
 

伊賀市告示第232号 

 

令和３年度伊賀市子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）支給事業実施要綱を次のよ

うに定める。 

  令和３年12月８日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

令和３年度伊賀市子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）支給事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、

我が国の子供たちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、令和３年度子育て世帯等臨

時特別支援事業支給要領（令和３年 11 月 26 日付け府政経運第 399 号内閣府政策統括官

（経済財政運営担当）通知別紙）に基づき、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置

として実施する、令和３年度伊賀市子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）支給事業

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金） 前条の目的を達するために、伊賀市（以

下「市」という。）によって贈与される給付金をいう。 

⑵ 支給対象者 別記第１に掲げる子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）が支給さ

れる者をいう。 

⑶ 中学生支給対象者 支給対象者のうち、中学生までの対象児童（新生児である対象児

童を除く。）に係るものをいう。 

⑷ 高校生支給対象者 支給対象者のうち、平成15年４月２日から平成18年４月１日ま

での間に生まれた対象児童に係るものをいう。 

⑸ 一般支給対象者 中学生支給対象者及び高校生支給対象者のうち、市から支給してい

る児童手当の受給記録等を基に、市が、子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）の

支給の申込みを行う者をいう。 



 

⑹ 新生児 令和３年10月１日以降令和４年３月31日までに生まれた児童（９月に生ま

れた児童を含む。）のことをいう。 

⑺ 新生児支給対象者 支給対象者のうち、新生児である対象児童に係るものをいう。 

⑻ 対象児童 別記第２に掲げる者をいう。 

（子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）の支給等） 

第３条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て世帯への臨時特

別給付（先行給付金）を支給する。 

２ 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯への臨時特別給付（先行給付

金）の金額は、対象児童１人につき50,000円とする。 

（一般支給対象者に対する支給の申込み等） 

第４条 市は、一般支給対象者に対し、子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）の支給

の申込みを行う。 

２ 一般支給対象者は、前項の申込みを受けたときは、令和３年度子育て世帯への臨時特別

給付（先行給付金）受給拒否の届出書（様式第１号）により子育て世帯への臨時特別給付

（先行給付金）の受給の拒否を届け出ることができる。 

３ 市長は、一般支給対象者が令和３年12月16日までに前項の規定による届出をしなかっ

たときは、当該一般支給対象者に対し、速やかに子育て世帯への臨時特別給付（先行給付

金）の支給を決定し、これを支給する。 

（一般支給対象者に対する支給の方式） 

第５条 一般支給対象者に対する市による支給は、第１号に掲げる方式により行う。ただし、

児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、子育て世帯への臨時特

別給付（先行給付金）の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り第２号に掲げる方式に

より、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に

居住していることその他第１号又は第２号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り

第３号に掲げる方式により行う。 

⑴ 児童手当口座振込方式 市が把握する令和３年 10 月の児童手当振込時における指定

口座に振り込む方式 

⑵ 指定口座振込方式 前条第３項の支給決定前までに令和３年度子育て世帯への臨時

特別給付（先行給付金）支給口座登録等の届出書（様式第２号）により前号の指定口座

の変更を届け出、当該変更後の口座に振り込む方式 



 

⑶ 窓口現金受領方式 市がその窓口で現金を交付することにより支給する方式 

 （一般支給対象者以外の者に係る申請等） 

第６条 一般支給対象者を除く中学生支給対象者及び高校生支給対象者（以下「一般支給対

象者以外の者」という。）は、令和３年度子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）申

請書（様式第３号。以下「様式第３号」という。）により子育て世帯への臨時特別給付（先

行給付金）の申請を行う。 

２ 前項の規定による申請の受付開始日は、市長が別に定める日とする。 

３ 第１項の規定による申請の期限は、やむを得ない場合を除き、令和４年３月 31 日とす

る。 

４ 一般支給対象者以外の者に対する市による支給は、第１号に掲げる方式により行う。た

だし、当該一般支給対象者以外の者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関か

ら著しく離れた場所に居住していることその他第１号に掲げる方式による支給が困難な

場合に限り第２号に掲げる方式により行う。 

⑴ 口座振込方式 様式第３号に記載された金融機関の口座に振り込む方式 

⑵ 窓口現金受領方式 市がその窓口で現金を交付することにより支給する方式 

５ 市長は、第１項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出

させ、又は提示させること等により、当該一般支給対象者以外の者の本人確認を行う。 

（新生児支給対象者に係る申請等） 

第７条 新生児支給対象者は、令和３年度子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）申請

書（様式第４号。以下「様式第４号」という。）により子育て世帯への臨時特別給付（先行

給付金）の申請を行う。ただし、次項の規定により、子育て世帯への臨時特別給付（先行

給付金）の支給の申込みを受けた新生児支給対象者は、この限りでない。 

２ 市長は、児童手当の認定請求又は額改定請求を基に子育て世帯への臨時特別給付（先行

給付金）の支給が可能な新生児支給対象者については、子育て世帯への臨時特別給付（先

行給付金）の支給の申込みを行うことができる。 

３ 第１項本文の規定による申請を行った新生児支給対象者に対する市による支給は、様式

第４号に記載された振込指定口座に振り込む方式により行い、第２項の規定による申込み

を受けた新生児支給対象者に対する市による支給は、当該者の児童手当振込指定口座に振

り込む方式により行う。ただし、当該新生児支給対象者が金融機関に口座を開設していな

いこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他金融機関口座に振り込



 

む方式による支給が困難な場合に限り、市がその窓口で現金を交付する方式により行う。 

４ 第１項本文の規定による申請に関しては、前条第３項及び第５項の規定を準用する。 

（代理による申請） 

第８条 代理により第６条第１項又は前条第１項本文の規定による申請を行うことができ

る者は、当該申請に係る支給対象者の指定した者であると認められる者その他市長が別に

定める方法により適当と認める者とする。 

（申請を要する支給対象者に対する支給の決定） 

第９条 市長は、第６条第１項又は第７条第１項本文の規定による申請を受理したときは、

速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請に係る支給対象者に対し、子育て世帯

への臨時特別給付（先行給付金）を支給する。 

２ 市長は、前項又は第４条第３項の規定による支給をもって、当該支給対象者に対する子

育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）の給付の決定通知に代えることができる。 

（子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）の支給等に関する周知） 

第 10 条 市長は、令和３年度伊賀市子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）支給事業

の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請の受付開始日等の事

業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。 

（申請が行われなかった場合等の取扱い） 

第 11 条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者

から第６条第３項の申請期限までに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が子育

て世帯への臨時特別給付（先行給付金）の支給を受けることを辞退したものとみなす。 

２ 市長が第４条第３項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当振込時に

おける指定口座（支給決定前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該変更後の

口座。以下同じ。）に子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）として支給を行う手続

を行ったにもかかわらず、令和４年４月 30 日までに指定口座への振込が口座解約又は変

更等によりできない場合は、本件契約は解除される。 

３ 市長が第９条第１項の規定による支給決定を行った後、様式第３号又は様式第４号の不

備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、その補正が行われない

ことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は

取り下げられたものとみなす。 

（不当利得の返還） 



 

第 12 条 市長は、子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）の支給を受けた後に支給対

象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯への臨時

特別給付（先行給付金）の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯への臨時特別

給付（先行給付金）の返還を求める。 

（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第 13 条 子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）の支給を受ける権利は、譲り渡し、

又は担保に供してはならない。 

（その他） 

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和３年12月８日から施行する。 

別記（第２条関係） 

第１ 支給対象者 

１ 子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）（以下「子育て特別給付金」という。）は、

児童手当法（昭和 46年法律第 73号。以下「法」という。）による令和３年９月分の児

童手当（以下「児童手当」という。）の受給者（法附則第２条第１項の給付の受給者を

除く。）、平成 15 年４月２日から平成 18 年４月１日までの間に生まれた児童等（以下

「高校生等」という。）を養育している者であって当該高校生等に係る法第７条第１項

の一般受給資格者に相当するものであり、かつ、法第５条第１項に規定する所得制限を

準用した際にその範囲内にあるもの（施設設置者等を含む。）及び新生児の児童手当の

受給者（法附則第２条第１項の給付の受給者を除く。）に対して支給する。 

２ １の規定にかかわらず、子育て特別給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、

それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に１に規定する者（以下

「受給者等」という。）に対して子育て特別給付金の支給が決定されている場合には、

この限りでない。 

① 令和３年９月30日（以下「基準日」という。）

後に受給者等が死亡した場合（この２の規定に

より子育て特別給付金を支給される者が、当該

者に対して子育て特別給付金の支給が決定さ

左欄に掲げる者が死亡した日の属

する月の翌月分の当該者に係る支

給要件児童（法第４条第１項第１

号に規定する支給要件児童をい



 

れるまでの間に死亡した場合を含む。） う。以下同じ。）に係る児童手当の

支給を受ける者又は左欄に掲げる

者の死亡した日以後に高校生等を

養育する者その他これに準ずるも

のとして適当と認められる者 

② 基準日の翌日から子育て特別給付金の支給

が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童

が中学校修了前の施設入所等児童（法第４条第

１項第４号に規定する中学校修了前の施設入

所等児童をいう。）若しくは里親等へ委託され、

又は障害児入所施設等へ入所し、若しくは入院

している高校生等（以下「高校生等の施設入所

等児童」という。）であることを受給者等に子

育て特別給付金を支給する市町村（特別区を含

む。以下同じ。）が把握した場合 

左欄に掲げる中学校修了前の施設

入所等児童又は高校生等の施設入

所等児童が委託されている里親等

若しくは左欄に掲げる中学校修了

前の施設入所等児童又は高校生等

の施設入所等児童が入所若しくは

入院をしている障害児入所施設等

の設置者（以下「施設等受給資格

者」という。） 

③ 基準日の翌日から子育て特別給付金の支給

が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力

を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にし

ている当該受給者等の配偶者（現に第２の対象

児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする

者に限る。）がその避難先の市町村において、

当該対象児童に係る法第７条第１項の規定に

よる認定の請求をし、当該避難先の市町村によ

る当該認定の請求に関する通知が受給者等に

対して子育て特別給付金を支給する市町村に

到達した場合又はこれに準ずる手続を行った

場合 

左欄に掲げる当該受給者等の配偶

者 

 

第２ 対象児童 

支給対象者に支給される子育て特別給付金の対象児童（子育て特別給付金の支給額の算定



 

の基礎となる児童をいう。）は、次のアからエまでに掲げる者とする。 

ア 支給対象者に支給される令和３年９月分の児童手当に係る児童 

イ 基準日において支給対象者に養育される高校生等 

ウ 基準日における高校生等の施設入所等児童 

エ 新生児 



伊賀市告示第233号 

 

キラっと輝け！地域応援補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和３年12月９日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

キラっと輝け！地域応援補助金交付要綱の一部を改正する告示 

 キラっと輝け！地域応援補助金交付要綱（平成31年伊賀市告示第38号）の一部を次の

ように改正する。 

第７条第１号及び第10条第１号中「様式第２号」の次に「又は様式第２号の２」を加え

る。 

様式第１号中「様式第２号」の次に「又は様式第２号の２」を加える。 

様式第２号中「事業計画書」の次に「（初年度用）」を加え、同様式の次に次の１様式を

加える。 

【様式第２号の２】 

様式第５号中「様式第２号」の次に「又は様式第２号の２」を加える。 

   附 則 

 この告示は、令和３年12月９日から施行する。 



伊賀市告示第234号 

 

伊賀市新斎苑整備運営事業審査委員会設置要綱を次のように定める。 

  令和３年12月10日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市新斎苑整備運営事業審査委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 伊賀市新斎苑整備運営事業（以下「本事業」という。）を民間資金等の活用による

公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11年法律第 117号）に基づき実施するに

当たり、特定事業の選定及び優先交渉権者の選定等における透明性と公平性を確保するこ

とを目的として、附属機関の設置等に関する条例（平成19年伊賀市条例第31号）第２条

の規定に基づき、伊賀市新斎苑整備運営事業審査委員会（以下「委員会」という。）を設

置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長へ報告するものと 

する。 

⑴ 特定事業の選定に関すること。 

⑵ 要求水準案、選定基準案、募集要項、応募要項等に関すること。 

⑶ 応募事業者の企画提案書等の審査に関すること。 

⑷ 優先交渉権者及び次点交渉権者の選定に関すること。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、本事業における審査に関し必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、学識経験者及び市職員から市長が委嘱し、又は任命する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から優先交渉権者等の選定が終了する日までとす

る。 

（委員長及び副委員長） 



第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴く

ことができる。 

５ 会議は、非公開とする。ただし、伊賀市情報公開条例（平成 16年伊賀市条例第 15号）

第７条各号に該当する情報を除き、会議録は公開とする。 

（委員の責務） 

第７条 委員は、公平かつ公正に審査を行わなければならない。 

２ 委員は、職務上知り得た情報（市又は委員会が公表した情報を除く。）を他に漏らして

はならない。その職を退いた後も、同様とする。 

３ 委員は、直接又は間接を問わず、企画提案を希望する者の提案に関与してはならない。 

４ 委員が当該提案に関与したことが判明したときは、市長は、当該委員を解任するものと

する。 

（委員の排斥） 

第８条 委員は、第２条に定める委員会の所掌事務に関し、自己、三親等以内の親族又は資

本面若しくは人事面において関連がある者の利害に関係のある議事に加わることができ

ない。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、人権生活環境部市民生活課が行う。 

（補則） 

第 10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に

定める。 

附 則 



（施行期日） 

１ この告示は、令和３年12月10日から施行する。 

（会議の招集の特例） 

２ この告示の施行後最初に行われる会議は、第６条第１項の規定にかかわらず、市長が招

集する。 

（この告示の失効） 

３ この告示は、優先交渉権者等の選定が完了した日の属する年度の３月 31日限り、その

効力を失う。 



伊賀市告示第235号 

 

伊賀市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱の一部を改正

する告示を次のように定める。 

  令和３年12月13日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱の一部を

改正する告示 

 伊賀市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱（令和３年伊

賀市告示第190号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「もの（」の次に「同種の」を加える。 

第３条第１号に次のように加える。 

オ 令和４年１月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都道府県社会

福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金（初回）の特例貸付（以下「初

回貸付等」という。）をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに

当該初回貸付等の最終借入月（緊急小口資金にあっては、借入月）が到来している

こと（アからエまでのいずれかに該当する者及び現に再貸付を申請し、又は利用し

ている者を除く。）。 

カ 令和４年１月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等を

いずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月

（緊急小口資金にあっては、借入月）であること（アからエまでのいずれかに該当

する者及び現に再貸付を申請し、又は利用している者を除く。）。 

 第３条第５号ア中「公共職業安定所に」を「公共職業安定所、無料職業紹介事業を行う

特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者

（以下「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。）に」に改め、同号ア

(イ)中「公共職業安定所」の次に「又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」

を加え、同条第７号中「再貸付」の次に「又は初回貸付等」を加える。 

第５条に次の１項を加える。 



３ 第１項の規定にかかわらず、第13条の２に規定する再支給の申請者は、新型コロナウ

イルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書（様式第１号の４）及び新型コロナウ

イルス感染症生活困窮者自立支援金（再支給）申請時確認書（様式第１号の５）に加え、

第１項各号に掲げる書類のうち市長が支給要件を確認する上で必要と認める書類を添え

て市長に提出しなければならない。 

 第６条中「令和３年11月30日」を「令和４年３月31日」に改める。 

 第7条の見出し中「公共職業安定所」を「公共職業安定所等」に改め、同条第１項中「公

共職業安定所」の次に「又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」を加える。 

第13条第８号中「再貸付」の次に「又は初回貸付等」を加える。 

第13条の次に次の１条を加える。 

（再支給） 

第13条の２ 市は、自立支援金の受給期間が終了した受給者から、第６条の申請期限まで

に再支給の申請があった場合は、第３条第２号から第７号までの要件を改めて確認の上

該当する者に対し、一度に限り再支給することができるものとする。ただし、従前の受

給中に前条第１項各号（第２号、第６号及び第７号を除く。）に該当し支給が中止となっ

た場合又は正当な理由なく第８条第３項に規定する報告を怠った場合は、再支給するこ

とができない。 

様式第１号の１から様式第１号の３までを次のように改める。 

【様式第１号の１】 

【様式第１号の２】 

【様式第１号の３】 

様式第１号の３の次に次の２様式を加える。 

【様式第１号の４】 

【様式第１号の５】 

様式第４号から様式第６号までを次のように改める。 

【様式第４号】 

【様式第５号】 

【様式第６号】 

   附 則 

この告示は、令和３年12月13日から施行し、この告示による改正後の伊賀市新型コロ



ナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱の規定は、令和３年12月１日か

ら適用する。 



伊賀市告示第236号 

 

   道路の供用開始に関する告示 

 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始

する。  

その関係図面は、伊賀市建設部企画管理課に備え置いて、告示の日から２週間一般の縦覧

に供する。 

令和３年12月16日 

伊賀市長 岡 本  栄   

 

記 

 

整理 

番号 
路線名 供用開始の区間 供用開始の期日 

１級 

1022 
依那古友生線 

起点 伊賀市市部字東山2309番３地先 

終点 伊賀市市部字羽根川2319番１地先 
令和３年12月16日 

 

 

 



伊賀市告示第237号 

 

伊賀市にぎわい忍者回廊整備事業における事業者選定委員会設置要綱を次のように定め

る。 

  令和３年12月22日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市にぎわい忍者回廊整備事業における事業者選定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 伊賀市にぎわい忍者回廊整備（忍者体験施設等整備）に関するＰＦＩ事業（以下「本

事業」という。）を民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平

成11年法律第117号）に基づき実施するに当たり、優先交渉権者の選定等における透明性

と公平性を確保することを目的として、附属機関の設置等に関する条例（平成19年伊賀市

条例第31号）第２条の規定に基づき、伊賀市にぎわい忍者回廊整備事業における事業者選

定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長へ報告するものと

する。 

⑴ 評価基準書の策定に関すること。 

⑵ 提案事業者によるプレゼンテーション及びヒアリングの実施方法に関すること。 

⑶ 有識者会議に関すること。 

⑷ 評価基準書に基づく評価に関すること。 

⑸ 優先交渉権者及び次点交渉権者の選定に関すること。 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、本事業における審査に関し必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 



⑴ 庁内委員 ７人以内 

⑵ 外部委員 ４人以内 

２ 庁内委員は、市の特別職又は職員から、外部委員は、関係団体からの選出による者又は

市民からの公募による者から市長が委嘱し、又は任命する。 

３ 外部委員は、前条各号に掲げる事項のうち、第４号及び第５号の事項のみを担うものと

する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から優先交渉権者等の選定が終了する日までとす

る。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会は、調査審議に必要な委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことがで

きない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を

聴くことができる。 

５ 会議は、非公開とする。ただし、伊賀市情報公開条例（平成16年伊賀市条例第15号）第

７条各号に該当する情報を除き、会議録は公開とする。 

（有識者会議） 

第７条 委員会は、第２条第４号の評価に関して調査審議するに当たり、学識経験者等で組

織する有識者会議を設置し、専門的な知見に基づく評価又は講評を求めるものとする。 



（委員の責務） 

第８条 委員は、公平かつ公正に審査を行わなければならない。 

２ 委員は、職務上知り得た情報（市又は委員会が公表した情報を除く。）を他に漏らして

はならない。その職を退いた後も、同様とする。 

３ 委員は、直接又は間接を問わず、本事業に係る企画提案を希望する者の提案に関与して

はならない。 

４ 委員が本事業に係る提案に関与したことが判明したときは、市長は、当該委員を解任す

るものとする。 

（委員の排斥） 

第９条 委員は、第２条に規定する委員会の所掌事務に関し、自己又は三親等以内の親族の

利害に関係のある議事に加わることができない。 

（庶務） 

第10条 委員会の庶務は、産業振興部観光戦略課が行う。 

（補則） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定

める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和３年12月22日から施行する。 

（会議の招集の特例） 

２ この告示の施行後最初に行われる会議は、第６条第１項の規定にかかわらず、市長が

招集する。 

（この告示の失効） 

３ この告示は、優先交渉権者等の選定が完了した日の属する年度の３月31日限り、その

効力を失う。 



伊賀市告示第238号 

 

令和３年度伊賀市子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）支給事業実施要綱の一部

を改正する告示を次のように定める。 

  令和３年12月23日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

令和３年度伊賀市子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）支給事業実施要綱の

一部を改正する告示 

令和３年度伊賀市子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）支給事業実施要綱（令和

３年伊賀市告示第232号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項及び第７条第１項中「令和３年度子育て世帯への臨時特別給付（先行給付

金）申請書」を「令和３年度子育て世帯への臨時特別給付申請書」に改める。 

 様式第３号及び様式第４号を次のように改める。 

【様式第３号】 

【様式第４号】 

附 則 

 この告示は、令和３年12月23日から施行する。  

 



 

伊賀市告示第239号 

 

令和３年度伊賀市子育て世帯への臨時特別給付（追加給付金）支給事業実施要綱を次のよ

うに定める。 

  令和３年12月23日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

令和３年度伊賀市子育て世帯への臨時特別給付（追加給付金）支給事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、

我が国の子供たちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、令和３年度子育て世帯等臨

時特別支援事業支給要領（令和３年 12 月 21 日付け府政経運第 423 号内閣府政策統括官

（経済財政運営担当）通知別紙）に基づき、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置

として実施する、令和３年度伊賀市子育て世帯への臨時特別給付（追加給付金）支給事業

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 子育て世帯への臨時特別給付（追加給付金） 前条の目的を達するために、伊賀市（以

下「市」という。）によって贈与される給付金をいう。 

⑵ 支給対象者 別記第１に掲げる子育て世帯への臨時特別給付（追加給付金）が支給さ

れる者をいう。 

⑶ 中学生支給対象者 支給対象者のうち、中学生までの対象児童（新生児である対象児

童を除く。）に係るものをいう。 

⑷ 高校生支給対象者 支給対象者のうち、平成15年４月２日から平成18年４月１日ま

での間に生まれた対象児童に係るものをいう。 

⑸ 一般支給対象者 中学生支給対象者及び高校生支給対象者のうち、市から支給してい

る児童手当の受給記録等を基に、市が、子育て世帯への臨時特別給付（追加給付金）の

支給の申込みを行う者をいう。 



 

⑹ 新生児 令和３年10月１日以降令和４年３月31日までに生まれた児童（９月に生ま

れた児童を含む。）のことをいう。 

⑺ 新生児支給対象者 支給対象者のうち、新生児である対象児童に係るものをいう。 

⑻ 対象児童 別記第２に掲げる者をいう。 

（子育て世帯への臨時特別給付（追加給付金）の支給等） 

第３条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て世帯への臨時特

別給付（追加給付金）を支給する。 

２ 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯への臨時特別給付（追加給付

金）の金額は、対象児童１人につき50,000円とする。 

（一般支給対象者に対する支給の申込み等） 

第４条 市は、一般支給対象者に対し、子育て世帯への臨時特別給付（追加給付金）の支給

の申込みを行う。 

２ 一般支給対象者は、前項の申込みを受けたときは、令和３年度子育て世帯への臨時特別

給付（追加給付金）受給拒否の届出書（様式第１号）により子育て世帯への臨時特別給付

（追加給付金）の受給の拒否を届け出ることができる。 

３ 市長は、一般支給対象者が令和４年１月５日までに前項の規定による届出をしなかった

ときは、当該一般支給対象者に対し、速やかに子育て世帯への臨時特別給付（追加給付金）

の支給を決定し、これを支給する。 

（一般支給対象者に対する支給の方式） 

第５条 一般支給対象者に対する市による支給は、第１号に掲げる方式により行う。ただし、

児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、子育て世帯への臨時特

別給付（追加給付金）の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り第２号に掲げる方式

により、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所

に居住していることその他第１号又は第２号に掲げる方式による支給が困難な場合に限

り第３号に掲げる方式により行う。 

⑴ 児童手当口座振込方式 市が把握する令和３年 10 月の児童手当振込時における指定

口座に振り込む方式 

⑵ 指定口座振込方式 前条第３項の支給決定前までに令和３年度子育て世帯への臨時

特別給付（追加給付金）支給口座登録等の届出書（様式第２号）により前号の指定口座

の変更を届け出、当該変更後の口座に振り込む方式 



 

⑶ 窓口現金受領方式 市がその窓口で現金を交付することにより支給する方式 

 （一般支給対象者以外の者に係る申請等） 

第６条 一般支給対象者を除く中学生支給対象者及び高校生支給対象者（以下「一般支給対

象者以外の者」という。）の子育て世帯への臨時特別給付（追加給付金）の申請について

は、令和３年度伊賀市子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）支給事業実施要綱（令

和３年伊賀市告示第 232号。以下「要綱」という。）第６条第１項の規定による申請を行

うことにより申請を行ったものとみなす。 

２ 一般支給対象者以外の者に対する市による支給は、第１号に掲げる方式により行う。た

だし、当該一般支給対象者以外の者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関か

ら著しく離れた場所に居住していることその他第１号に掲げる方式による支給が困難な

場合に限り第２号に掲げる方式により行う。 

⑴ 口座振込方式 要綱第６条第１項の規定による申請により指定された金融機関の口

座に振り込む方式 

⑵ 窓口現金受領方式 市がその窓口で現金を交付することにより支給する方式 

（新生児支給対象者に係る申請等） 

第７条 新生児支給対象者の子育て世帯への臨時特別給付（追加給付金）の申請については、

要綱第７条第１項の規定による申請を行うことにより申請を行ったものとみなす。ただし、

次項の規定により、子育て世帯への臨時特別給付（追加給付金）の支給の申込みを受けた

新生児支給対象者は、この限りでない。 

２ 市長は、児童手当の認定請求又は額改定請求を基に子育て世帯への臨時特別給付（追加

給付金）の支給が可能な新生児支給対象者については、子育て世帯への臨時特別給付（追

加給付金）の支給の申込みを行うことができるものとする。 

３ 第１項の規定により申請を行ったものとみなされた新生児支給対象者に対する市によ

る支給は、要綱第７条第１項の規定による申請により指定された振込指定口座に振り込む

方式により行い、第２項の規定による申込みを受けた新生児支給対象者に対する市による

支給は、当該者の児童手当振込指定口座に振り込む方式により行う。ただし、当該新生児

支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居

住していることその他金融機関口座に振り込む方式による支給が困難な場合に限り、市が

その窓口で現金を交付する方式により行う。 

（申請を要する支給対象者に対する支給の決定） 



 

第８条 市長は、要綱第６条第１項又は要綱第７条第１項本文の規定による申請を受理した

ときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請に係る支給対象者に対し、子

育て世帯への臨時特別給付（追加給付金）を支給する。 

２ 市長は、前項又は第４条第３項の規定による支給をもって、当該支給対象者に対する子

育て世帯への臨時特別給付（追加給付金）の給付の決定通知に代えることができる。 

（子育て世帯への臨時特別給付（追加給付金）の支給等に関する周知） 

第９条 市長は、令和３年度伊賀市子育て世帯への臨時特別給付（追加給付金）支給事業の

実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法等の事業の概要について、広

報その他の方法による住民への周知を行う。 

（申請が行われなかった場合等の取扱い） 

第 10 条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者

から申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が子育て世帯への臨時特別給付（追加

給付金）の支給を受けることを辞退したものとみなす。 

２ 市長が第４条第３項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当振込時に

おける指定口座（支給決定前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該変更後の

口座。以下同じ。）に子育て世帯への臨時特別給付（追加給付金）として支給を行う手続

を行ったにもかかわらず、令和４年４月 30 日までに指定口座への振込が口座の解約又は

変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。 

３ 市長が第８条第１項の規定による支給決定を行った後、申請の不備による振込不能等が

あり、市が確認等に努めたにもかかわらず、その補正が行われないことその他支給対象者

の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものと

みなす。 

（不当利得の返還） 

第 11 条 市長は、子育て世帯への臨時特別給付（追加給付金）の支給を受けた後に支給対

象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯への臨時

特別給付（追加給付金）の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯への臨時特別

給付（追加給付金）の返還を求める。 

（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第 12 条 子育て世帯への臨時特別給付（追加給付金）の支給を受ける権利は、譲り渡し、

又は担保に供してはならない。 



 

（その他） 

第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和３年12月23日から施行する。 

別記（第２条関係） 

第１ 支給対象者 

１ 子育て世帯への臨時特別給付（追加給付金）（以下「子育て特別給付金」という。）は、

児童手当法（昭和 46年法律第 73号。以下「法」という。）による令和３年９月分の児

童手当（以下「児童手当」という。）の受給者（法附則第２条第１項の給付の受給者を

除く。）、平成 15 年４月２日から平成 18 年４月１日までの間に生まれた児童等（以下

「高校生等」という。）を養育している者であって当該高校生等に係る法第７条第１項

の一般受給資格者に相当するものであり、かつ、法第５条第１項に規定する所得制限を

準用した際にその範囲内にあるもの（施設設置者等を含む。）及び新生児の児童手当の

受給者（法附則第２条第１項の給付の受給者を除く。）に対して支給する。 

２ １の規定にかかわらず、子育て特別給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、

それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に１に規定する者（以下

「受給者等」という。）に対して子育て特別給付金の支給が決定されている場合には、

この限りでない。 

① 令和３年９月30日（以下「基準日」という。）

後に受給者等が死亡した場合（この２の規定

により子育て特別給付金を支給される者が、

当該者に対して子育て特別給付金の支給が決

定されるまでの間に死亡した場合を含む。） 

左欄に掲げる者が死亡した日の属

する月の翌月分の当該者に係る支

給要件児童（法第４条第１項第１

号に規定する支給要件児童をい

う。以下同じ。）に係る児童手当の

支給を受ける者又は左欄に掲げる

者の死亡した日以後に高校生等を

養育する者その他これに準ずるも

のとして適当と認められる者 

② 基準日の翌日から子育て特別給付金の支給

が決定されるまでの間に、受給者等に係る児

左欄に掲げる中学校修了前の施設

入所等児童又は高校生等の施設入



 

童が中学校修了前の施設入所等児童（法第４

条第１項第４号に規定する中学校修了前の施

設入所等児童をいう。）若しくは里親等へ委託

され、又は障害児入所施設等へ入所し、若し

くは入院している高校生等（以下「高校生等

の施設入所等児童」という。）であることを受

給者等に子育て特別給付金を支給する市町村

（特別区を含む。以下同じ。）が把握した場合 

所等児童が委託されている里親等

若しくは左欄に掲げる中学校修了

前の施設入所等児童又は高校生等

の施設入所等児童が入所若しくは

入院をしている障害児入所施設等

の設置者（以下「施設等受給資格

者」という。） 

③ 基準日の翌日から子育て特別給付金の支給

が決定されるまでの間に、受給者等からの暴

力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別

にしている当該受給者等の配偶者（現に第２

の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同

じくする者に限る。）がその避難先の市町村に

おいて、当該対象児童に係る法第７条第１項

の規定による認定の請求をし、当該避難先の

市町村による当該認定の請求に関する通知が

受給者等に対して子育て特別給付金を支給す

る市町村に到達した場合又はこれに準ずる手

続を行った場合 

左欄に掲げる当該受給者等の配偶

者 

第２ 対象児童 

支給対象者に支給される子育て特別給付金の対象児童（子育て特別給付金の支給額の算定

の基礎となる児童をいう。）は、次のアからエまでに掲げる者とする。 

ア 支給対象者に支給される令和３年９月分の児童手当に係る児童 

イ 基準日において支給対象者に養育される高校生等 

ウ 基準日における高校生等の施設入所等児童 

エ 新生児 



伊賀市告示第240号 

 

伊賀市ｅモニター制度実施要綱を次のように定める。 

  令和３年12月28日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市ｅモニター制度実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市の広聴機能を高めるため、あらかじめ登録した市民を対象に市が

インターネットを利用したアンケートなどを行う制度（以下「ｅモニター制度」という。）

の実施に当たり、必要な事項を定めるものとする。 

（活動内容） 

第２条 ｅモニター制度に登録する者（以下「ｅモニター」という。）は、市が実施するイ

ンターネットを活用したアンケートに回答するほか、市が必要と認める活動を行うもの

とする。 

 （登録等） 

第３条 市長は、次の要件のいずれもを満たす者の中からｅモニターの候補者を無作為に

選出し、ｅモニター制度への登録を依頼する。 

⑴ 伊賀市の住民基本台帳に登録されていること。 

⑵ 登録を依頼しようとする期間の初日において満18歳以上であること。 

２ 前項の規定により登録を依頼された者のうち、インターネットが利用でき、当該者が

専用できる電子メールアドレスを取得しているものであって、ｅモニター制度に登録し

ようとするものは、市が指定する方法により、市が指定する期日までに、別に定める項

目について登録するものとする。 

３ ｅモニターは、前項の規定により登録した内容を変更しようとするときは、市が指定

する方法により変更の登録をしなければならない。 

（登録期間） 

第４条 ｅモニターの登録期間は、３年間とする。ただし、追加募集に係るｅモニターの

登録期間は、その都度定める。 



２ 前項の規定により定めた登録期間が満了するまでに市がｅモニター制度を廃止したと

きは、ｅモニターの登録期間は、満了したものとみなす。 

 （登録解除の届出）  

第５条 ｅモニターは、前条第１項の規定により定めた登録期間が満了するまでにｅモニ

ター制度への登録を解除しようとするときは、市が指定する方法により速やかに登録解

除の届出をしなければならない。 

 （禁止行為） 

第６条 ｅモニターは、次に掲げる行為を行ってはならない。 

⑴ 市、他のｅモニター又は第三者の著作権を侵害する行為又はそのおそれのある行為 

⑵ 他のｅモニター又は第三者を誹謗
ひぼう

し、若しくは中傷する行為又はそのおそれのある

行為 

⑶ 他のｅモニター又は第三者に不利益を与える行為又はそのおそれのある行為 

⑷ ｅモニター制度の運営を妨害する行為又はそのおそれのある行為 

⑸ 虚偽の内容での登録又は同一の者による複数の登録 

⑹ ｅモニター制度に係るウェブページの本来の目的以外の目的での利用 

⑺ 虚偽の内容による回答 

⑻ 前各号に掲げるもののほか、市が不適当と認める行為 

 （登録の取消し） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ｅモニターの登録を取り消すも

のとする。 

 ⑴ ｅモニターが第３条第１項第１号の要件を満たさなくなったとき。 

 ⑵ ｅモニターから第５条に規定する登録解除の届出があったとき。 

 ⑶ ｅモニターが前条に規定する禁止行為を行ったとき。 

⑷ ｅモニターが伊賀市暴力団排除条例（平成 23年伊賀市条例第１号）第２条第２号に

規定する暴力団員であることが判明したとき。 

⑸ 他人へのなりすましその他の不正の行為による登録であることが判明したとき。 

 ⑹ 登録された電子メールアドレスに電子メールが到達しなくなったとき。 

 ⑺ 前各号に掲げるもののほか、市が不適当と認めたとき。 

２ 前項の規定によりｅモニターの登録を取り消す場合において、市長は、当該取消しに

係る通知は行わない。 



 （身分及び責任） 

第８条 ｅモニターへの登録は、特別な身分又は権利を付与するものではない。 

２ ｅモニターは、ｅモニター制度に関し自主的に行う行動により生じた事象について、

その責任の一切を負うものとし、市に対しその責任を問うことはできない。 

 （免責事項）  

第９条 ｅモニターが第３条第２項又は第３項の規定により登録した電子メールアドレス

と異なる電子メールアドレスでメールの送受信を行ったことにより、当該ｅモニターに

不利益又は損害が発生した場合においても、市は、その責任の一切を負わない。 

２ 市からｅモニターに対して発信された電子メール又はｅモニターから市に対して発信

された電子メールの不到達により、ｅモニターに不利益又は損害が発生しても、その原

因及び理由を問わず、市は、その責任の一切を負わない。 

 （費用の負担）  

第 10条 ｅモニターが使用する機器、インターネットの閲覧、電子メールの送受信又はイ

ンターネット環境の維持に要する費用は、全てｅモニターの負担とする。 

 （返礼品） 

第11条 市は、ｅモニターに、各年度の４月１日から３月31日までの間に回答したアンケ

ートの回数に応じ、抽選により返礼品を提供することができる。 

２ 返礼品の内容は、予算の範囲内において別途定める。 

 （著作権） 

第 12条 ｅモニター制度により行われたアンケートに対する回答内容の著作権は、全て市

に無償で譲渡されるものとする。 

２ 市は、回答内容を自由に選択し、必要に応じて表現等を修正し、及び編集することが

できる。 

３ 市は、ｅモニターの回答内容を利用し、又はｅモニターの承諾なしに開示することが

できる。 

 （個人情報の保護） 

第 13条 市は、ｅモニターの登録された情報及びｅモニターが行った回答に係る情報を、

伊賀市個人情報保護条例（平成16年伊賀市条例第16号）に基づき適切に取り扱い、保護

するものとし、市政への反映及び企画立案等に活用するための集計、分析等の目的以外

の目的でこれを利用してはならない。 



（ｅモニター制度の変更等） 

第 14条 市は、事前の告知又はｅモニターの承諾の有無にかかわらず、ｅモニター制度を

変更し、一時停止し、又は中止することができる。 

（行政情報の発信） 

第 15条 市は、ｅモニターが登録する電子メールアドレス宛に行政情報を発信することが

できる。 

（補則） 

第 16条 この要綱に定めるもののほか、ｅモニター制度に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年12月28日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第４条第１項本文の規定にかかわらず、この告示の施行の日後最初に登録するｅモニ

ターの登録期間は、令和６年３月31日までとする。 

３ 令和４年度における第 11条第１項の規定の適用に当たっては、同項中「各年度の４月

１日から３月 31日まで」とあるのは、「令和４年２月１日から令和５年３月 31日まで」

と読み替える。 



伊賀市告示第241号 

 

令和３年度伊賀市子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）支給事業実施要綱の一部

を改正する告示を次のように定める。 

  令和３年12月28日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

令和３年度伊賀市子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）支給事業実施要綱の

一部を改正する告示 

令和３年度伊賀市子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）支給事業実施要綱（令和

３年伊賀市告示第232号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第１項中「。以下「様式第３号」を「）又は市の指定する電子的方法（以下「様

式第３号等」に改め、同条第４項第１号中「様式第３号」を「様式第３号等」に改める。 

第７条第１項中「。以下「様式第４号」を「）又は市の指定する電子的方法（以下「様

式第４号等」に改め、同条第３項中「様式第４号」を「様式第４号等」に改める。 

第 11 条第３項中「様式第３号又は様式第４号」を「様式第３号等又は様式第４号等」

に改める。 

附 則 

 この告示は、令和３年12月28日から施行する。  

 


