
伊賀市農林関係土木事業分担金徴収条例をここに公布する。 

  令和３年３月15日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第１号 

 

伊賀市農林関係土木事業分担金徴収条例 

伊賀市農林関係土木事業分担金徴収条例(平成16年伊賀市条例第193号)の全部を改正す

る。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第224条並びに土地改良法

（昭和24年法律第195号。以下「法」という。）第91条第３項及び法第96条の４第１

項において準用する法第36条第１項の規定による分担金の徴収に関し必要な事項を定め

るものとする。 

 （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 土地改良事業 法第２条第２項に規定する土地改良事業（同項第５号に掲げる事業

を除く。）及びこれに準ずる土地改良事業をいう。 

 ⑵ 林道整備事業 林道開設事業、林道改良事業その他の林道整備事業をいう。 

 ⑶ 農林水産施設災害復旧事業 災害によって必要を生じた事業で、災害にかかった農

地若しくは林地又は農業用施設若しくは林道施設を原形に復旧する事業（法第２条第

２項第５号に掲げる事業を含む。）をいう。 

 （分担金を徴収する事業） 

第３条 分担金の徴収の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。 

⑴ 土地改良事業 

⑵ 林道整備事業 

 ⑶ 農林水産施設災害復旧事業 

 （分担金の納付義務者） 



第４条 前条第１号に掲げる事業に係る分担金の納付義務者は、当該事業によって利益を

受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第３条に規定する資格を有

する者とする。 

２ 前条第２号及び第３号に掲げる事業に係る分担金の納付義務者は、当該事業により特

に利益を受ける者（前条第３号に掲げる事業のうち法第２条第２項第５号に掲げる事業

に該当するものにあっては、法第３条に規定する資格を有する者を含む。）とする。 

 （分担金の額） 

第５条 分担金の総額は、第３条に規定する事業に要する費用のうち、別表の左欄に掲げ

る事業の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。 

２ 納付義務者の分担金の額は、事業費割、地積割及びその他を基準として算定する。 

 （分担金の徴収方法） 

第６条 分担金は、市長が定める納入通知書により、期日を定め徴収するものとする。 

２ 市長は、納付義務者の申出により特に必要があると認めるときは、当該納付義務者に

係る分担金の全部又は一部を前項の規定により定めた期日を越えて徴収することができ

る。この場合において、当該分担金は、分割して徴収することができる。 

 （分担金の減免） 

第７条 市長は、災害その他の事由により分担金の徴収が著しく困難であると認めるとき

は、分担金を減免することができる。 

 （委任） 

第８条 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 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（伊賀市における三重県営土地改良事業に係る分担金徴収条例の廃止） 

２ 伊賀市における三重県営土地改良事業に係る分担金徴収条例(平成16年伊賀市条例第

197号)は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ この条例の施行の日の前日までに、伊賀市農林関係土木事業分担金徴収条例又は伊賀

市における三重県営土地改良事業に係る分担金徴収条例の規定により課した分担金につ

いては、なおそれぞれ従前の例による。 



別表(第５条関係) 

事業の区分 分担金の額 

土地改良事業 県営事業 事業に要する費用のうち市が負担する額

に100分の50を乗じて得た額以内におい

て市長が定める額 

市補助事業 

 

事業に要する費用の額から国及び県から

交付される補助金の額を控除した額に

100分の50を乗じて得た額以内において

市長が定める額 

市単独事業 事業に要する費用の額に100分の50を乗

じて得た額以内において市長が定める額 

林道整備事業 事業に要する費用の額に100分の50を乗

じて得た額以内において市長が定める額 

農林水産施設災害復旧事業 事業に要する費用の額から国及び県から

交付される補助金の額を控除した額に

100分の50を乗じて得た額以内において

市長が定める額 

 

 



伊賀市行政組織条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和３年３月15日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第２号 

 

   伊賀市行政組織条例等の一部を改正する条例 

 （伊賀市行政組織条例の一部改正） 

第１条 伊賀市行政組織条例（平成16年伊賀市条例第10号）の一部を次のように改正す

る。 

  第１条第２項中「課」を「局及び課」に、「総合危機管理課」を 

 「デジタル自治推進局 

総合危機管理課  」 

「総務部 

⑴ 議会及び市行政一般に関すること。 

           ⑵ 例規及び文書に関すること。 

           ⑶ 市史編さんに関すること。 

           ⑷ 職員に関すること。 

           ⑸ 秘書に関すること。 

           ⑹ 入札及び契約に関すること。 

           ⑺ 建設工事等の検査に関すること。 

           ⑻ 行財政改革に関すること。 

           ⑼ 地方分権に関すること。 

          企画振興部 

⑴ 市政の総合的企画及び総合調整に関すること。 

           ⑵ 地域振興に関すること。 

           ⑶ 交通政策に関すること。 

           ⑷ 文化振興に関すること。 

           ⑸ 広報及び広聴に関すること。 

第２条第１項中  
を 

に改める。 



           ⑹ 情報公開及び情報提供に関すること。 

           ⑺ 情報化の推進及び情報処理に関すること。 

           ⑻ 住民自治活動の支援に関すること。 

           ⑼ スポーツの振興に関すること。       」 

 「総務部 

   ⑴ 議会及び市行政一般に関すること。 

   ⑵ 例規及び文書に関すること。 

   ⑶ 職員に関すること。 

   ⑷ 秘書に関すること。 

   ⑸ 入札及び契約に関すること。 

   ⑹ 建設工事等の検査に関すること。 

  企画振興部 

   ⑴ 市政の総合的企画及び総合調整に関すること。 

   ⑵ 地域振興に関すること。 

   ⑶ 交通政策に関すること。 

   ⑷ 文化振興に関すること。 

   ⑸ 広聴及び広報に関すること。 

   ⑹ 情報公開及び情報提供に関すること。 

   ⑺ 住民自治活動の支援に関すること。 

   ⑻ スポーツの振興に関すること。       」 

          「総合危機管理課 

            ⑴ 危機管理に関すること。 

            ⑵ 防災に関すること。 

            ⑶ 地域安全に関すること。」 

 「デジタル自治推進局 

   ⑴ 行政のデジタル化の推進に関すること。 

   ⑵ 情報化施策の方針及び立案に関すること。 

   ⑶ 行政改革に関すること。 

   ⑷ 地方分権に関すること。 

⑸ 情報化の推進及び情報処理に関すること。 

に改め、同条第２項中「課」 

を を「局及び課」に、 

に改める。 



  総合危機管理課 

   ⑴ 危機管理に関すること。 

   ⑵ 防災に関すること。    

   ⑶ 地域安全に関すること。        」 

 （伊賀市総合計画審議会条例の一部改正） 

第２条 伊賀市総合計画審議会条例（平成17年伊賀市条例第１号）の一部を次のように改

正する。 

  第８条ただし書を削る。 

 （伊賀市行政情報番組検討委員会条例の一部改正） 

第３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「広聴情報課」を「広聴広報課」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４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「広聴情報課」を「広聴広報課」に改める。 

 （伊賀市行政不服審査会条例の一部改正） 

第５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「広聴情報課」を「広聴広報課」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 



伊賀市ふるさと応援基金の設置、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３年３月15日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第３号 

 

伊賀市ふるさと応援基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例 

伊賀市ふるさと応援基金の設置、管理及び処分に関する条例（平成 20 年伊賀市条例第

32号）の一部を次のように改正する。 

第１条を次のように改める。 

（設置） 

第１条 伊賀市を愛し、応援しようとする者からの寄附金を活用し、寄附者の意思を尊重

しながら次に掲げる施策を推進するため、伊賀市ふるさと応援基金（以下「基金」とい

う。）を設置する。 

⑴ 伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標の達成に資する施策 

⑵ 前号に掲げるもののほか、伊賀市総合計画に掲げる将来像の実現に資する施策 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



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３年３月15日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第４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7.03」を「100分の7.08」に改める。 

第５条中「23,900円」を「26,600円」に改める。 

第７条中「100分の1.78」を「100分の2.07」に改める。 

第８条中「6,100円」を「7,800円」に改める。 

第８条の２第１号中「5,700円」を「6,200円」に改め、同条第２号中「2,850円」を「3,100

円」に改め、同条第３号中「4,275円」を「4,650円」に改める。 

第９条中「100分の1.7」を「100分の1.97」に改める。 

第11条中「7,700円」を「9,700円」に改める。 

第12条中「4,500円」を「5,200円」に改める。 

第26条第１項第１号中「33万円」を「43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第

703条の５に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項

に規定する給与所得について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同

条第１項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。）をいう。以下この号

において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第703条の５に規

定する総所得金額に係る所得税法第 35 条第３項に規定する公的年金等に係る所得につい

て同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢65歳未満の者にあって

は当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては

当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を

除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場



合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に 10万円を乗じて得た

金額を加算した金額）」に改め、同号ア中「16,730円」を「18,620円」に改め、同号ウ中

「4,270円」を「5,460円」に改め、同号エ（ア）中「3,990円」を「4,340円」に改め、

同号エ（イ）中「1,995円」を「2,170円」に改め、同号エ（ウ）中「2,993円」を「3,255

円」に改め、同号オ中「5,390円」を「6,790円」に改め、同号カ中「3,150円」を「3,640

円」に改め、同項第２号中「33万円」を「43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合に

あっては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に 10万円を乗じて得た金額

を加算した金額）」に改め、同号ア中「11,950円」を「13,300円」に改め、同号ウ中「3,050

円」を「3,900円」に改め、同号エ（ア）中「2,850円」を「3,100円」に改め、同号エ（イ）

中「1,425円」を「1,550円」に改め、同号エ（ウ）中「2,138円」を「2,325円」に改め、

同号オ中「3,850円」を「4,850円」に改め、同号カ中「2,250円」を「2,600円」に改め、

同項第３号中「33万円」を「43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、43

万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に 10 万円を乗じて得た金額を加算した金

額）」に改め、同号ア中「4,780円」を「5,320円」に改め、同号ウ中「1,220円」を「1,560

円」に改め、同号エ（ア）中「1,140円」を「1,240円」に改め、同号エ（イ）中「570円」

を「620円」に改め、同号エ（ウ）中「855円」を「930円」に改め、同号オ中「1,540円」

を「1,940円」に改め、同号カ中「900円」を「1,040円」に改め、同条第２項を削る。 

附則第５項中「所得税法（昭和40年法律第33号）」を「所得税法」に改め、「同条中「法

第703条の５に規定する総所得金額」の次に「及び山林所得金額」を加え、「、「法」を「「法」

に、「とする。)」」を「とする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万

円」」に改める。  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３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３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２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。 



  

  

 



伊賀市国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和３年３月15日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第５号 

 

伊賀市国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例 

 伊賀市国民健康保険診療所条例（平成16年伊賀市条例第163号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条の表を次のように改める。 

名称 位置 

伊賀市国民健康保険阿波診療所 

伊賀市国民健康保険山田診療所 

伊賀市猿野1339番地１ 

伊賀市平田639番地 

 第３条の表霧生診療所の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

  

 



伊賀市建築基準法等関係手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和３年３月15日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第６号 

 

伊賀市建築基準法等関係手数料条例の一部を改正する条例 

伊賀市建築基準法等関係手数料条例（平成16年伊賀市条例第204号）の一部を次のよう

に改正する。 

第15条第１号の表共同住宅等の部共用部分（床面積につき）の款を次のように改める。 

共用部分

（床面積

につき） 

300㎡以内のもの 10,100円 6,000円 117,900円 59,900円 

300 ㎡を超え 1,000 ㎡

以内のもの 
18,400円 11,000円 155,500円 79,500円 

1,000 ㎡を超え 2,000

㎡以内のもの 
28,900円 17,300円 194,500円 100,100円 

2,000 ㎡を超え 5,000

㎡以内のもの 
86,800円 52,000円 303,000円 160,200円 

5,000㎡を超え 10,000

㎡以内のもの 
137,400円 82,400円 389,100円 208,300円 

10,000㎡を超え

25,000㎡以内のもの 
173,600円 104,100円 465,100円 249,900円 

25,000㎡を超えるもの 217,000円 130,200円 541,700円 292,500円 

第15条第２号の表非住宅建築物（床面積につき）の部を次のように改める。 

非住

宅建

築物

（床

面積

300㎡以内のもの 
10,100

円 
6,000円 

93,800

円 

47,900

円 

256,700

円 

129,400

円 

300㎡を超え

1,000㎡以内のも

の 

18,400

円 

11,000

円 

124,900

円 

64,300

円 

321,600

円 

162,600

円 



につ

き） 

1,000㎡を超え

2,000㎡以内のも

の 

28,900

円 

17,300

円 

157,300

円 

81,500

円 

415,200

円 

210,600

円 

2,000㎡を超え

5,000㎡以内のも

の 

86,800

円 

52,000

円 

254,700

円 

136,000

円 

592,600

円 

305,300

円 

5,000㎡を超え

10,000㎡以内の

もの 

137,400

円 

82,400

円 

332,600

円 

180,000

円 

730,000

円 

379,300

円 

10,000㎡を超え

25,000㎡以内の

もの 

173,600

円 

104,100

円 

399,800

円 

217,200

円 

862,900

円 

449,600

円 

25,000㎡を超え

るもの 

217,000

円 

130,200

円 

469,000

円 

256,100

円 

984,500

円 

514,900

円 

 第20条を第23条とし、第19条を第22条とする。 

第18条中「第36条第１項」を「第41条第１項」に改め、同条第１号の表中「第２条第

３号」を「第２条第１項第３号」に改め、同表共同住宅等の部共用部分（床面積につき）

の款を次のように改める。 

共用部

分（床

面積に

つき） 

300㎡以内のもの 10,100円 117,900円 117,900円 

300㎡を超え1,000㎡以内のもの 18,400円 155,500円 155,500円 

1,000㎡を超え2,000㎡以内のもの 28,900円 194,500円 194,500円 

2,000㎡を超え5,000㎡以内のもの 86,800円 303,000円 303,000円 

5,000㎡を超え10,000㎡以内のもの 137,400円 389,100円 389,100円 

10,000㎡を超え25,000㎡以内のもの 173,600円 465,100円 465,100円 

25,000㎡を超えるもの 217,000円 541,700円 541,700円 

第18条第１号の表備考中「第16条第１号」を「第19条第１号」に改め、同条第２号の

表中「第２条第３号」を「第２条第１項第３号」に改め、同表非住宅建築物（床面積につ

き）の部を次のように改める。 

非住宅 300㎡以内のもの 10,100円 93,800円 256,700円 



建築物

（床面

積につ

き） 

300㎡を超え1,000㎡以内のもの 18,400円 124,900円 321,600円 

1,000㎡を超え2,000㎡以内のもの 28,900円 157,300円 415,200円 

2,000㎡を超え5,000㎡以内のもの 86,800円 254,700円 592,600円 

5,000㎡を超え10,000㎡以内のもの 137,400円 332,600円 730,000円 

10,000㎡を超え25,000㎡以内のもの 173,600円 399,800円 862,900円 

25,000㎡を超えるもの 217,000円 469,000円 984,500円 

第18条第２号の表備考中「第16条第２号」を「第19条第２号」に改め、同条第３号の

表備考中「第16条第３号」を「第19条第３号」に改め、同条を第21条とする。 

第17条中「第31条第１項」を「第36条第１項」に、「第31条第２項」を「第36条第

２項」に、「第30条第２項」を「第35条第２項」に改め、同条第１号の表中「第30条第

１項各号」を「第35条第１項各号」に改め、同表共同住宅等の部共用部分（床面積につき）

の款を次のように改める。 

共用部分（床面積につ

き） 

300㎡以内のもの 6,000円 59,900円 

300㎡を超え1,000㎡以内のもの 11,000円 79,500円 

1,000㎡を超え2,000㎡以内のもの 17,300円 100,100円 

2,000㎡を超え5,000㎡以内のもの 52,000円 160,200円 

5,000㎡を超え10,000㎡以内のもの 82,400円 208,300円 

10,000㎡を超え25,000㎡以内のもの 104,100円 249,900円 

25,000㎡を超えるもの 130,200円 292,500円 

第17条第２号の表中「第30条第１項各号」を「第35条第１項各号」に、「第30条第

１項第１号」を「第35条第１項第１号」に改め、同表非住宅建築物（床面積につき）の部

を次のように改める。 

非住宅

建築物

（床面

積につ

き） 

300㎡以内のもの 6,000円 47,900円 129,400円 

300㎡を超え1,000㎡以内のもの 11,000円 64,300円 162,600円 

1,000㎡を超え2,000㎡以内のもの 17,300円 81,500円 210,600円 

2,000㎡を超え5,000㎡以内のもの 52,000円 136,000円 305,300円 

5,000㎡を超え10,000㎡以内のもの 82,400円 180,000円 379,300円 

10,000㎡を超え25,000㎡以内のもの 104,100円 217,200円 449,600円 

25,000㎡を超えるもの 130,200円 256,100円 514,900円 



第17条を第20条とする。 

第16条中「第29条第１項」を「第34条第１項」に、「第30条第２項」を「第35条第

２項」に改め、同条第１号の表中「第30条第１項各号」を「第35条第１項各号」に改め、

同表共同住宅等の部共用部分（床面積につき）の款を次のように改める。 

共用部分（床面積につ

き） 

300㎡以内のもの 10,100円 117,900円 

300㎡を超え1,000㎡以内のもの 18,400円 155,500円 

1,000㎡を超え2,000㎡以内のもの 28,900円 194,500円 

2,000㎡を超え5,000㎡以内のもの 86,800円 303,000円 

5,000㎡を超え10,000㎡以内のもの 137,400円 389,100円 

10,000㎡を超え25,000㎡以内のもの 173,600円 465,100円 

25,000㎡を超えるもの 217,000円 541,700円 

第16条第２号の表中「第30条第１項各号」を「第35条第１項各号」に、「第30条第

１項第１号」を「第35条第１項第１号」に改め、同表非住宅建築物（床面積につき）の部

を次のように改める。 

非住宅

建築物

（床面

積につ

き） 

300㎡以内のもの 10,100円 93,800円 256,700円 

300㎡を超え1,000㎡以内のもの 18,400円 124,900円 321,600円 

1,000㎡を超え2,000㎡以内のもの 28,900円 157,300円 415,200円 

2,000㎡を超え5,000㎡以内のもの 86,800円 254,700円 592,600円 

5,000㎡を超え10,000㎡以内のもの 137,400円 332,600円 730,000円 

10,000㎡を超え25,000㎡以内のもの 173,600円 399,800円 862,900円 

25,000㎡を超えるもの 217,000円 469,000円 984,500円 

第16条を第19条とする。 

第15条の次に次の３条を加える。 

（建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料） 

第16条 建築物エネルギー消費性能向上法第12条第１項又は第13条第２項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性能適合性の判定の申請に対する審査の手数料の額は、次の表

に掲げるとおりとする。 

建築物エネル

ギー消費性能

一件当たりの手数料の額 

建築物エネル その他の場合 



適合性判定を

行う建築物の

床面積の区分 

ギー消費性能

向上計画に建

築物エネルギ

ー消費性能向

上法第34条第

３項各号に掲

げる事項が記

載されている

場合の同項に

規定する他の

建築物におい

て、当該建築物

エネルギー消

費性能向上計

画と当該他の

建築物におけ

る建築物エネ

ルギー消費性

能確保計画が

同様の方法に

より評価され

たものである

場合 

建築物の非住宅

部分の用途が工

場等（工場その他

市長が別に定め

る用途をいう。以

下この表におい

て同じ。）である

場合 

建築物の非住宅部分の用途が工場

等以外である場合 

判定に係る建築

物エネルギー消

費性能確保計画

が、建築物エネ

ルギー消費性能

向上法第２条第

１項第３号の規

定に基づき定め

られた簡易な評

価方法であって

市長が別に定め

る方法により評

価されたもので

ある場合 

左記以外の評価

方法により評価

されたものであ

る場合 

300㎡以内のも

の 
10,000円 21,000円 98,000円 256,000円 

300㎡を超え

1,000㎡以内の

もの 

18,000円 29,000円 124,000円 321,000円 

1,000㎡を超え 28,000円 42,000円 164,000円 415,000円 



2,000㎡以内の

もの 

2,000㎡を超え

5,000㎡以内の

もの 

86,000円 107,000円 266,000円 592,000円 

5,000㎡を超え

10,000㎡以内

のもの 

137,000円 161,000円 348,000円 730,000円 

10,000㎡を超

え25,000㎡以

内のもの 

173,000円 200,000円 418,000円 862,000円 

25,000㎡を超

えるもの 
217,000円 249,000円 490,000円 984,000円 

備考 

１ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物エネルギー消費性能向上法第 34 条

第３項各号に掲げる事項が記載されている場合の同項に規定する他の建築物におい

て、当該建築物エネルギー消費性能向上計画と当該他の建築物における建築物エネ

ルギー消費性能確保計画が同様の方法により評価されたものである場合以外の場合

における工場等及び工場等以外の用途を有する建築物の手数料の額は、次に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。 

ア 工場等以外の用途の部分について市長が別に定める規模の場合 建築物におけ

る非住宅部分全体の床面積の区分に応じた第３欄に定める額 

イ 工場等の用途の部分について市長が別に定める規模の場合 建築物における非

住宅部分全体の床面積の区分に応じた第４欄又は第５欄に定める額 

ウ ア又はイに規定する場合以外の場合 建築物における工場等の用途の部分の床

面積の区分に応じた第３欄に定める額と工場等以外の用途の部分の床面積の区分

に応じた第４欄又は第５欄に定める額を合算した額。ただし、当該合算した額が

当該建築物における非住宅部分全体の床面積の区分に応じた第４欄又は第５欄に

定める額を超える場合は、当該第４欄又は第５欄の額 

２ 住宅部分及び非住宅部分を有する建築物については、非住宅部分における床面積



の区分及び用途に応じて算定する。 

（建築物エネルギー消費性能適合性変更判定申請手数料） 

第17条 建築物エネルギー消費性能向上法第12条第２項又は第13条第３項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性能適合性の変更判定の申請に対する審査の手数料の額は、次

の表に掲げるとおりとする。 

建築物エネル

ギー消費性能

適合性判定を

行う建築物の

床面積の区分 

一件当たりの手数料の額 

建築物エネル

ギー消費性能

向上計画に建

築物エネルギ

ー消費性能向

上法第34条第

３項各号に掲

げる事項が記

載されている

場合の当該建

築物エネルギ

ー消費性能向

上計画の変更

に係る同項に

規定する他の

建築物におい

て、当該建築物

エネルギー消

費性能向上計

画と当該他の

建築物におけ

る建築物エネ

ルギー消費性

その他の場合 

建築物の非住宅部

分の用途が工場等

（工場その他市長

が別に定める用途

をいう。以下この

表において同じ。）

である場合 

建築物の非住宅部分の用途が工場

等以外である場合 

判定に係る建築

物エネルギー消

費性能確保計画

が、建築物エネ

ルギー消費性能

向上法第２条第

１項第３号の規

定に基づき定め

られた簡易な評

価方法であって

市長が別に定め

る方法により評

価されたもので

ある場合 

左記以外の評価

方法により評価

されたものであ

る場合 



能確保計画が

同様の方法に

より評価され

たものである

場合 

300㎡以内のも

の 
6,000円 11,000円 50,000円 129,000円 

300㎡を超え

1,000㎡以内の

もの 

11,000円 16,000円 64,000円 162,000円 

1,000㎡を超え

2,000㎡以内の

もの 

17,000円 24,000円 85,000円 210,000円 

2,000㎡を超え

5,000㎡以内の

もの 

52,000円 62,000円 142,000円 305,000円 

5,000㎡を超え

10,000㎡以内

のもの 

82,000円 95,000円 188,000円 379,000円 

10,000㎡を超

え25,000㎡以

内のもの 

104,000円 118,000円 227,000円 449,000円 

25,000㎡を超

えるもの 
130,000円 147,000円 268,000円 514,000円 

備考 

  １ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物エネルギー消費性能向上法第 34 条

第３項各号に掲げる事項が記載されている場合の当該建築物エネルギー消費性能向

上計画の変更に係る同項に規定する他の建築物において、当該建築物エネルギー消

費性能向上計画と当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能確保計画が同



様の方法により評価されたものである場合以外の場合における工場等及び工場等以

外の用途を有する建築物の手数料の額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める額とする。 

ア 工場等以外の用途の部分について市長が別に定める規模の場合 建築物にお

ける非住宅部分全体の床面積の区分に応じた第３欄に定める額 

イ 工場等の用途の部分について市長が別に定める規模の場合 建築物における

非住宅部分全体の床面積の区分に応じた第４欄又は第５欄に定める額 

ウ ア又はイに規定する場合以外の場合 建築物における工場等の用途の部分の

床面積の区分に応じた第３欄に定める額と工場等以外の用途の部分の床面積の

区分に応じた第４欄又は第５欄に定める額を合算した額。ただし、当該合算した

額が当該建築物における非住宅部分全体の床面積の区分に応じた第４欄又は第

５欄に定める額を超える場合は、当該第４欄又は第５欄の額 

２ 住宅部分及び非住宅部分を有する建築物については、非住宅部分における床面積

の区分及び用途に応じて算定する。 

（建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に該当する旨の証明書交付申請手数

料） 

第18条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則（平成28年国土交通

省令第５号）第３条（同規則第７条第２項の規定により準用する場合を含む。）に規定

する建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に該当する旨の証明書交付の申請

に対する審査の手数料の額は、次の表に掲げるとおりとする。 

建築物エネルギー

消費性能適合性判

定を行う建築物の

一件当たりの手数料の額 

建築物の非住宅部

分の用途が工場等

建築物の非住宅部分の用途が工場等以外である場

合 



床面積の区分 （工場その他市長

が別に定める用途

をいう。以下この表

において同じ。）で

ある場合 

判定に係る建築物エネ

ルギー消費性能確保計

画が、建築物エネルギ

ー消費性能向上法第２

条第１項第３号の規定

に基づき定められた簡

易な評価方法であって

市長が別に定める方法

により評価されたもの

である場合 

左記以外の評価方法によ

り評価されたものである

場合 

300㎡以内のもの 5,000円 25,000円 64,000円 

300㎡を超え1,000

㎡以内のもの 
8,000円 32,000円 81,000円 

1,000 ㎡を超え

2,000㎡以内のも

の 

12,000円 42,000円 105,000円 

2,000 ㎡を超え

5,000㎡以内のも

の 

31,000円 71,000円 152,000円 

5,000 ㎡を超え

10,000㎡以内のも

の 

47,000円 94,000円 189,000円 

10,000㎡を超え

25,000㎡以内のも

の 

59,000円 113,000円 224,000円 

25,000㎡を超える

もの 
73,000円 134,000円 257,000円 

備考 

１ 工場等及び工場等以外の用途を有する建築物（工場等以外の用途の部分について



市長が別に定める規模の場合に限る。）については、当該建築物における非住宅部

分全体の床面積の区分に応じた第２欄に定める額とする。 

２ 工場等及び工場等以外の用途を有する建築物（工場等の用途の部分について市長

が別に定める規模の場合に限る。）については、当該建築物における非住宅部分全

体の床面積の区分に応じた第３欄又は第４欄に定める額とする。  

３ 工場等及び工場等以外の用途を有する建築物（前２項に規定する場合を除く。）

については、当該建築物における工場等の用途の部分の床面積の区分に応じた第２

欄に定める額と工場等以外の用途の部分の床面積の区分に応じた第３欄又は第４欄

に定める額を合算した額とする。ただし、当該合算した額が当該建築物における非

住宅部分全体の床面積の区分に応じた第３欄又は第４欄に定める額を超える場合は、

当該第３欄又は第４欄の額とする。 

４ 住宅部分及び非住宅部分を有する建築物については、非住宅部分における床面積

の区分及び用途に応じて算定する。 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 



伊賀市水道事業給水条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和３年３月15日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第７号 

 

伊賀市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 伊賀市水道事業給水条例（平成16年伊賀市条例第275号）の一部を次のように改正する。 

附則第７項中「平成33年３月31日」を「令和４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３年３月15日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第８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。 

附則第２項中「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令（令和２年

政令第 11号）第１条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう」を「病原体がベータコ

ロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対

して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る」

に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



伊賀市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和３年３月15日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第９号 

 

   伊賀市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

伊賀市国民健康保険条例（平成16年伊賀市条例第162号）の一部を次のように改正する。 

附則第６項中「新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）附則第

１条の２に規定する新型コロナウイルス感染症」を「新型コロナウイルス感染症（病原体

がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界

保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であ

るものに限る。以下同じ。）」に改める。 

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  

    

  



伊賀市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和３年３月15日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第10号 

 

   伊賀市介護保険条例の一部を改正する条例  

 伊賀市介護保険条例（平成16年伊賀市条例第166号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」

に改め、同項第４号中「次のいずれかに該当する者であり、かつ、前号に該当しない」を「令

第 39条第１項第４号に掲げる」に改め、同号ア及びイを削り、同項第５号中「次のいずれ

かに該当する」を「令第 39条第１項第５号に掲げる」に改め、同号ア及びイを削り、同項

第６号ア中「合計所得金額」を「地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第１項第13

号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措置法（昭和 32年

法律第26号）第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第

34条の３第１項、第 35条第１項、第 35条の２第１項、第 35条の３第１項又は第 36条の

規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第 22条の２第２項に規定する特別控

除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」

に改め、同項第７号ア中「200万円」を「210万円」に改め、同項第８号ア中「300万円」を

「320万円」に改め、同条第２項から第４項までの規定中「令和２年度」を「令和３年度か

ら令和５年度までの各年度」に改める。 

 第７条第１項中「地方税法第292条第１項第13号に規定する」を削る。 

 附則に次の見出し及び３項を加える。 

 （令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準の特例） 

７ 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額に所得税法（昭和 40年法律第 33号）

第 28 条第１項に規定する給与所得又は同法第 35 条第３項に規定する公的年金等に係る

所得が含まれている者の令和３年度における保険料率の算定についての第４条第１項（第

６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第10号ア及び第11号に係る部分に限る。）の

規定の適用については、同項第６号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法（昭



和40年法律第33号）第28条第１項に規定する給与所得及び同法第35条第３項に規定す

る公的年金等に係る所得の合計額については、同法第 28条第２項の規定によって計算し

た金額及び同法第 35 条第２項第１号の規定によって計算した金額の合計額から 10 万円

を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）によるものとし、租税特

別措置法」とする。 

８ 前項の規定は、令和４年度における保険料率の算定について準用する。この場合におい

て、同項中「令和２年」とあるのは、「令和３年」と読み替えるものとする。 

９ 第７項の規定は、令和５年度における保険料率の算定について準用する。この場合にお

いて、同項中「令和２年」とあるのは、「令和４年」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３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の伊賀市介護保険条例第４条の規定は、令和３年度分の保険料から適用し、令和

２年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 



 

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

等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和３年３月15日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第11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

条例等の一部を改正する条例 

（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

例の一部改正） 

第１条 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（平成25年伊賀市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第４節 運営に関する基準（第196条―第202条）」を 
「  第４節 運営に関 

第10章 雑則（第203 

する基準（第196条―第202条） 
に改める。 

条）            」 

第３条に次の２項を加える。 

３ 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必

要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じ

なければならない。 

４ 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たって

は、法第118条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、

適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

第６条第５項第１号中「第151条第12項」を「第47条第４項第１号及び第151条第２項」

に改め、同項第２号中「いう」の次に「。第47条第４項第２号において同じ」を加え、

同項第３号中「いう」の次に「。第47条第４項第３号において同じ」を加え、同項第４

号中「いう」の次に「。第47条第４項第４号において同じ」を加え、同項第５号中「第

64条第１項」を「第47条第４項第５号、第64条第１項」に改め、同項第６号中「第64条



 

第１項」を「第47条第４項第６号、第64条第１項」に改め、同項第７号中「第64条第１

項」を「第47条第４項第７号、第64条第１項」に改め、同項第８号中「第５章」を「第

47条第４項第８号及び第５章」に改める。 

第31条中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

⑻ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第32条に次の１項を加える。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、適切な指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優

越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の就業環境が害されることを防止するため

の方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

第32条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第32条の２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、感染症や非常災害の発

生時において、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を継続

的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下

「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じな

ければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的に実施しなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期的に業務継続計画の見直し

を行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

第33条に次の１項を加える。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる

措置を講じなければならない。 

⑴ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びま

ん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器

（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）



 

をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びま

ん延の防止のための指針を整備すること。 

⑶ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び

訓練を定期的に実施すること。 

第34条に次の１項を加える。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項に規定する事項を記載した

書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に備え付け、かつ、これを

いつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えること

ができる。 

第39条第１項中「協議会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。ただし、利用者又はその家族（以下この項、第59条の17第１項及び第87条

において「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用

について当該利用者等の同意を得なければならない。）」を加える。 

第40条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第40条の２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、虐待の発生又はその再

発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための

対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）を定期的に開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための

指針を整備すること。 

⑶ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

⑷ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

第47条第１項第１号中「専ら」を削り、「以上とする。」を「以上」に改め、同号



 

ただし書を削り、同項第２号中「以上とする。」を「以上」に改め、同項第３号中

「専ら」を削り、「以上とする。」を「以上」に改め、同号ただし書を削り、同条に

次の５項を加える。 

３ オペレーターは、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者

の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス、同

一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。 

４ 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある

場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定に

かかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。 

⑴ 指定短期入所生活介護事業所 

⑵ 指定短期入所療養介護事業所 

⑶ 指定特定施設 

⑷ 指定小規模多機能型居宅介護事業所 

⑸ 指定認知症対応型共同生活介護事業所 

⑹ 指定地域密着型特定施設 

⑺ 指定地域密着型介護老人福祉施設 

⑻ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所 

⑼ 指定介護老人福祉施設 

⑽ 介護老人保健施設 

⑾ 指定介護療養型医療施設 

⑿ 介護医療院 

５ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当た

る者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応

型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若し

くは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができる。 

６ 当該夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対するオペレーションセンターサービス

の提供に支障がない場合は、第３項本文及び前項本文の規定にかかわらず、オペレー

ターは、随時訪問サービスに従事することができる。 

７ 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、



 

当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障

がないときは、第１項の規定にかかわらず、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を

置かないことができる。 

第55条中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

⑻ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第56条第２項ただし書中「随時訪問サービスについては」を「指定夜間対応型訪問介

護事業所が、適切に指定夜間対応型訪問介護を利用者に提供する体制を構築しており」

に、「指定訪問介護事業所との」を「指定訪問介護事業所又は指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所（以下この条において「指定訪問介護事業所等」という。）との

密接な」に、「当該他の指定訪問介護事業所の訪問介護員等」を「市長が地域の実情を

勘案し適切と認める範囲内において、指定夜間対応型訪問介護の事業の一部を、当該他

の指定訪問介護事業所等の従業者」に改め、同条第３項中「前項」を「前項本文」に、

「指定夜間対応型訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指

定を併せて受け、かつ、指定夜間対応型訪問介護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の事業とが同一敷地内において一体的に運営されている場合（第32条第２項

ただし書の規定により当該夜間対応型訪問介護事業所の従業者が当該指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所の職務を行うことにつき市長に認められている場合に限

る。）であって、利用者の処遇に支障がないときは」を「オペレーションセンターサー

ビスについては」に、「定期巡回サービス又は随時訪問サービスの事業の一部を他の指

定訪問介護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者に行わせる」を「複数の

指定夜間対応型訪問介護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定夜間対応型訪問介

護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を

受ける」に改め、同条に次の１項を加える。 

５ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、適切な指定夜間対応型訪問介護の提供を確保す

る観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動で

あって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより夜間対応型訪問介護従業者の就

業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければ

ならない。 

第57条に次の１項を加える。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所の所在する建物



 

と同一の建物に居住する利用者に対して指定夜間対応型訪問介護を提供する場合には、

当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定夜間対応型訪問介護の提供を行う

よう努めなければならない。 

第59条中「第33条から第38条まで、第40条及び第41条」を「第32条の２から第38条ま

で及び第40条から第41条まで」に、「第33条及び第34条」を「第32条の２第２項、第33

条第１項並びに第３項第１号及び第３号、第34条第１項並びに第40条の２第１号及び第

３号」に改める。 

第59条の12中第10号を第11号とし、第９号の次に次の１号を加える。 

⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第59条の13第３項に後段として次のように加える。 

その際、当該指定地域密着型通所介護事業者は、全ての地域密着型通所介護従業者

（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令

で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護

に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

第59条の13に次の１項を加える。 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保す

る観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動で

あって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着型通所介護従業者の就

業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければ

ならない。 

第59条の15に次の１項を加える。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住

民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

第59条の16第２項中「必要な措置を講ずるよう努め」を「、次に掲げる措置を講じ」

に改め、同項に次の各号を加える。 

⑴ 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のた

めの対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと

する。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、地域密

着型通所介護従業者に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のた



 

めの指針を整備すること。 

⑶ 当該指定地域密着型通所介護事業所において、地域密着型通所介護従業者に対し、

感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

第59条の17第１項中「協議会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活

用について当該利用者等の同意を得なければならない。）」を加える。 

第59条の20中「第28条」の次に「、第32条の２」を、「第38条まで」の次に「、第40

条の２」を加え、「、「定期」を「、同項、第32条の２第２項、第34条第１項並びに第

40条の２第１号及び第３号中「定期」に改める。 

第59条の20の３前段中「第28条」の次に「、第32条の２」を加え、同条中「第38条ま

で」の次に「、第40条の２」を加え、「第34条において」を「第34条第１項において」

に、「第34条中」を「第32条の２第２項、第34条第１項並びに第40条の２第１号及び第

３号中」に、「及び第59条の13第３項」を「、第59条の13第３項及び第４項並びに第59

条の16第２項第１号及び第３号」に改める。 

第59条の34中「次に」を「、次に」に改め、同条中第９号を第10号とし、第８号の次

に次の１号を加える。 

⑼ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第59条の36第１項中「管理委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）」を加える。 

第59条の38中「第28条」の次に「、第32条の２」を、「第38条まで」の次に「、第40

条の２」を加え、「第34条中「運営規定」を「第32条の２第２項、第34条第１項並びに

第40条の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるの

は「療養通所介護従業者」と、第34条第１項中「運営規程」に改め、「第59条の13第３

項」の次に「及び第４項並びに第59条の16第２項第１号及び第３号」を加える。 

第64条第１項中「又は施設」の次に「（第66条第１項において「本体事業所等」とい

う。）」を加える。 

第65条第２項中「第82条第７項」の次に「、第110条第９項」を加える。 

第66条第１項に後段として次のように加える。 

なお、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共

用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地内にある



 

他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えない。 

第73条中第10号を第11号とし、第９号の次に次の１号を加える。 

⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第80条中「第28条」の次に「、第32条の２」を、「第38条まで」の次に「、第40条の

２」を加え、「、「定期」を「、同項、第32条の２第２項、第34条第１項並びに第40条

の２第１号及び第３号中「定期」に、「第34条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」を「第59条の13第３項及び第４項

並びに第59条の16第２項第１号及び第３号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは

「認知症対応型通所介護従業者」に改める。 

第82条第６項の表中「地域密着型介護老人福祉施設」の次に「、指定介護老人福祉施

設、介護老人保健施設」を加え、「、指定認知症対応型通所介護事業所、指定介護老人

福祉施設又は介護老人保健施設」を「又は指定認知症対応型通所介護事業所」に改める。 

第83条第３項中「第111条第２項」を「第111条第３項」に改める。 

第87条中「行う会議」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用につい

て当該利用者等の同意を得なければならない。）」を加える。 

第100条中第10号を第11号とし、第９号の次に次の１号を加える。 

⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第101条に次の１項を加える。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域において、地域の

実情により当該地域における指定小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要である

と市が認めた場合は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、市が認めた日から伊賀

市介護保険事業計画（法第117条第１項に規定する市町村介護保険事業計画として市が

定めたものをいう。以下この項において同じ。）の終期まで（市が次期の伊賀市介護

保険事業計画を作成するに当たって、新規に代替サービスを整備するよりも既存の指

定小規模多機能型居宅介護事業所を活用することがより効率的であると認めた場合に

あっては、次期の伊賀市介護保険事業計画の終期まで）に限り、登録定員並びに通い

サービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を

行うことができる。 

第108条中「第28条」の次に「、第32条の２」を加え、「、第41条」を「から第41条ま



 

で」に、「、「定期」を「、同項、第32条の２第２項、第34条第１項並びに第40条の２

第１号及び第３号中「定期」に改め、「、第34条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と」を削り、「第59条の13第

３項」の次に「及び第４項並びに第59条の16第２項第１号及び第３号」を加える。 

第110条第１項中「除く。）をいう」の次に「。以下この項において同じ」を加え、同

項に次のただし書を加える。 

ただし、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が３

である場合において、当該共同生活住居がすべて同一の階において隣接し、介護従業

者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合で

あって、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用

者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定認知

症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時

間帯を通じて２以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以

上とすることができる。 

第110条第５項中「共同生活住居」を「指定認知症対応型共同生活介護事業所」に改め、

同条中第10項を第11項とし、第９項を第10項とし、第８項の次に次の１項を加える。 

９ 第７項本文の規定にかかわらず、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業

所（指定認知症対応型共同生活介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他

の保健医療又は福祉に関する事業について３年以上の経験を有する指定認知症対応型

共同生活介護事業者により設置される当該指定認知症対応型共同生活介護事業所以外

の指定認知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定認知症対応型共同生活介護

事業所に対して指定認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うもの（以下こ

の章において「本体事業所」という。）との密接な連携の下に運営されるものをいう。

以下同じ。）については、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、第６項の

別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者を置くことができる。 

第111条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライ

ト型指定認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管理者は、本体事

業所における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。 

第113条第１項中「１又は２」を「１以上３以下（サテライト型指定認知症対応型共同



 

生活介護事業所にあっては、１又は２）」に改める。 

第117条第７項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）」を加え、同条第８項中「外部の者による」を「次に掲げるいず

れかの」に改め、同項に次の各号を加える。 

⑴ 外部の者による評価 

⑵ 第128条において準用する第59条の17第１項に規定する運営推進会議における評価 

第121条中「密着型サービス」の次に「（サテライト型指定認知症対応型共同生活介護

事業所の場合は、本体事業所が提供する指定認知症対応型共同生活介護を除く。）」を

加える。 

第122条中第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

⑺ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第123条第３項に後段として次のように加える。 

その際、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者は、全ての介護従業者（看護師、

准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定める者

等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎

的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

第123条に次の１項を加える。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護の

提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景

とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護従業者の就業

環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければな

らない。 

第128条中「第28条」の次に「、第32条の２」を加え、「、第41条」を「から第41条ま

で」に、「、「定期」を「、同項、第32条の２第２項、第34条第１項並びに第40条の２

第１号及び第３号中「定期」に改め、「、第34条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「介護従業者」と」を削り、「第６章第４節」と」の次に「、第

59条の16第２項第１号及び第３号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「介護従

業者」と」を加える。 

第138条第６項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）」を加える。 



 

第145条中第９号を第10号とし、第８号の次に次の１号を加える。 

⑼ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第146条第４項に後段として次のように加える。 

その際、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、全ての地域密着型

特定施設従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項

に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対

し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければな

らない。 

第146条に次の１項を加える。 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定地域密着型特定施設

入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優

越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

地域密着型特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化

等の必要な措置を講じなければならない。 

第149条中「第28条」の次に「、第32条の２」を加え、「、第41条」を「から第41条ま

で」に、「第34条中「定期巡回・随時対応型介護看護従事者」を「第32条の２第２項、

第34条第１項並びに第40条の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従事者」に改め、「第７章第４節」と」の次に「、第59条の16第２項第１号及び第３

号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と」を加

える。 

第151条第１項各号列記以外の部分に次のただし書を加える。 

ただし、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当

該指定地域密着型介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であ

って、入所者の処遇に支障がないときは、第４号の栄養士又は管理栄養士を置かない

ことができる。 

第151条第１項第４号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加え、同条第３項ただ

し書中「、指定地域密着型介護老人福祉施設（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設（第178条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この

項において同じ。）を除く。以下この項において同じ。）にユニット型指定介護老人福

祉施設（指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令



 

第39号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。）第38条に規定するユニット型指

定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。）を併設する場合の指定地域密

着型介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員

（指定介護老人福祉施設基準第47条第２項の規定に基づき配置される看護職員に限る。）

又は指定地域密着型介護老人福祉施設にユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を

併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老

人福祉施設の介護職員及び看護職員（第187条第２項の規定に基づき配置される看護職員

に限る。）を除き」を削り、同条第８項各号列記以外の部分中「栄養士」の次に「若し

くは管理栄養士」を加え、同項第１号中「栄養士」を「生活相談員、栄養士若しくは管

理栄養士」に改め、同項第２号及び第３号中「栄養士」の次に「若しくは管理栄養士」

を加え、同項第４号中「介護支援専門員」を「栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援

専門員」に改め、同条第13項中「施設の生活相談員、栄養士」の次に「若しくは管理栄

養士」を加える。 

第157条第６項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）」を加える。 

第158条第６項中「行う会議」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。ただし、入所者又はその家族（以下この項において「入所者等」とい

う。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同

意を得なければならない。）」を加える。 

第163条の次に次の２条を加える。 

（栄養管理） 

第163条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を

図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理

を計画的に行わなければならない。 

（口腔
くう

衛生の管理） 

第163条の３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の口腔の健康の保持を図り、

自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者

の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。 

第168条中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

⑻ 虐待の防止のための措置に関する事項 



 

第169条第３項に後段として次のように加える。 

その際、当該指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業者（看護師、准看護

師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資

格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研

修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

第169条に次の１項を加える。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的

な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業

者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じな

ければならない。 

第171条第２項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）」を加え、同項第３号中「研修」の次に「並びに感染症の予防及

びまん延の防止のための訓練」を加える。 

第175条第１項第３号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）」を加え、同項に次の１号を加える。 

⑷ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

第177条中「第28条」の次に「、第32条の２」を、「第38条」の次に「、第40条の２」

を加え、「、「定期」を「、同項、第32条の２第２項、第34条第１項並びに第40条の２

第１号及び第３号中「定期」に改め、「、第34条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「従業者」と」を削る。 

第180条第１項第１号ア(ｲ)ただし書中「おおむね10人以下としなければならない」を

「原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする」に改め、同号ア(ｳ)中

「次のいずれかを満たすこと」を「10.65平方メートル以上とすること」に改め、同号ア

(ｳ)に次のただし書を加える。 

ただし、(ｱ)ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。 

第180条第１項第１号ア(ｳ)ａ及びｂを削る。 

第182条第８項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）」を加える。 

第186条中第９号を第10号とし、第８号の次に次の１号を加える。 



 

⑼ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第187条第４項に後段として次のように加える。 

その際、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業者（看護

師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定め

る者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る

基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

第187条に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動

又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

により従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措

置を講じなければならない。 

第189条中「第28条」の次に「、第32条の２」を、「第38条」の次に「、第40条の２」

を加え、「、「定期」を「、同項、第32条の２第２項、第34条第１項並びに第40条の２

第１号及び第３号中「定期」に改め、「、第34条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「従業者」と」を削る。 

第191条第11項ただし書中「前項各号」を「第７項各号」に改める。 

第202条中「第28条」の次に「、第32条の２」を加え、「、第41条」を「から第41条ま

で」に、「、「定期」を「、同項、第32条の２第２項、第34条第１項並びに第40条の２

第１号及び第３号中「定期」に改め、「、第34条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と」を削り、「第59条の

13」を「第59条の13第３項及び第４項並びに第59条の16第２項第１号及び第３号」に改

める。 

本則に次の１章を加える。 

第10章 雑則 

（電磁的記録等） 

第203条 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者  

は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書

面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によっ

て認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条にお



 

いて同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（第12条第１項（第59

条、第59条の20、第59条の20の３、第59条の38、第80条、第108条、第128条、第149条、

第177条、第189条及び前条において準用する場合を含む。）、第115条第１項、第136

条第１項及び第155条第１項（第189条において準用する場合を含む。）並びに次項に

規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により

行うことができる。 

２ 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、

交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）

のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるも

のについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子

的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）

によることができる。 

（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

める条例の一部改正） 

第２条 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（平成25年伊賀市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第87条―第90 

条）」を 
「 第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第87条― 

第５章 雑則（第91条） 

第90条） 
に改める。 

   」 

第３条に次の２項を加える。 

３ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の

ため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措

置を講じなければならない。 

４ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを提



 

供するに当たっては、法第118条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要

な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

第８条第１項中「又は施設」の次に「（第10条第１項において「本体事業所等」とい

う。）」を加える。 

第９条第２項中「第44条第７項」の次に「及び第71条第９項」を加える。 

第10条第１項に後段として次のように加える。 

なお、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、

当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、同

一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えない。 

第27条中第10号を第11号とし、第９号の次に次の１号を加える。 

⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第28条第３項に後段として次のように加える。 

その際、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、全ての介護予防認知症

対応型通所介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条

第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）

に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

第28条に次の１項を加える。 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、適切な指定介護予防認知症対応型通

所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関

係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防

認知症対応型通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確

化等の必要な措置を講じなければならない。 

第28条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第28条の２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、感染症や非常災害の発生時

において、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続

計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければなら

ない。 



 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防認知症対応型通所介護従業

者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に

実施しなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行

い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

第30条に次の１項を加える。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たっ

て、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

第31条第２項中「必要な措置を講ずるよう努め」を「次に掲げる措置を講じ」に改め、

同項に次の各号を加える。 

⑴ 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延

の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以

下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）を

おおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護予防認知症対

応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延

の防止のための指針を整備すること。 

⑶ 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、介護予防認知症対応型

通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定

期的に実施すること。 

第32条に次の１項を加える。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面

を当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも

関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。 

第37条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第37条の２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、虐待の発生又はその再発を

防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のための対策

を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）



 

を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防認知症対応型通所介護

従業者に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のための指針

を整備すること。 

⑶ 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、介護予防認知症対応型

通所介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

⑷ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

第39条第１項中「協議会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。ただし、利用者又はその家族（以下この項及び第49条において「利用者等」

という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等

の同意を得なければならない。）」を加える。 

第44条第６項の表中「地域密着型介護老人福祉施設」の次に「、指定介護老人福祉施

設、介護老人保健施設」を加え、「、指定認知症対応型通所介護事業所、指定介護老人

福祉施設又は介護老人保健施設」を「又は指定認知症対応型通所介護事業所」に改め、

同条第７項中「（以下」の次に「この章において」を加える。 

第45条第３項中「第72条第２項」を「第72条第３項」に改める。 

第49条中「行う会議」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用につい

て当該利用者等の同意を得なければならない。）」を加える。 

第57条中第10号を第11号とし、第９号の次に次の１号を加える。 

⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第58条に次の１項を加える。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域において、地域の

実情により当該地域における指定介護予防小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必

要であると市が認めた場合は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、市が

認めた日から伊賀市介護保険事業計画（法第117条第１項に規定する市町村介護保険事

業計画として市が定めたものをいう。以下この項において同じ。）の終期まで（市が

次期の伊賀市介護保険事業計画を作成するに当たって、新規に代替サービスを整備す

るよりも既存の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を活用することがより効

率的であると認めた場合にあっては、次期の伊賀市介護保険事業計画の終期まで）に



 

限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定介護予

防小規模多機能型居宅介護の提供を行うことができる。 

第65条前段中「第28条」の次に「、第28条の２」を加え、同条中「第36条まで及び第

37条（第４項を除く。）から第39条まで」を「第39条まで（第37条第４項を除く。）」

に、「、「介護」を「、同項、第28条第３項及び第４項、第28条の２第２項、第31条第

２項第１号及び第３号、第32条第１項並びに第37条の２第１号及び第３号中「介護」に

改め、「、第28条第３項及び第32条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とある

のは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と」を削る。 

第71条第１項中「除く。）をいう」の次に「。以下この項において同じ」を加え、同

項に次のただし書を加える。 

ただし、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居

の数が３である場合において、当該共同生活住居がすべて同一の階において隣接し、

介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造であ

る場合であって、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策

が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の

時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の

員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて２以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を

行わせるために必要な数以上とすることができる。 

第71条第５項中「共同生活住居」を「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」

に改め、同条中第10項を第11項とし、第９項を第10項とし、第８項の次に次の１項を加

える。 

９ 第７項本文の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業所（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって、指定居宅サー

ビス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年以上の経験を有する

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者により設置される当該指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業所以外の指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

であって当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に対して指定介護予防認

知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うもの（以下この章において「本体事

業所」という。）との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。）につい

ては、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、第６項の別に厚生労働大臣が



 

定める研修を修了している者を置くことができる。 

第72条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライ

ト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管理者は、

本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。 

第74条第１項中「１又は２」を「１以上３以下（サテライト型指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業所にあっては、１又は２）」に改め、同項ただし書を削る。 

第78条第３項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）」を加える。 

第79条中「密着型介護予防サービス」の次に「（サテライト型指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定介護予防認知症対応型共

同生活介護を除く。）」を加える。 

第80条中第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

⑺ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第81条第３項に後段として次のように加える。 

その際、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、全ての介護従業者

（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令

で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護

に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

第81条に次の１項を加える。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定介護予防認知症対応

型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優

越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置

を講じなければならない。 

第86条前段中「第26条」の次に「、第28条の２」を加え、同条中「、第37条（第４項

を除く。）、第38条、第39条」を「から第39条まで（第37条第４項及び第39条第５項を

除く。）」に、「、「介護」を「、同項、第28条第３項及び第４項、第28条の２第２項、

第31条第２項第１号及び第３号、第32条第１項並びに第37条の２第１号及び第３号中

「介護」に改め、「、第32条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは



 

「介護従業者」と」を削る。 

第87条第２項中「外部の者による」を「次に掲げるいずれかの」に改め、同項に次の

各号を加える。 

⑴ 外部の者による評価 

⑵ 前条において準用する第39条第１項に規定する運営推進会議における評価 

本則に次の１章を加える。 

第５章 雑則 

（電磁的記録） 

第91条 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス

の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定

において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形

等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（第14

条第１項（第65条及び第86条において準用する場合を含む。）及び第76条第１項並び

に次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的

記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方

式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）

により行うことができる。 

２ 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービスの提

供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの（以下「交付等」

という。）のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想

定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的

方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法

をいう。）によることができる。 

（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の一部改正） 

第３条 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（平成27年伊賀市条

例第９号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第31条」を「第34条」に、「第32条―第34条」を「第35条―第37条」に、 



 

「第５章 基準該当介護予防支援に関する基準（第35条）」を 
「第５章 基準該当介護 

第６章 雑則（第39条） 

予防支援に関する基準（第38条） 
に改める。 

              」 

第３条に次の２項を加える。 

５ 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体

制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなけれ

ばならない。 

６ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を提供するに当たっては、法第118条

の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効

に行うよう努めなければならない。 

第20条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

⑹ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第21条に次の１項を加える。 

４ 指定介護予防支援事業者は、適切な指定介護予防支援の提供を確保する観点から、

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上

必要かつ相当な範囲を超えたものにより担当職員の就業環境が害されることを防止す

るための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

第35条中「第28条第６項及び第７項」を「第30条第６項及び第７項」に、「第35条」

を「第38条」に改め、第５章中同条を第38条とし、第４章中第34条を第37条とする。 

第33条第９号中「行う会議」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。ただし、利用者又はその家族（以下この号において「利用者等」とい

う。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同

意を得なければならない。）」を加え、同条を第36条とし、第32条を第35条とする。 

第31条第２項第１号中「第33条第14号」を「第36条第14号」に改め、同項第２号イ中

「第33条第７号」を「第36条第７号」に改め、同号ウ中「第33条第９号」を「第36条第

９号」に改め、同号エ中「第33条第16号」を「第36条第16号」に改め、同号オ中「第33

条第17号」を「第36条第17号」に改め、同項第４号中「第28条第２項」を「第30条第２

項」に改め、同項第５号中「第29条第２項」を「第31条第２項」に改め、第３章中同条

を第34条とし、第30条を第33条とし、第29条を第31条とし、同条の次に次の１条を加え



 

る。 

（虐待の防止） 

第32条 指定介護予防支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

⑴ 当該指定介護予防支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催す

るとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定介護予防支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

⑶ 当該指定介護予防支援事業所において、担当職員に対し、虐待の防止のための研

修を定期的に実施すること。 

⑷ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

第28条を第30条とし、第27条を第29条とし、第26条を第28条とする。 

第25条第３項中「第33条第９号」を「第36条第９号」に改め、同条を第27条とする。 

第24条に次の１項を加える。 

２ 指定介護予防支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護予

防支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることによ

り、同項の規定による掲示に代えることができる。 

第24条を第26条とし、第23条を第24条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置） 

第25条 指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援事業所において感染症が発

生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対

策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装

置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１

回以上開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指

針を整備すること。 

⑶ 当該指定介護予防支援事業所において、担当職員に対し、感染症の予防及びまん

延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

第22条を第23条とし、第21条の次に次の１条を加える。 



 

（業務継続計画の策定等） 

第22条 指定介護予防支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対

する指定介護予防支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の

業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継

続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、担当職員に対し、業務継続計画について周知するとと

もに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて

業務継続計画の変更を行うものとする。 

本則に次の１章を加える。 

第６章 雑則 

（電磁的記録等） 

第39条 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者は、作成、保

存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文

書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識するこ

とができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）

で行うことが規定されている又は想定されるもの（第７条（前条において準用する場

合を含む。）及び第36条第28号（前条において準用する場合を含む。）並びに次項に

規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により

行うことができる。 

２ 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者は、交付、説明、

同意、承諾その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この条例

の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当

該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方

法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることができ

る。 

（伊賀市指定居宅介護支援等の事業の人員、運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第４条 伊賀市指定居宅介護支援等の事業の人員、運営に関する基準を定める条例（平成



 

30年伊賀市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第33条」を「第35条」に、「第34条」を「第36条」に、「第35条」を「第37

条・第38条」に改める。 

第３条に次の２項を加える。 

５ 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体

制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなけれ

ばならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第118条

の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効

に行うよう努めなければならない。 

第７条第２項中「できること」の次に「、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所に

おいて作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与

及び地域密着型通所介護（以下この項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位

置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前６月間に当該指定居宅介護支援事

業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のう

ちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供さ

れたものが占める割合」を加える。 

第16条第９号中「行う会議」の次に「（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下

「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。ただし、利

用者又はその家族（以下この号において「利用者等」という。）が参加する場合にあっ

ては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。）」

を加え、同条中第30号を第31号とし、第21号から第29号までを１号ずつ繰り下げ、第20

号の次に次の１号を加える。 

(２１) 介護支援専門員は、その勤務する指定居宅介護支援事業所において作成された居

宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費、

特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サー

ビス費（以下この号において「サービス費」という。）の総額が法第43条第２項に

規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合及び訪問介護に係

る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合が厚生労働大臣が定める基

準に該当する場合であって、かつ、市からの求めがあった場合には、当該指定居宅



 

介護支援事業所の居宅サービス計画の利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計

画に訪問介護が必要な理由等を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市に届

け出なければならない。 

第21条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

⑹ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第22条に次の１項を加える。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上

必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを

防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

第23条の見出しを「（業務継続計画の策定等）」に改め、同条中「震災、風水害、火

災その他の災害（以下この条において「非常災害」という。）に対処するため、事業の

実情に応じた、非常災害の発生時の安全確保のために必要な行動手順、関係機関への通

報及び連絡体制等を定めた具体的な計画を作成し、並びに当該計画を定期的に従業者に

周知するよう努め」を「感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅

介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る

ための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要

な措置を講じ」に改め、同条に次の２項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知す

るとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて

業務継続計画の変更を行うものとする。 

第35条を第38条とし、第５章中同条の前に次の１条を加える。 

（電磁的記録等） 

第37条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、作成、保

存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文

書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識するこ

とができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）

で行うことが規定されている又は想定されるもの（第10条（第36条において準用する

場合を含む。）及び第16条第28号（第36条において準用する場合を含む。）並びに次



 

項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）に

より行うことができる。 

２ 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、交付、説明、

同意、承諾その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この条例

の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当

該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方

法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることができ

る。 

第34条中「第30条第６項及び第７項」を「第31条第６項及び第７項」に、「第34条」

を「第36条」に改め、第４章中同条を第36条とする。 

第33条第２項第４号中「第30条第２項」を「第31条第２項」に改め、同項第５号中

「第31条第２項」を「第32条第２項」に改め、第３章中同条を第35条とする。 

第３章中第32条を第34条とし、第31条を第32条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第33条 指定居宅介護支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

⑴ 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催す

るとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

⑶ 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のた

めの研修を定期的に実施すること。 

⑷ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

第30条を第31条とし、第27条から第29条までを１条ずつ繰り下げる。 

第26条に次の１項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定居宅介

護支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることによ

り、同項の規定による掲示に代えることができる。 



 

第26条を第27条とし、第25条の次に次の１条を加える。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置） 

第26条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所において感染症が発

生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対

策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）

をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員

に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指

針を整備すること。 

⑶ 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及

びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第４条中伊賀市指定居宅介護

支援等の事業の人員、運営に関する基準を定める条例第16条第20号の次に１号を加える

改正規定は、令和３年10月１日から施行する。 

 （虐待の防止に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月31日までの間、第１条の規定による改正後の伊

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

（以下「新伊賀市指定地域密着型サービス基準条例」という。）第３条第３項及び第40

条の２（新伊賀市指定地域密着型サービス基準条例第59条、第59条の20、第59条の20の

３、第59条の38、第80条、第108条、第128条、第149条、第177条、第189条及び第202条

において準用する場合を含む。）、第２条の規定による改正後の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（以下「新伊賀

市指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。）第３条第３項及び第37条の２

（新伊賀市指定地域密着型介護予防サービス基準条例第65条及び第86条において準用す

る場合を含む。）、第３条の規定による改正後の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（以下「新伊賀市指定介護予防支援等基準条例」という。）第３

条第５項及び第32条（新伊賀市指定介護予防支援等基準条例第38条において準用する場

合を含む。）並びに第４条の規定による改正後の伊賀市指定居宅介護支援等の事業の人

員、運営に関する基準を定める条例（以下「新伊賀市指定居宅介護支援等基準条例」と

いう。）第３条第５項及び第33条（新伊賀市指定居宅介護支援等基準条例第36条におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」

とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新伊賀市指定地域密着型サービス基準

条例第31条、第55条、第59条の12（新伊賀市指定地域密着型サービス基準条例第59条の

20の３において準用する場合を含む。）、第59条の34、第73条、第100条（新伊賀市指定

地域密着型サービス基準条例第202条において準用する場合を含む。）、第122条、第145

条、第168条及び第186条、新伊賀市指定地域密着型介護予防サービス基準条例第27条、

第57条及び第80条、新伊賀市指定介護予防支援等基準条例第20条（新伊賀市指定介護予

防支援等基準条例第38条において準用する場合を含む。）並びに新伊賀市指定居宅介護

支援等基準条例第21条（新伊賀市指定居宅介護支援等基準条例第36条において準用する

場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐

待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次

に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項（虐待の防止のための措置に関する事項を

除く。）」とする。 

 （業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ この条例の施行の日から令和６年３月31日までの間、新伊賀市指定地域密着型サービ

ス基準条例第32条の２（新伊賀市指定地域密着型サービス基準条例第59条、第59条の20、

第59条の20の３、第59条の38、第80条、第108条、第128条、第149条、第177条、第189条

及び第202条において準用する場合を含む。）、新伊賀市指定地域密着型介護予防サービ

ス基準条例第28条の２（新伊賀市指定地域密着型介護予防サービス基準条例第65条及び

第86条において準用する場合を含む。）、新伊賀市指定介護予防支援等基準条例第22条

（新伊賀市指定介護予防支援等基準条例第38条において準用する場合を含む。）並びに

新伊賀市指定居宅介護支援等基準条例第23条（新伊賀市指定居宅介護支援等基準条例第

36条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「講じ

なければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは

「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるも



 

のとする」とする。 

（指定地域密着型サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措

置に係る経過措置） 

４ この条例の施行の日から令和６年３月31日までの間、新伊賀市指定地域密着型サービ

ス基準条例第33条第３項（新伊賀市指定地域密着型サービス基準条例第59条において準

用する場合を含む。）及び第59条の16第２項（新伊賀市指定地域密着型サービス基準条

例第59条の20の３、第59条の38、第80条、第108条、第128条、第149条及び第202条にお

いて準用する場合を含む。）、新伊賀市指定地域密着型介護予防サービス基準条例第31

条第２項（新伊賀市指定地域密着型介護予防サービス基準条例第65条及び第86条におい

て準用する場合を含む。）、新伊賀市指定介護予防支援等基準条例第25条（新伊賀市指

定介護予防支援等基準条例第38条において準用する場合を含む。）並びに新伊賀市指定

居宅介護支援等基準条例第26条（新伊賀市指定居宅介護支援等基準条例第36条において

準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」と

あるのは「講じるよう努めなければ」とする。 

（認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置） 

５ この条例の施行の日から令和６年３月31日までの間、新伊賀市指定地域密着型サービ

ス基準条例第59条の13第３項（新伊賀市指定地域密着型サービス基準条例第59条の20の

３、第59条の38、第80条、第108条及び第202条において準用する場合を含む。）、第123

条第３項、第146条第４項、第169条第３項及び第187条第４項並びに新伊賀市指定地域密

着型介護予防サービス基準条例第28条第３項（新伊賀市指定地域密着型介護予防サービ

ス基準条例第65条において準用する場合を含む。）及び第81条第３項の規定の適用につ

いては、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とす

る。 

（ユニットの定員に係る経過措置） 

６ この条例の施行の日以降、当分の間、新伊賀市指定地域密着型サービス基準条例第180

条第１項第１号ア(ｲ)の規定に基づき入居定員が10人を超えるユニットを整備するユニッ

ト型指定地域密着型介護老人福祉施設は、新伊賀市指定地域密着型サービス基準条例第

151条第１項第３号ア及び第187条第２項の基準を満たすほか、ユニット型指定地域密着

型介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師

の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。 



 

７ この条例の施行の際現に存する建物（基本的な設備が完成しているものを含み、この

条例の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）の居室であって、

第１条の規定による改正前の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第180条第１項第１号ア(ｳ)ｂの規定の要件を満たしている居

室については、なお従前の例による。 

（栄養管理に係る経過措置） 

８ この条例の施行の日から令和６年３月31日までの間、新伊賀市指定地域密着型サービ

ス基準条例第163条の２（新伊賀市指定地域密着型サービス基準条例第189条において準

用する場合を含む。）の規定の適用については、同条中「行わなければ」とあるのは

「行うよう努めなければ」とする。 

（口腔衛生の管理に係る経過措置） 

９ この条例の施行の日から令和６年３月31日までの間、新伊賀市指定地域密着型サービ

ス基準条例第163条の３（新伊賀市指定地域密着型サービス基準条例第189条において準

用する場合を含む。）の規定の適用については、同条中「行わなければ」とあるのは

「行うよう努めなければ」とする。 

（事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置） 

10 この条例の施行の日から起算して６月を経過する日までの間、新伊賀市指定地域密着

型サービス基準条例第175条第１項（新伊賀市指定地域密着型サービス基準条例第189条

において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同条中「次の各号に定める

措置を講じなければ」とあるのは「次の第１号から第３号までに定める措置を講じると

ともに、次の第４号に定める措置を講じるよう努めなければ」とする。 

（介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置） 

11 この条例の施行の日から令和６年３月31日までの間、新伊賀市指定地域密着型サービ

ス基準条例第171条第２項第３号（新伊賀市指定地域密着型サービス基準条例第189条に

おいて準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設

は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研

修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的

に実施するよう努めるものとする。 

 



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３年３月15日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第12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号中ケをコとし、オからクまでをカからケまでとし、エの次に次のよ

うに加える。 

  オ デジタル自治推進局の所管に属する事項 

   附 則  

この条例は、令和３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３年３月31日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市条例第13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 24 条第２項中「及び扶養親族」の次に「（年齢 16 歳未満の者及び控除対象扶養親

族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。 

第 34 条の７第１項第１号イ及びウ中「当該法人」を「出資に関する業務に充てられ

ることが明らかなものを除き、当該法人」に改め、同号エ中「を除く。当該法人」を「及

び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人」に改め、同号

オ及びカ中「当該法人」を「出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、

当該法人」に改め、同号キ中「を除く。当該法人」を「及び出資に関する業務に充てら

れることが明らかなものを除き、当該法人」に改め、同号ク中「当該法人」を「出資に

関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人」に改め、同号コ中「も

の」の次に「、出資に関する業務に充てられることが明らかなもの」を加える。 

第 36 条の３の２第４項中「所得税法第 198 条第２項に規定する納税地の所轄税務署

長の承認を受けている」を「令第 48 条の９の７の２において準用する令第８条の２の

２に規定する要件を満たす」に改め、「次条第４項」の次に「及び第53条の９第３項」

を加える。 

第36条の３の３第１項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢16歳未満の者に限る」

に改め、同条第４項中「所得税法第203条の６第６項に規定する納税地の所轄税務署長

の承認を受けている」を「令第 48 条の９の７の３において準用する令第８条の２の２

に規定する要件を満たす」に改める。 

第 53 条の８第１項第１号中「本条、次条第２項及び」を「この条、次条第２項及び

第３項並びに」に改める。 



第53条の９に次の２項を加える。 

３ 第１項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき

退職手当等の支払をする者が令第48条の18において準用する令第８条の２の２に規

定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該退職所得申告書

の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載

すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 

４ 前項の規定の適用がある場合における第２項の規定の適用については、同項中「退

職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払をする

者に受理されたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けたとき」と、「受理され

た時」とあるのは「提供を受けた時」とする。 

第81条の４第１号及び第２号中「同条第４項」の次に「又は第５項」を加える。 

附則第５条第１項中「及び扶養親族」の次に「（年齢16歳未満の者及び控除対象扶養

親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。 

附則第６条中「令和４年度」を「令和９年度」に改める。 

附則第 10条の２第３項を削り、同条第４項中「第 15条第 19項」を「第 15条第 16

項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第５項中「第 15 条第 26 項」を「第 15 条第

23項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第６項中「第15条第27項第１号」を「第

15条第 24項第１号」に改め、同項を同条第５項とし、同条第７項中「第 15条第 27項

第２号」を「第15条第24項第２号」に改め、同項を同条第６項とし、同条第８項中「第

15条第 27項第３号」を「第 15条第 24項第３号」に改め、同項を同条第７項とし、同

条第９項中「第15条第28項第１号」を「第15条第25項第１号」に改め、同項を同条

第８項とし、同条第10項中「第15条第28項第２号」を「第15条第25項第２号」に改

め、同項を同条第９項とし、同条第11項中「第15条第30項第１号イ」を「第15条第

27項第１号イ」に改め、同項を同条第10項とし、同条第12項中「第15条第30項第１

号ロ」を「第15条第27項第１号ロ」に改め、同項を同条第11項とし、同条第13項中

「第 15 条第 30 項第１号ハ」を「第 15 条第 27 項第１号ハ」に改め、同項を同条第 12

項とし、同条第14項中「第15条第30項第１号ニ」を「第15条第27項第１号ニ」に改

め、同項を同条第13項とし、同条第15項中「第15条第30項第２号イ」を「第15条第

27項第２号イ」に改め、同項を同条第14項とし、同条第16項中「第15条第30項第２

号ロ」を「第15条第27項第２号ロ」に改め、同項を同条第15項とし、同条第17項中



「第 15 条第 30 項第２号ハ」を「第 15 条第 27 項第２号ハ」に改め、同項を同条第 16

項とし、同条第18項中「第15条第30項第３号イ」を「第15条第27項第３号イ」に改

め、同項を同条第17項とし、同条第19項中「第15条第30項第３号ロ」を「第15条第

27項第３号ロ」に改め、同項を同条第18項とし、同条第20項中「第15条第30項第３

号ハ」を「第15条第27項第３号ハ」に改め、同項を同条第19項とし、同条第21項中

「第15条第34項」を「第15条第 30項」に改め、同項を同条第 20項とし、同条第 22

項中「第15条第38項」を「第15条第34項」に改め、同項を同条第21項とし、同条第

23項中「第15条第 39項」を「第 15条第 35項」に改め、同項を同条第 22項とし、同

条第24項を削り、同条第25項中「第15条第47項」を「第15条第42項」に改め、同

項を同条第23項とし、同項の次に次の１項を加える。 

24 法附則第15条第46項に規定する市町村の条例で定める割合は３分の１とする。 

附則第10条の２第26項を同条第25項とし、同条第27項中「同意導入促進基本計画」

の次に「（中小企業等経営強化法（平成11年法律第18号）第50条第２項に規定する同

意導入促進基本計画をいう。）」を加え、「同条」を「法附則第64条」に、「家屋及び構築

物」を「特例対象資産」に改め、同項を同条第26項とする。 

附則第11条の見出し中「平成30年度から令和２年度」を「令和３年度から令和５年

度」に改める。 

附則第 11 条の２の見出し中「令和元年度又は令和２年度」を「令和４年度又は令和

５年度」に改め、同条第１項中「令和元年度分又は令和２年度分」を「令和４年度分又

は令和５年度分」に改め、同条第２項中「令和元年度適用土地又は令和元年度類似適用

土地」を「令和４年度適用土地又は令和４年度類似適用土地」に、「令和２年度分」を「令

和５年度分」に改める。 

附則第12条の見出し中「平成30年度から令和２年度」を「令和３年度から令和５年

度」に改め、同条第１項中「平成30年度から令和２年度」を「令和３年度から令和５年

度」に改め、「加算した額」の次に「（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分

の固定資産税の課税標準額）」を加え、同条第２項及び第３項中「平成 30年度から令和

２年度までの各年度分」を「令和４年度分及び令和５年度分」に改め、同条第４項及び

第５項中「平成30年度から令和２年度」を「令和３年度から令和５年度」に改める。 

附則第13条の見出し中「平成30年度から令和２年度」を「令和３年度から令和５年

度」に改め、同条中「平成30年度から令和２年度」を「令和３年度から令和５年度」に



改め、「定める率を乗じて得た額」の次に「。以下この条において同じ。」を、「負担調整

率を乗じて得た額」の次に「（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資

産税の課税標準額）」を加える。 

附則第15条第１項中「平成30年度から令和２年度」を「令和３年度から令和５年度」

に改め、同条第２項中「令和３年３月31日」を「令和６年３月31日」に改める。 

附則第 15 条の２中「同条第４項」の次に「又は第５項」を加え、「令和３年３月 31

日」を「令和３年12月31日」に改める。 

附則第15条の２の２第２項中「同条第２項」の次に「又は第３項」を、「同条第４項」

の次に「又は第５項」を加える。 

附則第 16条第２項中「、当該軽自動車が平成 31年４月１日から令和２年３月 31日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限

り」を削り、同条第３項中「この項及び次項」を「この条」に改め、「、当該ガソリン軽

自動車が平成31年４月１日から令和２年３月31日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条第４項中「、当該

ガソリン軽自動車が平成31年４月１日から令和２年３月31日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削る。 

附則第25条に次の１項を加える。 

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第６

条の２第１項の規定の適用を受けた場合における附則第７条の３の２第１項の規定

の適用については、同項中「令和 15 年度」とあるのは「令和 17 年度」と、「令和３

年」とあるのは「令和４年」とする。 

（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２年伊賀市条例第11号）の一部を

次のように改正する。 

第２条のうち伊賀市市税条例第48条第10項を改め、同項を同条第９項とする改正規

定中「第321条の８第52項」を「第321条の８第60項」に、「同条第52項」を「同条

第 60 項」に改め、同条第 16 項を改め、同項を同条第 15 項とする改正規定中「第 321

条の８第61項」を「第321条の８第69項」に改める。 

第２条のうち伊賀市市税条例第 50 条第４項の改正規定中「「又は第 31 項」に」の次

に「、「第48条の15の５第４項」を「第48条の15の４第４項」に」を加える。 



第２条のうち伊賀市市税条例第 52条第４項から第６項までを削る改正規定中「第 52

条第４項」を「第 52条第３項中「第 48条の 15の５第４項」を「第 48条の 15の４第

４項」に改め、同条第４項」に改める。 

第２条のうち伊賀市市税条例附則第３条の２第２項の改正規定の次に次のように加

える。 

附則第４条第１項中「及び第４項」及び「又は法人税法第81条の24第１項の規定

により延長された法第321条の８第４項に規定する申告書の提出期限」を削り、同条

第２項中「又は法第321条の８第４項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間」

を削る。 

第３条 伊賀市市税条例等の一部を改正する条例（平成31年伊賀市条例第16号）の一部

を次のように改正する。 

第３条のうち伊賀市市税条例附則第 16 条第１項を改め、同条に１項を加える改正規

定を次のように改める。 

附則第16条第１項中「第４項」を「第８項」に改め、同条に次の４項を加える。 

５ 法附則第 30 条第２項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車のうち、自家

用の乗用のものに対する第 82 条の規定の適用については、当該軽自動車が令和３年

４月１日から令和４年３月 31 日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和

４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５

年３月 31 日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車

税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

６ 法附則第 30 条第２項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車（自家用の乗

用のものを除く。）に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が令和３

年４月１日から令和４年３月 31 日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令

和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から令和

５年３月 31 日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動

車税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

７ 法附則第 30 条第７項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン軽自動車（営業用

の乗用のものに限る。）に対する第82条の規定の適用については、当該ガソリン軽自



動車が令和３年４月１日から令和４年３月 31 日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和

４年４月１日から令和５年３月 31 日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には

令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

８ 法附則第30条第８項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン軽自動車（前項の規

定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。）に対する第82条の規定

の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月 31

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別

割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月 31 日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、

第４項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

第３条のうち伊賀市市税条例附則第 16 条の２第１項の改正規定中「第５項」を「第

８項」に改める。 

 附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和３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３条の規定 公布の日 

⑵ 第１条中伊賀市市税条例第 34 条の７第１項第１号の改正規定及び同条例附則第６

条の改正規定並びに次条第１項の規定 令和４年１月１日 

⑶ 第１条中伊賀市市税条例第24条第２項及び第36条の３の３第１項の改正規定並び

に同条例附則第５条第１項の改正規定並びに次条第４項の規定 令和６年１月１日 

⑷ 第１条中伊賀市市税条例附則第 10条の２第 27項の改正規定（同項を同条第 26項

とする部分を除く。）並びに附則第３条第４項及び第５項の規定 産業競争力強化法等

の一部を改正する等の法律（令和３年法律第 号）附則第１条第２号に掲げる規定の

施行の日 

⑸ 第１条中伊賀市市税条例附則第 10条の２第 25項を同条第 23項とし、同項の次に

１項を加える改正規定（第24項に係る部分に限る。) 特定都市河川浸水被害対策法



等の一部を改正する法律（令和３年法律第 号）の施行の日 

（市民税に関する経過措置） 

第２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34条

の７第１項第１号の規定は、所得割の納税義務者がこの条例の施行の日（以下この条及

び附則第４条第１項において「施行日」という。）以後に支出する同号に規定する寄附金

又は金銭について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に支出した第１条の規定によ

る改正前の伊賀市市税条例（次項及び第３項において「旧条例」という。）第34条の７

第１項第１号に規定する寄附金又は金銭については、なお従前の例による。 

２ 新条例第36条の３の２第４項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する電磁的方法

による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行っ

た旧条例第 36 条の３の２第４項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に

記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。 

３ 新条例第36条の３の３第４項の規定は、施行日以後に行う新条例第36条の３の２第

４項に規定する電磁的方法による新条例第 36 条の３の３第４項に規定する申告書に記

載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧条例第36条の３の２第４項に

規定する電磁的方法による旧条例第 36 条の３の３第４項に規定する申告書に記載すべ

き事項の提供については、なお従前の例による。 

４ 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３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

３年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和２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 平成30年４月１日から令和３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３年法律第７号。第５項において「改正法」という。）第１条の規定

による改正前の地方税法（昭和25年法律第226号。次項及び第４項において「旧法」と

いう。）附則第15条第８項に規定する雨水貯留浸透施設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。 

３ 生産性向上特別措置法（平成30年法律第25号）の施行の日から令和３年３月31日ま



での期間（以下この項において「適用期間」という。）内に旧法附則第15条第41項に規

定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者等」という。）が取得（同条第

41項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。）をした同条第41項に規定する

機械装置等（以下この項において「機械装置等」という。）（中小事業者等が、同条第41

項に規定するリース取引（以下この項において「リース取引」という。）に係る契約によ

り機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条第

41項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引

渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。）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。 

４ 地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第26号）の施行の日から令和３年３

月31日までの期間（以下この項において「適用期間」という。）内に旧法附則第64条に

規定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者等」という。）が取得（同条に

規定する取得をいう。以下この項において同じ。）をした同条に規定する家屋及び構築物

（中小事業者等が、同条に規定するリース取引（以下この項において「リース取引」と

いう。）に係る契約により家屋及び構築物を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期

間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する家屋及び構築物を、適用期間内

にリース取引により引渡しを受けた場合における当該家屋及び構築物を含む。）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。 

５ 新条例附則第10条の２第26項の規定は、令和３年４月１日以後に改正法第１条の規

定による改正後の地方税法附則第 64 条に規定する中小事業者等（以下この項において

「中小事業者等」という。）が取得（同条に規定する取得をいう。以下この項において同

じ。）をした同条に規定する特例対象資産（以下この項において「特例対象資産」という。）

（中小事業者等が、同条に規定するリース取引（以下この項において「リース取引」と

いう。）に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が当該特例

対象資産のうち、機械及び装置、工具、器具及び備品並びに同条に規定する建物附属設

備にあっては生産性向上特別措置法の施行の日以後、家屋及び構築物にあっては地方税

法等の一部を改正する法律（令和２年法律第26号）の施行の日以後に取得をした同条に

規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、令和３年４月１日以後にリース取引に

より引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。）に対して課する附則第１条

第３号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の１月１日（当該施行の日が１月１日



である場合には、同日）を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用

する。この場合において、令和３年４月１日から同号に掲げる規定の施行の日の前日ま

での間に取得をした特例対象資産に対する新条例附則第10条の２第26項の規定の適用

については、同項中「中小企業等経営強化法（平成11年法律第18号）第50条第２項」

とあるのは、「生産性向上特別措置法（平成30年法律第25号）第38条第２項」とする。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得され

た三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行

日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について

は、なお従前の例による。 

２ 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和３年度以後の年度分の軽自

動車税の種別割について適用し、令和２年度分までの軽自動車税の種別割については、

なお従前の例による。 

 


