
1 

 

平成28年第１回伊賀市議会（定例会）提出議案概要 

                       （予算議案を除く。） 

３月３日提出分 

議案 

番号 
件  名 提案理由及び内容 担当部署 

29 行政組織変更に伴う関係条例

の整理に関する条例の制定に

ついて 

【制定理由】平成28年度からの行政組織の変更に伴い、条例で定める審議会を所

管する部署名を新たな部署名に改正を行う条例を制定する。 

【条例の内容】「伊賀市総合計画審議会」の所管課の一つを「市政再生課」から「総

務部行財政改革推進課」に、「伊賀市地域公共交通会議」の所管課を「総合政策

課」から「交通政策課」に改める。 

【施行期日】平成28年４月１日 

総務課 

市政再生課 

総合政策課 

30 伊賀市行政不服審査会条例の

制定について 

【制定理由】行政不服審査法の改正に伴い、第三者機関である伊賀市行政不服審

査会を設置するため条例を制定する。 

【条例の内容】委員会の所掌事項、組織、委員の任期などを規定する。 

【施行期日】平成28年４月１日 

総務課 

31 行政不服審査法の施行に伴う

関係条例の整備に関する条例

の制定について 

【制定理由及び内容】行政不服審査法の改正に伴い、固定資産評価審査委員会条

例の引用する法律条項や用語等について所要の改正を行うほか提出書類等の写

しを交付する際の手数料を定める。また、審理員を置かない地方自治法 138 条

の４第１項に規定する選挙管理委員会などの組織についても提出書類等の写し

を交付する際の手数料を定める必要があるため整備に関する条例を制定する。 

【改正する条例】 

・伊賀市固定資産評価審査委員会条例（施行期日：平成28年４月１日） 

・伊賀市手数料条例（施行期日：公布の日） 

総務課 

監査委員事務局 

32 地方公務員法及び地方独立行

政法人法の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整

理に関する条例の制定につい

て 

【制定理由及び内容】地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法

律の施行に伴い、地方公務員に人事評価制度が導入されたこと及び退職管理の

適正を確保するため、元職員による働きかけの禁止が規定されたことにより、

関係条例の用語や引用法律の条項を改正するため整理条例を制定する。 

【改正する条例】 

・伊賀市任期付職員の採用等に関する条例 

人事課 
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・伊賀市職員の分限に関する条例 

・伊賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

・伊賀市水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

・伊賀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

・伊賀市職員採用試験委員会条例 

・伊賀市職員の配偶者同行休業に関する条例 

【施行期日】平成28年４月１日 

33 学校教育法等の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係条例

の整理に関する条例の制定に

ついて 

【制定理由及び内容】学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴い、小中一

貫教育を行う新たな学校の種類として「義務教育学校」が制度化されたことなど

により、関係条例の用語を改正するため整理条例を制定する。 

【改正する条例】 

・伊賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

・伊賀市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

【施行期日】平成28年４月１日 

人事課 

こども家庭課 

34 伊賀市鉄道施設条例の制定に

ついて 

【制定理由】平成29年度から伊賀鉄道伊賀線を公有民営化するため、地域公共交

通の活性化及び再生に関する法律に基づく鉄道事業再構築実施計画の認定を受

ける必要がある。その認定に伊賀市が鉄道施設を設置し、無償で第三種鉄道事

業者に貸与することなどを規定する条例が必要なため制定する。 

【条例の内容】鉄道施設の名称及び位置、使用の許可及び使用料などを規定する。 

【施行期日】規則で定める日 

総合政策課 

35 伊賀市多文化共生センター設

置条例の制定について 

【制定理由】伊賀市の外国人住民の比率は、三重県内で最も高く、外国人住民が

地域社会の一員として活躍できる環境整備が必要である。ついては、多文化共

生に係る情報発信や交流の拠点となる多文化共生センターを設置するため、本

条例を制定する。 

【条例の内容】センターの名称、位置、事業等を規定する。 

【施行期日】公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める

日 

市民生活課 

36 伊賀市いじめ問題対策連絡協

議会及び伊賀市いじめ問題専

門委員会条例の制定について 

【制定理由】いじめ防止対策推進法に基づき、いじめの防止等に関係する機関及

び団体の連携を図るため、伊賀市いじめ問題対策連絡協議会を設置し、また、

当該連絡協議会との円滑な連携の下に、地域におけるいじめの防止等のための

学校教育課 
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対策を実効的に行うようにする必要があることから、伊賀市いじめ問題専門委

員会をそれぞれ教育委員会に設置するため本条例を制定する。 

【条例の内容】協議会及び専門委員会の所掌事務、組織等を規定する。 

【施行期日】平成28年４月１日 

37 伊賀市いじめ問題調査委員会

条例の制定について 

【制定理由】いじめ防止対策推進法に基づき、いじめ問題に係る重大事態の発生

時に、その対処又は発生の防止のための調査を行う必要があることから、市長

部局に伊賀市いじめ問題調査委員会を設置するため本条例を制定する。 

【条例の内容】委員会の所掌事務、組織等を規定する。 

【施行期日】平成28年４月１日 

人権政策・男女共同参画

課 

38 伊賀市職員の給与に関する条

例の一部改正について 

【改正理由】平成27年度人事院勧告で、民間との格差を是正するため給料表の増

額改正及び勤勉手当の増額を、平成27年４月１日に遡って適用する勧告がなさ

れたため。 

【改正内容】給料表の平均 0.36％増額改定、勤勉手当の 0.1ヶ月分増額及び等級

別基準職務表を追加する。 

【施行期日】公布の日（一部平成28年４月１日）から施行し、増額の規定につい

ては平成27年４月１日から適用する。 

人事課 

39 伊賀市情報公開条例の一部改

正について 

【改正理由】改正行政不服審査法の施行に伴う用語の改正や、情報公開の決定及

び不作為に係る審査請求における審理員制度の適用除外及び情報公開に係る写

しの交付手数料を定めるため改正する。 

【改正内容】不服申立てを審査請求に改め、審理員の適用除外、写しの交付手数

料について規定する。 

【施行期日】平成28年４月１日 

広聴情報課 

40 伊賀市個人情報保護条例の一

部改正について 

【改正理由】改正行政不服審査法の施行に伴う用語の改正や、個人情報開示の決

定及び不作為に係る審査請求における審理員制度の適用除外及び個人情報開示

に係る写しの交付手数料を定めるため改正する。 

【改正内容】不服申立てを審査請求に改め、審理員の適用除外、写しの交付手数

料について規定する。 

【施行期日】平成28年４月１日 

広聴情報課 

41 伊賀市情報公開・個人情報保

護審査会設置条例の一部改正

【改正理由】改正行政不服審査法の施行に伴う用語や守秘義務違反の罰則などの

改正を行うため。 

広聴情報課 
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について 【改正内容】不服申立てを審査請求に改め、罰則の金額を改正する。 

【施行期日】平成28年４月１日 

42 伊賀市行政手続における特定

の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個

人情報の提供に関する条例の

一部改正について 

【改正理由】伊賀市での個人番号の独自利用事務を追加するため改正する。 

【改正の内容】独自利用事務に外国人に係る生活保護に関する事務を加える。 

【施行期日】平成28年４月１日 

広聴情報課 

43 伊賀市少子化対策推進委員会

条例の一部改正について 

【改正理由】委員会の所掌事項と庶務担当課の名称を変更するため改正する。 

【改正内容】所掌事項から「伊賀市次世代育成支援対策地域行動計画」を削除し、

庶務を「こども未来課」に変更する。 

【施行期日】平成28年４月１日 

こども家庭課 

44 伊賀市指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例

等の一部改正について 

【改正理由】介護保険法の改正により、地域密着型通所介護が地域密着サービス

として市の事務となるなど地域密着サービスの基準の変更が行われたため。 

【改正内容】地域密着型通所介護の人員、設備、運営基準などを規定する。 

【改正する条例】 

・伊賀市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例 

・伊賀市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例 

・伊賀市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 

【施行期日】平成28年４月１日 

介護高齢福祉課 

45 伊賀市集会施設条例の一部改

正について 

【改正理由】公共施設最適化計画第１期実行計画に基づき、地元自治会等へ譲渡

等する施設を条例から除外するため改正する。 

【改正内容】阿保西部集会施設を除く18施設を削除する。 

【施行期日】平成28年４月１日 

農林振興課 
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46 伊賀市建築基準法等関係手数

料条例の一部改正について 

【改正理由】長期優良住宅の普及促進に関する法律施行細則及び長期使用構造等

とするための措置の改正に伴い、長期優良住宅建築計画の認定等の申請手数料

の改正を行う。 

【改正内容】既存住宅の増改築に係る長期優良住宅建築計画の認定の申請手数料

の追加など。 

【施行期日】平成28年４月１日 

都市計画課 

47 伊賀市火災予防条例の一部改

正について 

【改正理由】対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱

いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の改正による。 

【改正内容】ガスグリドル付コンロ及び電磁誘導過熱式調理器について火災予防

上安全な隔離距離の項目追加など。 

【施行期日】平成28年４月１日 

予防課 

48 伊賀市小規模集会施設設置条

例の廃止について 

【廃止理由】公共施設最適化計画第１期実行計画に基づき、地元自治会等へ施設

を譲渡するため条例を廃止する。 

【施行期日】平成28年４月１日 

大山田支所振興課 

49 

～ 

61 

指定管理者の指定について 【提案理由】指定管理期間が満了する14施設及び新たに指定管理者制度を導入す

る２施設について、平成28年度からの指定管理者を指定するため、地方自治法

第244条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

【対象施設】 

・芭蕉記念館、蓑虫庵 

・下郡火葬場 

・まえがわ火葬場 

・寺田公民館 

・久米町ふれあい会館 

・伊賀ホーム ほほえみ 

・阿山ホーム かざぐるま 

・成和西放課後児童クラブ（新） 

・成和東放課後児童クラブ（新） 

・市民ふれあい農園・ふれあい広場・伊賀市農村ふれあいセンター 

・阿保西部集会施設 

・伊賀市勤労者福祉会館 

文化交流課 

同和課 

伊賀支所振興課 

障がい福祉課 

こども家庭課 

農林振興課 

商工労働課 
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・伊賀市シルバーワークプラザ 

62 市道路線の認定ついて 【提案理由】地域内の生活道路として管理が必要なため、道路法第８条第１項の

規定に基づき、市道路線を認定する。 

【認定内容】陽光台１号線他30路線、延長6,386.0ｍ 

建設１課 

63 市道路線の変更ついて 【提案理由】県道の道路改良工事に伴う市道の起点の変更のため、道路法第10条

第２項の規定に基づき、市道路線を変更する。 

【変更内容】霧生三国線の起点を伊賀市霧生字長谷 403 番１地先から伊賀市霧生

字長谷569番１地先に変更する。 

建設２課 

64 

～ 

67 

財産の無償譲渡について 【提案理由】地方自治法第96条第１項第６号の規定により、財産を無償で譲渡す

ることについて、議会の議決を求める。 

【譲渡施設】 

 ・希望ヶ丘生きがいセンター 

 ・下柘植かがやきの郷 

 ・新堂元気老人ステーション 

 ・いきいきセンター 

介護高齢福祉課 

68 第３次伊賀市地域福祉計画の

策定について 

【提案理由】第３次伊賀市地域福祉計画の策定について、伊賀市議会の議決すべ

き事件を定める条例第２条の規定により議会の議決を求める。 

医療福祉政策課 

69 専決処分の承認について 【提案理由】平成27年12月28日付けで、地方自治法第179条第１項の規定によ

り、専決処分した伊賀市市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例

について承認を求める。 

【処分内容】市税に係る減免申請書に個人番号を記載することとしていた規定を

住民税と特別土地保有税については、記載しないこととするため、当該改正規定

を削除する。 

課税課 

 

 


