
２月議会に係る記者会見 

 

平成 25年２月６日（水）13：00～ 

ハイトピア伊賀５階 学習室２ 

１ 市長からの発表 

（１） 川上ダムに関する検証・検討委員会公募委員の選考結果について 

 

（２） 伊賀市公式フェイスブックページの開設について 

 

 

 

２ ２月議会提出議案について 

 

議案第２号から議案第１６号 平成２５年度各会計当初予算 

議案第１７号から議案第３１号 平成２４年度各会計補正予算 

 

議案第３２号 伊賀市行政組織条例の一部改正について 

（担当課）総務課 

（制定理由） 

 平成 25年度からの行政組織見直しに伴い、本条例を改正する。 

（制定内容） 

・市長直属として「市政再生室」を新設する。 

（施行期日） 

 平成 25年４月１日 

 

議案第３３号 行政組織の変更に伴う関係条例を整理する条例の制定について 

（担当課）総務課 

（制定理由） 

 平成 25年度からの行政組織の変更に伴い、条文中変更する組織名を引用している２条

例を改正する。 

（制定内容） 

 ・伊賀市勤労者福祉会館の設置及び管理に関する条例 

 ・伊賀市行財政改革推進委員会条例 

（施行期日） 

 平成 25年４月１日 

 

議案第３４号 伊賀市空き家等の適正管理に関する条例の制定について 

（担当課）市民生活課 

（制定理由） 

 市内各地において長期間放置されている空き家等について、管理の適正化を図ること



により、生活環境の保全及び清潔で安全な市民生活に寄与するため本条例を制定する。 

（制定内容） 

長期間放置されている空き家等で住民自治協議会等を通じて市民から情報提供のあっ

たものについて調査等を行い、当該空き家等の所有者等に対して、適正管理のため必

要な措置を講じるよう指導勧告等を行う。 

（施行期日） 

 平成 25年４月１日 

 

議案第３５号 伊賀市障がい者福祉計画策定委員会条例の制定について 

（担当課）障がい福祉課 

（制定理由） 

 障害者基本法第 11条に基づき、本市の障がい者のための施策に関する基本的な方針で

ある「伊賀市障がい者福祉計画」を策定するための委員会を設置する。 

（制定内容） 

 委員会の所掌事務、組織、委員の任期、会議等について規定する。 

（施行期日） 

 平成 25年４月１日 

 

議案第３６号 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

を定める条例の制定について 

（担当課）介護高齢福祉課 

（制定理由） 

 地域主権改革一括法により介護保険法が改正されたことに伴い、従来厚生労働省令で

定めていた地域密着型サービスに係る人員、設備及び運営並びに事業者の指定等につ

いて、自治体の条例で定めることとなったため、本条例を制定する。 

（制定内容） 

 基準区分に基づき、地域密着型サービスにおける基本方針のほか、人員基準、設備基

準、運営基準及び指定基準を定める。 

（施行期日） 

 平成 25年４月１日 

 

議案第３７号 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の制定について 

（担当課）介護高齢福祉課 

（制定理由） 

 地域主権改革一括法により介護保険法が改正されたことに伴い、従来厚生労働省令で

定めていた地域密着型介護予防サービスに係る人員、設備及び運営並びに事業者の指

定等について、自治体の条例で定めることとなったため、本条例を制定する。 

（制定内容） 



 基準区分に基づき、地域密着型介護予防サービスにおける基本方針のほか、人員基準、

設備基準、運営基準及び指定基準を定める。 

（施行期日） 

 平成 25 年４月１日 

 

議案第３８号 伊賀市営住宅等整備の基準に関する条例の制定について 

（担当課）建築住宅課 

（制定理由） 

 地域主権改革一括法により、公営住宅法が改正され、市営住宅の整備に係る基準につ

いて省令を参酌して各自治体の条例で定めることとなったため本条例を制定する。 

（制定内容） 

 省令で定められている公営住宅の整備基準を準用し、公営住宅を整備する際の位置の

選定、住宅及び住戸の基準などを規定する。 

（施行期日） 

 平成 25年４月１日 

 

議案第３９号 伊賀市営住宅管理条例の一部改正について 

（担当課）建築住宅課 

（改正理由） 

地域主権改革一括法により公営住宅法等が改正され、市営住宅及び改良住宅への入居

基準を各自治体が条例で定めることとなったため。 

（改正内容） 

 法改正前の法令の要件と同一の要件とする。 

 改良住宅への入居条件等を規定する。 

（施行期日） 

 平成 25年４月１日 

 

議案第４０号 伊賀市行政サービス巡回車の運行及び管理に関する条例の一部改正につ

いて 

（担当課）企画課 

（改正理由） 

伊賀市交通計画に基づき、市内のバス交通が抱える課題解決のために位置付けた施策の

具体化に向けて、地域等の協議を終え、伊賀市地域公共交通会議での協議が整った各

施策について所要の改正を行う。 

（改正内容） 

①路線の新設、改廃など運行形態の見直しを図る「いがまち」「阿山」「大山田」の各行

政サービス巡回車の路線及び新たに追加する比自岐線（比自岐コスモス号）について、

路線名、起点、経由地点及び終点を改正又は追加する。  

②全路線土曜日を運休とする。 

③運行委託先に地域で組織する協議会等を加える。 



（施行期日） 

 平成 25年６月１日 

 

議案第４１号 伊賀市総合計画審議会条例の一部改正について 

（担当課）企画課 

（改正理由及び内容） 

地方自治法の改正により、総合計画基本構想について議会の議決が必要とする規定が削

除されたことから本条例の所掌事務を改正する。 

（施行期日） 

 公布の日 

 

議案第４２号 伊賀市駐車場条例の一部を改正する条例の一部改正について 

（担当課）管財課 

（改正理由） 

昨年９月議会において、新庁舎建設に伴う市庁舎駐車場の代替として、25年４月１日

から市営だんじり会館駐車場を平日無料で利用できるように改正したが、新庁舎建設

事業の見直しに伴い、市庁舎駐車場を引き続き利用することとなったため、市営だん

じり会館駐車場の利用形態の変更を取り消す（従前の利用形態に戻す。）。 

（改正内容） 

 昨年９月の本条例の改正からだんじり会館の改正を削る。 

（施行期日） 

 公布の日 

 

議案第４３号 伊賀市庁舎建設基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正につ

いて 

（担当課）管財課 

（改正理由） 

 庁舎建設の見直しに伴い、基金の使途を見直すため、本条例を改正する。 

（改正内容） 

 基金の設置目的に庁舎の整備を追加する。  

（施行期日） 

 公布の日 

 

議案第４４号 伊賀市交通安全対策会議条例の一部改正について 

（担当課）市民生活課 

（改正理由） 

伊賀市交通安全対策会議委員へ民間団体等の代表者の参画を促進するため所要の改正

を行う。 

（改正内容） 

 委員の要件に「市長が任命する者」を加える。 



（施行期日） 

 公布の日 

議案第４５号 伊賀市地区市民センター条例の一部改正について 

（担当課）市民活動推進課 

（改正理由） 

中瀬地区市民センターの新築及び博要地区市民センターの移転に伴い、地区市民セン

ターの位置を改正する。また、阿波地区市民センターの位置に錯誤があったため改め

る。 

（改正内容） 

 別表中該当する地区市民センターの位置を改める。  

（施行期日） 

 平成 25年４月１日 

 

議案第４６号 伊賀市障がい者地域自立支援協議会条例の一部改正について 

（担当課）障がい福祉課 

（改正理由） 

伊賀市障がい者地域自立支援協議会において、団体に属していない市民からも地域の

障がい者福祉について積極的な意見をいただくため、新たに公募委員を追加する。 

（改正内容） 

① 委員の要件に「市民から公募した者」を加える。 

② 会議の開催要件を追加する。  

（施行期日） 

 公布の日 

 

議案第４７号 伊賀市福祉医療費の助成に関する条例の一部改正について 

（担当課）保険年金課 

（改正理由） 

平成 23年 12月議会において「精神障がい者の医療費助成の範囲の拡大を求める請願」

が採択されたことに伴い、福祉医療制度の障がい者の受給資格のうち、精神障がい者

の受給資格者の範囲を拡大する。 

（改正内容） 

 福祉医療制度「障がい者」の受給資格の精神障害者保健福祉手帳１級保持者（外来の

み）に２級（外来のみ）を加える。 

（施行期日） 

 平成 25年４月１日 

 

議案第４８号 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 

（担当課）病院庶務課 

（改正理由） 

 救急患者等の放射線画像を院外で読影診断する医師に対し、手当を支給するため本条



例を改正する。 

（改正内容） 

 救急患者等の放射線画像を院外で読影診断する医師に対し、１件 2000円の手当を支給

する。 

（施行期日） 

 平成 25年４月１日 

 

議案第４９号 伊賀市上野図書館条例の一部改正について 

（担当課）上野図書館 

（改正理由及び内容） 

 図書館協議会の委嘱又は任命の基準に公募による委員を加える。 

（施行期日） 

 平成 25年４月１日 

 

議案第５０号 伊賀市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正に

ついて 

（担当課）消防救急課 

（改正理由） 

平成 23年４月に策定された「伊賀市消防団適正化計画」により、平成 25年４月１日

から、現在６方面隊の組織を 10分団の組織とすることから、本条例の一部を改正する。 

（改正内容） 

 基本団員の報酬において、方面隊長と副方面隊長を削る。 

（施行期日） 

 平成 25年４月１日 

 

議案第５１号 三重県市町総合事務組合規約の変更に関する協議について 

（担当課）契約監理室 

（提案理由及び内容） 

 職員適正化計画及び電子化事務の推進等を考慮して、三重県市町総合事務組合の共同

処理する事務（物品業務委託に係る入札参加資格申請の受付及び審査の共同化）に 25

年度から伊賀市が参加するにあたり、規約を変更するための協議をすることについて

議会の議決を求める。 

（規約の変更日） 

 三重県知事の許可があった日から 

 

議案第５２号 第２次伊賀市同和施策推進計画の策定について 

（担当課）同和課 

（提案理由） 

 伊賀市における部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃に関する条例第７条の規

定により、平成 25年度から５年間の第２次計画を策定する。 



 

議案第５３号 伊賀市住生活基本計画の策定について 

（担当課）建築住宅課 

（提案理由） 

 平成 18年に施行された住生活基本法の基本理念を基に、本市における良好な住環境の

形成、居住の安定確保等を位置付けた住生活基本計画を策定する。 

 

議案第５４号 第二次 伊賀市子ども読書活動推進計画の策定について 

（担当課）生涯学習課 

（提案理由） 

 平成 20年３月に「伊賀市子ども読書活動推進計画」を策定したが、学校段階が進むに

つれ、読書時間、読書量が減少する傾向にあることなど、今後も引き続き対応するべ

き課題があるため、第二次計画を策定する。 

 

議案第５５号から議案第５７号 権利の放棄について【３議案】 

（担当課）同和課 

（提案理由及び内容） 

 市が貸し付けた住宅新築資金貸付金、宅地取得資金貸付金及び住宅回収資金 

の債権回収が不能となったため今年度において欠損を行う。 

  債権者３名、５債権  

  放棄する債権額：計 16,495,772円 

 

議案第５８号 市道路線の認定について 

（担当課）建設１課 

（提案理由） 

地域内の生活道路として整備、管理が必要なため、市道平野北谷線ほか２路 

線について市道の認定を行う。 

 

議案第５９号 市道路線の変更について 

（担当課）建設１課 

（提案理由） 

 ほ場整備事業により道路が付け替わったことにより、起点又は終点地番の変更を行う。

上野管内２路線、伊賀支所管内８路線 計１０路線 

 

 

 

 

 

 

 



３ ２月の主な行事予定 

（1）第 11回三重大学発産学官連携セミナーin伊賀 

日時：２月８日（金） 13：00～17：00（17：15～交流会） 

場所：ヒルホテルサンピア伊賀 ４階 白鳳の間 

内容： 

講演①「カーボンフリー大学を目指して・スマートキャンパス in Mie University」

三重大学大学院地域イノベーション学研究科 教授 坂内正明さん 

講演②「リチウム・空気二次元電池は究極の電池」 

   三重大学大学院工学研究科 教授 今西誠之さん 

報告①「みえライフイノベーション総合特区について」 

   三重県健康福祉部薬務感染症対策課 副参事兼副課長 高村康さん 

報告②「伊賀研究拠点の研究・活動概要」 

   三重大学社会連携研究センター伊賀研究拠点 教授 山本好男さん 

報告③「上野高校 SPP成果発表」 

問い合わせ先：商工労働観光課（43-2306）・三重大学伊賀研究拠点（41-1071） 

 

（2）着地型観光講演会 

日時：２月 10日（日） 13：00～ 

場所：ハイトピア伊賀 ５階 多目的大研修室 

内容：第１部 講演会 地域資源の活かし方 

「地域活性化手法としてのハットウ・オンパクの展開」 

講師 NPO法人ハットウ・オンパク代表理事 

ホテルニューツルタ代表取締役 鶴田浩一さん 

     第２部 パネルディスカッション「観光で地域を元気にするために」 

パネラー NPO法人ハットウ・オンパク代表理事 

ホテルニューツルタ代表取締役 鶴田浩一さん 

明日香ニューツーリズム協議会事務局 

明日香村商工会 経営指導員 下田正寿さん 

中心市街地商業活性化アドバイザー 

まちづくり実践塾 古田篤司さん 

伊賀市長 岡本栄 

  問い合わせ先：商工労働観光課（43-2309） 

（3）ＫＮＳcollaboration伊賀 2012 

日時：２月 16日（土） 10：30～ 工場見学会 

            13：30～ フォーラム（17：15～交流会） 

場所：株式会社北岡鉄工所（工場見学会） 

   ヒルホテルサンピア伊賀（フォーラム） 

内容： 

基調講演「ものづくり産業こそが、日本を救う！」 

万協製薬株式会社 代表取締役社長 松浦信男さん 



  話題提供①「中小企業と学生がともに成長する社会に 

～学生が中小企業の魅力を発信～」  

株式会社 PRリンク 代表取締役社長 神崎英徳さん 

      ②「クリエーターとのコラボによるモノづくりの新たな可能性」 

        クリエイティブネットワークセンター大阪  

メビック扇町 所長 堂野智史さん 

      ③「なんで伊賀やねん」 

        株式会社北岡鉄工所 代表取締役社長 北岡正次さん 

      ④「鉄工会社がデザイン会社と繋がって生まれた、 

新しい中小企業ミュージアム」 

        株式会社ライフサイズ 代表取締役社長 杉山貴伸さん 

  グループ討議 話題提供者①～④のグループに分かれグループ討議 

  問い合わせ先：商工労働観光課（43-2306） 

 

（4）伊賀上野城下町のおひなさん 

日時：２月 16日（土）～３月３日（日） 10：00～16：00 

（会場によって異なります） 

場所：本町通り周辺 

内容：ひな飾りの展示、クイズ＆スタンプラリー、俳句投句、雛見茶会、作って楽

しい手づくりおひな様、絵手紙制作体験教室、おひなこけしの制作体験、十

二単衣でなりきりおひなさま体験、くみひもで手づくり体験、伊賀焼のおひ

なさん作陶体験など 

問い合わせ先：商工労働観光課（43-2309） 

 

（5）第６回美し国三重市町対抗駅伝 

日時：２月 17日（日） 9：00スタート 

場所：県庁前（津市）～県営総合競技場陸上競技場（伊勢市）10区間 42.195km 

【開会式・市町交流会】 

日時：２月 16日（土） 11：30～12：10 （12：30～14：00交流会） 

場所：津センターパレスホール（交流会：津都ホテル「伊勢」） 

問い合わせ先：美し国三重市町対抗駅伝運営委員会事務局（0596-22-8890） 

 

（６）所得税、市・県民税の申告について 

◎所得税、市・県民税合同申告会場 

開設期間：２月 18日（月）～３月 15日（金）※土・日曜日を除く 

開設時間：9：00～17：00 

（会場の混雑状況によっては、終了時刻前に受付を締め切ることがあります。） 

会場：ゆめドームうえの第２競技場 

送迎バス：伊賀市役所・各支所・各地区市民センター（上野支所管内）と 

「ゆめドームうえの」間の無料送迎バスを運行します。 



 
 

◎市・県民税申告相談会場 

月日 場所 受付時間 

２月 13 日（水）・14日（木） あやま文化センター会議・工作室 ※いずれも受付時間

は 9：30～12：00 

と 13：00～16：00 

２月 20 日（水）・21 日（木） 島ヶ原支所 2階会議室 

３月 27 日（水）・28 日（木） 大山田農村環境改善センター 

多目的ホール 

３月６日（水）・７日（木） いがまち保健福祉センター研修室 

３月 13 日（水）・14 日（木） 青山福祉センター教養娯楽室２ 

  （ただし、定員になり次第、受付を締め切ります。） 
 

問い合わせ先：伊賀市役所課税課市民税係（22-9613）・上野税務署（21-0950） 

 

 

 

４ その他 

 


