
 

 

伊賀市犯罪被害者等支援条例をここに公布する。 

  令和４年３月 29日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第１号 

 

伊賀市犯罪被害者等支援条例 

（目的） 

第１条 この条例は、本市における犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、並びに市、

市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を

定めることにより、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進し、犯罪被害者等が受

けた被害の早期の回復又は軽減及び犯罪被害者等の生活の再建に対する支援を行うと

ともに、犯罪被害者等を支える社会意識の形成を促進し、もって市民が安心して暮らせ

る地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 

⑵ 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。 

⑶ 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が受けた被害を回復し、又は軽減し、安心して暮

らすことができるようにするための取組をいう。 

⑷ 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び危害を加えられることをい

う。 

⑸ 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の偏見や心ない言動、プ

ライバシーの侵害、インターネットを通じて行われる誹謗
ひぼう

中傷、報道機関等による過

剰な取材等により犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、経済的な損失等

の被害をいう。 

⑹ 市民 住民基本台帳法（昭和 42年法律第 81号）第５条の規定により、本市の住民

基本台帳に記録されている者をいう。 



 

 

⑺ 関係機関等 国、他の地方公共団体その他の行政機関及び犯罪被害者等支援を行う

民間支援団体その他の犯罪被害者等支援に関係するものをいう。 

（基本理念） 

第３条 犯罪被害者等は、個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を

保障される権利を有する。 

２ 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害の特性及び原因、二次的被害の有無、

犯罪被害者等が置かれている生活環境その他の事情に応じて適切に行わなければなら

ない。 

３ 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援

が途切れることなく提供されることを旨として行われなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、関係機関等と連携し、犯罪被害者等

支援に係る施策を策定し、実施するものとする。 

２ 市は、犯罪被害者等支援に係る施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と相互に連

携を図るものとする。 

（市民及び事業者の責務） 

第５条 市民及び事業者は、第３条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等を地域で支え合

う重要性について理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分に配慮するととも

に、市又は関係機関等が行う犯罪被害者等支援に係る施策に協力するよう努めるものと

する。 

２ 犯罪被害者等を雇用する事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続

に適切に関与することができるよう、その就労及び勤務について、十分に配慮するよう

努めるものとする。 

（相談及び情報の提供等） 

第６条 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、犯

罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言

を行うとともに、関係機関等との連携調整を図るものとする。 

２ 市は、前項の規定による支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。 

（経済的負担の支援） 



 

 

第７条 市は、犯罪被害者等が犯罪により受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、

必要な支援を行うものとする。 

（日常生活の支援） 

第８条 市は、犯罪被害者等が早期に平穏な日常生活を営むことができるよう、育児、介

護その他の日常生活に必要な支援を行うものとする。 

（居住の支援） 

第９条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の生

活の安定を図り、又は犯罪被害者等の再被害及び二次被害を防止するため、市営住宅へ

の優先的な入居その他の必要な支援を行うものとする。 

（雇用の支援） 

第10条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等の置かれている状況

及び犯罪被害者等支援の必要性について事業者の理解を深めるとともに、犯罪被害者等

を支えるための職場環境の整備が促進されるよう必要な支援を行うものとする。 

（市民等の理解の推進） 

第11条 市は、市民及び事業者が犯罪被害者等の置かれている状況、犯罪被害者等支援の

必要性、二次的被害の防止の重要性その他犯罪被害者等支援に関する事項について理解

を深めることができるよう、広報及び啓発を行うものとする。 

（人材の育成） 

第12条 市は、犯罪被害者等支援の充実を図るため、犯罪被害者等支援を担う人材を育成

するための研修の実施その他必要な施策を講じるものとする。 

（民間支援団体に対する支援） 

第13条 市は、民間支援団体に対し、その活動の促進を図るため、犯罪被害者等支援に関

する情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。 

（支援を行わないことができる場合） 

第 14 条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したとき又は犯罪被害者等支援を行うこと

が社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等支援を行わないことができ

る。 

（個人情報の適正な管理） 

第15条 市は、個人情報の重要性を認識し、犯罪被害者等及びその関係者の個人情報を適

切に管理しなければならない。 



 

 

（委任） 

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 



伊賀市公告式条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 令和４年３月29日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第２号 

 

伊賀市公告式条例の一部を改正する条例 

伊賀市公告式条例（平成16年伊賀市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「別表に定める」を「市役所前の」に改める。 

別表を削る。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 



伊賀市環境保全負担金条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和４年３月29日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第３号 

 

   伊賀市環境保全負担金条例等の一部を改正する条例 

（伊賀市環境保全負担金条例の一部改正） 

第１条 伊賀市環境保全負担金条例（平成16年伊賀市条例第156号）の一部を次のように

改正する。 

第20条中「環境政策課」を「生活環境課」に改める。 

（伊賀市国民保護協議会条例の一部改正） 

第２条 伊賀市国民保護協議会条例（平成18年伊賀市条例第３号）の一部を次のように改

正する。 

  第７条中「総合危機管理課」を「防災危機対策局」に改める。 

 （伊賀市民美術展覧会運営委員会条例の一部改正） 

第３条 伊賀市民美術展覧会運営委員会条例（平成19年伊賀市条例第43号）の一部を次

のように改正する。 

  第６条中「文化交流課」を「文化振興課」に改める。 

（伊賀市行政情報番組検討委員会条例の一部改正） 

第４条 伊賀市行政情報番組検討委員会条例（平成19年伊賀市条例第44号）の一部を次

のように改正する。 

第７条中「企画振興部広聴広報課」を「総務部秘書広報課」に改める。 

（伊賀市地域活動支援事業審査会条例の一部改正） 

第５条 伊賀市地域活動支援事業審査会条例（平成19年伊賀市条例第51号）の一部を次

のように改正する。 

  第７条中「企画振興部地域づくり推進課」を「地域連携部住民自治推進課」に改める。 

（伊賀市同和公営住宅運営委員会条例の一部改正） 

第６条 伊賀市同和公営住宅運営委員会条例（平成19年伊賀市条例第64号）の一部を次



のように改正する。 

  第８条中「伊賀支所振興課」を「建設部住宅課」に改める。 

 （俳文学関係著作に係る文部科学大臣賞授賞に関する条例の一部改正） 

第７条 俳文学関係著作に係る文部科学大臣賞授賞に関する条例（平成19年伊賀市条例第

75号）の一部を次のように改正する。 

第11条中「文化交流課」を「文化振興課」に改める。 

 （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） 

第８条 伊賀市情報公開・個人情報保護審査会設置条例（平成26年伊賀市条例第32号）

の一部を次のように改正する。 

  第14条中「企画振興部広聴広報課」を「総務部総務課」に改める。 

（伊賀市名誉市民選考・表彰審査委員会設置条例の一部改正） 

第９条 伊賀市名誉市民選考・表彰審査委員会設置条例（平成27年伊賀市条例第６号）の

一部を次のように改正する。 

  第７条中「秘書課」を「秘書広報課」に改める。 

 （伊賀市行政不服審査会条例の一部改正） 

第10条 伊賀市行政不服審査会条例（平成28年伊賀市条例第２号）の一部を次のように

改正する。 

  第11条中「企画振興部広聴広報課」を「総務部総務課」に改める。 

（伊賀市多文化共生推進プラン委員会条例の一部改正） 

第11条 伊賀市多文化共生推進プラン委員会条例（令和３年伊賀市条例第20号）の一部

を次のように改正する。 

  第８条中「市民生活課」を「多文化共生課」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 



伊賀市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和４年３月29日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第４号 

 

   伊賀市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

 伊賀市職員の服務の宣誓に関する条例（平成16年伊賀市条例第44号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条中「、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において」を削る。 

別記様式中「㊞」を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 



 

伊賀市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和４年３月29日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第５号 

 

伊賀市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

伊賀市職員の育児休業等に関する条例（平成16年伊賀市条例第47号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第４号ア中(ア)を削り、(イ)を(ア)とし、( ウ )を(イ)とする。 

第 21条第２号中「次のいずれにも該当する」を「任用形態を考慮して規則で定める」に

改め、ア及びイを削る。 

第25条を第27条とし、第24条の次に次の２条を加える。 

（妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等） 

第 25条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又

は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業

に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の

意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。 

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益

な取扱いを受けることがないようにしなければならない。 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第 26条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

⑴ 職員に対する育児休業に係る研修の実施 

⑵ 育児休業に関する相談体制の整備 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 



伊賀市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和４年３月29日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第６号 

    

伊賀市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 伊賀市職員の給与に関する条例（平成 16 年伊賀市条例第 59 号）の一部を次のように 

改正する。 

 第18条第２項中「100分の127.5」を「100分の120」に改め、同条第３項中「100分の

127.5」を「100分の120」に、「100分の72.5」を「100分の67.5」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置） 

２ 令和４年６月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の伊賀市職員の給与

に関する条例第18条第２項（同条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

及び第４項から第６項まで又は第 20 条第１項から第３項まで若しくは第７項の規定に

かかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額（以下この項において「基準

額」という。）から令和３年12月に支給された期末手当の額に127.5分の15を乗じて得

た額（以下この項において「調整額」という。）に相当する額を減じた額とする。この場

合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。 

３ 令和３年 12 月に支給された期末手当の額の算定においてこの条例による改正前の伊

賀市職員の給与に関する条例第 18 条第３項の規定が適用された職員に対する前項の規

定の適用については、同項中「127.5分の15」とあるのは「72.5分の10」とする。 

 （規則への委任） 

４ 前２項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 



伊賀市短時間勤務会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例をここに公布する。 

  令和４年３月29日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第７号 

 

伊賀市短時間勤務会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 

伊賀市短時間勤務会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例（令和

元年伊賀市条例第22号）の一部を次のように改正する。 

 第８条第１項第２号中「100分の72.5」を「100分の67.5」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 



伊賀市自治基本条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和４年３月29日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第８号 

 

伊賀市自治基本条例の一部を改正する条例 

伊賀市自治基本条例（平成16年伊賀市条例第 293号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第46条」を「第 45条の２」に改める。 

第３条第２号中「各地域」を「地域」に改める。 

第18条第１項中「次の各号に定める」を「次に掲げる」に改め、同条第２項第４号中「定

める」を「掲げる」に改める。 

第24条中「各号」を「次」に、「さす」を「指す」に改める。 

第26条第１項中「次の号」を「次」に改め、第１号を削り、第２号を第１号とし、第３

号を第２号とする。 

第27条第１項中「次の各号」を「次」に改める。 

第30条第１項中「次の号」を「次」に改め、第１号を削り、第２号を第１号とし、第３

号を第２号とする。 

第33条中「地方自治法（昭和 22年法律第 67号。以下「法」という。）第155条第１項

で定める支所の管轄する区域ごとに複数の住民自治協議会又は地域振興委員会が設置され

る場合、市長」を「市長」に、「支所単位」を「第 37条に規定する支所単位」に改め、「設

置する」の次に「ことができる」を加える。 

第34条第１項中「次の号」を「次」に改め、第１号を削り、第２号を第１号とし、第３

号を第２号とする。 

第 37 条第１項中「法第 155 条第１項で定める」を削り、同条第２項を次のように改め

る。 

２ 支所の位置及び所管区域並びに支所で行う業務の範囲は、市長が別に定める。 

第６章第２節中第 46条の前に次の２条を加える。 

（総合計画） 



第45条の２ 市は、総合的かつ計画的に市政を運営するため、総合計画を策定するものと

する。 

２ 総合計画は、市の最上位計画とし、他の計画は、総合計画に即して策定するものとす

る。 

（広域連携） 

第45条の３ 市は、国及び三重県と対等の立場に立ち、自治の発展のため、協力して適切

な関係の構築に努めるものとする。 

２ 市は、他の地方公共団体及び関係機関と連携し、共通する課題及び広域的な課題の解

決に取り組むものとする。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 



伊賀市体育施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和４年３月29日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第９号 

 

伊賀市体育施設条例の一部を改正する条例 

 伊賀市体育施設条例（平成16年伊賀市条例第254号）の一部を次のように改正する。 

第２条中第 21号を削り、第 22号を第 21号とし、第 23号から第 25号までを削り、第

26号を第22号とし、第27号から第31号までを４号ずつ繰り上げる。 

第３条を次のように改める。 

（管理） 

第３条 体育施設の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）が行うものとする。 

第４条第１号から第３号までの規定中「指定管理施設」を「体育施設」に改め、同条第

４号中「その他当該」を「前３号に掲げるもののほか、当該」に、「指定管理施設」を「体

育施設」に改める。 

第５条中「指定管理施設」を「指定管理者が体育施設」に改める。 

第６条第１項を削り、同条第２項中「指定管理施設」を「体育施設」に改め、同項を同

条とする。 

第７条第１項を削り、同条第２項中「指定管理施設に関して、指定管理者は、使用許可

について」を「指定管理者は、前条の許可を行うに際し」に改め、同項を同条とする。 

第８条第３号中「その他市長又は指定管理者において、適当」を「前２号に掲げるもの

のほか、指定管理者が適当」に改める。 

第９条各号列記以外の部分及び第３号中「市長又は」を削り、同条第４号中「及び市長」

を削る。 

第10条第２項を削り、同条第３項中「指定管理施設に関しては」を「指定管理者は、必

要があると認めるときは」に、「指定管理者が必要と認めたときは、使用時間」を「、体育

施設の使用時間」に改め、同項を同条第２項とする。 



第11条の見出し中「使用料等」を「利用料金」に改め、同条第１項を削り、同条第２項

中「指定管理施設」を「体育施設」に、「指定管理者」を「、指定管理者」に改め、同項を

同条第１項とし、同条第３項中「別表第３」を「別表第２」に改め、同項を同条第２項と

し、同条第４項中「指定管理施設」を「体育施設」に改め、同項を同条第３項とする。 

第12条の見出し中「使用料等」を「利用料金」に改め、同条第１項を削り、同条第２項

中「特に」を「、特に」に改め、同項を同条とする。 

第13条の見出し中「使用料等」を「利用料金」に改め、同条中「使用料及び」を削り、

同条第３号中「取り消し、又は変更を申し出て、直営施設は市長に、指定管理施設は」を

「取消し又は変更の申出があり、当該申出を」に、「において」を「が」に改める。 

第14条第１項を削り、同条第２項中「指定管理施設」を「体育施設」に改め、同項を同

条第１項とし、同条第３項を同条第２項とする。 

別表第１青山児童屋内運動場の項、青山高尾グラウンドの項、青山矢持グラウンドの項

及び青山高尾体育館の項を削る。 

別表第２を削り、別表第３を別表第２とする。 

  附 則 

この条例は、令和４年６月１日から施行する。 



伊賀市駐車場条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和４年３月29日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第10号 

 

伊賀市駐車場条例の一部を改正する条例 

伊賀市駐車場条例（平成16年伊賀市条例第211号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表８の項中「220番地15」を「304番地20」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部

を改正する条例をここに公布する。 

  令和４年３月29日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第11号 

 

伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金の設置、管理及び処分に関する条例の一

部を改正する条例 

伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金の設置、管理及び処分に関する条例（令和

２年伊賀市条例第23号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項中「令和４年３月31日」を「令和５年３月31日」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



伊賀市債権管理条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和４年３月29日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第12号 

 

   伊賀市債権管理条例の一部を改正する条例 

 伊賀市債権管理条例（平成28年伊賀市条例第34号）の一部を次のように改正する。 

第15条第１項第６号を次のように改める。 

⑹ 私債権について、消滅時効の期間が経過したとき。 

第15条第１項第７号を削る。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 



 

 

伊賀市環境基本条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和４年３月29日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第13号 

 

伊賀市環境基本条例の一部を改正する条例 

 伊賀市環境基本条例（平成16年伊賀市条例第155号）の一部を次のように改正する。 

 第 15条第２項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号とし、第４号を第

３号とする。 

 第22条中「環境政策課」を「生活環境課」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 



伊伊賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和４年３月29日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第14号 

 

伊賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

伊賀市国民健康保険税条例（平成16年伊賀市条例第110号）の一部を次のように改正す

る。 

第３条第１項中「100分の7.08」を「100分の7.11」に改める。 

第５条中「26,600円」を「29,300円」に改める。 

第７条中「100分の2.07」を「100分の2.33」に改める。 

第８条中「7,800円」を「9,500円」に改める。 

第８条の２第１号中「6,200円」を「6,700円」に改め、同条第２号中「3,100円」を「3,350

円」に改め、同条第３号中「4,650円」を「5,025円」に改める。 

第９条中「100分の1.97」を「100分の2.22」に改める。 

第11条中「9,700円」を「11,600円」に改める。 

第12条中「5,200円」を「5,900円」に改める。 

第 26 条の見出しを「（低所得者の国民健康保険税の減額）」に改め、同条第１号ア中

「18,620円」を「20,510円」に改め、同号ウ中「5,460円」を「6,650円」に改め、同号

エ(ア)中「4,340円」を「4,690円」に改め、同号エ(イ)中「2,170円」を「2,345円」に改め、

同号エ(ウ)中「3,255円」を「3,518円」に改め、同号オ中「6,790円」を「8,120円」に改

め、同号カ中「3,640円」を「4,130円」に改め、同条第２号ア中「13,300円」を「14,650

円」に改め、同号ウ中「3,900円」を「4,750円」に改め、同号エ(ア)中「3,100円」を「3,350

円」に改め、同号エ(イ)中「1,550円」を「1,675円」に改め、同号エ(ウ)中「2,325円」を「2,513

円」に改め、同号オ中「4,850円」を「5,800円」に改め、同号カ中「2,600円」を「2,950

円」に改め、同条第３号ア中「5,320円」を「5,860円」に改め、同号ウ中「1,560円」を

「1,900円」に改め、同号エ(ア)中「1,240円」を「1,340円」に改め、同号エ(イ)中「620円」

を「670円」に改め、同号エ(ウ)中「930円」を「1,005円」に改め、同号オ中「1,940円」



を「2,320円」に改め、同号カ中「1,040円」を「1,180円」に改める。 

第26条の２の次に次の１条を加える。 

（未就学児の被保険者均等割額の減額） 

第26条の３ 当該年度において、その世帯（第３項に規定する世帯を除く。）に６歳に達

する日以後の最初の３月31日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある

場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎課税額の被保険者均等割額は、第５

条の基礎課税額の被保険者均等割額から、当該額に10分の５を乗じて得た額を控除して

得た額とする。 

２ 前項の規定は、後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額について準用する。こ

の場合において、「基礎課税額」とあるのは「後期高齢者支援金等課税額」と、「第５条」

とあるのは「第８条」と読み替えるものとする。 

３ 当該年度において、第26条に規定する基準に従い国民健康保険税を減額するものとし

た納税義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基

礎課税額の被保険者均等割額は、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して得

た額とする。 

⑴ 第５条の基礎課税額の被保険者均等割額から、第26条各号に掲げる納税義務者の区

分に応じて、当該各号アに掲げる額を控除して得た額 

⑵ 前号に掲げる額に10分の５を乗じて得た額 

４ 前項の規定は、後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額について準用する。こ

の場合において、「基礎課税額」とあるのは「後期高齢者支援金等課税額」と、「第５条」

とあるのは「第８条」と読み替えるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の伊賀市国民健康保険税条例の規定は、令和４年度以後の年度

分の国民健康保険税について適用し、令和３年度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例による。 



伊賀サービスエリアの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

  令和４年３月29日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第15号 

 

伊賀サービスエリアの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

伊賀サービスエリアの設置及び管理に関する条例（平成16年伊賀市条例第174号）の一

部を次のように改正する。 

第２条を次のように改める。 

（位置） 

第２条 サービスエリアの位置は、伊賀市柘植町6187 番地１とする。 

第４条中「施設」を「サービスエリア」に改め、同条第１号中「並びに」を「及び」に

改め、同条第２号を削り、同条第３号を同条第２号とし、同条第４号を同条第３号とする。 

第６条第１項中「施設」を「サービスエリア」に改め、同条第２項中「委嘱又は」を「委 

嘱し、又は」に改め、同条第３項中「この条例」を「前項」に、「、任期その他」を「及び

任期その他の」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条第２号を削り、同条第３号を同条

第２号とし、同条第４号を同条第３号とする改正規定は、令和５年３月31日までの間にお

いて規則で定める日から施行する。 



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を改正する条例をここ

に公布する。 

  令和４年３月29日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第16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を改正する条例 

伊賀市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平成16年伊賀市条例第230

号）の一部を次のように改正する。 

第８条中「水害、火災その他の災害」を「、災害（水火災又は地震等の災害をいう。以

下同じ。）」に改める。 

第12条第１項の表以外の部分中「次の報酬」を「次により年額報酬」に改め、同項の表

を次のように改める。 

団長 年額 90,000円 

副団長 年額 70,000円 

分団長 年額 50,000円 

副分団長 年額 38,500円 

部長 年額 31,000円 

班長 年額 30,500円 

上記以外の基本団員 年額 28,500円 

第12条第２項中「報酬」を「年額報酬」に改め、「ものとし、費用弁償を支給する」を

削り、同条に次の１項を加える。 

３ 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、１回につき次の区分に

より出動報酬を支給する。ただし、１回の従事が２日以上にわたり、その従事時間が７

時間45分以上となる場合は、１日を単位とする。 

区分 金額 備考 

災害、警戒、捜索 8,000円 従事時間が４時間未満の場合



は、２分の１の額とする。 

訓練、防災指導、式典 4,000円 従事時間が４時間未満の場合

は、２分の１の額とする。 

上記以外の職務 従事する職務の負荷や

従事時間等を踏まえ、

その都度定める額 

 

第13条第１項を次のように改める。 

団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、費用弁償を支給するも

のとし、その額は、１回につき 300円とする。この場合においては、前条第３項ただし

書の規定を準用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の伊賀市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第

12 条第３項及び第 13 条の規定は、この条例の施行の日以後に災害、警戒、訓練等の職

務への従事を開始する場合について適用し、同日前に災害、警戒、訓練等の職務への従

事を開始した場合については、なお従前の例による。 



伊賀市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和４年３月29日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第17号 

 

伊賀市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

伊賀市消防団員等公務災害補償条例（平成18年伊賀市条例第58号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３条第２項ただし書を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害補償若

しくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施行の日（次項において「施行日」という。）

以後も、なお従前の例により担保に供することができる。 

３ 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律（令和２年法律第40

号）附則第70条第１項及び第71条第１項に規定する申込みに係る傷病補償年金又は年

金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例によ

り担保に供することができる。 



伊賀市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和４年３月29日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第18号 

 

伊賀市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

伊賀市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成16年伊賀市条例第62号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表夜間特殊作業手当の項中「まで」の次に「をいう。以下同じ。」を加え、同表夜間看

護手当の項を次のように改める。 

夜間看護手当 病棟又は救急

外来に勤務す

る看護師等が

正規の勤務時

間による勤務

の全部又は一

部を深夜に行

われる看護等

の業務に従事

したとき。 

その勤務時間が

深夜の全部を含

む勤務（以下「全

部深夜勤務」と

いう。）の場合 

その全部深夜勤務

がその月における

３回目までの全部

深夜勤務である場

合 

１回 11,000円 

その全部深夜勤務

がその月における

４回目以降の全部

深夜勤務である場

合 

13,000円 

その勤務時間が

深夜の一部を含

む勤務の場合 

その勤務時間に含

む深夜の勤務時間

が４時間以上の場

合 

9,000円 

その勤務時間に含

む深夜の勤務時間

が２時間以上４時

8,000円 



間未満の場合 

その勤務時間に含

む深夜の勤務時間

が２時間未満の場

合 

6,000円 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行後引き続き３交替制勤務により看護等の業務に従事する看護師等に支

給する夜間看護手当については、なお従前の例による。 

 



伊賀市議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和４年３月29日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第19号 

 

伊賀市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 伊賀市議会委員会条例（平成16年伊賀市条例第291号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項第１号中コをサとし、キからケまでをクからコまでとし、同号カ中「総合危

機管理課」を「防災危機対策局」に改め、同号カを同号キとし、同号中オをカとし、エをオ

とし、ウの次に次のように加える。 

  エ 地域連携部の所管に属する事項 

   附 則  

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 



伊賀市市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和４年３月31日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第20号 

 

伊賀市市税条例等の一部を改正する条例 

 （伊賀市市税条例の一部改正） 

第１条 伊賀市市税条例（平成16年伊賀市条例第109号）の一部を次のように改正する。 

第18条の４中「交付」の次に「（法第382条の４に規定する当該証明書に住所に代わ

るものとして施行規則で定める事項の記載をしたものの交付を含む。）の」を加える。 

第33条第４項を次のように改める。 

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第 36 条の３第１項に規定する確定申告書に

特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があ

るときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。 

第33条第６項を次のように改める。 

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第 36 条の３第１項に規定する確定申告書に

特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事

項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、

適用しない。 

第 34 条の７第１項第１号オ中「（所得税法施行令の一部を改正する政令（平成 20 年

政令第 155 号）附則第 13 条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされる改

正前の所得税法施行令第217条第１項第２号及び第３号に規定する民法法人を含む。）」

を削る。 

第 34 条の９第１項中「特定配当等申告書」及び「特定株式等譲渡所得金額申告書」

を「確定申告書」に改め、同条第２項中「申告書に係る年度分の個人の県民税」を「確

定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税」に改める。 

第36条の２第１項ただし書中「、前年中」を「前年中」に、「所得税法第２条第１項

第 33 号の４に規定する源泉控除対象配偶者」を「所得割の納税義務者（前年の合計所



得金額が900万円以下であるものに限る。）の法第314条の２第１項第10号の２に規定

する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が 95 万円以下であるものに限

る。）で控除対象配偶者に該当しないもの」に改め、同条第２項中「第２条第４項ただ

し書」を「第２条第３項ただし書」に改める。 

第 36 条の３第２項中「附記された」を「付記された」に改め、同条第３項中「附記

し」を「付記し」に改める。 

第 36 条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同

条第１項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

⑵ 所得割の納税義務者（合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。）の自己

と生計を一にする配偶者（法第313条第３項に規定する青色事業専従者に該当する

もので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第４項に規定する事業専従

者に該当するものを除き、合計所得金額が133万円以下であるものに限る。次条第

１項において同じ。）の氏名 

第 36 条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同

条第１項中「扶養親族」を「特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が900万

円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等（第53条の２

に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。）に係る所得を有する者であ

って、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。）をいう。第２号において同じ。）

又は扶養親族」に改め、「控除対象扶養親族」の次に「であって退職手当等に係る所得

を有しない者」を加え、同項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次

に次の１号を加える。 

⑵ 特定配偶者の氏名 

第48条第９項中「第321条の８第60項」を「第321条の８第62項」に、「同条第60

項」を「同条第 62項」に改め、同条第 15項中「第 321条の８第 69項」を「第 321条

の８第71項」に改める。 

附則第７条の３の２第１項中「令和 15 年度」を「令和 20 年度」に、「令和３年」を

「令和７年」に改める。 

附則第10条の２第３項中「附則第15条第16項」を「附則第15条第15項」に改め、

同条第４項中「附則第15条第23項」を「附則第15条第22項」に改め、同条第５項中

「附則第15条第24項第１号」を「附則第15条第23項第１号」に改め、同条第６項中



「附則第15条第24項第２号」を「附則第15条第23項第２号」に改め、同条第７項中

「附則第15条第24項第３号」を「附則第15条第23項第３号」に改め、同条第８項中

「附則第15条第25項第１号」を「附則第15条第24項第１号」に改め、同条第９項中

「附則第 15条第 25項第２号」を「附則第 15条第 24項第２号」に改め、同条第 10項

中「附則第15条第27項第１号イ」を「附則第15条第26項第１号イ」に改め、同条第

11項中「附則第15条第27項第１号ロ」を「附則第15条第26項第１号ロ」に改め、同

条第 12項中「附則第 15条第 27項第１号ハ」を「附則第 15条第 26項第１号ハ」に改

め、同条第13項中「附則第15条第27項第１号ニ」を「附則第15条第26項第１号ニ」

に改め、同条第 14項中「附則第 15条第 27項第２号イ」を「附則第 15条第 26項第２

号イ」に改め、同条第 15項中「附則第 15条第 27項第２号ロ」を「附則第 15条第 26

項第２号ロ」に改め、同条第16項中「附則第15条第27項第２号ハ」を「附則第15条

第26項第２号ハ」に改め、同条第17項中「附則第15条第27項第３号イ」を「附則第

15条第26項第３号イ」に改め、同条第18項中「附則第15条第27項第３号ロ」を「附

則第 15条第 26項第３号ロ」に改め、同条第 19項中「附則第 15条第 27項第３号ハ」

を「附則第 15条第 26項第３号ハ」に改め、同条第 20項中「附則第 15条第 30項」を

「附則第15条第29項」に改め、同条第21項中「附則第15条第34項」を「附則第15

条第33項」に改め、同条第22項中「附則第15条第35項」を「附則第15条第34項」

に改め、同条第 23項中「附則第 15条第 42項」を「附則第 15条第 39項」に改め、同

条第24項中「附則第15条第46項」を「附則第15条第43項」に改め、同条中第26項

を第27項とし、第25項を第26項とし、第24項の次に次の１項を加える。 

25 法附則第15条第44項に規定する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

附則第10条の３第８項中「熱損失防止改修住宅」を「熱損失防止改修等住宅」に、「熱

損失防止改修専有部分」を「熱損失防止改修等専有部分」に、「熱損失防止改修工事」

を「熱損失防止改修工事等」に改め、同条第 10 項中「特定熱損失防止改修住宅又は」

を「特定熱損失防止改修等住宅又は」に、「特定熱損失防止改修住宅専有部分」を「特

定熱損失防止改修等住宅専有部分」に、「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工

事等」に改める。 

附則第 12条第１項中「100分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年度分の固定資

産税にあっては、100分の2.5）」を加える。 

附則第16条の３第２項を次のように改める。 



２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上場株式等の

配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。）に係る配当所得

に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式

等の配当等に係る配当所得につき同条第１項の規定の適用を受けた場合に限り、適用

する。 

附則第17条の２第３項中「、第37条の８又は第37条の９」を「又は第37条の８」

に改める。 

附則第20条の２第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第 36

条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の

記載があるときに限り、適用する。 

附則第20条の３第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第 36

条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記

載があるときに限り、適用する。 

附則第 20 条の３第６項中「年の翌年の４月１日の属する年度分の」を「年分の所得

税に係る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申告書にこの項」に改め、「（条

約適用配当等申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市

長が認めるときを含む。）」を削る。 

附則第25条を削る。 

（伊賀市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 伊賀市市税条例等の一部を改正する条例（令和３年伊賀市条例第13号）の一部を

次のように改正する。 

第１条のうち伊賀市市税条例第36条の３の３第１項の改正規定中「控除対象扶養親族

を除く」を「年齢16歳未満の者」を「扶養親族（」の次に「年齢16歳未満の者又は」

を加え、「有しない者を除く」を「有する者」に改める。 

附則第２条第４項中「の規定中個人の市民税に関する部分」を「第24条第２項及び第

36条の３の３第１項並びに附則第５条第１項の規定」に改める。 

附 則 

（施行期日） 



第１条 この条例は、令和４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条中伊賀市市税条例第36条の３の２の見出し及び同条第１項並びに第36条の

３の３の見出し及び同条第１項の改正規定並びに同条例附則第７条の３の２第１項及

び第17条の２第３項の改正規定並びに同条例附則第25条を削る改正規定並びに第２

条の規定（伊賀市市税条例等の一部を改正する条例附則第２条第４項の改正規定を除

く。）並びに附則第３条第１項及び第２項の規定 令和５年１月１日 

⑵ 第１条中伊賀市市税条例第33条第４項及び第６項、第34条の９第１項及び第２項、

第36条の２第１項ただし書及び第２項並びに第36条の３第２項及び第３項の改正規

定並びに同条例附則第16条の３第２項、第20条の２第４項並びに第20条の３第４項

及び第６項の改正規定並びに第２条の規定（伊賀市市税条例等の一部を改正する条例

附則第２条第４項の改正規定に限る。）並びに附則第３条第３項の規定 令和６年１月

１日 

⑶ 第１条中伊賀市市税条例第 18 条の４の改正規定及び次条の規定 民法等の一部を

改正する法律（令和３年法律第24号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日 

（納税証明書に関する経過措置） 

第２条 前条第３号に掲げる規定による改正後の伊賀市市税条例第 18 条の４（地方税法

（昭和25年法律第226号）第382条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げる

規定の施行の日以後にされる同法第20条の10の規定による証明書の交付について適用

する。 

（市民税に関する経過措置） 

第３条 第１条の規定による改正後の伊賀市市税条例（以下「新条例」という。）第36条

の３の２第１項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び

次項において「１号施行日」という。）以後に支払を受けるべき第36条の３の２第１項

に規定する給与について提出する同項及び同条第２項に規定する申告書について適用し、

１号施行日前に支払を受けるべき第１条の規定による改正前の伊賀市市税条例（次項に

おいて「旧条例」という。）第36条の３の２第１項に規定する給与について提出した同

項及び同条第２項に規定する申告書については、なお従前の例による。 

２ 新条例第36条の３の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受けるべき所得税法

（昭和40年法律第33号）第203条の６第１項に規定する公的年金等（同法第203条の



７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）につ

いて提出する新条例第36条の３の３第１項に規定する申告書について適用し、１号施行

日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第 36 条の３の３第１項に

規定する申告書については、なお従前の例による。 

３ 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の伊賀市市税条例の規定中個人の市民税

に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和５年度

分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和

４年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和３年度分までの固定資産税につ

いては、なお従前の例による。 

２ 令和２年４月１日から令和４年３月 31 日までの間に取得された地方税法等の一部を

改正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改正前の地方税法附則第 15

条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例

による。 

 



伊賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和４年３月31日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第21号 

 

伊賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 伊賀市国民健康保険税条例（平成 16年伊賀市条例第 110号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第２項ただし書中「63万円」を「65万円」に改め、同条第３項ただし書中「19万

円」を「20万円」に改める。 

第26条中「63万円」を「65万円」に、「19万円」を「20万円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の伊賀市国民健康保険税条例の規定は、令和４年度以後の年度分

の国民健康保険税について適用し、令和３年度分までの国民健康保険税については、なお

従前の例による。 

 


