
職員の初任給、昇格、昇給等の基準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４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市規則第38号 

 

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則 

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（平成28年伊賀市規則第28号）の一

部を次のように改正する。 

附則第２項中「看護師及び准看護師」を「看護師及び准看護師のうち上野総合市民病院

に勤務する者」に改める。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

級別職務分類表 

行政職給料表級別職務分類表 

 職務の級 職務の名称 

 ６級 デジタル自治推進局次長、空き家対策室長、地域包括支援センター

所長、相談支援室長、開発指導室長、副署長、副看護部長、出納室

長、農業委員会事務局次長及び分署長の職務 

 ７級 デジタル自治推進局長、理事、消防長、副院長（事務部門）、副セ

ンター長、議会事務局長、教育委員会事務局長、消防次長、消防署

長、支所長、会計管理者、監査委員事務局長及び農業委員会事務局

長の職務 

教育職給料表級別職務分類表 

 職務の級 職務の名称 

 ２級 保幼小連携推進教諭の職務 

   附 則 



この規則は、令和３年４月１日から施行する。 



伊賀市職員管理職手当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４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市規則第39号 

 

伊賀市職員管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 

 伊賀市職員管理職手当の支給に関する規則（平成16年伊賀市規則第65号）の一部を次

のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

 範囲 支給月額 

参与、危機管理監、部長（医師を除く。）、理事、消防長、副院長（事務部

門）、議会事務局長、教育委員会事務局長 

85,000円 

部次長、国体推進監、生活環境政策監、廃棄物対策監、ワクチン接種推進

監、子育て推進監、にぎわい創出推進監、消防次長、看護部長、事務部長、

支所長、会計管理者、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、水道事業

推進監、社会教育推進監、参事（市長が別に定めるもの） 

69,000円 

参事、課長（市長が別に定めるもの） 59,000円 

課長、デジタル自治推進局次長、空き家対策室長、環境センター所長、地

域包括支援センター所長、相談支援室長、開発指導室長、副署長、副看護

部長、診療所長、出納室長、農業委員会事務局次長、給食センター所長、

上野図書館長、副参事（市長が別に定めるもの） 

55,000円 

保幼小連携推進教諭、幼稚園長、公民館長 48,000円 

副参事、分署長 39,000円 

院長 152,000円 

副院長（診療部門） 122,000円 

附 則 



この規則は、令和３年４月１日から施行する。 



伊賀市管理職員の特別勤務手当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４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市規則第40号 

 

伊賀市管理職員の特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 

伊賀市管理職員の特別勤務手当に関する規則（平成16年伊賀市規則第66号）の一部を

次のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

範囲 

第17条の３  

第３項第１号 

の支給額 

第17条の３  

第３項第２号 

の支給額 

参与、危機管理監、部長（医師を除く。）、理事、消防長、

副院長（事務部門）、議会事務局長、教育委員会事務局

長 

8,000円 4,000円 

部次長、国体推進監、生活環境政策監、廃棄物対策監、

ワクチン接種推進監、子育て推進監、にぎわい創出推進

監、消防次長、看護部長、事務部長、支所長、会計管理

者、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、水道事業

推進監、社会教育推進監、参事（市長が別に定めるもの） 

8,000円 4,000円 

参事、課長（市長が別に定めるもの） 8,000円 4,000円 

課長、デジタル自治推進局次長、空き家対策室長、環境

センター所長、地域包括支援センター所長、相談支援室

長、開発指導室長、副署長、副看護部長、診療所長、出

納室長、農業委員会事務局次長、給食センター所長、上

野図書館長、副参事（市長が別に定めるもの） 

6,000円 3,000円 



保幼小連携推進教諭、幼稚園長、公民館長 6,000円 3,000円 

副参事、分署長 6,000円 3,000円 

院長 12,000円 6,000円 

副院長（診療部門） 10,000円 5,000円 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 



伊賀市自動車臨時運行許可に関する事務取扱規則等の一部を改正する規則をここに公布

する。 

 令和３年４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市規則第41号 

 

伊賀市自動車臨時運行許可に関する事務取扱規則等の一部を改正する規則 

（伊賀市自動車臨時運行許可に関する事務取扱規則の一部改正） 

第１条 伊賀市自動車臨時運行許可に関する事務取扱規則（平成16年伊賀市規則第12号）

の一部を次のように改正する。 

様式第２号中「㊞」を削る。 

（伊賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の一部改正） 

第２条 伊賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則（平成 16 年

伊賀市規則第16号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号中「㊞」を削る。 

様式第２号から様式第４号までの規定中「□印」を削る。 

（伊賀市印鑑条例施行規則の一部改正） 

第３条 伊賀市印鑑条例施行規則（平成16年伊賀市規則第21号）の一部を次のように改正

する。 

  第５条第２項中「及び受領印を押印」を削る。 

様式第１号中「㊞」を削る。 

様式第２号中「㊞」を削り、「④代理人の印鑑 ⑤申請者の登録する印鑑」を「④申請

者の登録する印鑑」に改める。 

「 

様式第６号中      を削る。 

           」 

        「 

 
様式第７号中 

 

 

                         ㊞ 

  電話番号     ―     ―     

 

公

印 



 

                                        」 

  「 

 

 

 

                                  」 

  様式第８号中「㊞」を削る。 

  様式第９号及び様式第10号中「□印」を削る。 

（伊賀市住居表示に関する条例施行規則の一部改正） 

第４条 伊賀市住居表示に関する条例施行規則（平成16年伊賀市規則第23号）の一部を次

のように改正する。 

  様式第２号、様式第３号及び様式第５号から様式第７号までの規定中「㊞」を削る。 

（伊賀市ゆめぽりすセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第５条 伊賀市ゆめぽりすセンターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成 16 年伊賀

市規則第26号）の一部を次のように改正する。 

  様式第２号中「□印」を削る。 

様式第５号及び様式第６号中「㊞」を削る。 

（希望ヶ丘コミュニティセンター規則の一部改正） 

第６条 希望ヶ丘コミュニティセンター規則（平成16年伊賀市規則第27号）の一部を次の

ように改正する。 

  様式第１号中「㊞」を削る。 

  様式第２号中「□印」を削る。 

（伊賀市補助金等交付規則の一部改正） 

第７条 伊賀市補助金等交付規則（平成16年伊賀市規則第76号）の一部を次のように改正

する。 

様式第１号中「㊞」を削る。 

様式第２号中「㊞」を削り、「付け 指令第」を「付け伊賀市指令 第」に改める。 

様式第３号中「指令第」を「伊賀市指令 第」に改め、「□印」を削る。 

様式第４号中「指令第」を「伊賀市指令 第」に、「伊 指令第」を「伊賀市指令 第」

を に改める。 

 

 

                          

  電話番号     ―     ―     

 



に改め、「□印」を削る。 

様式第５号中「指令第」を「伊賀市指令 第」に、「伊 指令第」を「伊賀市指令 第」

に改め、「□印」を削る。 

様式第６号中「㊞」を削り、「付け 指令第」を「付け伊賀市指令 第」に改める。 

様式第７号中「㊞」を削り、「付け 指令第」を「付け伊賀市指令 第」に改める。 

様式第８号中「㊞」を削る。 

様式第９号中「指令第」を「伊賀市指令 第」に改め、「□印」を削る。 

様式第10号中「指令第」を「伊賀市指令 第」に改め、「□印」を削る。 

様式第11号中「㊞」を削り、「付け 指令第」を「付け伊賀市指令 第」に改める。 

様式第12号中「□印」を削る。 

（伊賀市国民健康保険税条例施行規則の一部改正） 

第８条 伊賀市国民健康保険税条例施行規則（平成16年伊賀市規則第79号）の一部を次の

ように改正する。 

  様式第１号中「 印 」を削る。 

  様式第８号中「㊞」を削る。 

（いがまち保健福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第９条 いがまち保健福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則（平成 16 年伊賀市

規則第92号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号から様式第５号まで及び様式第７号中「㊞」を削る。 

（阿山保健福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第10条 阿山保健福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則（平成16年伊賀市規則

第94号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号及び様式第２号中「㊞」を削る。 

  様式第３号中「□印」及び「㊞」を削る。 

  様式第４号中「㊞」を削る。 

  様式第５号中「□印」及び「㊞」を削る。 

  様式第７号中「㊞」を削る。 

（大山田保健センター管理規則の一部改正） 

第 11条 大山田保健センター管理規則（平成 16年伊賀市規則第 95号）の一部を次のよう

に改正する。 



  様式第１号から様式第４号までの規定中「㊞」を削る。 

（青山福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第12条 青山福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成16年伊賀市規則第

96号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号から様式第４号までの規定中「㊞」を削る。 

  様式第５号中「□印」及び「㊞」を削る。 

  様式第７号中「㊞」を削る。 

（青山保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第13条 青山保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成16年伊賀市規則第

97号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号及び様式第２号中「㊞」を削る。 

  様式第３号中「印」を削る。 

  様式第４号及び様式第５号中「㊞」を削る。 

  様式第６号中「□印」及び「㊞」を削る。 

  様式第８号中「㊞」を削る。 

（伊賀市生活保護法施行細則の一部改正） 

第 14条 伊賀市生活保護法施行細則（平成 16年伊賀市規則第 98号）の一部を次のように

改正する。 

様式第９号中「受領印」を「署名又は受領印」に改める。 

  様式第11号の２中「㊞」を削る。 

  様式第13号から様式第15号までの規定中「印」を削る。 

  様式第17号中「印」を削る。 

  様式第20号中「㊞」を削る。 

  様式第23号中「印」を削る。 

（伊賀市児童福祉法施行細則の一部改正） 

第15条 伊賀市児童福祉法施行細則（平成16年伊賀市規則第101号）の一部を次のように

改正する。 

  様式第１号から様式第５号までの規定中「□印」を削る。 

様式第６号から様式第８号までの規定中「印」を削る。 

（伊賀市老人福祉法施行細則の一部改正） 



第16条 伊賀市老人福祉法施行細則（平成16年伊賀市規則第103号）の一部を次のように

改正する。 

  様式第８号から様式第10号までの規定中「□印」を削る。 

  様式第 11 号中「㊞」を削り、「上野市社会福祉事務所長」を「伊賀市社会福祉事務所

長」に改める。 

  様式第14号から様式第16号までの規定中「□印」を削る。 

  様式第19号、様式第22号及び様式第24号中「㊞」を削る。 

（伊賀市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正） 

第17条 伊賀市福祉医療費の助成に関する条例施行規則（平成16年伊賀市規則第105号）

の一部を次のように改正する。 

  様式第１号中「印」を削る。 

  様式第２号及び様式第２号の２中「㊞」を削る。 

  様式第８号中「□印」を削る。 

  様式第８号の２中「（公印）」を削る。 

  様式第10号及び様式第11号中「印」を削る。 

（伊賀市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部改正） 

第18条 伊賀市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則（平成16年伊賀市規則第106号）

の一部を次のように改正する。 

様式第２号中「㊞」を削る。 

様式第３号及び様式第４号中「□印」を削る。 

様式第６号及び様式第７号中「㊞」を削る。 

様式第８号及び様式第９号中「□印」を削る。 

様式第10号中「㊞」を削る。 

様式第11号及び様式第12号中「□印」を削る。 

様式第13号中「㊞」を削る。 

様式第14号及び様式第15号中「□印」を削る。 

様式第16号中「㊞」を削る。 

（伊賀市外国人高齢者福祉給付金支給条例施行規則の一部改正） 

第19条 伊賀市外国人高齢者福祉給付金支給条例施行規則（平成16年伊賀市規則第114号）

の一部を次のように改正する。 



  様式第１号中「㊞」を削る。 

  様式第２号中「□印」を削る。 

  様式第３号から様式第５号までの規定中「㊞」を削る。 

  様式第６号から様式第８号までの規定中「□印」を削る。 

  様式第９号中「㊞」を削る。 

  様式第10号中「□印」を削る。 

（大山田福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第20条 大山田福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成16年伊賀市規則

第123号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号から様式第７号までの規定中「㊞」を削る。 

（伊賀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部改正） 

第 21条 伊賀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（平成 16年伊賀市規則第 126

号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号及び様式第３号中「㊞」を削る。 

様式第４号中「□印」を削る。 

様式第５号から様式第７号まで、様式第９号及び様式第10号中「㊞」を削る。 

  様式第11号及び様式第12号中「□印」を削る。 

様式第13号、様式第14号及び様式第16号中「㊞」を削る。 

様式第17号中「□印」を削る。 

（伊賀市清掃施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第 22 条 伊賀市清掃施設の設置及び管理に関する条例施行規則（平成 16 年伊賀市規則第

127号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号中「㊞」を削る。 

様式第２号中「□印」を削る。 

様式第３号及び様式第４号中「㊞」を削る。 

様式第５号中「□印」を削る。 

（伊賀市斎苑条例施行規則の一部改正） 

第23条 伊賀市斎苑条例施行規則（平成16年伊賀市規則第128号）の一部を次のように改

正する。 

様式第１号から様式第４号までの規定中「㊞」を削る。 



様式第７号中「□印」を削る。 

様式第８号中「㊞」及び「□印」を削る。 

様式第９号から様式第11号までの規定中「㊞」を削る。 

（伊賀市狂犬病予防法施行細則の一部改正） 

第24条 伊賀市狂犬病予防法施行細則（平成16年伊賀市規則第131号）の一部を次のよう

に改正する。 

様式第１号から様式第４号までの規定中「㊞」を削る。 

（伊賀市環境保全負担金条例施行規則の一部改正） 

第25条 伊賀市環境保全負担金条例施行規則（平成16年伊賀市規則第133号）の一部を次

のように改正する。 

  様式第１号中「印」を削る。 

        「伊賀市長      様               

印」 

「伊賀市長      様 

排出事業者名       」 

  様式第５号及び様式第６号中「㊞」を削る。 

様式第７号及び様式第８号中「印」を削る。 

（伊賀市環境センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第26条 伊賀市環境センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成16年伊賀市規則

第134号）の一部を次のように改正する。 

様式第２号及び様式第３号中「㊞」を削る。 

（伊賀市自転車等駐車場管理規則の一部改正） 

第27条 伊賀市自転車等駐車場管理規則（平成16年伊賀市規則第135号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  様式第１号中「□印」を削る。 

様式第５号中「㊞」を削る。 

（伊賀市自転車等の放置防止及び適正な処理に関する条例施行規則の一部改正） 

第28条 伊賀市自転車等の放置防止及び適正な処理に関する条例施行規則（平成16年伊賀

市規則第136号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号中「□印」を削る。 

様式第４号中 を 

に改める。 



様式第７号中「㊞」を削る。 

（伊賀市国民健康保険高額療養資金貸付条例施行規則の一部改正） 

第 29条 伊賀市国民健康保険高額療養資金貸付条例施行規則（平成 16年伊賀市規則第 140

号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号及び様式第３号中「㊞」を削る。 

  様式第４号中「うえ」を「上」に改める。 

  様式第５号及び様式第６号中「㊞」を削る。 

（伊賀市国民健康保険出産費資金貸付条例施行規則の一部改正） 

第30条 伊賀市国民健康保険出産費資金貸付条例施行規則（平成16年伊賀市規則第141号）

の一部を次のように改正する。 

  様式第１号中「㊞」を削る。 

  様式第２号中「□印」を削る。 

  様式第３号及び様式第４号中「㊞」を削る。 

  様式第５号中「□印」を削る。 

  様式第６号中「㊞」を削る。 

（伊賀市介護保険規則の一部改正） 

第31条 伊賀市介護保険規則（平成16年伊賀市規則第142号）の一部を次のように改正す

る。 

  様式第１号中「印」を削る。 

  様式第２号から様式第４号まで、様式第６号及び様式第17号中「㊞」を削る。 

  様式第18号、様式第25号、様式第27号から様式第30号まで、様式第33号及び様式第   

34号中「印」を削る。 

  様式第36号及び様式第39号中「㊞」を削る。 

  様式第41号中「印」を削る。 

  様式第56号及び様式第60号中「㊞」を削る。 

  様式第70号中「印」を削る。 

（伊賀市道路占用等規則の一部改正） 

第32条 伊賀市道路占用等規則（平成16年伊賀市規則第170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。 



（伊賀市法定外公共物管理条例施行規則の一部改正） 

第33条 伊賀市法定外公共物管理条例施行規則（平成16年伊賀市規則第171号）の一部を

次のように改正する。 

  様式第１号、様式第２号、様式第５号、様式第６号及び様式第８号中「㊞」を削る。 

（伊賀市営住宅管理条例施行規則の一部改正） 

第34条 伊賀市営住宅管理条例施行規則（平成16年伊賀市規則第175号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  様式第１号及び様式第３号から様式第13号までの規定中「㊞」を削る。 

  様式第14号中「□印」を削る。 

（市営住宅松尾団地駐車場の設置、管理及び使用に関する条例施行規則の一部改正） 

第35条 市営住宅松尾団地駐車場の設置、管理及び使用に関する条例施行規則（平成16年

伊賀市規則第177号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号中「㊞」を削る。 

  様式第２号中「□印」を削る。 

（伊賀市駐車場条例施行規則の一部改正） 

第36条 伊賀市駐車場条例施行規則（平成16年伊賀市規則第180号）の一部を次のように

改正する。 

様式第２号及び様式第５号中「㊞」を削る。 

（伊賀市都市公園条例施行規則の一部改正） 

第37条 伊賀市都市公園条例施行規則（平成16年伊賀市規則第181号）の一部を次のよう

に改正する。 

  様式第１号から様式第６号まで及び様式第８号から様式第10号までの規定中「㊞」を   

削る。 

  様式第11号中「□印」を削る。 

  様式第13号中「印」を削る。 

  様式第14号中「㊞」を削る。 

（伊賀市市民緑地設置条例施行規則の一部改正） 

第38条 伊賀市市民緑地設置条例施行規則（平成16年伊賀市規則第184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号中「□印」を削る。 

（阿山ふるさとの森公園管理規則の一部改正） 

第39条 阿山ふるさとの森公園管理規則（平成16年伊賀市規則第187号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  様式第３号及び様式第４号中「㊞」を削る。 

（伊賀市準用河川流水占用料等徴収条例施行規則の一部改正） 

第40条 伊賀市準用河川流水占用料等徴収条例施行規則（平成16年伊賀市規則第195号）

の一部を次のように改正する。 

  様式第１号及び様式第２号中「㊞」を削る。 

（伊賀市防災用行政無線の設置及び管理に関する規則の一部改正） 

第 41条 伊賀市防災用行政無線の設置及び管理に関する規則（平成 16年伊賀市規則第 197

号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号及び様式第２号中「㊞」を削る。 

  様式第３号中「署名・印」を「署名」に改め、「㊞」を削る。 

  様式第４号中「署名・印」を「署名」に改め、「㊞」を削る。 

  様式第６号から様式第９号までの規定中「㊞」を削る。 

（伊賀市消防団の組織等に関する規則の一部改正） 

第42条 伊賀市消防団の組織等に関する規則（平成16年伊賀市規則第199号）の一部を次

のように改正する。 

  第７条中「㊞」を削る。 

（伊賀市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の一部改正） 

第43条 伊賀市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則（平成16年

伊賀市規則第201号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号及び様式第２号中「㊞」を削る。 

（伊賀市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第 44 条 伊賀市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則（平成 16 年伊賀市規則第

224号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号から様式第４号までの規定中「㊞」を削る。 

（偲翁舎条例施行規則の一部改正） 

第45条 偲翁舎条例施行規則（平成16年伊賀市規則第227号）の一部を次のように改正す



る。 

様式第１号中「㊞」を削る。 

様式第２号中「□印」を削る。 

様式第３号中「㊞」を削る。 

（伊賀市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則の一部改正） 

第 46 条 伊賀市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則（平成 17 年伊賀市規則第 49

号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号から様式第12号までの規定中「印」を削る。 

（伊賀市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第47条 伊賀市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例施行規則（平成18年伊賀市規

則第11号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号から様式第７号までの規定中「印」を削る。 

様式第８号を次のように改める。 

【様式第８号】 

 様式第９号中「印」を削り、「第11条」を「第８条」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「印」を削る。 

様式第12号を次のように改める。 

【様式第12号】 

（青山ハーモニー・フォレストの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第48条 青山ハーモニー・フォレストの設置及び管理に関する条例施行規則（平成18年伊

賀市規則第64号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号から様式第４号までの規定中「㊞」を削る。 

（伊賀市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部

改正） 

第 49 条 伊賀市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

（平成18年伊賀市規則第72号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号中「㊞」を削る。 

「明治 大正 
様式第３号中「㊞」、       及び「昭和・平成」を削る。 



 昭和 平成」 

  様式第４号中「㊞」を削る。 

  様式第５号から様式第９号までを次のように改める。 

 【様式第５号】 

【様式第６号】 

【様式第７号】 

【様式第８号】 

【様式第９号】 

         「 

 

   

 

 

 

 

                                     」 

  「 

 

 

 

 

 

 

                              」 

「518-8501 

 伊賀市上野丸之内１１６番地 

 

 伊賀市役所 障がい福祉課    

    （ＴＥＬ）：0595-22-9656 

    （ＦＡＸ）：0595-22-9662 」 

様式第10号中 

伊賀市上野丸之内１１６番地 

 

伊賀市 

242164 

を 

に改め、 

伊賀市 

 

 

伊賀市社会福祉事務所長 

 

242164 

を削る。 



  様式第 11 号中「㊞」を削り、「不服申立て」を「審査請求」に、「この決定」を「この 

処分」に改める。 

様式第12号中「㊞」を削る。 

  様式第13号及び様式第14号を次のように改める。 

【様式第13号】 

 【様式第14号】 

            「明治 大正 

             昭和 平成」 

            「明治 大正 

           昭和 平成」 

様式第17号中「㊞」を削る。 

  様式第 18 号中「㊞」を削り、「不服申立て」を「審査請求」に、「この決定」を「この  

処分」に改める。 

  様式第19号中「㊞」を削る。 

  様式第 20 号中「㊞」を削り、「不服申立て」を「審査請求」に、「この決定」を「この 

処分」に改める。 

  様式第 22 号中「㊞」を削り、「不服申立て」を「審査請求」に、「この決定」を「この 

処分」に改める。 

         「 

 

                            

  「    

 を                                                                           

 

 様式第24号及び様式第24号の２中「不服申立て」を「審査請求」に改める。                                                                                         

「申請者氏名   

                      印」 

に、「氏名           印」を「氏名          」に改める。 

 様式第26号から様式第28号までを次のように改める。 

【様式第26号】 

申請者氏名 
（支給決定障がい者等氏名） 

                 ㊞ 

に改める。 

様式第25号中                  を「申請者氏名       」 

様式第15号中「㊞」、       及び「昭和・平成」を削る。 

様式第16号中「㊞」、       及び「昭和・平成」を削る。 

」 

」 

様式第23号中 

申請者氏名 
（支給決定障がい者等氏名） 

                  

 



【様式第27号】 

【様式第27号の２】 

 【様式第28号】 

様式第29号及び様式第30号中「㊞」を削る。 

様式第31号を次のように改める。 

 【様式第31号】 

様式第32号及び様式第33号中「㊞」を削る。 

様式第35号中「Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ」及び「㊞」を削る。 

（伊賀市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部改正） 

第 50条 伊賀市消防団員等公務災害補償条例施行規則（平成 19年伊賀市規則第 16号）の

一部を次のように改正する。 

  様式第１号中「㊞」を削る。 

  様式第２号中「□印」を削る。 

        「    住 所          「    住所  

  様式第３号中 申請者 氏 名       ㊞ を 申請者 氏名       

             電 話        」      電話      」 

 に改める。 

  様式第４号中「□印」を削る。 

  様式第５号及び様式第６号を次のように改める。 

【様式第５号】 

【様式第６号】 

 様式第７号及び様式第８号中「□印」を削る。 

  様式第９号から様式第11号までの規定中「㊞」を削る。 

                     「     住 所           

  様式第12号から様式第14号までの規定中 報告者 氏 名       ㊞ を 

                         電 話        」 

「    住所  

  報告者 氏名        に改める。 

      電話       」 

様式第15号から様式第17号までの規定中「㊞」を削る。 



（伊賀市健診センター設置条例施行規則の一部改正） 

第 51条 伊賀市健診センター設置条例施行規則（平成 19年伊賀市規則第 41号）の一部を

次のように改正する。 

  様式第２号中「お名前             印」を「ご署名    

        」に改める。 

（伊賀市中国残留邦人等に対する支援給付及び特定配偶者に対する配偶者支援金事務取

扱細則の一部改正） 

第 52 条 伊賀市中国残留邦人等に対する支援給付及び特定配偶者に対する配偶者支援金事

務取扱細則（平成20年伊賀市規則第31号）の一部を次のように改正する。 

様式第９号中「受領印」を「署名又は受領印」に改める。 

  様式第11号から様式第16号までの規定中「㊞」を削る。 

  様式第18号中「印」を削る。 

  様式第24号、様式第25号及び様式第27号中「㊞」を削る。 

  様式第27号の２及び様式第27号の３中「印」を削る。 

  様式第30号中「印」を「受領印又は署名」に改める。 

  様式第31号中「印」を削る。 

  様式第32号及び様式第33号中「㊞」を削る。 

  様式第34号中「印」を削る。 

  様式第36号から様式第38号までの規定中「㊞」を削る。 

  様式第39号中「受領印」を「署名又は受領印」に改める。 

（伊賀市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則の一部改正） 

第53条 伊賀市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則（平成20年伊賀市規則第

83号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号から様式第５号までの規定中「㊞」を削る。 

（伊賀市ふるさと風景づくり条例施行規則の一部改正） 

第 54条 伊賀市ふるさと風景づくり条例施行規則（平成 20年伊賀市規則第 89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号中「印」を削る。 

  様式第10号及び様式第17号中「㊞」を削る。 



  様式第27号、様式第29号及び様式第31号中「印」を削る。 

（伊賀市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則の一部改正） 

第55条 伊賀市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則（平成21年

伊賀市規則第46号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号及び様式第２号中「代表者氏名         印」を「代表者氏

名          」に改める。 

（自治組織に関する規則の一部改正） 

第 56条 自治組織に関する規則（平成 23年伊賀市規則第 36号）の一部を次のように改正

する。 

様式第１号から様式第４号までの規定中「㊞」を削る。 

（伊賀市公有財産管理規則の一部改正） 

第 57条 伊賀市公有財産管理規則（平成 23年伊賀市規則第 46号）の一部を次のように改

正する。 

様式第１号から様式第４号まで、様式第６号から様式第９号まで及び様式第 11 号中

「㊞」を削る。 

様式第12号中「□印」及び「㊞」を削る。 

様式第13号中「印」を削る。 

（ハイトピア伊賀公共公益施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第58条 ハイトピア伊賀公共公益施設の設置及び管理に関する条例施行規則（平成24年伊

賀市規則第35号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号、様式第３号、様式第５号及び様式第６号中「㊞」を削る。 

（青山ホールの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第59条 青山ホールの設置及び管理に関する条例施行規則（平成26年伊賀市規則第11号）

の一部を次のように改正する。 

様式第１号から様式第６号までの規定中「㊞」を削る。 

（あやま文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第60条 あやま文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成26年伊賀市規則

第12号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号から様式第６号までの規定中「㊞」を削る。 

（伊賀市特定教育・保育施設の確認等に関する規則の一部改正） 



第61条 伊賀市特定教育・保育施設の確認等に関する規則（平成27年伊賀市規則第５号）

の一部を次のように改正する。 

  様式第１号から様式第７号までの規定中「印」を削る。 

（伊賀市特定地域型保育事業者の確認等に関する規則の一部改正） 

第 62 条 伊賀市特定地域型保育事業者の確認等に関する規則（平成 27 年伊賀市規則第 10

号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号から様式第５号までの規定中「印」を削る。 

（伊賀市家庭的保育事業等設置認可等に関する規則の一部改正） 

第63条 伊賀市家庭的保育事業等設置認可等に関する規則（平成27年伊賀市規則第13号）

の一部を次のように改正する。 

  様式第１号及び様式第２号中「㊞」を削る。 

  様式第３号中「指令」を削る。 

  様式第５号、様式第６号、様式第７号及び様式第８号中「㊞」を削る。 

（伊賀市子ども・子育て支援法による教育・保育給付認定並びに教育・保育施設等の利

用調整及び選考に関する規則の一部改正） 

第 64 条 伊賀市子ども・子育て支援法による教育・保育給付認定並びに教育・保育施設等

の利用調整及び選考に関する規則（平成27年伊賀市規則第14号）の一部を次のように改

正する。 

        「 

                                      」 

「 

                              」 

      印」を「保護者氏名           」に改める。 

様式第３号中「印」を削る。 

（伊賀市空家等の適正管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第 65条 伊賀市空家等の適正管理に関する条例施行規則（平成 28年伊賀市規則第 72号）

の一部を次のように改正する。 

様式第４号から様式第 13号まで及び様式第 15号から様式第 21号までの規定中「㊞」

を削る。 

（伊賀市土砂等の埋立て等による土壌汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則

申請者（保護者）氏名                印 

 

様式第１号中 を 

申請者（保護者）氏名                 

 

に、「保護者氏名  



の一部改正） 

第 66 条 伊賀市土砂等の埋立て等による土壌汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行

規則（平成30年伊賀市規則第15号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号中「㊞」を削る。 

様式第３号中「印」を削る。 

（芭蕉翁記念館条例施行規則の一部改正） 

第 67条 芭蕉翁記念館条例施行規則（平成 30年伊賀市規則第 31号）の一部を次のように

改正する。 

様式第２号から様式第11号までの規定中「㊞」を削る。 

（蓑虫庵条例施行規則の一部改正） 

第 68条 蓑虫庵条例施行規則（平成 30年伊賀市規則第 32号）の一部を次のように改正す

る。 

様式第１号から様式第４号までの規定中「㊞」を削る。 

（伊賀市職員等駐車場利用規則の一部改正） 

第 69条 伊賀市職員等駐車場利用規則（平成 30年伊賀市規則第 61号）の一部を次のよう

に改正する。 

様式第１号及び様式第３号中「印」を削る。 

（伊賀市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第 70 条 伊賀市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則（令和２年伊賀市規則

第３号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号、様式第３号、様式第６号及び様式第７号中「㊞」を削る。 

（伊賀市 ミュージアム青山讃頌舎の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第 71 条 伊賀市 ミュージアム青山讃頌舎の設置及び管理に関する条例施行規則（令和２

年伊賀市規則第４号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号から様式第８号までの規定中「㊞」を削る。 

（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

る規則の一部改正） 

第 72 条 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。 

  様式第１号中「世帯主氏名          ㊞」を「世帯主氏名        



」に改める。 

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この規則による改正前の各様式による用紙で、現に残存するもの

は、所要の修正を加え、なお使用することができる。 



伊賀市職員管理職手当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４月26日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市規則第42号 

 

伊賀市職員管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 

 伊賀市職員管理職手当の支給に関する規則（平成16年伊賀市規則第65号）の一部を次

のように改正する。 

別表中「部次長」の次に「、組織改善担当監」を加える。 

附 則 

この規則は、令和３年４月26日から施行する。 



伊賀市管理職員の特別勤務手当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４月26日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市規則第43号 

 

伊賀市管理職員の特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 

伊賀市管理職員の特別勤務手当に関する規則（平成16年伊賀市規則第66号）の一部を

次のように改正する。 

別表中「部次長」の次に「、組織改善担当監」を加える。 

附 則 

この規則は、令和３年４月26日から施行する。 


