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平成27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。） 

２月17日現在 

議案 

番号 
件名 提案理由及び内容 担当部署 

 伊賀市審議会等の見直し方針

に伴う関係条例の整備に関す

る条例の制定について 

【提案理由】「伊賀市審議会等の見直し方針」に基づき、開催実績がなく今後も開

催の予定がない審議会を廃止し、類似する審議会に機能集約が可能なものをま

とめるなど、関係条例を改正又は廃止する。 

〇統合又は廃止するもの 

隣保館運営審議会、児童館運営審議会、道路等愛称名検討委員会、教育集会所

運営審議会、まえがわ共同作業所協議会、いがまち人権センター運営審議会、

ライトピアおおやまだ運営審議会、青山文化センター運営審議会、交通安全対

策会議、環境審議会、障がい者福祉計画策定委員会 

〇委員数を削減するもの 

同和施策審議会 

【施行期日】平成27年４月１日（いがまち人権センター運営審議会、ライトピア

おおやまだ運営審議会、青山文化センター運営審議会は平成28年４月１日） 

市政再生課 

 地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の一部を改正す

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 

【提案理由】「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」

が公布され、教育委員会委員長と教育長を一本化した特別職の新教育長を置き、

市長が総合教育会議を設置するなど、新しい教育委員会制度が本年４月１日か

ら施行されることに伴い、関係条例の改正を行う。 

【改正する条例】 

・委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例 

・伊賀市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 

・伊賀市職員等公益通報条例 

・伊賀市教育行政評価委員会の設置に関する条例 

・伊賀市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例 

【施行期日】平成27年４月１日 

教育総務課 

総務課 

人事課 
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 伊賀市名誉市民選考・表彰審

査委員会設置条例の制定につ

いて 

【提案理由】名誉市民選考委員会と表彰審査委員会は、関連性も高く、行財政改

革の面においても効率化を図る必要があることから、「伊賀市審議会等の見直

し方針」に基づき２つの委員会を統合し、名誉市民選考・表彰審査委員会を設

置するため、条例を制定する。 

【条例の内容】 

・委員会の所掌事務、調査権限、組織、会議等を規定する。 

・附則において、それぞれの委員会に係る規定を削るため、名誉市民条例と表彰

条例の一部を改正する。 

【施行期日】平成27年４月１日 

秘書課 

 伊賀市特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の利用

者負担に関する条例の制定に

ついて 

 

【提案理由】子ども・子育て支援法の施行に伴い、幼稚園及び保育所などの特定

教育・保育施設及び特定地域型保育施設の利用者負担に関する規定を定めるた

め、条例を制定する。 

【条例の内容】 

・特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設の保育料等を規定する。 

・保育料に係る規定を削るため、附則において保育所条例及び幼稚園条例の一部

を改正する。 

【施行期日】平成27年４月１日 

こども家庭課 

教育総務課 

 伊賀市地域包括支援センター

の人員及び運営に関する基準

を定める条例の制定について 

【提案理由】「地域の自主性及び自立性を高める改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律」（第３次地域主権一括法）の施行により、地域包括支援

センターの人員及び運営に関する基準を定めるため条例を制定する。 

【条例の内容】地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準について、厚

生労働省令で定める基準に従い条例で定める。 

【施行期日】平成27年４月１日 

介護高齢福祉課 

 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

方法に関する基準等を定める

条例の制定について 

【提案理由】「地域の自主性及び自立性を高める改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律」（第３次地域主権一括法）の施行により、指定介護予防

支援事業者が有する従業者の員数に関する基準及び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ため条例を制定する。 

【条例の内容】指定介護予防支援事業者が有する従業者の員数に関する基準及び

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等について、厚生労働省令

介護高齢福祉課 
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で定める基準に従い条例で定める。 

【施行期日】平成27年４月１日 

 伊賀市行政手続条例の一部改

正について 

【改正理由】行政手続法の一部を改正する法律が本年４月１日に施行されること

に伴い本条例の一部を改正する。 

【改正内容】 

①次の規定を追加する。 

・行政指導の方式：行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分

をする権限を行使する際には、その根拠を示さなければならない。 

・行政指導の中止等の求め：法律の要件に適合しない行政指導の中止等を求め

ることができる。 

・処分等の求め：法令に違反する事実の是正のための処分又は行政指導を求め

ることができる。 

②引用している行政手続条例の条番号を改めるため、附則にて伊賀市市税条例

の一部改正を行う。 

【施行期日】平成27年４月１日 

総務課 

 伊賀市公告式条例の一部改正

について 

【改正理由】条例等を公布するための掲示場は市内に36箇所あるが、他市と比較

すると群を抜いて多いため、事務の効率化の観点からも削減する。 

【改正内容】掲示場を本庁前と各支所前の６箇所に削減する。 

【施行期日】平成27年４月１日 

総務課 

 伊賀市職員定数条例の一部改

正について 

【改正理由】 

・伊賀市定員管理方針に基づき職員定数を改定する。 

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、一般職の定義

を改める。 

【改正内容】 

区  分 改正前 改正後 

市長の事務部局の職員（上野総合市民病院以外の職員） 734人 702人 

教育委員会の事務部局、教育委員会の所管に属する学校

及び学校以外の教育機関の職員 
128人 114人 

水道事業の職員 52人 41人 

人事課 
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【施行期日】平成27年４月１日 

 伊賀市職員の給与に関する条

例及び伊賀市職員の退職手当

に関する条例の一部改正につ

いて 

【改正理由】 

①伊賀市職員の給与に関する条例 

平成26年人事院勧告により、世代間の給与配分のあり方を見直す必要が生じた

ことから、給料表等の見直しを行う。 

②伊賀市職員の退職手当に関する条例 

職員の給料表の引き下げに伴い、それを算定基礎とする退職手当の支給水準が

低下することとなるため、退職手当の調整額の改定を行う。 

【改正内容】 

①給料表の水準を平均２％引き下げ、各手当についても人事院勧告に準じて所

要の改正を行う。 

②退職手当水準を確保するため、調整額を人事院勧告に準じて見直す。 

【施行期日】一部を除き平成27年４月１日 

人事課 

 伊賀市職員の特殊勤務手当に

関する条例の一部改正につい

て 

【改正理由及び内容】 

①救急救命士の確保のため、採用時に救急救命士の資格を取得している職員が月

に 10 日以上勤務した場合、勤務年数 10 年までに限り、その勤務年数に応じ救

急救命士確保手当を支給する。 

②旧障害者自立支援法及び児童福祉法の改正により障害児通所給付に係る根拠法

令が、障害者自立支援法から児童福祉法に変更されたため、社会福祉事務従事

手当に係る勤務内容の根拠法令に児童福祉法を加える。 

【施行期日】平成27年４月１日 

人事課 

障がい福祉課 

 伊賀市総合計画審議会条例の

一部改正について 

【改正理由】「伊賀市審議会等の見直し方針」を踏まえ、これまで４つの審議会で

所掌していた内容を総合計画審議会へ集約する。 

【改正内容】 

①総合計画審議会の所掌事務に総合計画の進行管理、評価、自治基本条例の見直

し等を加える。 

②委員の任期を２年と定める。 

③委員定数を「25人」から「15人」に削減する。 

④附則において次の条例を廃止する。 

総合政策課 
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 ・伊賀市行財政改革推進委員会条例 

 ・伊賀市総合計画推進会議条例 

 ・伊賀市自治基本条例推進会議条例 

【施行期日】平成27年４月1日 

 伊賀市体育施設条例の一部を

改正する条例の一部改正につ

いて 

【改正理由及び内容】青山上津体育館及び青山上津グラウンドの指定管理期間満

了に当たり、施設の管理体制を再検討した結果、施設の稼働率が向上する見込

みがなく、指定管理施設としてなじまないことから、来年度から市の直営施設

として管理運営するため、未施行の一部改正条例の改正を行う。 

【施行期日】公布の日 

スポーツ振興課 

 島ヶ原ふれあいの里の設置及

び管理に関する条例の一部改

正について 

【改正理由及び内容】 

 島ヶ原温泉やぶっちゃと大山田温泉さるびのは、現在３年の指定管理期間とし

ているが、両施設とも経営状況が厳しく、多額の指定管理料を必要としている。

公共施設最適化計画においても温泉施設は縮小の方向性を示していることか

ら、抜本的な改善策を実施するために必要な期間として、指定管理期間を暫定

的に１年に改める。 

【施行期日】平成27年４月１日 

島ヶ原支所振興課 

 伊賀市温泉活用施設の設置及

び管理に関する条例の一部改

正について 

大山田支所振興課 

 伊賀市介護保険条例の一部改

正について 

【改正理由及び内容】平成27年度は介護保険法に基づく介護保険料率の改定の年

に当たることから、平成 27 年度から平成 29 年度までの３年間の介護保険料率

を定める。 

【施行期日】平成27年４月１日 

介護高齢福祉課 

 伊賀市指定密着型介護予防サ

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

例の一部改正について 

【改正理由及び内容】介護保険法の一部改正により、本条例において引用してい

る介護保険法の条番号を改正する。 

【施行期日】平成27年４月１日 

介護高齢福祉課 

 史跡旧崇廣堂の設置及び管理

に関する条例等の一部改正に

【改正理由】施設の維持管理経費の節減を図るため、次の４施設において新たに

休館日を設けるなど所要の改正を行う。 

文化財課 
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ついて   史跡崇廣堂、旧小田小学校本館、城之越遺跡、入交家住宅 

【改正内容】 

・火曜日を休館日とする。 

・「崇廣堂」の表記を文化財指定名称に合わせ「崇広堂」に改める 

【施行期日】平成27年４月１日 

 伊賀市立上野総合市民病院事

業の設置等に関する条例の一

部改正について 

【改正理由及び内容】新たに医師が着任すること等により次の診療科を設置する。 

  ペインクリニック内科、腫瘍内科、消化器・肝臓内科 

【施行期日】平成 27 年４月１日（ペインクリニック内科の設置は平成 27 年１月

１日から適用） 

市民病院庶務課 

 伊賀市手数料条例の一部改正

について 

【改正理由及び内容】「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の一部改正に

より、法律名が「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改

正されることに伴い、法律名を引用している条文を改める。 

【施行期日】平成27年５月29日 

農林振興課 

 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 

【改正理由及び内容】 

①建築基準法の一部改正により、構造計算適合性判定制度が見直され、市を通さ

ず建築主から指定構造計算適合判定機関に直接申請することとなったことた

め、当該手数料を削る。 

②長期優良住宅建築等計画の認定申請について、技術的審査による適合証に加え

て、設計住宅性能評価書の添付による認定審査が追加されたため、手数料を追

加する。 

③長期優良住宅建築等計画の変更認定申請及び地位継承の承認認定申請につい

て、手数料を追加する。 

【施行期日】①平成27年６月１日②平成27年４月１日③平成27年７月１日 

都市計画課 

 伊賀市公共施設最適化計画の

策定について 

【提案理由】昨年策定した公共施設最適化方針に基づき、より具体的な取り組み

として施設別の総量目標や地区別の複合化案などを定める伊賀市公共施設最適

化計画を策定したので、伊賀市議会の議決すべき事件を定める条例の規定によ

り議会の議決を求める。 

管財課 

 専決処分の承認について 【提案理由】合併前の旧伊賀町において、ＪＲ柘植駅前整備事業の一環として、

柘植駅前の駐車場整備に対し支援し、当該支援額の75％を25年間にわたり毎年

伊賀支所振興課 
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30 万円ずつ償還するという協定を平成 17 年度に相手方と結んだ結果、平成 17

年度から平成 24 年度まで償還は行われたが、平成 26 年度になり債務不存在確

認等の訴えが提起された。本市は、本件償還契約の定めに基づき、相手方に対

し、支払うべき平成 25年度分の償還金 30 万円の支払いを求める反訴を提起す

るため、地方自治法第 179 条第１項の規定に基づき専決処分したので、承認を

求める。 

 

 


