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について、前項

各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、人事委員会の承認を得て、

延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内（当

該期間内に定年退職日がある職員にあつては、延長された当該異動期間の末日

の翌日から定年退職日までの期間内。第４項において同じ。）で延長された当

該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期

間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起

算して３年を超えることができない。

３ 　任命権者は、第１項の規定により異動期間を延長することができる場合を除

き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群（職務の内容が相互に類似す

る複数の管理監督職であつて、これらの欠員を容易に補充することができない

年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として人事委員会規則で定め

る管理監督職をいう。以下この項において同じ。）に属する管理監督職を占め

る職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の

段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性

を有すると認められる職員（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に

達した職員を除く。）の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるた

め、当該職員の他の職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に

補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該

職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して１年を超え

ない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職

員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職

が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任すること

ができる。

４ 　任命権者は、第１項若しくは第２項の規定により異動期間（これらの規定に

より延長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について

前項に規定する事由があると認めるとき（第２項の規定により延長された当該

異動期間を更に延長することができるときを除く。）、又は前項若しくはこの
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項の規定により異動期間（前３項又はこの項の規定により延長された期間を含

む。）が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引

き続きあると認めるときは、人事委員会の承認を得て、延長された当該異動期

間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内で延長された当該異動期間

を更に延長することができる。

　 （異動期間の延長等に係る職員の同意）

第 10条　任命権者は、前条第１項から第４項までの規定により異動期間を延長す

る場合及び同条第３項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、

あらかじめ職員の同意を得なければならない。

　 （異動期間の延長事由が消滅した場合の措置）

第 11条　任命権者は、第９条の規定により異動期間を延長した場合において、当

該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他

の職への降任等をするものとする。

　　　第４章　定年前再任用短時間勤務制

　 （定年前再任用短時間勤務職員の任用）

第 12条　任命権者は、年齢60年に達した日以後に退職（臨時的に任用される職員

その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場

合を除く。）をした者（以下この条及び次条第１項において「年齢60年以上退

職者」という。）を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に

基づく選考により、短時間勤務の職（当該職を占める職員の１週間当たりの通

常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種

の職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職を

いう。以下この条及び次条第１項において同じ。）に採用することができる。

ただし、年齢60年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係

る定年退職日相当日（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職で

その職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合におけ

る定年退職日をいう。）を経過した者であるときは、この限りでない。

第 13条　任命権者は、前条本文の規定によるほか、県が加入する地方自治法（昭

和22年法律第67号）第 284 条第１項の一部事務組合又は広域連合の年齢60年以

上退職者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選

考により、短時間勤務の職に採用することができる。
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２　前項の場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

　　　第５章　雑則

　 （雑則）

第14条　この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

　附則に次の４項を加える。

　　 （定年に関する経過措置）

　５ 　令和５年４月１日から令和13年３月31日までの間における第３条第１項の規

定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「65年」

とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

　６ 　令和５年４月１日から令和13年３月31日までの間において、県職員及び県費

負担教職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例（令和４年富山県条

例第　号。以下この項、次項及び第８項において「令和４年改正条例」という。）

第１条の規定による改正前の第３条ただし書に規定する医師及び歯科医師（病

院に勤務する医師及び歯科医師に限る。）に対する第３条第１項の適用につい

ては、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同

項中「65年」とあるのは、同表の右欄に掲げる字句とする。

　７ 　令和５年４月１日から令和13年３月31日までの間において、令和４年改正条

例第１条の規定による改正前の第３条ただし書に規定する医師及び歯科医師

（病院に勤務する医師及び歯科医師を除く。）に対する第３条第２項の規定の

適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「70年」と

あるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和５年４月１日から令和７年３月31日まで61年

令和７年４月１日から令和９年３月31日まで62年

令和９年４月１日から令和11年３月31日まで63年

令和11年４月１日から令和13年３月31日まで64年

令和５年４月１日から令和13年３月31日まで65年

令和５年４月１日から令和７年３月31日まで66年

令和７年４月１日から令和９年３月31日まで67年

令和９年４月１日から令和11年３月31日まで68年
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　 （情報の提供及び勤務の意思の確認）

８ 　任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用される職員その他の法律により

任期を定めて任用される職員、非常勤職員並びに第３条第２項及び令和４年改

正条例第１条の規定による改正前の第３条ただし書に規定する職員を除く。以

下この項において同じ。）が年齢60年に達する日の属する年度の前年度（以下

この項において「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。）

（情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかつた者で、当

該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員

（異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過

することとなつた職員（以下この項において「末日経過職員」という。）を除

く。）にあつては当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの

期間、末日経過職員にあつては当該職員の異動等の日が属する年度（当該日が

年度の初日である場合は、当該年度の前年度） ）において、当該職員に対し、

当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の

内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後にお

ける勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

９ 　警察本部長は、当分の間、警察法第56条の２第１項に規定する特定地方警務

官が年齢60年に達する日の属する年度の前年度において、当該特定地方警務官

に対し、当該特定地方警務官が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び

給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、

同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

　 （富山県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正）

第 ２条　富山県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年富山県条例

第５号）の一部を次のように改正する。

　第３条各号列記以外の部分中「第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に

改める。

 　（県職員及び県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正）

第 ３条　県職員及び県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（昭和

26年富山県条例第73号）の一部を次のように改正する。

令和11年４月１日から令和13年３月31日まで69年
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　第２条第３項中「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」を「第22条の４第１項又は第22条の５第１項若しくは第２項」

に、「第28条の５第１項に」を「第22条の４第１項に」に、「再任用短時間勤務

職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

　第３条第１項ただし書及び第２項ただし書、第４条第２項、第12条第１項並び

に第17条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め

る。

 　（県職員及び県費負担教職員の分限に関する条例の一部改正）

第 ４条　県職員及び県費負担教職員の分限に関する条例（昭和26年富山県条例第47

号）の一部を次のように改正する。

　第２条第２項中「場合」の次に「又は法第28条の２第１項の規定により他の職

へ降任又は転任をする場合」を加える。

　附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に

次の２項を加える。

　 （降給に関する経過措置） 

２ 　富山県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和32年富山県条例第34号。次

項において「給与条例」という。）附則第25項の規定の適用を受ける職員に対

する第２条第２項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は法第28条

の２第１項の規定により他の職へ降任又は転任をする場合」とあるのは、「若

しくは法第28条の２第１項の規定により他の職へ降任又は転任をする場合又は

富山県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和32年富山県条例第34号）附則

第25項の規定の適用を受ける場合」とする。

３ 　第３条第２項の規定は、給与条例附則第25項の規定による降給の場合には、

適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、人事委

員会規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動する

こととなつた旨の通知を行うものとする。

　 （県職員及び県費負担教職員の再任用に関する条例の廃止）

第 ５条　県職員及び県費負担教職員の再任用に関する条例（平成13年富山県条例第

２号）は、廃止する。

　 （県職員及び県費負担教職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正）

第 ６条　県職員及び県費負担教職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和26年
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富山県条例第48号）の一部を次のように改正する。

　第４条中「において」の次に「、その発令の日に受ける」を、「。）」の次に

「以下同じ。」を加え、同条に後段として次のように加える。

　この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の１に相当

する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

　 （公益的法人等への県職員及び県費負担教職員の派遣等に関する条例の一部改正）

第 ７条　公益的法人等への県職員及び県費負担教職員の派遣等に関する条例（平成

13年富山県条例第52号）の一部を次のように改正する。

　第２条第２項第５号中「一に」を「いずれかに」に改め、同号を同項第６号と

し、同項第４号の次に次の１号を加える。

⑸ 　県職員及び県費負担教職員の定年等に関する条例第９条第１項から第４項

までの規定により異動期間（これらの規定により延長された期間を含む。）

を延長された管理監督職を占める職員

　第11条第５号中「一に」を「いずれかに」に改め、同号を同条第６号とし、同

条第４号の次に次の１号を加える。

⑸ 　県職員及び県費負担教職員の定年等に関する条例第９条第１項から第４項

までの規定により異動期間（これらの規定により延長された期間を含む。）

を延長された管理監督職を占める職員

　  （外国の地方公共団体の機関等に派遣される県職員及び県費負担教職員の処遇等

に関する条例の一部改正）

第 ８条　外国の地方公共団体の機関等に派遣される県職員及び県費負担教職員の処

遇等に関する条例（昭和63年富山県条例第１号）の一部を次のように改正する。

　第２条第２項第１号中「（地方公務員法（昭和25年法律第 261 号）第28条の４

第１項又は第28条の６第１項の規定により採用される職員を除く。）」を削り、

同項第３号中「地方公務員法」の次に「（昭和25年法律第 261 号）」を加え、同

項中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。

⑸ 　県職員及び県費負担教職員の定年等に関する条例第９条第１項から第４項

までの規定により異動期間（これらの規定により延長された期間を含む。）

を延長された管理監督職を占める職員

　  （県職員及び県費負担教職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する条例の一部

改正）
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第 ９条　県職員及び県費負担教職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する条例

（平成19年富山県条例第52号）の一部を次のように改正する。

　第４条第２号中「第28条の２第１項」を「第28条の６第１項」に、「第28条の

３第１項」を「第28条の７第１項」に改める。

　 （富山県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正）

第 10条　富山県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和32年富山県条例第34号）

の一部を次のように改正する。

　第３条第２項中「第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（

第４条の２において「短時間勤務職員」を「第22条の４第１項又は第22条の５第

１項若しくは第２項の規定により採用された職員（以下「定年前再任用短時間勤

務職員」に改める。

　第４条第２項中「の定める」を「で定める」に改め、同条第３項及び第５項中

「その者」を「当該職員」に改め、同条第９項を次のように改める。

９ 　定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職

員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月

額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、

勤務時間条例第２条第３項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤

務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得

た額とする。

　第４条の２を削る。

　第10条の６第１項第１号中「以下」の次に「この項、次項及び第４項において」

を加え、同項第２号中「以下」の次に「この項、次項及び第８項において」を加

え、同条第２項第１号中「その者」を「当該職員」に改め、「する額（以下」の

次に「この号及び第４項において」を、「得た額（以下」の次に「この号及び第

３号において」を加え、同項第２号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任

用短時間勤務職員」に改め、同項第３号中「その者」を「当該職員」に改め、同

条第３項中「以下」の次に「この項及び第８項において」を加え、同条第４項各

号列記以外の部分中「以下」を「第１号及び次項において」に改め、同項第１号

中「その者」を「当該職員」に改め、「以下」の次に「この号において」を加え

る。

　第16条第１項各号列記以外の部分中「場合は」を「場合には」に改め、同条第
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２項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同

条第４項各号列記以外の部分中「（第２項の規定により読み替えて適用する場合

を含む。）」を削り、同項第１号及び同条第５項第１号中「場合は」を「場合に

は」に改める。

　第21条第２項中「第８条の２」を「第４条第１項から第８項まで、第８条の２」

に、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

　第22条第２項各号列記以外の部分中「その者」を「当該職員」に改め、同条第

３項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

　第23条第１項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第２項第１号中「再任

用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項第２号中「再任用職員」

を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「当該職員」を「当該定年前再任用短時

間勤務職員」に改める。

　附則第４項中「以下「法」を「附則第29項において「給与法」に改める。

　附則第12項中「もの」を「措置」に、「にあつては」を「には」に改め、附則

第24項の次に次の10項を加える。

25 　当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の

４月１日（附則第27項及び第29項において「特定日」という。）以後、当該職

員に適用される給料表の給料月額のうち、第３条第５項の規定により当該職員

の属する職務の級並びに第４条第１項、第２項及び第４項の規定により当該職

員の受ける号給に応じた額に 100 分の70を乗じて得た額（当該額に、50円未満

の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上 100 円未満の端数を生じたと

きはこれを 100 円に切り上げるものとする。）とする。

26　前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

⑴ 　臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

及び非常勤職員

⑵ 　県職員及び県費負担教職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例

（令和４年富山県条例第　号）第１条の規定による改正前の県職員及び県費

負担教職員の定年等に関する条例（昭和59年富山県条例第２号）第３条ただ

し書に規定する職員

⑶ 　県職員及び県費負担教職員の定年等に関する条例第９条第１項又は第２項

の規定により法第28条の２第１項に規定する異動期間（同条例第９条第１項
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又は第２項の規定により延長された期間を含む。）を延長された同条例第６

条に規定する職を占める職員

⑷ 　県職員及び県費負担教職員の定年等に関する条例第４条第１項又は第２項

の規定により勤務している職員（同条例第２条に規定する定年退職日におい

て前項の規定が適用されていた職員を除く。）

27 　法第28条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当

該他の職への降任等をされた日（以下この項及び附則第31項において「異動 

日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、

特定日に附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額（以下この項及び

附則第29項において「特定日給料月額」という。）が異動日の前日に当該職員

が受けていた給料月額に 100 分の70を乗じて得た額（当該額に、50円未満の端

数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上 100 円未満の端数を生じたときは

これを 100 円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」

という。）に達しないこととなる職員（人事委員会規則で定める職員を除 

く。）には、当分の間、特定日以後、附則第25項の規定により当該職員の受け

る給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給

料として支給する。

28 　前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額と

の合計額が第３条第５項の規定により当該職員の属する職務の級における最高

の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中

「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第３条第５項の規定により

当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける

給料月額」とする。

29 　警察法（昭和29年法律第 162 号）第56条の４第１項の規定による任命により

職員となつた者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該

職員が適用を受けていた給与法第６条に規定する公安職俸給表に定められる俸

給月額に 100 分の70を乗じて得た額（当該額に、50円未満の端数を生じたとき

はこれを切り捨て、50円以上 100 円未満の端数を生じたときはこれを 100 円に

切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。）に達

しないこととなる職員（人事委員会規則で定める職員を除く。）には、当分の

間、特定日以後、附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、
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基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

30 　附則第28項の規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合におい

て、附則第28項中「前項」とあるのは「附則第29項」と、「基礎給料月額」と

あるのは「基礎俸給月額」と読み替えるものとする。

31 　異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第25項の規定の

適用を受ける職員に限り、附則第27項に規定する職員を除く。）であつて、同

項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員

には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定める

ところにより、附則第27項及び第28項の規定に準じて算出した額を給料として

支給する。

32 　附則第27項、第29項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則

第25項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を

支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該

職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前５項

の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

33 　附則第27項、第29項又は前２項の規定による給料を支給される職員に対する

第22条第５項（第23条第５項において準用する場合を含む。）の規定の適用に

ついては、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第27項、第29項、

第31項又は第32項の規定による給料の額との合計額」とする。

34 　附則第25項から前項までに定めるもののほか、附則第25項の規定による給料

月額、附則第27項の規定による給料その他附則第25項から前項までの規定の施

行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。 

　別表第１再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間

勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

187,700  215,200  255,200  274,600  289,700  315,100  356,800  389,900  441,000  521,400 
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　別表第２再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間

勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。

　別表第３のアの表再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任

用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。

　別表第３のイの表再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任

用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。

　別表第４再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間

勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

241,500  253,200  257,300  288,600  305,100  319,200  342,800  377,900  409,500 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

234,000 274,300 331,100 415,200

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

225,200 271,100 324,400 405,200

定年

前再  基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額



県職員及び県費負担教職員の定年等に関する条例等一部改正の件

46―　　―

　別表第５のアの表再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任

用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。

　別表第５のイの表再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任

用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。

　別表第５のウの表再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任

用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。

任用

短時

間勤

務職

員

217,500  258,700  283,500  325,900  384,400

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

296,200  338,600  393,000  466,000  565,900

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

188,700  215,300  243,500  256,900  282,100  322,800  365,000

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

235,100  255,400  262,600  272,800  289,100  326,200  370,600
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　 （富山県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正）

第 11条　富山県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例（昭和

46年富山県条例第38号）の一部を次のように改正する。

　　第２条第２項中「第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に改める。

　　附則に次の１項を加える。

　  （給与条例附則第27項、第31項又は第32項の規定による給料を支給される職員

に関する特例）

４ 　給与条例附則第27項、第31項又は第32項の規定による給料を支給される教育

職員に対する第３条第１項の規定の適用については、当分の間、同項中「給料

月額」とあるのは、「給料月額と給与条例附則第27項、第31項又は第32項の規

定による給料の額との合計額」とする。

　 （富山県一般職の職員等の特殊勤務手当等に関する条例の一部改正）

第 12条　富山県一般職の職員等の特殊勤務手当等に関する条例（昭和48年富山県条

例第１号）の一部を次のように改正する。

　第26条第３項中「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」を「第22条の４第１項又は第22条の５第１項若しくは第２項」

に、「第28条の５第１項に」を「第22条の４第１項に」に、「次条第３項におい

て「再任用短時間勤務職員」を「以下「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

　第27条第３項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改める。

　第47条の２第２項中「地方公務員法第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れた職員（以下「再任用職

員」という。）」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

　第52条の２の見出し及び同条中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職

員」に改める。

　附則に次の１項を加える。

　  （給与条例附則第27項、第29項、第31項又は第32項の規定による給料を支給さ

れる職員に関する特例）

12 　給与条例附則第27項、第29項、第31項又は第32項の規定による給料を支給さ

れる職員に対する第６条第２項、第９条第２項、第21条第２項、第24条第２項

又は第39条第２項第５号の規定の適用については、当分の間、これらの規定中
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「給料月額」とあるのは、「給料月額と給与条例附則第27項、第29項、第31項

又は第32項の規定による給料の額との合計額」とする。

　 （富山県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

第 13条　富山県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和41年富山

県条例第61号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１項中「もの及び」の次に「定年前再任用短時間勤務職員（」を加え、

「第28条の５第１項」を「第22条の４第１項又は第22条の５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22条の４第１項」に改め、「占める職員」

の次に「をいう。以下同じ。）」を加える。

　第18条の２の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改

め、同条中「地方公務員法第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れた職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に改める。

　第19条第３項中「第28条の２第１項」を「第28条の６第１項」に改める。

　附則に次の１項を加える。

５ 　職員（定年前再任用短時間勤務職員又は地方公務員法の一部を改正する法律

（令和３年法律第63号）附則第４条第１項若しくは第２項、第５条第１項から

第４項まで、第６条第１項若しくは第２項若しくは第７条第１項から第４項ま

での規定により採用された者を除く。）が60歳に達した日後における最初の４

月１日以後、当該職員に適用される給料については、富山県一般職の職員等の

給与に関する条例附則第25項及び第26項の規定の例により管理者が別に定める。

　　　附　則

　 （施行期日）

第 １条　この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、附則第９条の規定

は、公布の日から施行する。

　  （県職員及び県費負担教職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う勤務延長に

関する経過措置）

第 ２条　任命権者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に第１条

の規定による改正前の県職員及び県費負担教職員の定年等に関する条例（以下 

「旧定年条例」という。）第４条第１項又は第２項の規定により勤務することと

され、かつ、旧定年条例勤務延長期限（同条第１項の期限又は同条第２項の規定
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により延長された期限をいう。以下この項において同じ。）が施行日以後に到来

する職員（以下この項において「旧定年条例勤務延長職員」という。）について、

旧定年条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合

において、第１条の規定による改正後の県職員及び県費負担教職員の定年等に関

する条例（以下「新定年条例」という。）第４条第１項各号に掲げる事由がある

と認めるときは、人事委員会の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して１

年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該

旧定年条例勤務延長職員に係る旧定年条例第２条に規定する定年退職日の翌日か

ら起算して３年を超えることができない。

２ 　任命権者は、基準日（施行日、令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和11

年４月１日及び令和13年４月１日をいう。以下この項において同じ。）から基準

日の翌年の３月31日までの間、基準日における新定年条例定年（新定年条例第３

条に規定する定年をいう。以下同じ。）が基準日の前日における新定年条例定年

（基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例第３条に規

定する定年）を超える職（基準日における新定年条例定年が新定年条例第３条第

１項に規定する定年である職に限る。）及びこれに相当する基準日以後に設置さ

れた職その他の人事委員会規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の３月31

日までの間に新定年条例第４条第１項若しくは第２項の規定、地方公務員法の一

部を改正する法律（令和３年法律第63号。以下「令和３年改正法」という。）附

則第３条第５項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日に

おいて同日における当該職に係る新定年条例定年（基準日が施行日である場合に

は、施行日の前日における旧定年条例第３条に規定する定年）に達している職員

（当該人事委員会規則で定める職にあっては、人事委員会規則で定める職員）を、

昇任し、降任し、又は転任することができない。

３ 　新定年条例第４条第３項から第５項までの規定は、第１項の規定による勤務に

ついて準用する。

　  （県職員及び県費負担教職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う定年退職者

等の再任用に関する経過措置）

第 ３条　任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初

の３月31日（以下この条及び次条において「年齢65年到達年度の末日」という。）

までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係
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る旧定年条例定年（旧定年条例第３条に規定する定年をいう。以下同じ。）（施

行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更

された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合に

おける旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢。次条第１項において同じ。）

に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づ

く選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に

採用することができる。

　⑴　施行日前に旧定年条例第２条の規定により退職した者

　⑵ 　旧定年条例第４条第１項若しくは第２項、令和３年改正法附則第３条第５項

又は前条第１項の規定により勤務した後退職した者

　⑶ 　25年以上勤務して施行日前に退職した者（前２号に掲げる者を除く。）であ 

って、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にある者

　⑷ 　25年以上勤続して施行日前に退職した者（前３号に掲げる者を除く。）であ 

って、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、旧地方

公務員法再任用（令和３年改正法による改正前の地方公務員法（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することをいう。）又は暫定再任用（この項若しく

は次項又は次条第１項若しくは第２項の規定により採用することをいう。次項

第６号において同じ。）をされたことがある者

２ 　令和14年３月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年到達

年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要

する職に係る新定年条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委

員会規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、

当該常時勤務を要する職に採用することができる。

　⑴　施行日以後に新定年条例第２条の規定により退職した者

　⑵ 　施行日以後に新定年条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務した後退

職した者

　⑶ 　施行日以後に新定年条例第12条の規定により採用された者のうち、令和３年

改正法による改正後の地方公務員法（以下「新地方公務員法」という。）第22

条の４第３項に規定する任期が満了したことにより退職した者

　⑷ 　施行日以後に新定年条例第13条第１項の規定により採用された者のうち、新
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地方公務員法第22条の５第３項において準用する新地方公務員法第22条の４第

３項に規定する任期が満了したことにより退職した者

　⑸ 　25年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。）で

あって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にある者

　⑹ 　25年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。）で

あって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、暫定

再任用をされたことがある者

３ 　前２項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、１年を超えない範囲

内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前２項の規定により採

用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢65年到達年度の末日以

前でなければならない。

４ 　暫定再任用職員（第１項又は第２項の規定により採用された職員をいう。以下

同じ。）の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前

の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができる。

５ 　任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定

再任用職員の同意を得なければならない。

第 ４条　任命権者は、新地方公務員法第22条の４第４項の規定にかかわらず、前条

第１項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であっ

て、当該者を採用しようとする短時間勤務の職（新定年条例第12条に規定する短

時間勤務の職をいう。以下同じ。）に係る旧定年条例定年相当年齢（短時間勤務

の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同

種の職を占めているものとした場合における旧定年条例定年（施行日以後に新た

に設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更さ

れた短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものと

した場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当

該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた当

該職に係る年齢）をいう。次条第１項において同じ。）に達している者を、従前

の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、１年を超

えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

２ 　令和14年３月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の４第４項の

規定にかかわらず、前条第２項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日
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までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新

定年条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職で

その職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における

新定年条例定年をいう。次条第２項及び附則第８条において同じ。）に達してい

る者（新定年条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができ

る者を除く。）を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づ

く選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用

することができる。

３ 　前２項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、１年を超えない範囲

内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前２項の規定により採

用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢65年到達年度の末日以

前でなければならない。

４ 　暫定再任用短時間勤務職員（第１項又は第２項の規定により採用された職員を

いう。以下同じ。）の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用短時間勤

務職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことがで

きる。

５ 　任命権者は、暫定再任用短時間勤務職員の任期を更新する場合には、あらかじ

め当該暫定再任用短時間勤務職員の同意を得なければならない。

　 （令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職及び年齢）

第 ５条　令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職は、次に掲げる職とす

る。

　⑴　施行日以後に新たに設置された職

　⑵　施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

２ 　令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が

施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例第３条に規定

する定年に準じた当該職に係る年齢とする。

　  （令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務

員法第22条の４第４項の条例で定める職及び年齢）

第 ６条  令和３年改正法附則第４条又は第６条の規定が適用される場合における令

和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法

第22条の４第４項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。
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　⑴　施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職

　⑵　施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

２   令和３年改正法附則第４条又は第６条の規定が適用される場合における令和３

年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22

条の４第４項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置さ

れていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職

でその職務が前項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける

旧定年条例定年に準じた前項に規定する職に係る年齢とする。

　  （令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職並びに条例で定める者及び

職員）

第 ７条　令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職は、次に掲げる職のう

ち、当該職が基準日（附則第３条及び第４条の規定が適用される間における各年

の４月１日（施行日を除く。）をいう。以下この条において同じ。）の前日に設

置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年が基準日

の前日における新定年条例定年を超える職とする。

　⑴　基準日以後に新たに設置された職（短時間勤務の職を含む。）

　⑵ 　基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職（短時間勤務の職を含

む。）

２ 　令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める者は、前項に規定する職が基

準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係

る新定年条例定年に達している者とする。

３ 　令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職員は、第１項に規定する職

が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職

に係る新定年条例定年に達している職員とする。

　  （県職員及び県費負担教職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う定年前再任

用短時間勤務職員に関する経過措置）

第 ８条　任命権者は、基準日（令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和11年４

月１日及び令和13年４月１日をいう。以下この条において同じ。）から基準日の

翌年の３月31日までの間、基準日における新定年条例定年相当年齢が基準日の前

日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職（基準日における新

定年条例定年相当年齢が新定年条例第３条第１項に規定する定年である短時間勤
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務の職に限る。）及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職そ

の他の人事委員会規則で定める短時間勤務の職（以下この条において「新定年条

例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。）に、基準日の前日までに新

定年条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者（基準日前から新定年

条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者

を含む。）のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相

当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者（当該

人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める者）

を、新定年条例第12条又は第13条第１項の規定により採用することができず、新

定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年条例第12条又は第13条

第１項の規定により採用された職員（以下この条において「定年前再任用短時間

勤務職員」という。）のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例

原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達してい

る定年前再任用短時間勤務職員（当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職に

あっては、人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員）を、昇任し、

降任し、又は転任することができない。

　 （令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢）

第 ９条　令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢は、年齢60

年とする。

　 （富山県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

第 10条　暫定再任用短時間勤務職員は、第２条の規定による改正後の富山県人事行

政の運営等の状況の公表に関する条例（以下この条において「新人事行政条例」

という。）第３条に規定する地方公務員法第22条の４第１項に規定する短時間勤

務の職を占める職員とみなして、新人事行政条例の規定を適用する。

　  （県職員及び県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正

に伴う経過措置）

第 11条　暫定再任用短時間勤務職員は、第３条の規定による改正後の県職員及び県

費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（以下この条及び附則第13

条第２項において「新勤務時間条例」という。）第２条第３項に規定する定年前

再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間条例の規定を適用する。

　 （富山県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置）
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第 12条　第10条の規定による改正後の富山県一般職の職員等の給与に関する条例

（以下「新給与条例」という。）附則第25項から第34項までの規定は、令和３年

改正法附則第３条第５項又は第６項の規定により勤務している職員には適用しな

い。

第 13条　暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第３条第

２項に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される

新給与条例第３条第１項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に

掲げる基準給料月額のうち、同条第５項に規定する当該暫定再任用職員の属する

職務の級に応じた額とする。

２ 　暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定

年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第３条

第１項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月

額のうち、同条第５項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の

級に応じた額に、附則第11条の規定により適用される新勤務時間条例第２条第３

項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第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とする。

３ 　暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職

員とみなして、新給与条例第21条第２項、第22条第３項並びに第23条第２項第１

号及び第２号の規定を適用する。

４ 　暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給

与条例第10条の６第２項第２号及び第16条第２項の規定を適用する。

５ 　前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の

給与に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

　  （富山県一般職の職員等の特殊勤務手当等に関する条例の一部改正に伴う経過措

置）

第 14条　暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤

務職員とみなして、第12条の規定による改正後の富山県一般職の職員等の特殊勤

務手当等に関する条例（次項において「新特勤条例」という。）第47条の２第２

項及び第52条の２の規定を適用する。

２ 　暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新特

勤条例第26条第３項及び第27条第３項の規定を適用する。
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３ 　前２項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に

対する家畜保健衛生業務手当、乗船手当及び義務教育等教員特別手当の支給に関

し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

　  （富山県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経

過措置）

第 15条　暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員については、第13条の規定

による改正後の富山県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第５条

から第６条の２まで、第９条、第10条及び第18条の規定は、適用しない。
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議案第  99  号

富山県職員等退職手当支給条例等一部改正の件

　富山県職員等退職手当支給条例等の一部を次のように改正する。

　　令和 4  年  9  月  8  日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

富山県職員等退職手当支給条例等の一部を改正する条例

　 （富山県職員等退職手当支給条例の一部改正）

第 １条　富山県職員等退職手当支給条例（昭和37年富山県条例第52号）の一部を次

のように改正する。

    第２条第１項中「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れた

者を除く。」を削る。

　第２条の４中「第５条の３」を「第５条の３の２」に改める。

　第３条第２項各号列記以外の部分中「。この項」を「。以下この項」に改め、

「地方公務員法」の次に「（昭和25年法律第 261 号）」を加える。

　第４条第１項第１号中「第28条の２第１項」を「第28条の６第１項」に、「第

28条の３第１項」を「第28条の７第１項」に改める。

　第５条第１項第１号中「第28条の２第１項」を「第28条の６第１項」に、「第

28条の３第１項」を「第28条の７第１項」に改め、同条第２項中「（前項」を 

「（同項」に改める。

　第５条の２第１項各号列記以外の部分中「退職した者」の次に「（警察法（昭

和29年法律第 162 号）第56条の４第１項の規定による任命（第５条の３の２及び

附則第22項において「特定任命」という。）により職員となつた後に退職した者

を除く。）」を加える。

　第５条の３の表以外の部分中「15年」を「20年」に改め、同条の次に次の１条

を加える。

　 （特定任命により職員となつた後に退職した者に関する準用規定）

第 ５条の３の２　第５条の２（前条において読み替えて適用する場合を含む。）

の規定は、特定任命により職員となつた後に退職した者について準用する。こ
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の場合において、第５条の２の見出し中「給料月額」とあるのは「俸給月額」

と、同条第１項中「退職した者（警察法（昭和29年法律第 162 号）第56条の４

第１項の規定による任命（第５条の３の２及び附則第22項において「特定任命 

」という。）により職員となつた後に退職した者を除く。）」とあるのは「特

定任命（警察法（昭和29年法律第 162 号）第56条の４第１項の規定による任命

をいう。）により職員となつた後に退職した者」と、「給料月額の減額改定（ 

給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定に

より当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。）」とあるの

は「俸給月額の減額改定（国家公務員退職手当法（昭和28年法律第 182 号）第

５条の２第１項の俸給月額の減額改定をいう。）」と、「給料月額が減額され

たことがある場合」とあるのは「俸給月額が減額されたことがある場合（特定

任命を受けたことにより、特定任命前の俸給月額よりも低い給料月額を支給さ

れることとなつた場合を含む。）」と、「給料月額のうち」とあるのは「俸給

月額のうち」と、同条及び前条の表中「特定減額前給料月額」とあるのは「特

定減額前俸給月額」と読み替えるものとする。

　第７条の２各号列記以外の部分中「第５条の２第１項」及び「同項第２号イ」

の次に「（第５条の３の２において読み替えて準用する場合を含む。以下この条

において同じ。）」を加え、同条第１号中「特定減額前給料月額」の次に「（第

５条の３の２において読み替えて準用する場合にあつては、特定減額前俸給月額

（同条の規定により読み替えられた第５条の２第１項に規定する特定減額前俸給

月額をいう。）。次号において同じ。）」を加える。

　第７条の３の表中「第５条の２第１項の」を「第５条の２第１項（」に、「同

条」を「第５条の３」に、

「
第７条の２第１号特定減額前給料月額特定減額前給料月額及び特定減額前給

料月額に退職の日において定められて

いるその者に係る定年と退職の日にお

けるその者の年齢との差に相当する年

数１年につき 100 分の３（退職の日に

おいて定められているその者に係る定

年と退職の日におけるその者の年齢と

の差に相当する年数が１年である職員
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」

　を

「

」

　に改める。

　第７条の４第１項各号列記以外の部分中「除く。以下」を「除く。第８条第４

項において」に改め、「額（以下」の次に「この項及び第５項において」を加え

る。

　第７条の５第１項各号列記以外の部分中「第５条の２」の次に「（第５条の３

の２において読み替えて準用する場合を含む。）」を加える。

　第９条の３第１項第１号中「15年」を「20年」に改める。

　第11条第２項中「18日」の次に「（１月間の日数（富山県の休日を定める条例

（平成元年富山県条例第１号）第１条第１項各号に掲げる日の日数は、算入しな

い。）が20日に満たない日数の場合にあつては、18日から20日と当該日数との差

に相当する日数を減じた日数）」を加え、同条第４項中「職員が、」を「職員が」

に、「」とする」を「」とし、当該退職の日後に事業（その実施期間が30日未満

のものその他規則で定めるものを除く。）を開始した職員その他これに準ずるも

第７条の２第１号特定減額前給料月額

（第５条の３の２に

おいて読み替えて準

用する場合にあつて

は、特定減額前俸給

月額（同条の規定に

より読み替えられた

第５条の２第１項に

規定する特定減額前

俸給月額をいう。）。

次号において同じ。）

特定減額前給料月額（第５条の３の２

において読み替えて準用する場合にあ

つては、特定減額前俸給月額（同条の

規定により読み替えられた第５条の２

第１項に規定する特定減額前俸給月額

をいう。）。以下この号及び次号にお

いて同じ。）及び特定減額前給料月額

に退職の日において定められているそ

の者に係る定年と退職の日におけるそ

の者の年齢との差に相当する年数１年

につき 100 分の３（退職の日において

定められているその者に係る定年と退

職の日におけるその者の年齢との差に

相当する年数が１年である職員にあつ

ては、   100 分の２）を乗じて得た額の

合計額

にあつては、   100 分の２）を乗じて得

た額の合計額
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のとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、知事にその旨を申し出

たときは、当該事業の実施期間（当該実施期間の日数が４年から第１項及びこの

項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超

える日数を除く。）は、第１項及びこの項の規定による期間に算入しない」に改

め、同条第11項第５号中「第４条第８項」を「第４条第９項」に改める。

　第14条第１項第１号及び第５項第２号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改める。

　第15条の見出し及び同条第１項第１号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改め、同項第２

号及び第３号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

　第16条第１項各号列記以外の部分中「にあつては」を「には」に改め、同項第

１号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改め、同項第２号及び第３号中「再任用職員」を 

「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

　第18条第１項中「。以下この条」を「。以下この項から第６項まで」に、「に

あつては」を「には」に改め、同条第２項及び第３項中「にあつては」を「には」

に改め、同条第４項中「禁錮
こ

」を「禁錮」に、「にあつては」を「には」に改め、

同条第５項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「にあつて

は」を「には」に改める。

　附則第３項から第24項までを削る。

　附則第25項中「旧専売公社又は旧電信電話公社」を「日本たばこ産業株式会社

法（昭和59年法律第69号）附則第12条第１項の規定による解散前の日本専売公社

（次項において「旧専売公社」という。）又は日本電信電話株式会社等に関する

法律（昭和59年法律第85号）附則第４条第１項の規定による解散前の日本電信電

話公社（次項において「旧電信電話公社」という。）」に改め、同項を附則第３

項とする。

　附則第26項中「引き続いて日本たばこ産業株式会社」の次に「（日本たばこ産

業株式会社法第１条に規定する株式会社をいう。以下この項において同じ。）」

を、「引き続いて日本電信電話株式会社」の次に「（日本電信電話株式会社等に

関する法律第１条第１項に規定する株式会社をいう。以下この項において同じ。

）」を加え、「第４条」を「（昭和59年法律第71号）第４条」に、「第５条」を

「（昭和59年法律第87号）第５条」に、「第２条第２項」を「（昭和28年法律第

 182 号）第２条第２項」に改め、同項を附則第４項とする。

　附則第27項中「で旧日本国有鉄道」を「で日本国有鉄道改革法（昭和61年法律
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第87号）附則第２項の規定による廃止前の日本国有鉄道法（昭和23年法律第 256

号）第１条の規定により設立された日本国有鉄道（以下この項及び次項において

「旧日本国有鉄道」という。）」に改め、同項を附則第５項とする。

　附則第28項を附則第６項とする。

　附則第29項中「条例第27号」を「（富山県職員退職手当支給条例の一部を改正

する条例（昭和48年富山県条例第27号。以下「昭和48年改正条例」という。）」

に、「第５条の３まで」を「第５条の３の２まで及び附則第24項から第32項まで」

に、「附則第29項」を「附則第７項」に改め、同項を附則第７項とする。

　附則第30項中「条例第27号」を「昭和48年改正条例」に改め、「第５条の２」

の次に「（第５条の３の２において読み替えて準用する場合を含む。）及び附則

第25項」を加え、同項を附則第８項とする。

　附則第31項中「条例第27号」を「昭和48年改正条例」に、「第５条」を「第５

条又は附則第25項」に、「附則第29項」を「附則第７項」に改め、同項を附則第

９項とする。

　附則第32項及び第33項を削り、附則第34項を附則第10項とし、附則第35項を附

則第11項とし、附則第36項及び第37項を削る。

　附則第38項中「の規定による給料表」を「（以下「給与条例」という。）の規

定による給料表」に改め、同項を附則第12項とする。

　附則第39項から第44項までを削る。

　附則第45項各号列記以外の部分中「富山県一般職の職員等の給与に関する条例」

を「給与条例」に改め、同項第２号中「退職日給料月額」を「60歳に達する日の

属する年度の末日にその者が受けていた給料月額」に改め、同項に次の１号を加

え、同項を附則第13項とする。

　⑶ 　退職日給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を

乗じて得た額

　　ア 　その者に対する退職手当の基本額が第３条から第５条までの規定により

計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日

給料月額に対する割合

　　イ 　前号に掲げる額の60歳に達する日の属する年度の末日にその者が受けて

いた給料月額に対する割合

　附則第46項の表以外の部分中「15年」を「20年」に改め、同項の表を次のよう



富山県職員等退職手当支給条例等一部改正の件

62―　　―

に改め、同項を附則第14項とする。

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

附則第13項第１号及び同日にその者が

受けていた給料月額

並びに同日にその者が受けていた給料

月額及び同日にその者が受けていた給

料月額に退職の日において定められて

いるその者に係る定年と退職の日にお

けるその者の年齢との差に相当する年

数１年につき 100 分の３（退職の日に

おいて定められているその者に係る定

年と退職の日におけるその者の年齢と

の差に相当する年数が１年である職員

にあつては、   100 分の２）を乗じて得

た額の合計額 

附則第13項第２号60歳に達する日の属

する年度の末日にそ

の者が受けていた給

料月額に、

60歳に達する日の属する年度の末日に

その者が受けていた給料月額及び同日

にその者が受けていた給料月額に退職

の日において定められているその者に

係る定年と退職の日におけるその者の

年齢との差に相当する年数１年につき

 100 分の３（退職の日において定めら

れているその者に係る定年と退職の日

におけるその者の年齢との差に相当す

る年数が１年である職員にあつては、

 100 分の２）を乗じて得た額の合計額

に、

附則第13項第２号

イ

前号に掲げる額 その者が切替日の前日に現に退職した

理由と同一の理由により退職したもの

とし、かつ、その者の同日までの勤続

期間及び同日にその者が受けていた給

料月額を基礎として、第３条から第５

条までの規定により計算した場合の退

職手当の基本額に相当する額

附則第13項第３号退職日給料月額に、退職日給料月額及び退職日給料月額に

退職の日において定められているその

者に係る定年と退職の日におけるその
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　附則第47項各号列記以外の部分中「附則第45項」を「附則第13項」に、「同項

第２号イ」を「同項第３号イ」に改め、同項第１号中「切替日」を「60歳に達す

る日の属する年度の末日」に改め、同項第２号を次のように改め、同項を附則第

15項とする。

　⑵　60未満　次に掲げる額の合計額

　　ア 　切替日の前日にその者が受けていた給料月額に附則第13項第２号イに掲

げる割合を乗じて得た額

　　イ 　60歳に達する日の属する年度の末日にその者が受けていた給料月額に附

則第13項第３号イに掲げる割合から同項第２号イに掲げる割合を控除した

割合を乗じて得た額

　　ウ 　退職日給料月額に60から附則第13項第３号イに掲げる割合を控除した割

合を乗じて得た額

　附則第48項の表以外の部分中「附則第46項」を「附則第14項」に改め、同項の

表を次のように改め、同項を附則第16項とする。

者の年齢との差に相当する年数１年に

つき 100分の３（退職の日において定

められているその者に係る定年と退職

の日におけるその者の年齢との差に相

当する年数が１年である職員にあつて

は、 100分の２）を乗じて得た額の合

計額に、 

附則第13項第３号

イ

前号に掲げる額 その者が60歳に達する日の属する年度

の末日に現に退職した理由と同一の理

由により退職したものとし、かつ、そ

の者の同日までの勤続期間及び同日に

その者が受けていた給料月額を基礎と

して、第３条から第５条までの規定に

より計算した場合の退職手当の基本額

に相当する額

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

附則第15項 附則第13項の 前項の規定により読み替えて適用する

附則第13項の
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同項第３号イ 前項の規定により読み替えて適用する

附則第13項第３号イ

同項の 前項の規定により読み替えて適用する

附則第13項の

附則第15項第１号60歳に達する日の属

する年度の末日にそ

の者が受けていた給

料月額

60歳に達する日の属する年度の末日に

その者が受けていた給料月額及び同日

にその者が受けていた給料月額に退職

の日において定められているその者に

係る定年と退職の日におけるその者の

年齢との差に相当する年数１年につき

 100 分の３（退職の日において定めら

れているその者に係る定年と退職の日

におけるその者の年齢との差に相当す

る年数が１年である職員にあつては、

 100 分の２）を乗じて得た額の合計額

附則第15項第２号

ア

切替日の前日にその

者が受けていた給料

月額

切替日の前日にその者が受けていた給

料月額及び同日にその者が受けていた

給料月額に退職の日において定められ

ているその者に係る定年と退職の日に

おけるその者の年齢との差に相当する

年数１年につき 100 分の３（退職の日

において定められているその者に係る

定年と退職の日におけるその者の年齢

との差に相当する年数が１年である職

員にあつては、   100 分の２）を乗じて

得た額の合計額

附則第13項第２号イ前項の規定により読み替えて適用する

附則第13項第２号イ

附則第15項第２号

イ

60歳に達する日の属

する年度の末日にそ

の者が受けていた給

料月額

60歳に達する日の属する年度の末日に

その者が受けていた給料月額及び同日

にその者が受けていた給料月額に退職

の日において定められているその者に

係る定年と退職の日におけるその者の

年齢との差に相当する年数１年につき

 100 分の３（退職の日において定めら
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　附則第16項の次に次の４項を加える。

17 　給与条例別表第３の教育職給料表⑴又は教育職給料表⑵の適用を受け、かつ、

給与条例附則第25項の規定による給料月額の改定の適用を受ける者のうち、60

歳に達する日の属する年度の末日までに給料月額の減額改定以外の理由により

その者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該特定減額前給料

月額が60歳に達する日の属する年度の末日の給料月額よりも多いときは、その

者に対する退職手当の基本額は、第３条から第５条の２までの規定にかかわら

ず、次に掲げる額の合計額とする。

　⑴ 　その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に

退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日ま

での勤続期間及び同日にその者が受けていた給料月額を基礎として、第３条

から第５条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

れているその者に係る定年と退職の日

におけるその者の年齢との差に相当す

る年数が１年である職員にあつては、

 100 分の２）を乗じて得た額の合計額

附則第13項第３号イ前項の規定により読み替えて適用する

附則第13項第３号イ

同項第２号イ 前項の規定により読み替えて適用する

附則第13項第２号イ

附則第15項第２号

ウ

退職日給料月額 退職日給料月額及び退職日給料月額に

退職の日において定められているその

者に係る定年と退職の日におけるその

者の年齢との差に相当する年数１年に

つき 100 分の３（退職の日において定

められているその者に係る定年と退職

の日におけるその者の年齢との差に相

当する年数が１年である職員にあつて

は、   100 分の２）を乗じて得た額の合

計額

附則第13項第３号イ前項の規定により読み替えて適用する

附則第13項第３号イ
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　⑵ 　60歳に達する日の属する年度の末日にその者が受けていた給料月額に、ア

に掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

　　ア 　その者に対する退職手当の基本額が第３条から第５条までの規定により

計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の60歳に

達する日の属する年度の末日の給料月額に対する割合

　　イ 　前号に掲げる額の特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の

前日にその者が受けていた給料月額に対する割合

　⑶ 　退職日給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を

乗じて得た額

　　ア 　その者に対する退職手当の基本額が第３条から第５条までの規定により

計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日

給料月額に対する割合

　　イ 　前号に掲げる額の60歳に達する日の属する年度の末日にその者が受けて

いた給料月額に対する割合

18 　第４条第１項第４号及び第５条第１項（第１号及び第５号を除く。）に規定

する者のうち、定年に達する日から６月前までに退職した者であつて、その勤

続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められている

その者に係る定年から20年を減じた年齢以上であるものに対する前項の規定の

適用については、次の表の左欄に掲げる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に読み替えるものとする。

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

附則第17項第１号及び同日にその者が

受けていた給料月額

並びに同日にその者が受けていた給料

月額及び同日にその者が受けていた給

料月額に退職の日において定められて

いるその者に係る定年と退職の日にお

けるその者の年齢との差に相当する年

数１年につき 100 分の３（退職の日に

おいて定められているその者に係る定

年と退職の日におけるその者の年齢と

の差に相当する年数が１年である職員

にあつては、   100 分の２）を乗じて得

た額の合計額
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附則第17項第２号60歳に達する日の属

する年度の末日にそ

の者が受けていた給

料月額に、

60歳に達する日の属する年度の末日に

その者が受けていた給料月額及び同日

にその者が受けていた給料月額に退職

の日において定められているその者に

係る定年と退職の日におけるその者の

年齢との差に相当する年数１年につき

 100 分の３（退職の日において定めら

れているその者に係る定年と退職の日

におけるその者の年齢との差に相当す

る年数が１年である職員にあつては、

 100 分の２）を乗じて得た額の合計額

に、

附則第17項第２号

イ

前号に掲げる額 その者が特定減額前給料月額に係る減

額日のうち最も遅い日の前日に現に退

職した理由と同一の理由により退職し

たものとし、かつ、その者の同日まで

の勤続期間及び特定減額前給料月額を

基礎として、第３条から第５条までの

規定により計算した場合の退職手当の

基本額に相当する額 

附則第17項第３号退職日給料月額に、退職日給料月額及び退職日給料月額に

退職の日において定められているその

者に係る定年と退職の日におけるその

者の年齢との差に相当する年数１年に

つき 100 分の３（退職の日において定

められているその者に係る定年と退職

の日におけるその者の年齢との差に相

当する年数が１年である職員にあつて

は、   100 分の２）を乗じて得た額の合

計額に、 

附則第17項第３号

イ

前号に掲げる額 その者が60歳に達する日の属する年度

の末日に現に退職した理由と同一の理

由により退職したものとし、かつ、そ

の者の同日までの勤続期間及び同日に

その者が受けていた給料月額を基礎と

して、第３条から第５条までの規定に
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19 　附則第17項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項

第３号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項

の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

　⑴ 　60以上　60歳に達する日の属する年度の末日にその者が受けていた給料月

額に60を乗じて得た額

　⑵　60未満　次に掲げる額の合計額

　　ア 　特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日にその者が受

けていた給料月額に附則第17項第２号イに掲げる割合を乗じて得た額

　　イ 　60歳に達する日の属する年度の末日にその者が受けていた給料月額に附

則第17項第３号イに掲げる割合から同項第２号イに掲げる割合を控除した

割合を乗じて得た額

　　ウ 　退職日給料月額に60から附則第17項第３号イに掲げる割合を控除した割

合を乗じて得た額

20 　附則第18項に規定する者に対する前項の規定の適用については、次の表の左

欄に掲げる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

句に読み替えるものとする。

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

附則第19項 附則第17項の 前項の規定により読み替えて適用する

附則第17項の

同項第３号イ 前項の規定により読み替えて適用する

附則第17項第３号イ

同項の 前項の規定により読み替えて適用する

附則第17項の

附則第19項第１号60歳に達する日の属

する年度の末日にそ

の者が受けていた給

料月額

60歳に達する日の属する年度の末日に

その者が受けていた給料月額及び同日

にその者が受けていた給料月額に退職

の日において定められているその者に

係る定年と退職の日におけるその者の

より計算した場合の退職手当の基本額

に相当する額



富山県職員等退職手当支給条例等一部改正の件

69―　　―

年齢との差に相当する年数１年につき

 100 分の３（退職の日において定めら

れているその者に係る定年と退職の日

におけるその者の年齢との差に相当す

る年数が１年である職員にあつては、

 100 分の２）を乗じて得た額の合計額

附則第19項第２号

ア

特定減額前給料月額

に係る減額日のうち

最も遅い日の前日に

その者が受けていた

給料月額

特定減額前給料月額に係る減額日のう

ち最も遅い日の前日にその者が受けて

いた給料月額及び同日にその者が受け

ていた給料月額に退職の日において定

められているその者に係る定年と退職

の日におけるその者の年齢との差に相

当する年数１年につき 100 分の３（退

職の日において定められているその者

に係る定年と退職の日におけるその者

の年齢との差に相当する年数が１年で

ある職員にあつては、   100 分の２）を

乗じて得た額の合計額

附則第17項第２号イ前項の規定により読み替えて適用する

附則第17項第２号イ

附則第19項第２号

イ

60歳に達する日の属

する年度の末日にそ

の者が受けていた給

料月額

60歳に達する日の属する年度の末日に

その者が受けていた給料月額及び同日

にその者が受けていた給料月額に退職

の日において定められているその者に

係る定年と退職の日におけるその者の

年齢との差に相当する年数１年につき

 100 分の３（退職の日において定めら

れているその者に係る定年と退職の日

におけるその者の年齢との差に相当す

る年数が１年である職員にあつては、

 100 分の２）を乗じて得た額の合計額

附則第17項第３号イ前項の規定により読み替えて適用する

附則第17項第３号イ

同項第２号イ 前項の規定により読み替えて適用する

附則第17項第２号イ
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　附則第49項中「富山県一般職の職員等の給与に関する条例」を「給与条例」に

改め、同項を附則第21項とし、同項の次に次の１項を加える。

22 　特定任命により職員となつた後に退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の

減額改定（第５条の３の２の規定により読み替えられた第５条の２第１項に規

定する俸給月額の減額改定をいう。）によりその者の俸給月額が減額されたこ

とがある場合において、その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達し

ない場合にその差額に相当する額を支給することとする法令又はこれに準ずる

給与の支給の基準の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による俸

給月額には、当該差額を含まないものとする。

　附則第50項の表以外の部分中「令和４年３月31日」を「令和７年３月31日」に

改め、同項を附則第23項とし、同項の次に次の９項を加える。

24 　当分の間、第４条第１項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であ

つて、60歳に達する日の属する年度の末日以後その者の非違によることなく退

職した者（定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第２項の規定に

該当する者を除く。）に対する退職手当の基本額について準用する。この場合

における第３条の規定の適用については、同条第１項中「又は第５条」とある

のは、「、第５条又は附則第24項」とする。

25 　当分の間、第５条第１項の規定は、25年以上の期間勤続した者であつて、60

歳に達する日の属する年度の末日以後その者の非違によることなく退職した者

附則第19項第２号

ウ

退職日給料月額 退職日給料月額及び退職日給料月額に

退職の日において定められているその

者に係る定年と退職の日におけるその

者の年齢との差に相当する年数１年に

つき 100 分の３（退職の日において定

められているその者に係る定年と退職

の日におけるその者の年齢との差に相

当する年数が１年である職員にあつて

は、   100 分の２）を乗じて得た額の合

計額

附則第17項第３号イ前項の規定により読み替えて適用する

附則第17項第３号イ
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（定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第２項の規定に該当する

者を除く。）に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における

第３条の規定の適用については、同条第１項中「又は第５条」とあるのは、 

「、第５条又は附則第25項」とする。

26 　前２項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本

額については適用しない。

　⑴ 　県職員及び県費負担教職員の定年等に関する条例（昭和59年富山県条例第

２号）第３条第２項に規定する職員

　⑵　病院に勤務する医師及び歯科医師

27 　給与条例附則第25項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額

改定に該当しないものとする。

28 　当分の間、第４条第１項第４号並びに第５条第１項第３号、第６号及び第７

号に掲げる者に対する第５条の３、第５条の３の２、第７条の３、附則第14項、

附則第16項、附則第18項及び附則第20項の規定の適用については、第５条の３

本文、附則第14項本文及び附則第18項本文中「定年に達する日」とあるのは 

「定年（附則第26項第１号又は第２号に掲げる職員に該当する職員以外の者で

あつて県職員及び県費負担教職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条

例（令和４年富山県条例第　号）第１条の規定による改正前の県職員及び県費

負担教職員の定年等に関する条例（昭和59年富山県条例第２号）（以下「令和

４年旧定年条例」という。）第３条本文の適用を受けていた者にあつては60歳

に達する日の属する年度の末日とし、令和４年旧定年条例第３条ただし書の適

用を受けていた者であつて附則第26項第１号又は第２号に掲げる職員に該当す

る職員にあつては65歳に達する日の属する年度の末日とする。）に達する日」

と、第５条の３の表、第７条の３の表、附則第14項の表、附則第16項の表、附

則第18項の表及び附則第20項の表中「その者に係る定年と退職の日におけるそ

の者の年齢との差に相当する年数１年につき」とあるのは「その者に係る定年

（附則第26項第１号又は第２号に掲げる職員に該当する職員以外のものであつ

て令和４年旧定年条例第３条本文の適用を受けていた者にあつては60歳とし、

令和４年旧定年条例第３条ただし書の適用を受けていたものであつて附則第26

項第１号又は第２号に掲げる職員に該当する職員にあつては65歳とする。）と

退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数１年につき」とする。
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29 　当分の間、第４条第１項第４号並びに第５条第１項第３号、第６号及び第７

号に掲げる者（次の表の左欄に掲げる者であつて、退職の日において定められ

ているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者に限る。） 

に対する第５条の３、第５条の３の２、第７条の３、附則第14項、附則第16項、

附則第18項及び附則第20項の規定の適用については、第５条の３本文、附則第

14項本文及び附則第18項本文中「６月」とあるのは「零月」と、第５条の３の

表、第７条の３の表、附則第14項の表、附則第16項の表、附則第18項の表及び

附則第20項の表中「 100 分の３（退職の日において定められているその者に係

る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が１年である職

員にあつては、   100 分の２）」とあるのは「 100 分の３」とする。

30  　当分の間、第４条第１項第４号及び第５条第１項（第１号及び第５号を除く。） 

に規定する者に対する第５条の３、第５条の３の２、第９条の３、附則第14項

及び附則第18項の適用については、第５条の３本文、第９条の３第１項第１号、

附則第14項本文及び附則第18項本文中「20年を」とあるのは「15年を」とする

ほか、前項の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、第５条の３本文、附則第14項

本文及び附則第18項本文中「退職の日において定められているその者に係る定

年」とあり、及び第９条の３第１項第１号中「定年」とあるのはそれぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。

31 　当分の間、第５条第１項第２号及び第４号に掲げる者であつて附則第29項の

表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときに

おける第５条の３、第７条の３、附則第14項、附則第16項、附則第18項及び附

則第20項の規定の適用については、第５条の３の表、第７条の３の表、附則第

14項の表、附則第16項の表、附則第18項の表及び附則第20項の表中「 100 分の

３（退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるそ

の者の年齢との差に相当する年数が１年である職員にあつては、   100 分の２）」

とあるのは、「附則第29項の表の左欄に掲げる者の区分ごとに同表の右欄に掲

げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に 100 分の３

を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職

附則第26項第１号又は第２号に掲げる職員以外の者60歳

附則第26項第１号又は第２号に掲げる職員 65歳
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の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。 

32 　当分の間、第５条第１項第２号及び第４号に掲げる者であつて附則第29項の

表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したとき

における第５条の３、第５条の３の２、第７条の３、附則第14項、附則第16項、

附則第18項及び附則第20項の規定の適用については、第５条の３の表、第７条

の３の表、附則第14項の表、附則第16項の表、附則第18項の表及び附則第20項

の表中「 100 分の３（退職の日において定められているその者に係る定年と退

職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が１年である職員にあつて

は、   100 分の２）」とあるのは、「 100 分の２を退職の日において定められて

いるその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数

で除して得た割合」とする。

 （富山県職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正）

第 ２条　富山県職員退職手当支給条例の一部を改正する条例（昭和48年富山県条例

第27号）の一部を次のように改正する。

　附則第３項中「第５条まで」の次に「又は附則第24項若しくは第25項」を加え、

「第５条の３まで」を「第５条の３の２まで及び附則第24項から第32項まで」に

改める。

　附則第４項中「同項又は」を「同項、」に改め、「第５条の２」の次に「（退

職手当条例第５条の３の２において読み替えて準用する場合を含む。）及び附則

第27項」を加える。

　附則第５項中「第５条」の次に「又は附則第25項」を加える。

　附則第11項各号列記以外の部分及び同項第１号、附則第31項、附則第32項並び

に附則第35項中「第５条の３」を「第５条の３の２」に改める。

　 （富山県職員等退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正）

第 ３条　富山県職員等退職手当支給条例の一部を改正する条例（平成15年富山県条

例第44号）の一部を次のように改正する。

　　附則第12項中「附則第29項」を「附則第７項」に改める。

　 （富山県職員等退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正）

第 ４条　富山県職員等退職手当支給条例の一部を改正する条例（平成18年富山県条

例第10号）の一部を次のように改正する。

　附則第２条中「附則第29項から第31項」を「附則第７項から第９項」に、「第
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５条の３」を「第５条の３の２」に、「附則第29項から第31項まで及び第39項か

ら第44項」を「附則第７項から第９項」に改める。

　　　附　則

　 （施行期日等）

１ 　この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

　⑴ 　第１条中富山県職員等退職手当支給条例第11条第４項の改正規定及び附則第

50項の改正規定（「令和４年３月31日」を「令和７年３月31日」に改める部分

に限る。） 　公布の日

　⑵ 　第１条中富山県職員等退職手当支給条例第11条第２項及び第11項第５号の改

正規定　令和４年10月１日

２ 　第１条の規定による改正後の富山県職員等退職手当支給条例（以下「新条例」

という。）第11条第４項の規定は、前項第１号に掲げる施行の日以後に新条例第

11条第４項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定

める職員に至った者について適用する。

　 （経過措置）

３ 　暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63号）

附則第４条第１項若しくは第２項、第５条第１項から第４項まで、第６条第１項

若しくは第２項又は第７条第１項から第４項までの規定により採用された者をい

う。）に対する新条例第２条第１項の規定の適用については、同項中「（以下「 

職員」という。）」とあるのは、「（地方公務員法の一部を改正する法律（令和

３年法律第63号）附則第４条第１項若しくは第２項、第５条第１項から第４項ま

で、第６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項から第４項までの規定により

採用された者を除く。以下「職員」という。）」とする。

４ 　新条例附則第13項から第16項までの規定は、60歳に達する日の属する年度の末

日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当につ

いては、なお従前の例による。
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議案第 100 号

富山県手数料条例一部改正の件

　富山県手数料条例の一部を次のように改正する。

　　令和 4  年  9  月  8  日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

富山県手数料条例の一部を改正する条例

　富山県手数料条例（平成12年富山県条例第10号）の一部を次のように改正する。

　第４条第２項ただし書を削り、同条第３項中「前２項」を「前３項」に改め、同

項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。

３ 　前２項の規定にかかわらず、富山県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15年富山県条例第54号）第３条第１項の規定により同項に規

定する電子情報処理組織を使用して手数料を徴収する事務に係る申請、申込み等

を行わせる場合には、当該手数料については、規則で定める方法により徴収する

ことができる。

　別表第１の 342 の項中「第85条第５項」を「第85条第６項」に改め、同表の 342

の２の項中「第85条第６項」を「第85条第７項」に改め、同表の 347の３の項中 

「第87条の３第５項」を「第87条の３第６項」に改め、同表の 347の４の項中「第

87条の３第６項」を「第87条の３第７項」に改める。

　別表第２第１項中「 436 の４の項まで」を「 436 の５の項まで」に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和４年10月１日から施行する。ただし、別表第１の 342 の項、 

 342 の２の項、   347 の３の項、   347 の４の項及び別表第２第１項の改正規定は、公

布の日から施行する。
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議案第 101 号

工事請負契約締結に関する件

　主要地方道立山山田線道路橋りょう改築（高善寺橋）上部工工事請負契約を次の

とおり締結するものとする。

　　令和 4  年 9  月  8  日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

１　契 約 の 目 的   主要地方道立山山田線道路橋りょう改築（高善寺橋）上部工

工事

２　工 事 の 場 所  富山市八尾町井田～八尾町上高善寺地内

３　契 約 金 額  556 ,094 ,000円

４　契 約 の 方 法  一般競争入札

５　契約の相手方  中新川郡立山町鉾木 220 番地

  　佐藤鉄工株式会社

６　完 成 期 日  令和７年１月31日
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議案第 102 号

工事請負契約変更に関する件

　令和２年12月２日に締結した富山駅付近連続立体交差事業牛島地下道撤去工事請

負契約について、次のとおり変更契約を締結するものとする。

　　令和 4  年 9  月  8  日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

１　契 約 の 目 的   富山駅付近連続立体交差事業牛島地下道撤去工事

２　工 事 の 場 所  富山市明輪町外地内

３　契 約 金 額  変更前　490 ,600 ,000円

  変更後　563 ,443 ,100円

４　契 約 の 方 法  一般競争入札

５　契約の相手方   大鉄工業・高田組富山駅付近連続立体交差事業牛島地下道撤

去工事共同企業体

  代表者

  　大阪府大阪市淀川区西中島三丁目９番15号

  　　大鉄工業株式会社

  　共同企業体構成員

  　　富山市宝町一丁目１番７号

  　　　株式会社高田組

６　完 成 期 日  令和４年12月26日
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議案第 103 号

令和３年度富山県歳入歳出決算認定の件

　令和３年度富山県歳入歳出決算について、 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 

 233 条第３項の規定により、監査委員の意見を付けて、別冊のとおり認定に付する。

　　令和 4  年 9  月  8 日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　
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議案第 104 号

令和３年度富山県電気事業会計利益の処分及び決算認定の件

　令和３年度富山県電気事業会計利益について、地方公営企業法（昭和27年法律第 

 292 号）第32条第２項の規定により、別冊のとおり処分する。

　あわせて、令和３年度富山県電気事業会計決算について、同法第30条第４項の規

定により、監査委員の意見を付けて認定に付する。

　　令和 4  年 9  月  8 日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　
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議案第 105 号

令和３年度富山県水道事業会計利益の処分及び決算認定の件

　令和３年度富山県水道事業会計利益について、地方公営企業法（昭和27年法律第 

 292 号）第32条第２項の規定により、別冊のとおり処分する。

　あわせて、令和３年度富山県水道事業会計決算について、同法第30条第４項の規

定により、監査委員の意見を付けて認定に付する。

　　令和 4  年 9  月  8 日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　
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議案第 106 号

令和３年度富山県工業用水道事業会計利益の処分及び決算認定の件

　令和３年度富山県工業用水道事業会計利益について、地方公営企業法（昭和27年

法律第 292 号）第32条第２項の規定により、別冊のとおり処分する。

　あわせて、令和３年度富山県工業用水道事業会計決算について、同法第30条第４

項の規定により、監査委員の意見を付けて認定に付する。

　　令和 4  年 9  月  8 日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　
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議案第 107 号

令和３年度富山県地域開発事業会計決算認定の件

　令和３年度富山県地域開発事業会計決算について、地方公営企業法（昭和27年法

律第 292 号）第30条第４項の規定により、監査委員の意見を付けて、別冊のとおり

認定に付する。

　　令和 4  年 9  月  8 日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　
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議案第 108 号

令和３年度富山県病院事業会計決算認定の件

　令和３年度富山県病院事業会計決算について、地方公営企業法（昭和27年法律第 

 292 号）第30条第４項の規定により、監査委員の意見を付けて、別冊のとおり認定

に付する。

　　令和 4  年 9  月  8 日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　
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議案第 109 号

令和３年度富山県流域下水道事業会計利益の処分及び決算認定の件

　令和３年度富山県流域下水道事業会計利益について、地方公営企業法（昭和27年

法律第 292 号）第32条第２項の規定により、別冊のとおり処分する。

　あわせて、令和３年度富山県流域下水道事業会計決算について、同法第30条第４

項の規定により、監査委員の意見を付けて認定に付する。

　　令和 4  年 9  月  8 日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　
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報告第  15  号

　　　地方自治法第 179 条による専決処分の件

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第 179 条第１項の規定に基づき、次の事件を

別紙のとおり専決処分したので報告し、承認を求める。

　　令和 4  年 9  月 8  日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

損害賠償に係る和解に関する件
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　　　損害賠償に係る和解に関する件（地方自治法第 179 条第１項による専決処分）

専決処
分番号

概　　　　　　　要 和解の相手方 損害賠償額
専決処分
年 月 日

41 令和 4 年 3 月26日に射水市東明中町

地内で発生した警察車両の損傷

射水市在住 2 名 県が受け取る額

  27 ,808円

令和 4 年

 7 月 5 日

42 令和 4 年 3 月26日に砺波市芹谷地内

で発生した警察活動中の車両の損傷

南砺市在住 1 名 県が支払う額

93 ,753円

令和 4 年

 7 月 5 日

43 令和 4 年 3 月26日に富山市新庄町地

内で発生した庁舎の屋根の飛散によ

る車両の損傷

富山市在住 1 名

射水市在住 1 名

県が支払う額

89 ,562円

令和 4 年

 7 月 5 日

44 令和 4 年 3 月26日に富山市下大久保

地内で発生した標示板の飛散による

車両の損傷

富山市在住 1 名 県が支払う額

272 ,569円

令和 4 年

 7 月 5 日

49 令和 4 年 5 月18日に一般国道 304 号

南砺市上田地内で発生した道路側溝

蓋の接触による車両の損傷

南砺市在住 1 名 県が支払う額

11 ,800円

令和 4 年

 7 月15日

51 令和 4 年 4 月30日に富山市奥田寿町

地内で発生した警察活動中の傘立て

の損傷

富山市在住 1 名 県が支払う額

8,100円

令和 4 年

 7 月22日

53 令和 3 年10月 1 日に石川県小松市城

南町地内で発生した警察車両の損傷 

大阪府茨木市

　株式会社櫻川ポン 

　プ製作所

東京都江戸川区在住

 1 名

県が受け取る額

99 ,990円

令和 4 年

 8 月 1 日

56 令和 4 年 3 月29日に滑川市荒俣地内

で発生した防犯カメラ等の損壊

中新川郡上市町在住

 1 名

県が受け取る額

19 ,360円

令和 4 年

 8 月 2 日

57 令和 4 年 5 月31日に氷見市中央町地

内で発生した県有自動車の扉の接触

による車両の損傷

石川県金沢市在住 1 

名

県が支払う額

125 ,879円

令和 4 年

 8 月15日
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報告第  16  号

　　　地方自治法第 180 条による専決処分の件

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第 180 条第１項の規定に基づき、次の事件を

別紙のとおり専決処分したので報告する。

　　令和 4  年 9  月 8  日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

損害賠償に係る和解に関する件
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　　　損害賠償に係る和解に関する件（地方自治法第 180 条第１項による専決処分）

専決処
分番号

概　　　　　　　要 和解の相手方 損害賠償額
専決処分
年 月 日

40 令和 3 年11月22日に砺波市春日町地

内で発生した警察車両の交通事故

砺波市在住 1 名 県が受け取る額

93 ,060円

令和 4 年

 7 月 5 日

45 令和 4 年 4 月26日に富山市高島地内

で発生した警察車両の交通事故

射水市在住 1 名 県が支払う額

27 ,040円

令和 4 年

 7 月 5 日

46 令和 4 年 4 月26日に高岡市西海老坂

地内で発生した警察車両の交通事故

高岡市在住 1 名 県が支払う額

236 ,600円

令和 4 年

 7 月 5 日

47 令和 4 年 1 月18日に氷見市幸町地内

で発生した県有自動車の交通事故

氷見市在住 1 名 県が支払う額

115 ,051円

令和 4 年

 7 月 8 日

48 令和 4 年 2 月21日に富山市石坂地内

で発生した警察車両の交通事故

富山市在住 1 名 県が受け取る額

428 ,223円

令和 4 年

 7 月13日

50 令和 4 年 2 月 7 日に富山市舟橋北町

地内で発生した警察車両の交通事故

富山市

　Ｊ－ｋｕｒｏ株式 

　会社

県が支払う額

27 ,588円

令和 4 年

 7 月22日

52 令和 4 年 5 月29日に富山市五福地内

で発生した警察車両の交通事故

岐阜県高山市在住１ 

名

県が受け取る額 

138 ,074円

令和 4 年

 7 月22日

54 令和 4 年 3 月 9 日に高岡市向野本町

地内で発生した警察車両の交通事故

小矢部市在住１名 県が支払う額

33 ,219円

令和 4 年

 8 月 1 日

55 令和 4 年 6 月28日に富山市婦中町塚

原地内で発生した警察車両の交通事

故

富山市

　株式会社富山県寝 

　具センター

高岡市在住１名

県が受け取る額

129 ,426円

令和 4 年

 8 月 1 日
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報告第  17  号

地方独立行政法人の業務の実績に関する評価結果報告の件

　公立大学法人富山県立大学の令和３年度の業務実績に関する評価結果について、

富山県公立大学法人評価委員会より報告を受けたので、地方独立行政法人法（平成

15年法律第 118 号）第78条の２第６項の規定により、次のとおり報告する。

　　令和 4  年 9  月 8  日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

公立大学法人富山県立大学の令和３年度の業務実績に関する評価結果

Ⅰ　全体評価

　 （全体としての評価結果）

　　中期計画の達成に向けて計画どおり進んでいると認められる。

　富山県立大学は、平成２年４月に日本海側初めての工学系公立大学として開学

して以来、教育、研究、地域連携等を積極的に推進し、多くの有為な学生を社会

に輩出するなど、地域及び産業の振興に大きな役割を果たしてきている。

　一方で、少子化を背景とした大学間競争の激化、ビッグデータの活用、AI・IoT

等のデジタル化の進展、グローバル社会への対応など、これまで以上に、教育、

研究、地域貢献活動を充実・強化し、地方創生の一翼を担い、県民や地域の期待

に応える魅力ある大学づくりを推進していくことが求められている。

　こうしたなか、富山県はもとより、日本と世界の学術文化の向上と地域及び産

業の振興、社会の発展に寄与することを目的とし、平成27年４月に公立大学法人

富山県立大学（以下「法人」という。）に移行した。

　第１期中期目標期間（平成27年度～令和２年度）においては、「学生を大きく

伸ばす教育力の高い大学」   「未来を志向した高度な研究を推進する大学」   「広く

開かれ地域社会に貢献する大学」の３つの基本目標の実現に向け取組みを進めた。

特に教育面においては、医薬品工学科や知能ロボット工学科の設置をはじめ各学

科の拡充、看護学部の新設、最新の実験設備を導入した中央棟の整備などに取り

組み、中期目標全体の達成状況は良好という結果であった。

　令和３年度からは第２期中期目標期間（令和３年度～令和８年度）がスタート
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したところであるが、令和３年度においては新たな中期目標及びそれに伴う中期

計画で定めた数値目標を見据えながら、引き続き活気と魅力あふれる大学づくり

に取り組んだ、その業務実績は、全体として高く評価できる。

　特に評価する事項としては、ＤＸの産学官の連携教育拠点として、新たなイノ

ベーションの種を生み出す自由な議論や研究が行えるコワーキングスペースやモー

ションキャプチャーシステム、ＶＲシステム等の最新の研究設備等を備えるＤＸ

教育研究センターを整備した。

　また、科学研究費補助金の学内全体での採択件数はこれまでで最も多い 130 件

となった。

　さらに、新型コロナウイルス感染症の影響下における授業については、遠隔授

業に必要な機器や環境を確保し、遠隔授業と新型コロナウイルス感染症対策を講

じたうえでの対面授業を併用して実施した。また、職域接種を２回実施し、学内

感染拡大の防止に努めた。

　今後の課題としては、志願者の増加に向けて大学の認知度向上を図る取組みと

ともに、県内就職定着に向けた取組みをさらに強化していくことが望まれる。

　射水キャンパスにおいては、令和４年４月に工学部学科の定員拡充とともにＤ

Ｘ教育研究センターを供用開始したところであり、今後さらにデジタル化の進展

に対応した人材の育成に向けた取組みを推進していくことが求められる。

　富山キャンパスにおいては、医療の高度化が進み、看護師の役割が多様化する

中、看護学研究や専門看護師など高度な看護人材を育成するため、看護系大学院

と保健師・助産師を育成する専攻科について、令和５年４月の設置に向け、着実

に準備を進めていくことが求められる。

　今回の法人の自己評価による業務の見直しと併せて、この委員会の評価結果を

法人の業務運営の効率化等のために積極的に活用し、教育研究の一層の充実や地

域社会に貢献する大学づくりを推進することで、中期目標が着実に達成されるこ

とを期待する。

Ⅱ　項目別評価

　１　教育に関する目標

　　⑴　評価結果
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　　⑵　評価の判断理由

　教育に関する目標を達成するための措置として年度計画に記載された78項

目のうち、８項目が「Ⅳ計画を上回って実施している」、70項目が「Ⅲ概ね

計画どおりに実施している」と認められ、すべてⅣまたはⅢの評価であるこ

とや、教育内容の充実に関する取組みなどを総合的に検証し、⑴に記載の評

価に相当すると判断した。

　　⑶　特に評価する事項

 ・ 全県内高校への訪問活動や大学見学等において積極的にＰＲした結果、工

学部の入学者県内比率が法人化以降で最も高くなった。

 ・ 新型コロナウイルスの感染拡大等により、首都圏等との移動や対面授業の

実施が制限される時期においても、田中耕一氏など各界の第一人者による

オンラインでの特別授業や講演会等を実施した。

 ・ 学生団体「地域協働研究会COCOS」が、南砺市との協働により「SDGｓ

ボードゲーム」を作成し、市内の学校や企業でSDGｓの17のゴールについ

て楽しみながら学べる取組みの推進を図った。

 ・ 看護系大学院及び専攻科の設置について、看護学部内に開設準備委員会を

設置し、諸準備を進めた。

 ・ インターネット出願サイトを構築し、令和４年度入学者選抜の実施から運

用を開始した。

 ・ 授業料、入学料の免除や各種奨学金などの経済的支援を推進し、コロナ禍

においても学生が経済的な理由により修学の機会を失うことがないよう努

めた。

　２　研究に関する目標

　　⑴　評価結果

　　⑵　評価の判断理由

　研究に関する目標を達成するための措置として年度計画に記載された32項

目のうち、４項目が「Ⅳ計画を上回って実施している」、28項目が「Ⅲ概ね

評価 Ｓ  （中期計画の達成に向けて）特筆すべき進捗状況にある。

評価 Ｓ  （中期計画の達成に向けて）特筆すべき進捗状況にある。
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計画どおりに実施している」と認められ、すべてⅣまたはⅢの評価であるこ

とや、産業、保健及び医療の発展に貢献する研究の推進についての取組みな

どを総合的に検証し、⑴に記載の評価に相当すると判断した。

　　⑶　特に評価する事項

 ・ 大学ホームページでの公開特許一覧の掲載や、外部TLO（TLO京都）との

連携により、本学と国内外企業とのマッチングを図り、知的財産権の活用

推進により一層努めた。

 ・ ＤＸの産学官の連携教育拠点として、新たなイノベーションの種を生み出

す自由な議論や研究が行えるコワーキングスペースやモーションキャプ

チャーシステム、ＶＲシステム等の最新の研究設備等を備えるＤＸ教育研

究センターを整備した。

 ・ 科学研究費補助金の学内全体での採択件数はこれまでで最も多い 130 件と

なった。

 ・ サバティカル（学外特別研修）の制度を推進するなど、教員の資質向上及

び教育研究の発展の支援に努めた。

　３　地域貢献に関する目標

　　⑴　評価結果

　　⑵　評価の判断理由

　地域貢献に関する目標を達成するための措置として年度計画に記載された

42項目のうち、すべてが「Ⅲ概ね計画どおりに実施している」と認められ、

これらの状況を総合的に検証し、⑴に記載の評価に相当すると判断した。

　　⑶　特に評価する事項

 ・ 地域連携センターにおいて、研究シーズと企業ニーズのマッチングの促進

策として、日々のコーディネーターによる技術相談・コンサルティングを

実施した。（年間実績293件）

 ・ 瀋陽化工大学（中国）等との教育連携を引き続き行った。その他の協定先

とは、遠隔で可能なものについて共同研究や研究者の交流を継続した。

　４　業務運営の改善及び効率化に関する目標

　　⑴　評価結果

評価 Ａ  （中期計画の達成に向けて）計画どおり進んでいる。
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　　⑵　評価の判断理由

　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置として年度

計画に記載された20項目のうち、すべてが「Ⅲ概ね計画どおりに実施してい

る」と認められる。新型コロナウイルス感染症の影響下にある中、着実な業

務運営を実現していることを総合的に検証し、⑴に記載の評価に相当すると

判断した。

　　⑶　特に評価する事項

 ・ 理事長と学長のそれぞれの責任のもとで、迅速な意思決定を行い、機動性

の高い大学運営を推進した。

 ・ 令和３年度は、感染対策を講じたうえで対面授業を実施したが、県内外で

急速に感染が拡大した際には迅速にオンライン授業への移行を行うなど、

学内の適切な業務運営に努めた。

 ・ 年度途中で退職した教員の担当授業をカバーするため、非常勤講師を公募

し、適正に配置した。

 ・ 学長自らが大学貢献度を評価するとともに、学長裁量経費の傾斜配分を行

い、教員にインセンティブを与えることで、教員の資質向上に努めた。

　５　財務内容の改善に関する目標

　　⑴　評価結果

　　⑵　評価の判断理由

　財務内容の改善に関する目標を達成するための措置として年度計画に記載

された11項目のうち、１項目が「Ⅳ計画を上回って実施している」、10項目

が「Ⅲ概ね計画どおりに実施している」と認められ、すべてⅣまたはⅢの評

価であることや、財務諸表、競争的資金の獲得状況、受託研究費等の収入状

況などを総合的に検証し、⑴に記載の評価に相当すると判断した。 

　　⑶　特に評価する事項　　　　　

 ・ キャッシュフロー計算書、貸借対照表、損益計算書、利益剰余金の状況な

ど、財務諸表は健全であり、法人化以来、健全な財務運営を継続的に行っ

評価 Ｓ  （中期計画の達成に向けて）特筆すべき進捗状況にある。

評価 Ｓ  （中期計画の達成に向けて）特筆すべき進捗状況にある。
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ている。 （Ｒ３利益剰余金：  144 百万円）

 ・ 各学科の多くの教員が積極的に科学研究費補助金などの競争的研究資金の

申請に努め、採択件数は、これまでで最も多い130件と目標を大きく上回っ

た。

 ・ 地域連携センターにおいて、企業との受託研究、研究費受入等を支援し、

受託研究は33件（Ｒ２　37件）、共同研究は87件（Ｒ２　75件）、奨学寄

附金95件（Ｒ２　 123 件）となり、受託研究費が 138 百万円（Ｒ２　 129

　百万円）、共同研究費が 105 百万円（Ｒ２　81百万円）と増加した。

　６　自己点検評価及び情報の提供に関する目標

　　⑴　評価結果

　　⑵　評価の判断理由

　自己点検評価及び情報の提供に関する目標を達成するための措置として年

度計画に記載された４項目のうち、１項目が「Ⅳ計画を上回って実施してい

る」、３項目が「Ⅲ概ね計画どおりに実施している」と認められ、これらの

状況を総合的に検証し、⑴に記載の評価に相当すると判断した。

　　⑶　特に評価する事項　

 ・ 大学案内パンフレットや保護者向けパンフレット作成・配布に加え、電車

の中吊り広告ジャックやシティスケープ広告の掲出などの広報活動を実施

した。

 ・ 学生募集向けのＰＲ動画と大学のブランディングを目的とした動画を制作

し、YouTube広告として発信し、大学の認知度向上を図った。※Ｒ３再生

回数：約39万 9 千回（Ｒ２ ：約１万７千回）

　７　その他業務運営に関する目標

　　⑴　評価結果

　　⑵　評価の判断理由

　その他の業務運営に関する目標を達成するための措置として年度計画に記

載された18項目のうち、２項目が「Ⅳ計画を上回って実施している」、16項

評価 Ａ  （中期計画の達成に向けて）計画どおり進んでいる。

評価 Ａ  （中期計画の達成に向けて）計画どおり進んでいる。
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目が「Ⅲ概ね計画どおりに実施している」と認められ、これらの状況を総合

的に検証し、⑴に記載の評価に相当すると判断した。

　　⑶　特に評価する事項　　　　　

 ・ 災害時に学生及び教職員等の安否確認を迅速に行うことができるよう、安

否確認システムを用いて大規模地震の発生を想定した安否確認訓練を実施

（約２千人参加）するとともに、初めて射水、富山キャンパス間で連携し

た訓練を行った。

 ・ 新型コロナウイルスの学内感染拡大を防止するため、民間医療機関、県看

護協会、産業医・学校医、本学教職員の協力を得ながら職域接種を２回実

施した。 （１回目：  1 ,224 人、２回目：  1 ,219 人）
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〈参考１〉小項目評価の集計結果

　 （※）再掲の項目を含む。

〈参考２〉項目別評価の結果

評価等

大項目

評価対象

項 目 数

（小項目）

Ⅳ

計画を上回
って実施し
ている

Ⅲ

概ね計画ど
おりに実施
している

Ⅱ

計画をや
や下回っ
ている

Ⅰ

計画を大
幅に下回
っている

第 1    教育に関する目標を達成する
ための措置

78   8 70

第 2    研究に関する目標を達成する
ための措置

32 4 28

第 3    地域貢献に関する目標を達成
するための措置

42 42

第 4    業務運営の改善及び効率化に
関する目標を達成するための
措置

20 20

第 5    財務内容の改善に関する目標
を達成するための措置

11 1 10

第 6    自己点検評価及び情報の提供
に関する目標を達成するため
の措置

4 1 3

第 7    その他業務運営に関する目標
を達成するための措置

18 2 16

合　　　　　計 （※）205 16 189 0 0

評価

大項目

Ｓ

特筆すべ
き進捗状
況にある

Ａ

計画どお
り進んで
いる

Ｂ

概ね計画
どおり進
んでいる

Ｃ

やや遅れ
ている

Ｄ

重大な改
善事項が
ある

第 1    教育に関する目標を達成する
ための措置

○

第 2    研究に関する目標を達成する
ための措置

○

第 3    地域貢献に関する目標を達成
するための措置

○

第 4    業務運営の改善及び効率化に
関する目標を達成するための
措置

○

第 5    財務内容の改善に関する目標
を達成するための措置

○

第 6    自己点検評価及び情報の提供
に関する目標を達成するため
の措置

○

第 7    その他業務運営に関する目標
を達成するための措置

○
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報告第  18  号

　　　健全化判断比率報告の件

　令和３年度決算に基づく健全化判断比率について、地方公共団体の財政の健全化

に関する法律（平成19年法律第94号）第３条第１項の規定により、監査委員の意見

を付けて、次のとおり報告する。

　　令和 4  年 9  月 8  日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

（単位　％）  　

（注）１（　）内は、早期健全化基準を表す。

　　　 ２「―」は、実質赤字額及び連結実質赤字額がないことを表す。

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

―

 （3 .75）

―

 （8 .75）

13 .4

 （25 .0）

222 .1

 （400 .0）
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報告第  19  号

　　　資金不足比率報告の件

　令和３年度決算に基づく資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律（平成19年法律第94号）第22条第１項の規定により、監査委員の意見を

付けて、次のとおり報告する。

　　令和 4  年 9  月 8  日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

（単位　％）  　　　　　

（注）「―」は、資金不足額がないことを表す。

特別会計の名称 資金不足比率

病院事業会計 ―

電気事業会計 ―

水道事業会計 ―

工業用水道事業会計 ―

地域開発事業会計 ―

流域下水道事業会計 ―

港湾施設特別会計 ―

工業用地等管理特別会計 ―
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