
伊賀市火災予防条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 令和３年３月４日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市規則第20号 

 

伊賀市火災予防条例施行規則の一部を改正する規則 

 伊賀市火災予防条例施行規則（平成 16年伊賀市規則第 211号）の一部を次のように改正

する。 

 様式第２号の２中「印」を削る。 

様式第２号の３、様式第４号及び様式第５号中「㊞」を削る。 

 様式第６号を次のように改める。 

【様式第６号】 

 様式第７号から様式第15号の２まで、様式第15号の４、様式第22号及び様式第23号中

「㊞」を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 



伊賀市の適正な土地利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 令和３年３月８日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市規則第21号 

 

伊賀市の適正な土地利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 伊賀市の適正な土地利用に関する条例施行規則(平成 30 年伊賀市規則第２号)の一部を次

のように改正する。 

第11条第４号ア中「別表２（わ）」を「別表２（か）」に改める。 

 別表中「図面の」を「図書の」に、 

「 

 土地の権利者の同意書 署名捺印のこと。  を 

                              」 

「 

 

土地の権利者の同意が

得られていることが確

認できる図書 

 

に改める。 

その他必要な図書 適合要件等を確認できる図書 

                               」 

 様式第１号及び様式第２号中「㊞」を削る。 

様式第３号中「会長」を削り、「住  所」を「所在地」に、「氏  名」を「代表者氏名」

に改め、「㊞」を削る。 

様式第４号中「㊞」を削る。 

様式第５号中「会長」を削り、「住  所」を「所在地」に、「氏  名」を「代表者氏名」

に改め、「㊞」及び「４ 「氏名」は原則として自署してください。」を削る。 

様式第６号及び様式第７号中「㊞」を削る。 

様式第８号中「㊞」を削り、「番地」を「番」に改める。 

様式第９号中「番地 他」を「番  外」に、 



「 

 

建築開発事業に関するお問い合わせは下記までお願いします。 

 担当者名 

 電話番号（  ）   － 

 を 

                                」 

「 

 

建築開発事業に関するお問い合わせは、下記までお願いします。 

 担当者名 

 電話番号 

市担当部署              

電話番号      

 に改める。 

                                」 

様式第10号を次のように改める。 

【様式第10号】 

様式第11号中「㊞」を削り、「番地」を「番」に改める。 

様式第12号中「㊞」を削る。 

様式第13号から様式第17号までの規定中「㊞」を削り、「番地」を「番」に改める。 

様式第18号から様式第20号までを次のように改める。 

【様式第18号】 

【様式第19号】 

【様式第20号】 

様式第21号中「㊞」を削り、「番地」を「番」に改める。 

様式第22号中「㊞」を削る。 

様式第23号を次のように改める。 

【様式第23号】 

様式第24号中「㊞」を削り、「番地」を「番」に改める。 

様式第25号中「㊞」を削る。 

様式第26号中「㊞」を削り、「番地」を「番」に改める。 

様式第27号中「㊞」を削り、「番地」を「番」に、「第８号」を「第７号」に改める。 

様式第28号中「㊞」を削る。 



様式第29号中「㊞」を削り、「番地」を「番」に改める。 

様式第30号を次のように改める。 

【様式第30号】 

様式第31号中「㊞」を削り、「番地」を「番」に改める。 

様式第32号中「㊞」及び「町」を削り、「番地」を「番」に改める。 

様式第33号中「住民自治協議会会長」を「住民自治協議会名」に、「住  所」を「所在

地」に、「氏  名」を「代表者氏名」に改め、「㊞」及び「町」を削り、「番地」を「番」に

改める。 

様式第34号中「㊞」を削る。 

様式第35号及び様式第36号中「㊞」を削り、「番地」を「番」に改める。 

様式第37号を次のように改める。 

【様式第37号】 

様式第38号中「㊞」を削り、「番地」を「番」に改める。 

様式第39号を次のように改める。 

【様式第39号】 

様式第40号中「㊞」を削り、「番地」を「番」に改める。 

様式第41号中「㊞」を削る。 

様式第42号を次のように改める。 

【様式第42号】 

  附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 



伊賀市危険物の規制に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 令和３年３月10日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市規則第22号 

 

伊賀市危険物の規制に関する規則の一部を改正する規則 

伊賀市危険物の規制に関する規則（平成16年伊賀市規則第212号）の一部を次のように

改正する。 

第11条第２項中「第４条」の次に「に定める方法」を加える。 

第26条の次に次の１条を加える。 

（資料の提出） 

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該製造所等の関係者に火災予

防のため必要な資料の提出を求めるものとする。 

⑴ 製造所等の関係者が法第11条第１項後段の規定による変更の許可の手続を要しな

い製造所等の軽微な変更をしようとするとき。 

⑵ 製造所等の関係者が予防規程の変更の手続を要しない製造所等の軽微な変更をし

ようとするとき。 

⑶ 前２号のほか、資料の提出を必要とするとき。 

２ 前項の規定による資料の提出は、資料提出書（様式第26号）によるものとし、市長は、

当該資料提出書を受理したときは、その状況を確認し、副本を提出者に返付するもの

とする。 

様式第１号、様式第７号、様式第９号及び様式第16号から様式第19号までの規定中

「㊞」を削る。 

様式第20号中「印」を削る。 

様式第22号、様式第23号及び様式第25号中「㊞」を削る。 

様式第25号の次に次の１様式を加える。 

【様式第26号】 

   附 則 



この規則は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第11条第２項の改正規定は、

公布の日から施行する。 

 



伊賀市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 令和３年３月12日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市規則第23号 

 

   伊賀市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則 

 伊賀市体育施設条例施行規則（平成26年伊賀市規則第28号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第４項を次のように改める。 

４ 市長及び指定管理者は、施設の使用許可の申請を施設を使用しようとする日の属する

月の２月前の月の初日から使用を開始するまでの間受け付けるものとする。ただし、午

後５時を越えて使用しようとする場合の申請の受付は、使用しようとする日の前日まで

とする。 

 第２条第５項中「市長」の次に「において」を加え、同項を同条第６項とし、同条第４

項の次に次の１項を加える。 

５ 前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定す

る申請を受け付ける期間外においても申請を受け付けるものとする。 

⑴ 伊賀市又は伊賀市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が主催する行事に使用

するとき。 

⑵ 種目競技団体、総合型地域スポーツクラブ等が競技力の向上、啓発、地域住民の健

康増進を目的として、大会、講習会等に使用するとき。 

⑶ その他直営施設については市長が、指定管理施設については指定管理者が必要と認

めるとき。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 



伊賀市水道水源保護条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 令和３年３月22日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市規則第24号 

 

伊賀市水道水源保護条例施行規則の一部を改正する規則 

伊賀市水道水源保護条例施行規則（平成16年伊賀市規則第234号）の一部を次のように

改正する。 

様式第１号から様式第３号までの規定中「㊞」を削る。 

様式第４号から様式第９号までの規定中「□印」を削る。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 



 

伊賀市環境保全負担金及び伊賀市環境保全基金の使途に関する規則をここに公布する。 

 令和３年３月22日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市規則第25号 

 

伊賀市環境保全負担金及び伊賀市環境保全基金の使途に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、伊賀市環境保全負担金条例（平成16年伊賀市条例第156号。以下「負

担金条例」という。）第21条及び伊賀市環境保全基金の設置、管理及び処分に関する条例

（平成16年伊賀市条例第79号。以下「基金条例」という。）第７条の規定に基づき、環境

保全負担金及び伊賀市環境保全基金の使途について必要な事項を定めるものとする。 

（事業実施上の留意事項） 

第２条 環境保全負担金及び伊賀市環境保全基金を財源として事業を実施しようとすると

きは、負担金条例及び基金条例の定めるところによるほか、対象地域と市が締結した協定

に配慮しなければならない。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



伊賀市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の一部を改正する規則

をここに公布する。 

 令和３年３月22日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市規則第26号 

 

伊賀市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の一部を改正する

規則 

伊賀市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則（平成28年伊賀市規則

第16号）の一部を次のように改正する。 

「第１章の２ 建 

                                第１章の３ 建 

築物エネルギー消費性能適合性判定等（第２条の２―第２条の６） 

築物の建築に関する届出書（第３条）             」 

を「第４条―第12条」に、「第12条―第16条」を「第13条―第17条」に改める。 

第16条中「第37条」を「第42条」に、「認定取消し通知書により」を「認定取消し通

知書（様式第８号）により当該」に改め、同条を第17条とする。 

第15条中「第36条第１項」を「第41条第１項」に改め、「通知書」の次に「（様式第

６号）」を加え、同条を第16条とする。 

第14条中「第36条第１項」を「第41条第１項」に、「認定申請取下げ届正本」を「認

定申請取下げ届（様式第４号）により、正本」に改め、同条を第15条とする。 

第13条第２項中「に規定する付近見取図」を「の規定により提出しなければならない省

令第１条第１項の表（い）の項に掲げる付近見取図」に改め、同条を第14条とする。 

第12条中「第36条第１項」を「第41条第１項」に、「第２条第３号」を「第２条第１

項第３号」に改め、同条を第13条とする。 

第11条中「第34条」を「第39条」に、「により認定建築主」を「により当該認定建築

主」に改め、第２章中同条を第12条とする。 

第10条中「第33条」を「第38条」に改め、同条を第11条とする。 

目次中「第１章の２ 建築物の建築に関する届出書（第２条の２）」を 

に、「第３条―第11条」 



第９条中「第29条第１項」を「第34条第１項」に、「第31条第１項」を「第36条第

１項」に、「第30条第１項各号」を「第35条第１項各号」に改め、同条を第10条とする。 

第８条中「様式第５号）正本」を「様式第５号）により、正本」に改め、同条を第９条

とする。 

第７条中「第29条第１項」を「第34条第１項」に、「第31条第１項」を「第36条第

１項」に改め、同条を第８条とする。 

第６条中「第31条第１項」を「第36条第１項」に改め、同条を第７条とする。 

第５条中「様式第１号」を「様式第１号の５」に改め、同条第１号中「工事施工者」を

「、工事施工者」に改め、同条を第６条とする。 

第４条第１項中「別表第１」を「別表第１の３」に改め、同条第２項中「に規定する付

近見取図」を「の表（い）の項に掲げる付近見取図」に改め、同条を第５条とする。 

第３条中「第29条第１項」を「第34条第１項」に、「第31条第１項」を「第36条第

１項」に、「第30条第１項各号」を「第35条第１項各号」に改め、同条を第４条とする。 

第１章の２第２条の２の見出しを「（届出書に添付する図書）」に改め、同条第２項中

「第12条第１項」の次に「の表（い）の項」を加え、「第13条の２第３項に規定する」

を「第13条の２第３項の表に掲げる」に改め、同条を同章第３条し、同章を第１章の３と

する。 

第１章の次に次の１章を加える。 

  第１章の２ 建築物エネルギー消費性能適合性判定等 

（市長が定める図書） 

第２条の２ 省令第１条第１項の市長が必要と認める図書は、別表第１の左欄の区分に応

じ、それぞれ右欄に定めるものその他市長が必要と認める図書とする。 

２ 省令第１条第１項の表（い）の項に掲げる付近見取図は、都市計画法（昭和43年法律

第100号）第11条に規定する都市施設が記載されている縮尺2500分の１程度の図面と

する。 

３ 省令第１条第３項に規定する市長が不要と認める図書は、別表第１の２の左欄の区分

に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものとする。 

（軽微変更該当証明の交付申請） 

第２条の３ 省令第 11 条の規定により軽微な変更に該当していることを証する書面の交

付を求める者は、軽微変更該当証明申請書（様式第１号）の正本及び副本に、それぞれ



省令第１条第１項に規定する図書（変更に係る部分に限る。）を添えて市長に提出する

ものとする。 

２ 市長は、前項の規定による軽微変更該当証明の申請を受けた場合において、省令第３

条に規定する軽微な変更に該当していると認める場合は、軽微変更該当証明書（様式第

１号の２）を交付するものとする。 

（取下げ） 

第２条の４ 法第 12 条第１項又は第２項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計

画の提出若しくは省令第 11 条の規定により軽微な変更に該当していることを証する書

面の交付を求める申請を行った者が、当該提出又は申請に係る処分があるまでの間に当

該提出又は申請を取り下げようとするときは、取下げ届（様式第１号の３）により、正

本１通及び副本１通を市長に提出しなければならない。 

（記載事項等の変更） 

第２条の５ 建築主は、省令第４条第１項第１号の規定による適合判定通知書又は第２条

の３第２項の規定による軽微変更該当証明書の交付を受けた建築物の工事が完了する前

に、建築主の住所又は氏名若しくは名称等を変更したときは、記載事項等変更届（様式

第１号の４）により市長に届け出なければならない。 

第２条の６ 前３条の規定は、市長が法第15条第１項の規定により建築物エネルギー消費

性能適合性判定を行わせることとした登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る判

定の業務には適用しない。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第２条の２関係） 

区分 図書の種類 

建築物エネルギー消費性能確保計画

に係る建築物に住戸が含まれる場合

であって、当該建築物が一般社団法人

住宅性能評価・表示協会が運用する建

築物省エネルギー性能表示制度（以下

「ＢＥＬＳ」という。）に基づく評価

書の交付を受けた場合（建築物全体が

ＢＥＬＳに基づく評価書の写し 



建築物エネルギー消費性能基準に適

合した評価を受けたものに限る。） 

代理者によって建築物エネルギー消

費性能確保計画の申請をしようとす

る場合 

委任状 

 別表第１の次に次の２表を加える。 

別表第１の２（第２条の２関係） 

区分 図書の種類 

別表第１の図書の種類に掲げる

ＢＥＬＳに基づく評価書の写し

を添付する場合 

省令第１条第１項の表（い）の項

に掲げる各種計算書（ＢＥＬＳに

基づく評価書で評価を受けた住

宅部分に限る。） 

別表第１の３（第５条関係） 

区分 図書の種類 

第４条の規定により審査を受け、市長

が別に定める機関により建築物エネ

ルギー消費性能向上計画が法第 35 条

第１項各号に掲げる基準に適合する

と認められた場合 

当該機関により交付された適合証の

写し 

建築物エネルギー消費性能向上計画

に係る住宅が、住宅の品質確保の促進

等に関する法律（平成11年法律第181

号。以下「住宅品質確保法」という。）

第６条第１項に規定する設計住宅性

能評価書の交付を受けた場合（法第

35 条第１項第１号に基づく基準に適

合した等級の評価を受けたものに限

る。） 

設計住宅性能評価書の写し 

ＢＥＬＳに基づく評価書の交付を受 ＢＥＬＳに基づく評価書の写し 



けた場合（法第 35 条第１項第１号に

基づく基準に適合した評価を受けた

ものに限る。） 

建築物エネルギー消費性能向上計画

に係る住宅が、住宅品質確保法第 44

条第３項に規定する登録住宅型式性

能認定等機関による住宅型式性能認

定を受けた型式に適合する場合 

当該登録住宅型式性能認定等機関が

交付する住宅型式性能認定書の写し 

法第35条第２項（法第36条第２項に

おいて準用する場合を含む。）の規定

による申出をする場合であって、当該

申出に係る建築物エネルギー消費性

能向上計画が建築基準法第６条の３

第１項本文の特定構造計算基準又は

特定増改築構造計算基準に適合する

かどうかの審査を要するとき（同項た

だし書の特定構造計算基準又は特定

増改築構造計算基準に適合するかど

うかを同項ただし書の建築主事が審

査をする場合を除く。）。 

建築基準法第 18 条の２第１項の規

定により三重県知事が構造計算適合

性判定を行わせることとした者が交

付する適合判定通知書の写し 

代理者によって建築物エネルギー消

費性能向上計画の認定等の申請をし

ようとする場合 

委任状 

別表第２中「第４条、第13条」を「第５条、第14条」に改める。 

別表第３中「第13条」を「第14条」に、「第12条」を「第13条」に、「第30条第１

項」を「第35条第１項」に、 

「 

申請に係る建築物が、住宅品質確保法

第６条第３項に規定する建設住宅性

建設住宅性能評価書の写し 



 を        

 

  

」 

「 

 

   

 

 

に 

   

   

   

   

」 

改める。 

様式第１号中「第５条」を「第２条の３」に改め、同様式備考２中「建築工事」を「工

事」に改め、同様式を様式第１号の５とする。 

別表第３の次に次の４様式を加える。 

【様式第１号】 

【様式第１号の２】 

【様式第１号の３】 

【様式第１号の４】 

様式第２号中「第５条」を「第６条」に改める。 

様式第３号中「第６条」を「第７条」に改める。 

                            「第29条第１項 

様式第４号中「第７条、第14条」を「第８条、第15条」に、 第31条第１項 を 

                              第36条第１項」 

「第34条第１項  

第36条第１項 に、「第30条第２項」を「第35条第２項」に改める。 

能評価書の交付を受けた場合（建築物

エネルギー消費性能基準に適合した

等級の評価を受けたものに限る。） 

申請に係る建築物が、住宅品質確保法

第６条第３項に規定する建設住宅性

能評価書の交付を受けた場合（建築物

エネルギー消費性能基準に適合した

等級の評価を受けたものに限る。） 

建設住宅性能評価書の写し 

ＢＥＬＳに基づく評価書の交付を受

けた場合（建築物エネルギー消費性能

基準に適合した評価を受けたものに

限る。） 

ＢＥＬＳに基づく評価書の写し 



第41条第１項」 

様式第５号中「第８条」を「第９条」に改める。 

                                       「第 

様式第６号中「第９条、第15条」を「第10条、第16条」に、        を 第 

                                      第 

35条第１項  

36条第１項 に改める。 

41条第２項」 

様式第７号中「第10条」を「第11条」に、「第33条」を「第38条」に改める。 

 様式第８号中「第11条、第16条」を「第12条、第17条」に、「第 条第 項」を 

「第35条第１項   「第34条  「第39条  

第41条第１項」   第37条」  第42条」 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の伊賀市建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律施行細則（次項において「旧規則」という。）の規則に基づいて提

出されている届出書等は、この規則による改正後の伊賀市建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律施行細則に基づいて提出された届出書等とみなす。 

３ この規則の施行の日前に旧規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の

間、所要の調整をして使用することができる。 

「第30条第１項 

第31条第１項 

第36条第２項」 

に、 を に改める。 



伊賀市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

 令和３年３月22日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市規則第27号 

 

伊賀市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の一部を改正する規則 

伊賀市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則（平成25年伊賀市規則第15号）の

一部を次のように改正する。 

別表第１中 

「 

  

  

  

  

  

  

  

」 

「 

低炭素建築物新築等計画に係る住宅が、住宅

の品質確保の促進等に関する法律（平成 11

年法律第81号。以下「住宅品質確保法」とい

う。）第６条第１項に規定する設計住宅性能

評価書の交付を受けた場合（法第54条第１項

第１号に基づく基準に適合した等級の評価を

受けたものに限る。） 

設計住宅性能評価書の写し 

低炭素建築物新築等計画に係る住宅が、住宅

の品質確保の促進等に関する法律（平成 11

年法律第 81 号。以下「住宅品質確保法」と

いう。）第６条第１項に規定する設計住宅性

能評価書の交付を受けた場合（法第 54 条第

１項第１号に基づく基準に適合した等級の

評価を受けたものに限る。） 

設計住宅性能評価書の写し 

を 

に、 



一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用

する建築物省エネルギー性能表示制度（以下

「ＢＥＬＳ」という。）に基づく評価書の交

付を受けた場合（法54条第１項第１号に基づ

く基準に適合した評価を受けたものに限る。） 

ＢＥＬＳに基づく評価書の写し 

                                    」 

第６条の８第１項」を「第６条の３第１項」に改め、「要するとき」の次に「（同項ただ

し書の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを同項ただし書

の建築主事が審査をする場合を除く。）」を加える。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 



伊賀市建築基準法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 令和３年３月22日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市規則第28号 

 

伊賀市建築基準法施行細則の一部を改正する規則 

伊賀市建築基準法施行細則（平成16年伊賀市規則第173号）の一部を次のように改正す

る。 

 第10条第１項中「第20条」を「第23条」に改める。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 



伊賀市国民健康保険新型コロナウイルス感染症の感染に係る傷病手当金の支給に関する

規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 令和３年３月22日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市規則第29号 

 

伊賀市国民健康保険新型コロナウイルス感染症の感染に係る傷病手当金の支給に関

する規則の一部を改正する規則 

 伊賀市国民健康保険新型コロナウイルス感染症の感染に係る傷病手当金の支給に関する

規則（令和２年伊賀市規則第56号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「令和３年３月31日」を「令和３年６月30日」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 
 



伊賀市消防職員被服貸与規則を廃止する規則をここに公布する。 

 令和３年３月26日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市規則第30号 

 

伊賀市消防職員被服貸与規則を廃止する規則 

 伊賀市消防職員被服貸与規則（平成16年伊賀市規則第210号）は、廃止する。 

   附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 



伊賀市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を

改正する規則をここに公布する。 

 令和３年３月30日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市規則第31号 

 

伊賀市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一

部を改正する規則 

伊賀市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（平成16

年伊賀市規則第53号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「報告させ」を「報告させるとともに、様式第１号又は様式第１号の２による

認定請求書を提出させ」に改める。 

第４条中「第１号様式」を「様式第１号の３」に、「第１号様式の２」を「様式第１号

の４」に改める。 

第５条の２を次のように改める。 

第５条の２ 削除 

第８条中「第２号様式から第11号様式」を「様式第２号から様式第11号」に改め、「指

定医療機関」の次に「又は訪問看護事業者」を加える。 

第 11条第１項中「第 15号様式又は第 16号様式」を「様式第 15号又は様式第 16号」

に改める。 

第12条第１項中「第12号様式」を「様式第12号」に改める。 

第 15条中「第 13号様式又は第 14号様式」を「様式第 13号、様式第 13号の２又は様

式第14号」に、「障害の現状」を「傷病若しくは障害の現状」に改める。 

第 17 条第１項中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号を第５号とし、第７号を

第６号とし、第８号及び第９号を削り、第10号を第７号とし、第11号から第21号までを

３号ずつ繰り上げる。 

第 27 条中「年金記録簿」を「障害補償年金記録簿、遺族補償年金記録簿及び傷病補償

年金記録簿」に改める。 



附則第 14 項各号列記以外の部分中「第４条の２第２項」を「第４条の２第１項」に改

め、同項第1号中「第４条の２第４項」を「第４条の２第３項」に改める。 

附則第16項中「第４条の２第４項」を「第４条の２第３項」に改める。 

附則第17項中「障害」を「傷病、障害」に改める。 

附則第18項中「第４条の２第２項」を「第４条の２第１項」に改める。 

別表第１第３号中「作業状態」を「作業態様」に改め、同号エを次のように改める。 

エ 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に

従事したため生じた後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害 

別表第１第４号列記以外の部分中「科学物質等」を「化学物質等」に改め、同号ア中「科

学物質」を「化学物質」に改め、同号ウ中「うるし」の次に「、テレビン油」を加え、同

号ク中「アからキまでに」を「アからクまでに」に、「科学物質等」を「化学物質等」に改

め、同号クを同号ケとし、同号キを同号クとし、同号カの次に次のように加える。 

  キ 石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚 

別表第１第６号ア中「看護の業務」の次に「、介護の業務」を加える。 

別表第１中第８号を第10号とし、第７号の次に次の２号を加える。 

 ⑻ 相当の期間にわたって継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪さ

せる業務に従事したため生じた狭心症、心筋こうそく、心停止（心臓性突然死を含む。）、

心室細動等の重症の不整脈、肺そく栓症、大動脈りゅう破裂（解離性大動脈りゅうを

含む。）、くも膜下出血、脳出血、肺血栓症、脳そく栓症、ラクナこうそく又は高血圧

性脳症及びこれらに付随する疾病 

 ⑼ 人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象

を伴う業務に従事したため生じた精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾病 

第１号様式の２中「殿」を「様」に改め、「㊞」を削り、同様式を様式第１号の４とする。 

第１号様式中「殿」を「様」に改め、「㊞」を削り、同様式を様式第１号の３とする。 

別表第２の次に次の２様式を加える。 

【様式第１号】 

【様式第１号の２】 

第２号様式中「殿」を「様」に改め、「㊞」を削り、同様式を様式第２号とする。 

第３号様式中「殿」を「様」に改め、「㊞」を削り、同様式を様式第３号とする。 

第４号様式中「殿」を「様」に改め、「㊞」を削り、同様式を様式第４号とする。 



第４号様式の２中「殿」を「様」に改め、「㊞」を削り、同様式を様式第４号の２とする。 

第４号様式の３中「殿」を「様」に改め、「㊞」を削り、同様式を様式第４号の３とする。 

第５号様式中「殿」を「様」に改め、「㊞」を削り、同様式を様式第５号とする。 

第５号様式の２中「殿」を「様」に改め、「㊞」を削り、同様式を様式第５号の２とする。 

第５号様式の３中「殿」を「様」に改め、「㊞」を削り、同様式を様式第５号の３とする。 

第６号様式中「殿」を「様」に改め、「㊞」を削り、同様式を様式第６号とする。 

第６号様式の２中「殿」を「様」に改め、「㊞」を削り、同様式を様式第６号の２とする。 

第７号様式中「殿」を「様」に改め、「㊞」を削り、同様式を様式第７号とする。 

第８号様式中「殿」を「様」に改め、「㊞」を削り、同様式を様式第８号とする。 

第９号様式中「殿」を「様」に改め、「㊞」を削り、同様式を様式第９号とする。 

第10号様式中「殿」を「様」に改め、「㊞」を削り、同様式を様式第10号とする。 

第11号様式中「殿」を「様」に改め、「㊞」を削り、同様式を様式第11号とする。 

第12号様式を様式第12号とする。 

第13号様式中「殿」を「様」に改め、「㊞」を削り、同様式を様式第13号とする。 

第13号様式の２中「殿」を「様」に改め、「㊞」を削り、同様式を様式第13号の２とす

る。 

第14号様式中「殿」を「様」に改め、「㊞」を削り、同様式を様式第14号とする。 

第15号様式中「殿」を「様」に改め、「㊞」を削り、同様式を様式第15号とする。 

第16号様式中「殿」を「様」に改め、「㊞」を削り、同様式を様式第16号とする。 

第18号様式中「㊞」を削り、同様式を様式第18号とする。 

第19号様式を次のように改める。 

【様式第19号】 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 



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施行規則

の一部を改正する規則をここに公布する。 

 令和３年３月30日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市規則第32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施行

規則の一部を改正する規則 

 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施行規則

（令和２年伊賀市規則第45号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１職別標準基準表行政職Ａの項中「、マイナンバー関係業務補助員」を削り、同表

行政職Ｂの項中「医師事務補助員」の次に「、マイナンバー関係業務補助員」を加え、同表

行政職Ｃの項中「教育支援員（准看護師）」の次に「、通訳兼外国人登録・戸籍届出業務員」

を加え、同表行政職Ｄの項中「古文書解読調査員」の次に「、埋蔵文化財調査員」を加える。 

   附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 



伊賀市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 令和３年３月31日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市規則第33号 

 

伊賀市会計規則の一部を改正する規則 

伊賀市会計規則（平成16年伊賀市規則第74号）の一部を次のように改正する。 

第４条第３項中「各種帳簿」の次に「又は帳票」を加える。 

第11条第１項中「）により」を「）に納期限を記入し」に改める。 

第18条第５項中「ときは」の次に「、原則」を加える。 

第21条第２項を削る。 

第27条第２項中「不能欠損」を「不納欠損」に改める。 

第32条第１項中「又は明細内訳書（様式第19号」を「、明細内訳書（様式第19号の２）

又は科目内訳書（様式第 19号の３」に改め、同条第３項中「次の事項を記載し、債権者の

印を押さなければ」を「文書内容の真正性を担保し、かつ、次の事項を記載しなければ」に

改め、同項に次の１号を加える。 

⑷ 振込先 

第32条第４項及び第５項を削る。 

第33条第１項中「様式第19号」を「様式第 19号の４」に改め、同条第４項中「調書」

を「前条第１項に規定する支出先内訳書」に改める。 

第35条第１項中「第161条第１項第１号から第13号」を「第161条第１項第１号から第

16号」に改める。  

第45条第１項に次の１号を加える。 

⑻ 書籍販売取扱手数料 

第 56条第３項中「記名押印（請求印と同一のもの）し」を「記名押印し、又は自署し」

に改める。 

第57条第１項中「指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、

支払場所を指定した送金払依頼書（様式第27号）と送金払依頼書兼振替票（様式第28号の



２）を添え」を「支払場所を指定した隔地払通知書（様式第 28号）と小切手を」に改め、

同条第３項中「様式第 28号、様式第28号の５」を「様式第 28号の２」に改め、同条第４

項中「の送金済通知書」を「報告を受けた送金済報告書」に改める。 

第59条第２項中「口座振替依頼書（様式第27号）」を「口座振替原符（様式第30号）及

び振込依頼書（様式第30号の２）」に改める。 

第65条第１項中「支出負担行為決議書」を「支出負担行為決議書等」に改める。 

第88条第1項中「３名」を「３人」に改める。 

第92条ただし書中「予定価格が30万円を超えない契約についてはこの限り」を「次の各

号のいずれかに該当するときは、この限り」に改め、同条に次の各号を加える。 

⑴ 予定価格が30万円を超えないとき。 

⑵ 市長が特に必要がないと認めたとき。 

第101条第１項中「かし担保について」を「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に

関して契約の内容に適合しないものである場合におけるその不適合についての」に改める。 

第107条第１項中「立ち合って」を「立ち会って」に改める。 

第 110条中「様式第 48号の３）若しくは物品検査証（様式第 48号の４」を「様式第 49

号の３又は様式第 49号の４）、物品検査証（様式第 49号の５）又は委託業務検査調書（様

式第49号の６」に改める。 

第 130条第１項中「及び」を「又は」に、「送金払依頼書を添えて」を「隔地払通知書及

び」に改め、「（様式第54号）」を削り、同項に後段として次のように加える。 

この場合において、領収証書は、支払済日付印を押印した支出命令書をもって代えるこ

とができる。 

 第130条第２項中「及び」を「又は」に、「送金済通知書（様式第54号の２」を「送金済

報告書（様式第54号」に改める。 

第132条第１項中「口座振替・送金払依頼書（様式第27号）」を「口座振替原符（様式第

30号）及び振込依頼書（様式第30号の２）」に改める。 

第142条中「第119条各号」を「次」に改め、同条に次の各号を加える。 

⑴ 一般会計、特別会計 

⑵ 歳入歳出外現金 

⑶ 小切手支払未済繰越金 

⑷ 基金 



第 175条第１項中「異なる会計間において」を削り、「物品所管換伺書」を「物品所属換

伺書」に改める。 

第178条第１項中「物品所管換伺書（様式第69号）」を「前条の物品所属換伺書」に改め

る。 

第 190条第１号中「及び地方債」を「、地方債及びその他市長が確実と認める有価証券」

に改める。 

第193条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次

に次の１項を加える。 

２ 市長は、履行延期の特約等をする場合には、当該債権について債務名義を取得するため

必要な措置をとらなければならない。 

第195条第１項を次のように改める。 

令第171条の６の規定による履行延期の特約等は、債務者からの履行延期申請書（様式

第74号）による申請に基づいて行うものとする。 

第196条第１項を次のように改める。 

令第 171条の７の規定による債権の免除は、債務者からの免除申請書（様式第 76号）

による申請に基づいて行うものとする。 

第197条第１号中「延滞金」を「遅延損害金」に改め、同条第２号中「できる」の次に「こ

と」を加える。 

第215条第１項中「に用いる自体及び印影は明確」を「への記載事項や字体などは明確な

もの」に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 証拠書類の記載事項の訂正は、正当な債権者の意思に基づき訂正されたものでなければ

ならない。ただし、金額の訂正は、原則として行うことができない。 

別表第２の１物品分類表備考５中「、標本」を削り、同表備考７中「執務参考用図書」を

「参考用図書」に改める。 

別表第３物品類別表目次備考５中「執務参考用図書」を「参考用図書」に改める。 

様式第15号を次のように改める。 

【様式第15号】 

様式第18号から様式第19号（その４）までを次のように改める。 

【様式第18号】 

【様式第19号】 



【様式第19号の２】 

【様式第19号の３】 

【様式第19号の４】 

様式第19号（その５）を削る。 

様式第27号を次のように改める。 

様式第27号 削除 

様式第28号及び様式第28号の２を次のように改める。 

【様式第28号】 

【様式第28号の２】 

様式第28号の４から様式第28号の６までを削る。 

様式第29号を次のように改める。 

【様式第29号】 

様式第30号及び様式第30号の２を次のように改める。 

【様式第30号】 

【様式第30号の２】 

様式第30号の３から様式第30号の５までを削る。 

様式第39号及び様式第40号を次のように改める。 

【様式第39号】 

【様式第40号】 

様式第48号の３及び様式第48号の４を削る。 

様式第49号の２の次に次の４様式を加える。 

【様式第49号の３】 

【様式第49号の４】 

【様式第49号の５】 

【様式第49号の６】 

様式第54号を次のように改める。 

【様式第54号】 

様式第54号の２を削る。 

様式第69号中「所管」を「所属」に、「通り」を「とおり」に改める。 

様式第71号中「（物品貸付申込書）」を「物品貸付申込書」に改め、「㊞」を削る。 



様式第74号及び様式第75号を次のように改める。 

【様式第74号】 

【様式第75号】 

様式第76号中「（免除申請書）」及び「㊞」を削る。 

様式第93号中「基金整理簿」を「歳入歳出外現金等整理簿」に改める。 

様式第94号中「歳入歳出外現金等整理簿」を「基金整理簿」に改める。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 



伊賀市行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 令和３年３月31日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市規則第34号 

 

伊賀市行政組織規則の一部を改正する規則 

 伊賀市行政組織規則（平成16年伊賀市規則第３号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「部に」を「部（以下「部」という。）に次に掲げる」に改め、同項に

次の表を加える。 

部 課等 

総務部 総務課 人事課 秘書課 契約監理課 

企画振興部 総合政策課 文化交流課 広聴広報課 地域づくり推

進課 スポーツ振興課 国体推進課 交通政策課 

財務部 管財課 財政課 課税課 収税課 債権管理課 

人権生活環境部 市民生活課 人権政策課 同和課 戸籍住民課 環境

政策課 廃棄物対策課 

健康福祉部 医療福祉政策課 障がい福祉課 生活支援課 こども

未来課 保育幼稚園課 介護高齢福祉課 地域包括支

援センター 保険年金課 健康推進課 ワクチン接種

推進課 

産業振興部 農林振興課 農村整備課 商工労働課 観光戦略課 

中心市街地推進課 

建設部 企画管理課 道路河川課 都市計画課 建築課 住宅

課 企業用地整備課 

第２条第２項を削り、同条第３項の表総務部の項を削り、同項を同条第２項とし、同条

に次の１項を加える。 

３ 課等に別表第１中欄に掲げる係を置く。 



 第３条中「前条第２項」を「前条第１項」に改め、「課等」の次に「及び同条第３項に規

定する係」を加え、同条第２項中「前条第３項」を「前条第２項」に改める。 

 第４条第２項中「、部」の次に「、デジタル自治推進局（以下「局」という。）及び総合

危機管理課」を加える。 

 第５条第１項中「部長を」の次に「、局に局長を」を加え、同条第３項中「及び行政組

織条例第１条第２項に規定する課」を「、局及び総合危機管理課」に改め、同条第４項中

「課等」の次に「及び総合危機管理課」を加え、「同条第３項」を「同条第２項」に改め、

同条第６項中「等」を削り、「置く」を「置き、主査及び主任を置くことができる」に改め、

同条第７項中「又は」を「及び」に、「、課等」を「を、局、課等及び総合危機管理課」に

改める。 

 第６条第１項中「する職」の次に「（係に置く主査及び主任を除く。）」を、「職員の」の

次に「配置及び当該職以外への職員の課等、室等又は総合危機管理課への」を加え、同条

第２項を削る。 

 別表第１中「第３条」を「第２条、第３条」に改め、同表総務部行財政改革推進課の項

を削る。 

別表第1企画振興部総合政策課の部企画調整係の項中「及び進行管理」を「、進行管理

及び評価」に改め、同表広聴情報課の部を次のように改める。 

広聴 

広報 

課 

 ⑴ 広聴広報活動に関すること。 

⑵ パブリックコメントに関すること。 

⑶ 情報公開及び個人情報の保護に係る総合調整に関するこ

と。 

⑷ 広報計画の企画調整に関すること。 

⑸ 広報紙の編集、発行に関すること。 

⑹ 行政情報番組等の制作、放送に関すること。 

⑺ ケーブルテレビ行政サービスに関すること。 

⑻ ケーブルテレビの維持管理費等軽減制度に関すること。 

⑼ 参声広場の運用に関すること。 

⑽ ホームページの運用に関すること。 



⑾ 情報格差是正に関すること。 

⑿ その他行政情報の提供に関すること。 

⒀ 広告掲載事業に関すること。 

⒁ 所管に係る支所との総合調整に関すること。 

⒂ 課の庶務に関すること。 

別表第1建設部都市計画課の部及び建築課の部を次のように改める。 

都市 

計画 

課 

総務管理係 ⑴ 国土利用計画法（昭和49年法律第92号）に基づく届出に

関すること。 

⑵ 地価公示及び地価調査に関すること。 

⑶ 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年法律第66号）

に基づく届出等に関すること。 

⑷ 路外駐車場に関すること。 

⑸ 上野新都市事業に係る調整に関すること。 

⑹ 都市公園等の使用及び占用許可等に関すること。 

⑺ 都市計画の立案及び調査等に関すること。 

⑻ 都市計画の決定及び変更に関すること。 

⑼ 土地区画整理事業に関すること。 

⑽ 事業用地の取得、補償及び登記に関すること。 

⑾ 所管に係る支所との総合調整に関すること。 

⑿ 課の庶務に関すること。 

 公園景観係 ⑴ 都市公園等の整備計画に関すること。 

⑵ 都市公園等の整備及び維持管理に関すること。 

⑶ 景観に関する総合的企画、調整及び事業に関すること。 

⑷ 景観に関する届出及び助成に関すること。 

⑸ 都市緑化の推進に関すること。 



建築 

課 

事業係 ⑴ 市有建築物の設計、監理及び営繕に関すること。 

⑵ 課の庶務に関すること。 

 建築指導審

査係 

⑴ 建築基準法（昭和25年法律第201号）に基づく確認、許可、

指定、完了検査等に関すること。 

⑵ 建築物の建築に係る相談及び指導に関すること。 

⑶ 建築物動態統計調査、建築基準法の施行に係る報告及び各

種調査に関すること。 

⑷ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12

年法律第104号）に基づく届出等（建築物に限る。）に関す

ること。 

⑸ 旅館等建築指導に関すること。 

⑹ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第

87号）に基づく認定に関すること。 

⑺ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27

年法律第53号）に基づく届出及び認定に関すること。 

⑻ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84

号）に基づく認定に関すること。 

別表第1建設部住宅課の部に次のように加える。 

営繕係 ⑴ 市営住宅の建設計画に関すること。 

⑵ 市営住宅の設計、監理及び営繕に関すること。 

⑶ 事業用地の取得、補償及び登記に関すること。 

別表第２給付金室の部を削り、同表開発指導室の項中「⑸ 立地適正化計画に基づく指 

               「⑸ 立地適正化計画に基づく指導及び調整に関すること。 

⑹ 租税特別措置法（昭和32年法律第26号）に基づく 

 

低未利用土地等の確認に関すること。」 

附 則 

導及び調整に関すること。」を 

に改める。 



 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 



伊賀市基準該当障害福祉サービス等事業者の登録及び特例介護給付費等の支給に関する

規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 令和３年３月31日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市規則第35号 

 

伊賀市基準該当障害福祉サービス等事業者の登録及び特例介護給付費等の支給に関

する規則の一部を改正する規則 

伊賀市基準該当障害福祉サービス等事業者の登録及び特例介護給付費等の支給に関する

規則（平成18年伊賀市規則第１号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第21条の５第１項」を「第21条の５の４」に改める。 

様式第５号を次のように改める。 

【様式第５号】 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第５号の改正規定は、令和３年４月１

日から施行する。 

 



伊賀市出納員等設置規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 令和３年３月31日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市規則第36号 

 

伊賀市出納員等設置規則の一部を改正する規則 

 伊賀市出納員等設置規則（平成 16年伊賀市規則第 75号）の一部を次のように改正する。 

別表出納員に対する委任事項中 

「 

総務部 総務課 課長 所管事務に係る現金の収納 

 を 

 

総務課給付金室 室長 

契約監理課 課長 所管物品の出納保管及び記録

管理、所管事務に係る現金の

収納 

                                   」 

「 

総務部 総務課 課長 所管事務に係る現金の収納 

に改め、 

 

契約監理課 所管物品の出納保管及び記録

管理、所管事務に係る現金の

収納 

                                 」 

同表企画振興部の部中「広聴情報課」を「広聴広報課」に改める。 

  附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 



伊賀市農林関係土木事業分担金徴収条例施行規則をここに公布する。 

 令和３年３月31日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市規則第37号 

 

伊賀市農林関係土木事業分担金徴収条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、伊賀市農林関係土木事業分担金徴収条例（令和３年伊賀市条例第１号。

以下「条例」という。）第８条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（分担金等の額） 

第２条 条例別表に規定する市長が定める額は、別表事業区分の欄に掲げる区分に応じ、同

表対象額の欄に定める額に同表負担率の欄に定める率を乗じて得た額とする。この場合

において、当該額に１円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。 

（委任） 

第３条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

事業区分 対象額 負担率 

土

地

改

良

事

業 

県

営

事

業 

ため池等整備

事業 

地震対策型 事業に要す

る費用のう

ち市が負担

する額 

100分の50 

一般整備型 
大規模 100分の50 

小規模 100分の50 

基幹農業水利施設ストックマネジメント事業 100分の50 

防災ダム事業 100分の50 

農村振興総合整備事業 
用排水施設 100分の50 

農用地保全 25分の９ 



農道、防災施

設 
100分の50 

かんがい排水事業 
平地 100分の50 

中山間地 100分の50 

高度水利機能

確保基盤整備

事業 

競争力強化農

地整備事業 

平地 22.5分の10 

中山間地 
17.5 分 の

7.5 

農地中間管理機構関連事業 100分の50 

特定農業用管水路等特別対策

事業 

平地 100分の50 

中山間地 100分の50 

土地基盤整備

事業 

用水路、機械

揚水、区画整

理、暗渠
きょ

排

水、畑地かん

がい、客土 

平地 100分の50 

中山間地 100分の50 

農道整備、農

道橋 新設改

良、ため池 

保全、排水

路、機械排水 

平地 100分の50 

中山間地 100分の50 

農村集落機能

強化支援事業 

農道舗装、排水路整備 100分の50 

上記以外の事業 100分の50 

市

補

助

事

業 

土地改良施設維持管理適正化事業 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

100分の50 

農地耕作条件改善事業 
平地 100分の50 

中山間地 100分の50 

農業水路等長寿命化・防災減災

事業 

平地 100分の50 

中山間地 100分の50 



地域農業水利施設保全型 

（水利施設等保全高度化事業） 

平地 金の額を控

除した額 

100分の50 

中山間地 100分の50 

ため池等整備

事業 

地震対策型 100分の50 

一般整備型 
平地 100分の50 

中山間地 100分の50 

市
単
独
事
業 

市単独土地改良事業 
事業に要す

る費用の額 

100分の50 

市単独ほ場整備事業 100分の50 

小規模土地改良事業 100分の50 

林道整備事業 
事業に要す

る費用の額 
100分の50 

農林水産施

設災害復旧

事業 

農林業用施設災害復旧事業 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 

35分の10 

農地災害復旧事業 100分の50 

 


