
伊賀市告示第18号 

 

伊賀市女性活躍推進事業交付金交付要綱を廃止する告示を次のように定める。 

  令和３年３月２日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市女性活躍推進事業交付金交付要綱を廃止する告示 

伊賀市女性活躍推進事業交付金交付要綱（平成28年伊賀市告示第240号）は、廃止する。 

附 則 

この告示は、令和３年３月２日から施行する。 



伊賀市告示第19号 

 

上野住民自治推進経費補助金交付要綱を廃止する告示を次のように定める。 

  令和３年３月２日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

上野住民自治推進経費補助金交付要綱を廃止する告示 

上野住民自治推進経費補助金交付要綱（平成16年伊賀市告示第120号）は、廃止する。 

附 則 

この告示は、令和３年３月２日から施行する。 



伊賀市告示第20号 

 

伊賀市解体工事履行確認調査試行要領の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和３年３月８日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市解体工事履行確認調査試行要領の一部を改正する告示 

伊賀市解体工事履行確認調査試行要領（平成28年伊賀市告示第154号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条中「又はとび・土工・コンクリート工事」を削る。 

別表第１中「又はとび・土工・コンクリート」を削る。 

附 則 

この告示は、令和３年３月８日から施行する。 



伊賀市告示第21号 

 

伊賀市応急診療所の設置及び管理に関する条例（平成18年伊賀市条例第15条）第７条

に規定する使用料及び手数料の徴収事務については、地方自治法施行令（昭和22年政令第

16号）第158条第１項の規定に基づき、次のとおり委託したので同条第２項の規定により

告示する。 

  令和３年３月８日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

記 

 

１ 委託した相手方 

 ⑴ 名 称     株式会社ソラスト三重支社 

           支社長 福山 由哉 

 ⑵ 所在地     津市羽所町375 

 

２ 委託事務の内容  伊賀市応急診療所の使用料及び手数料の徴収事務 

 

３ 委託期間     令和３年４月１日から令和４年３月31日まで 



伊賀市告示第22号 

 

伊賀市精神障害者デイサービス事業運営要綱等を廃止する告示を次のように定める。 

  令和３年３月９日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市精神障害者デイサービス事業運営要綱等を廃止する告示 

次に掲げる告示は、廃止する。 

⑴ 伊賀市精神障害者デイサービス事業運営要綱（平成17年伊賀市告示第57号） 

⑵ 伊賀市障がい児・者通所（通園）施設医療的ケア支援事業実施要綱（平成 17年伊賀

市告示第182号） 

⑶ 伊賀市障がい者パソコン教室事業実施要綱（平成18年伊賀市告示第80号） 

⑷ 伊賀市障害者に係る訪問介護等利用支援実施要綱（平成18年伊賀市告示第216号） 

⑸ 伊賀市入所施設における食費等実費負担に係る生活保護境界層対象者に対する減免

措置事業実施要綱（平成19年伊賀市告示第130号） 

附 則 

この告示は、令和３年３月９日から施行する。 



伊賀市告示第23号 

 

伊賀地区福祉有償運送等運営協議会設置要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和３年３月９日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀地区福祉有償運送等運営協議会設置要綱の一部を改正する告示 

伊賀地区福祉有償運送等運営協議会設置要綱（平成 17年伊賀市告示第 173号）の一部を

次のように改正する。 

 第４条第２号を削り、同条第３号を同条第２号とする。 

   附 則 

 この告示は、令和３年３月９日から施行する。 



伊賀市告示第24号 

 

伊賀市介護保険サービスに係る社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業実施要綱の一部

を改正する告示を次のように定める。 

  令和３年３月10日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市介護保険サービスに係る社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業実施要綱の

一部を改正する告示 

第１条 伊賀市介護保険サービスに係る社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業実施要綱

（平成16年伊賀市告示第36号）の一部を次のように改正する。 

第 17条中第６項を第８項とし、第５項を第７項とし、第４項を第６項とし、第３項の

次に次の２項を加える。 

４ 前項の通知を受けた社会福祉法人等は、第２項の規定により申請した補助金の額を変

更しようとするときは、社会福祉法人等利用者負担軽減補助金変更承認申請書（様式第

６号）を市長に提出しなければならない。 

５ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額の変更

の可否を決定し、社会福祉法人等利用者負担軽減補助金変更決定通知書（様式第７号）

により当該社会福祉法人等に通知するものとする。 

様式第８号を様式第 10号とし、様式第７号を様式第９号とし、様式第６号を様式第８

号とし、様式第５号の次に次の２様式を加える。 

【様式第６号】 

【様式第７号】 

第２条 伊賀市介護保険サービスに係る社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業実施要綱

の一部を次のように改正する。 

様式第１号、様式第４号、様式第６号、様式第８号及び様式第10号中「㊞」を削る。 

附 則 

この告示中第１条の規定は令和３年３月 10日から、第２条の規定は同年４月１日から施

行する。 



伊賀市告示第25号 

 

産業振興部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和３年３月12日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

産業振興部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示 

産業振興部関係補助金等交付要綱（平成16年伊賀市告示第14号）の一部を次のように

改正する。 

「             「 

 

  

 

 

 

別表１農林振興課３の項中   

                        」  

                                       」 

に改める。 

附 則 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

(１)及び(２)は事

業費の20％以内、

(３)は事業費の

40％以内とし、千

円未満は切り捨て

る。ただし、補助

事業の内容が(１)

の場合は100万円

を、(２)及び (３)

の場合は200万円

を上限とし、(１)、

(２)、(３)いずれ

の場合も20万円を

下限とする。 

(１)(２)は事業費

の20％以内、(３)

は事業費の30％以

内とし、千円未満

は切り捨てる。た

だし、補助事業の

内容が(１)（３）

の場合は上限100

万円、(２) の場合

は上限200万円、下

限は(１)(２)(３)

いずれの場合も20

万円とする。 

を 



伊賀市告示第26号 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項の規定により、平成12年上

野市告示第60号で認可した地縁による団体から告示事項変更の届出があったので、同条第

10項の規定により次のとおり告示する。 

  令和３年３月12日 

 

伊賀市長 岡 本  栄   

 

１ 届出者 

  西条区自治会 

  代表者の氏名  宮川 久一 

  代表者の住所  伊賀市西条660番地 

 

２ 変更事項 

  代表者 

  旧代表者の氏名  宮川 久一 

  新代表者の氏名  高須 道也 

  旧代表者の住所  伊賀市西条660番地 

  新代表者の住所  伊賀市西条88番地の２ 

事務所の所在地 

  旧事務所の所在地  伊賀市西条660番地 

  新事務所の所在地  伊賀市西条88番地の２ 

 

３ 変更の年月日 

  令和３年４月１日 

 

４ 変更の理由 

  代表者の任期満了による変更 



伊賀市告示第27号 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項の規定により、平成26年伊

賀市告示第14号で認可した地縁による団体から告示事項変更の届出があったので、同条第

10項の規定により次のとおり告示する。 

  令和３年３月12日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

１ 届出者 

  外山区 

  代表者の氏名  岡本 智 

  代表者の住所  伊賀市外山246番地の12 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  川本 良雄 

新代表者の氏名  岡本 智 

旧代表者の住所  伊賀市外山38番地 

新代表者の住所  伊賀市外山246番地の12 

 

３ 変更の年月日 

  令和３年２月16日 

 

４ 変更の理由 

  代表者の任期満了による変更 

 



伊賀市告示第28号 

 

伊賀市特産農産物等生産振興支援事業補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のよう

に定める。 

  令和３年３月12日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

   伊賀市特産農産物等生産振興支援事業補助金交付要綱の一部を改正する告示 

伊賀市特産農産物等生産振興支援事業補助金交付要綱（平成26年伊賀市告示第22号）の

一部を次のように改正する。 

「購入苗１株当たり30円 

第３条の表アスパラガスの項中「購入１株当たり30円」を 購入種子１粒当たり５円 

                           ※１dl（100ml）＝3,500粒 

 

       に改める。 

で換算する。」 

               「購入を証する書類（領収書等） 

                作付圃
ほ

場の位置図 

                作付確認できる写真等 

 ※領収書は、購入者の氏名が記入されていること。」                 

「購入明細及び支払を証する書類（購入者の氏名が記入されているものに限る。）」に改める。 

様式第１号中「㊞」を削る。 

  附 則 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

を 第４条の表アスパラガスの項中 



伊賀市告示第 29号 

    

 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）第 16

条、第 17 条及び第 18 条に規定する市長が別に定める用途を第１に、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。以下「法」と

いう。）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を第２に、工場等以外の用途の部分について市長が別に

定める規模を第３に、工場等の用途の部分について市長が別に定める規模を第

４に定める。 

  令和３年３月 12日 

 

                      伊賀市長 岡 本  栄 

 

第１ 用途は、次の各号に掲げるものとする。ただし、次の各号に掲げるもの以

外の用途に供する建築物又は建築物の部分に付属するものを除く。 

 ⑴ 自動車車庫 

⑵ 倉庫 

⑶ 卸売市場 

⑷ 火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、これらに類するもの 

第２ 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は、建

築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成 28 年１月 29 日経済産業

省令・国土交通省令第１号。以下「基準省令」という。）第１条第 1項第１号

ロの規定に基づく評価方法とする。 

第３ 工場等以外の用途の部分の規模は、建築物の非住宅部分全体が基準省令        

第１条第１項第１号ロの規定に基づき評価されたものについて、建築物の床面

積の合計の５分の１未満、かつ、床面積の合計が 300㎡未満のものとする。   

第４ 工場等の用途の部分の規模は、建築物の床面積の合計の５分の１未満、か

つ、床面積の合計が 300㎡未満のものとする。 

   附 則 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 



伊賀市告示第 30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（平成 28年

伊賀市規則第 16 号）第４条及び第 13 条に規定する市長が別に定める機関を第

１に、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）第

19 条及び第 20 条に規定する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。以下「法」という。）第 35条第１項各号に掲げる基準

又はこれと同等の基準に適合するものとして市長が別に定める方法を第２に、

同条例第 21条に規定する法２条第１項第３号に規定する基準又はこれと同等の

基準に適合するものとして市長が別に定める方法を第３に、同条例第 19条及び

第 20 条に規定する法第 35 条第１項第１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を第４に、同条例第 21条に規定する法第

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

に定める方法を第５に定める。 

  令和３年３月 12日 

 

                      伊賀市長 岡 本  栄 

 

第１ 法第２条第１項第３号に規定する建築物エネルギー消費性能基準（以下

単に「建築物エネルギー消費性能基準」という。）及び法第 35条第１項各号に

掲げる基準の適合性を審査する機関は、次に掲げる機関とする。 

 １ 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５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関（以

下単に「登録住宅性能評価機関」という。） 

 ２ 法第 15条第１項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関（以 

下単に「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。） 

 ３ 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、建築物に係るエネルギ

ー消費性能の評価を実施する機関（以下単に「評価機関」という。） 

第２ 法第 35条第１項各号に掲げる基準又はこれと同等の基準に適合するもの 

とする方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書面の交付 

を受けたものとする。 

１ 一戸建ての住宅又は共同住宅等若しくは複合建築物の住戸の部分のみを 

評価する場合 次にいずれかに該当する書面 

 ⑴ 登録住宅性能評価機関が、法第 35 条第１項各号に掲げる基準に適合す

るものとして交付する適合証 



 ⑵ 登録住宅性能評価機関が、交付する住宅品質確保法第６条第１項に規定

する設計住宅性能評価書（法第 35 条第１項第１号に基づく基準に適合し

た等級の評価をうけたものに限る。） 

 ⑶ 評価機関が交付するＢＥＬＳに基づく評価書（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。） 

２ １以外の場合 次のいずれかに該当する書面。ただし、複合建築物の全体

が評価対象の場合については⑶又は⑷とする。 

  ⑴ 登録住宅性能評価機関が、法第 35条第１項各号に掲げる基準に適合す

るものとして交付する適合証  

  ⑵ 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、法第 35条第１項各号に掲

げる基準に適合するものとして交付する適合証 

  ⑶ 登録住宅性能評価機関であり、かつ、登録建築物エネルギー消費性能判

定機関である機関が、法第 35条第１項各号に掲げる基準に適合するもの

として交付する適合証 

  ⑷ 評価機関が交付するＢＥＬＳに基づく評価書（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。） 

第３ 法２条第１項第３号に規定する基準又はこれと同等の基準に適合する方

法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書面の交付を受

けたものとする。 

１ 一戸建ての住宅又は共同住宅等の場合 次にいずれかに該当する書面 

 ⑴ 登録住宅性能評価機関が、建築物エネルギー消費性能基準に適合するも

のとして交付する適合証 

 ⑵ 法第 35 条第１項に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

（以下「性能向上計画認定」という。）に係る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 25条

第２項の通知文及び建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第７条第５項、

第７条の２第５項又は第 18条第 18項に規定する検査済証（以下単に「検

査済証」という。） 

 ⑶ 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）第 54条

第１項に基づく認定に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則

（平成 24年国土交通省令第 86号）第 43条第２項の通知書及び検査済証 

 ⑷ 登録住宅性能評価機関が、交付する住宅品質確保法第６条第３項に規定

する建設住宅性能評価書（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。） 

 ⑸ 評価機関が交付するＢＥＬＳに基づく評価書（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。） 



２ 認定対象が１以外の場合 次のいずれかに該当する書面。ただし、複合建

築物の場合については⑴を除く。 

 ⑴ 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、建築物エネルギー消費性能

基準に適合するものとして交付する適合証 

  ⑵ 登録住宅性能判定機関であり、かつ、登録建築物エネルギー消費性能判

定機関である機関が、建築物エネルギー消費性能基準に適合するものと

して交付する適合証 

⑶ １⑵に掲げる書面 

⑷ １⑶に掲げる書面 

⑸ １⑸に掲げる書面 

第４ 法第 35条第１項第１の規定に基づき定められた簡易な評価方法は、建築 

物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成 28年経済産業省・国土交通 

省令第１号。以下「基準省令」という。）第 10条第１号イ⑵及びロ⑵の規定に 

基づく評価方法とする。 

第５ 法２条第１項第３号に規定に基づき定められた簡易な評価方法は、次に 

掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める評価方法とする。 

１ 一戸建ての住宅、共同住宅等又は複合建築物の住宅部分 基準省令第１条 

第１項第２号イ⑵、同号イ⑶、同号ロ⑵、及び同号ロ⑶の規定に基づく評価 

方法 

２ １以外の建築物又は建築物の部分 基準省令第１条第１項第１号ロの規 

定に基づく評価方法 

   附 則 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 令和２年伊賀市告示第 71号は、令和３年３月 31日限り廃止する。 



伊賀市告示第 31号 

 

 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）第２条に規定する市長が別に定める機関を第１に、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）第 15 条に規定する都市の低

炭素化の促進に関する法律（平成 24年法律第 84号。以下「法」という。）第 54

条第１項各号に掲げる基準又はこれと同等の基準に適合するものとして市長が

別に定める方法を第２に、同条に規定する法第 54条第１項第１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を第３に定める。 

  令和３年３月 12日 

 

                      伊賀市長 岡 本  栄 

 

第１ 法第 54条第１項各号掲げる基準の適合性を審査する機関は、次に掲げる

機関とする。 

 １ 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５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関（以

下単に「登録住宅性能評価機関」という。） 

 ２ 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）第 15条第１項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関（以

下単に「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。） 

 ３ 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、建築物に係るエネルギ

ー消費性能の評価を実施する機関（以下単に「評価機関」という。） 

第２ 法第 54条第１項各号に掲げる基準又はこれと同等の基準に適合するもの 

として市長が定める方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め 

る書面の交付を受けたものとする。 

１ 一戸建ての住宅又は共同住宅等若しくは複合建築物の住戸の部分のみを 

評価する場合 次にいずれかに該当する書面 

 ⑴ 登録住宅性能評価機関が、法第 54 条第１項各号に掲げる基準に適合す

るものとして交付する適合証 

 ⑵ 登録住宅性能評価機関が、交付する住宅品質確保法第６条第１項に規定

する設計住宅性能評価書（法第 54 条第１項第１号に基づく基準に適合し

た等級の評価をうけたものに限る。） 

 ⑶ 評価機関が交付するＢＥＬＳに基づく評価書（法第 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。） 



２ １以外の場合 次のいずれかに該当する書面。ただし、複合建築物の全体

が評価対象の場合については⑶又は⑷とする。 

  ⑴ 登録住宅性能評価機関が、法第 54条第１項各号に掲げる基準に適合す

るものとして交付する適合証  

  ⑵ 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、法第 54条第１項各号に掲

げる基準に適合するものとして交付する適合証 

  ⑶ 登録住宅性能評価機関であり、かつ、登録建築物エネルギー消費性能判

定機関である機関が、法第 54条第１項各号に掲げる基準に適合するもの

として交付する適合証 

  ⑷ 評価機関が交付するＢＥＬＳに基づく評価書（法第 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。） 

第３ 法第 54条第１項第１の規定により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は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進 

その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準（平成 24年経済産 

業省国土交通省環境省告示第 119号移Ⅰの第１の１の１－２及び２の２－１ 

ただし書きの規定に基づき、建物用途ごとに建物形状、室用途構成等を仮定し 

たモデル建物に対して、認定対象建築物に導入される外皮及び設備の仕様を適 

用し、当該モデル建物について計算する方法とする。 

附 則 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 令和２年伊賀市告示第 72号は、令和３年３月 31日限り廃止する。 



伊賀市告示第 32号 

 

 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）

第 15条第１項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物

エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしたので、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８条の規定により告示する。 

  令和３年３月 12日 

 

                      伊賀市長 岡 本  栄 

 

１ 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネ

ルギー消費性能適合性判定の業務 

  建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部 

２ 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日 

令和３年４月１日 



伊賀市告示第33号 

 

伊賀市介護用品購入費給付事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和３年３月16日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市介護用品購入費給付事業実施要綱の一部を改正する告示 

伊賀市介護用品購入費給付事業実施要綱（平成21年伊賀市告示第65号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第１項中「この事業の対象となる要介護者」を「この要綱の規定により介護用品の

購入費の一部の給付（以下「給付」という。）を受けることができる者（以下「対象者」とい

う。）」に改め、同項ただし書を削り、同項第１号中「法第 27 条」を「介護保険法（平成９

年法律第123号。以下「法」という。）第27条」に改め、同条２項を削る。 

第３条を次のように改める。 

（給付の額） 

第３条 給付の額は、月ごとに計算するものとし、対象者が使用する介護用品の購入（対

象者となった日以後の購入に限り、法第69条第１項の規定により給付額減額等の記載を

受けたときは、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該記載に係る給付額

減額期間が経過するまでの間にした購入を除く。以下同じ。）に要した費用の額に、次

の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。た

だし、前条第１号又は第２号に該当する者は１月当たり 5,000 円を、同条第３号に該当

する者は１月当たり4,000円を介護用品の購入に要した費用の上限とする。 

区分 給付の割合 

当該購入の時点における利用者負担の割

合（介護保険法施行規則（平成11年厚生

省令第36号）第28条の２第１項の規定に

より当該対象者に交付された負担割合証

（当該購入時点において有効であるもの

７割 



に限る。）に記載された利用者負担の割

合をいう。以下「負担割合」という。）

が３割であるとき。 

負担割合が２割であるとき。 ８割 

負担割合が１割であるとき。 ９割 

２ 前項ただし書の規定は、前条各号に掲げる者のうち当該月の末日（月の途中において対

象者でなくなった場合は、その対象者でなくなった日）において当該対象者が該当するも

のを基準として適用する。 

第４条第１項中「介護用品購入費の」を削り、「者」を「対象者又は当該対象者が使用す

る介護用品の費用を負担した家族（以下「申請者」という。）」に、「を市長に提出し」を

「により市長に申請し」に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 前項の申請は、給付を受けようとする月以後に行うものとし、当該申請の期限は、給付

を受けようとする介護用品を購入した日から５月（当該日が月の初日のときは、６月）を

経過する日の属する月の末日までとする。 

第４条第３項を削り、同条第４項を同条第３項とする。 

第５条を次のように改める。 

（給付の制限） 

第５条 対象者が月の初日から末日まで次の各号に掲げる者のいずれかに該当する月につ

いては、給付の対象としない。 

⑴ 老人福祉法（昭和38年法律第133号）第５条の２第６項に規定する共同生活を営むべ

き住居に入所している者 

⑵ 老人福祉法第20条の４に規定する養護老人ホームに入所している者 

⑶ 老人福祉法第20条の５に規定する特別養護老人ホームに入所している者 

⑷ 老人福祉法第20条の６に規定する軽費老人ホームに入所している者 

⑸ 老人福祉法第29条に規定する有料老人ホームに入所している者 

⑹ 法第８条第28項に規定する介護老人保健施設に入所している者 

⑺ 法第８条第29項に規定する介護医療院に入所している者 

⑻ 健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第130条の２第１項

の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法

第８条第26項に規定する介護療養型医療施設に入所している者 



⑼ 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）第５条に規定するサー

ビス付き高齢者向け住宅に入居している者 

⑽ 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げる住宅又は施設に類すると市長が認めた住

宅又は施設に入居し、又は入所している者 

⑾ 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（平成17年法律第123

号）第５条第10項に規定する施設入所支援又は同条第17項に規定する共同生活援助を利

用している者 

⑿ 法第８条第９項に規定する短期入所生活介護、同条第10項に規定する短期入所療養介

護、法第８条の２第７項に規定する介護予防短期入所生活介護又は同条第８項に規定す

る介護予防短期入所療養介護を利用している者 

⒀ 医療機関に入院している者 

⒁ 伊賀市に住所を有しない者 

２ 対象者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当するときにした介護用品の購入につい

ては、給付の対象としない。 

第６条中「その他の不正な」を「その他不正の」に改め、「介護用品購入費の」を削る。 

別記様式を次のように改める。 

【別記様式】 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の伊賀市介護用品購入費給付事業実施要綱の規定は、令和３年４

月分以後の月分の給付について適用し、令和３年３月分までの月分の給付については、な

お従前の例による。 



伊賀市告示第34号 

 

伊賀市乳幼児等任意予防接種費用助成事業実施要綱等の一部を改正する告示を次のよう

に定める。 

  令和３年３月19日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市乳幼児等任意予防接種費用助成事業実施要綱等の一部を改正する告示 

（伊賀市乳幼児等任意予防接種費用助成事業実施要綱の一部改正） 

第１条 伊賀市乳幼児等任意予防接種費用助成事業実施要綱（平成 20 年伊賀市告示第 193

号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第２項中「伊賀市乳幼児任意予防接種予診票」を「伊賀市乳幼児おたふくかぜ予

防接種予診票」に改める。 

様式第１号を次のように改める。 

【様式第１号】 

様式第４号から様式第９号までを次のように改める。 

【様式第４号】 

【様式第５号】 

【様式第６号】 

【様式第７号】 

【様式第８号】 

【様式第９号】 

（伊賀市乳幼児等任意予防接種費用助成事業実施要綱の一部を改正する告示の一部改正） 

第２条 伊賀市乳幼児等任意予防接種費用助成事業実施要綱の一部を改正する告示（令和３

年伊賀市告示第11号）の一部を次のように改正する。 

第７条の改正規定中「及び同条第３項第１号」を「中「ロタウイルス・おたふくかぜ 伊

賀市乳幼児任意予防接種費用請求書（様式第２号）及び伊賀市乳幼児任意予防接種実施報

告書」を「おたふくかぜ 伊賀市乳幼児おたふくかぜ予防接種費用請求書（様式第２号）

及び伊賀市乳幼児おたふくかぜ予防接種実施報告書」に改め、同条第３項第１号」に改め



る。 

様式第２号及び様式第３号の改正規定を次のように改める。 

様式第２号及び様式第３号を次のように改める。 

【様式第２号】 

【様式第３号】 

附 則 

この告示中第１条の規定は令和３年４月１日から、第２条の規定は令和３年３月 19日か

ら施行する。 



伊賀市告示第35号 

 

伊賀市一般廃棄物処理施設周辺地域環境整備交付金交付要綱を次のように定める。 

  令和３年３月22日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市一般廃棄物処理施設周辺地域環境整備交付金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、花垣地区住民自治協議会と市が2019年1月15日に締結した一般廃棄

物中継施設及び処理に関する協定第７条及び同日交換した花垣地区の環境保全に関する

覚書第９条に基づき花垣地区住民自治協議会が事業を実施するに当たり、予算の範囲内に

おいて伊賀市一般廃棄物処理施設周辺地域環境整備交付金（以下「交付金」という。）を

交付することについて、伊賀市補助金等交付規則（平成 16 年伊賀市規則第 76 号。以下

「規則」という。）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（施設） 

第２条 この要綱において一般廃棄物処理施設とは、伊賀市清掃施設の設置及び管理に関す

る条例（平成 16年伊賀市条例第 153号）第２条第３号に掲げる伊賀市さくらリサイクル

センターとする。 

（交付対象住民自治協議会） 

第３条 交付金の交付の対象となる住民自治協議会は、一般廃棄物処理施設がその区域に存

在する花垣地区住民自治協議会（以下「住民自治協議会」という。）とする。 

（交付対象事業） 

第４条 交付金の交付の対象となる事業（以下「交付対象事業」という。）は、次に掲げる

事業とする。 

⑴ 地域における環境保全活動に関する事業 

⑵ 地域の環境整備に関する事業 

⑶ その他地域の環境保全を推進するための事業 

（交付金の額） 

第５条 交付金の額は、予算に定める額の範囲内において交付対象事業に要する経費（他の



補助金等の交付を受けている経費を除く。）の額のうち市内の他の自治団体との権衡上市

長が適当と認める額とする。 

（交付申請） 

第６条 住民自治協議会は、交付金の交付を受けようとするときは、規則第４条に規定する

申請書に代えて伊賀市一般廃棄物処理施設周辺地域環境整備交付金交付申請書（様式第１

号）に市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めた

ときは、交付金の交付を決定し、規則第７条に規定する通知書に代えて伊賀市一般廃棄物

処理施設周辺地域環境整備交付金交付決定通知書（様式第２号）により速やかに住民自治

協議会に通知するものとする。 

（実績報告） 

第８条 住民自治協議会は、交付対象事業が完了したときは、当該交付対象事業完了後 30

日を経過する日又は交付金の交付の決定に係る会計年度の末日後 30 日を経過する日のい

ずれか早い日までに、規則第 12条第２項に規定する実績報告書に代えて伊賀市一般廃棄

物処理施設周辺地域環境整備交付金実績報告書（様式第３号）に市長が必要と認める書類

を添えて市長に提出するものとする。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、令和３年４月１日から施行する。 



伊賀市告示第36号 

 

 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（平成 23年伊賀市条例第 23

号）第10条第２項に規定する駐車料金並びに同条例第11条に規定する前売駐車券及び定

期駐車券の販売収入金の収納事務については、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）

第158条第１項の規定に基づき、次のとおり委託したので同条第２項の規定により告示す

る。 

  令和３年３月22日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

記 

 

１ 委託した相手方 

⑴ 名 称     近鉄ビルサービス株式会社中部支店三重営業所 

          営業所長 村井 弘典 

⑵ 所在地     津市栄町１丁目820番地 

 

２ 委託事務の内容  ハイトピア伊賀駐車場の駐車料金及び前売駐車券並びに定期駐車

券の販売収入金の収納事務 

 

３ 委託期間     令和３年４月１日から令和４年３月31日まで 

 

 

 

 



 

  

伊賀市告示第37号 

 

伊賀市保育所（園）民営化計画策定部会設置要綱を次のように定める。 

  令和３年３月24日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市保育所（園）民営化計画策定部会設置要綱 

（設置） 

第１条 市において、人口減少、少子高齢化、施設の老朽化、財政縮小などが進む中、子

どもを安心して育てることができる保育の充実や良好な保育環境の提供を目指し、民間

活力の活用による公立保育所（園）の民営化計画（以下「計画」という。）を策定する

ため、伊賀市子ども･子育て会議条例（平成 19 年伊賀市条例第 60 号。以下「条例」と

いう。）第７条の規定に基づき、伊賀市子ども･子育て会議の専門部会として、伊賀市保

育所（園）民営化計画策定部会（以下「部会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 部会は、計画の策定のための協議を行う。 

（組織） 

第３条 部会は、10人以内の部会員をもって組織する。 

２ 部会員は、次に掲げる者のうちから条例第５条に規定する委員長（以下「委員長」と

いう。）が選出し、市長が委嘱する。 

⑴ 伊賀市子ども･子育て会議の委員 

⑵ 伊賀市立保育所（園）の入所児童の保護者 

⑶ 伊賀市立保育所（園）の所長 

⑷ その他委員長が必要と認める者 

３ 部会に部会長及び副部会長を置き、それぞれ部会員の互選によりこれを定める。 

４ 部会長は、部会を総括し、副部会長は、部会長を補佐するとともに部会長に事故ある

とき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（任期） 

第４条 部会員の任期は、委嘱の日から計画が策定された日までとする。 



（会議） 

第５条 部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、部会長がその議長となる。 

２ 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を部会の会議に出席させ、又

は意見を聴くことができるものとする。 

（庶務） 

第６条 部会の庶務は、健康福祉部保育幼稚園課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、部会長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和３年３月24日から施行する。 

 （会議の招集の特例） 

２ この告示の施行後最初に行われる会議は、第５条第１項の規定にかかわらず、市長が

招集する。 

 （この告示の失効） 

３ この告示は、計画の策定が終了した日の属する年度の３月 31日限り、その効力を失う。 

 



伊賀市告示第38号 

 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78条の11の規定に基づき、令和３年４月１日

付けで下記の事業者を指定地域密着型サービス事業者として指定したので告示する。 

  令和３年３月24日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

記 

 

事業者名 有限会社伊賀家政婦紹介所 

事業者の主たる 

事務所の所在地 
伊賀市高畑747番地の１ 

代表者名 取締役 松浦 光志 

代表者の住所 伊賀市高畑747番地 

事業所名 さくらんぼ 

事業所の所在地 伊賀市高畑747番地の１ 

事業所番号 ２４９１２００２２２ 

指定年月日 令和３年４月１日 

サービス種類 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 



伊賀市告示第39号 

 

伊賀市産後ケア事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和３年３月26日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市産後ケア事業実施要綱の一部を改正する告示 

 伊賀市産後ケア事業実施要綱（平成27年伊賀市告示第19号）の一部を次のように改正す

る。 

 様式第１号を次のように改める。 

【様式第１号】 

様式第２号及び様式第３号中「㊞」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】 

附 則 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 



伊賀市告示第40号 

 

伊賀市宅地造成等事業に関する指導要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和３年３月30日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市宅地造成等事業に関する指導要綱の一部を改正する告示 

伊賀市宅地造成等事業に関する指導要綱（平成16年伊賀市告示第98号）の一部を次の

ように改正する。 

第13条第１項中「水道管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。 

第20条に次のただし書を加える。 

ただし、都市計画法又は三重県宅地開発事業の基準に関する条例（昭和47年三重県条

例第41号）の規定により標識が設置される場合は、この限りでない。 

第25条に次のただし書を加える。 

ただし、都市計画法又は三重県宅地開発事業の基準に関する条例の規定により市を経

由して完了等に係る届出がなされる場合は、この限りでない。 

様式第１号中「㊞」を削り、同様式（続紙）を次のように改める。 

【様式第１号（続紙）】 

様式第３号中「㊞」を削る。 

   附 則 

 この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

 



伊賀市告示第41号 

 

伊賀市宅地造成等事業に関する指導要綱細則の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和３年３月30日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市宅地造成等事業に関する指導要綱細則の一部を改正する告示 

伊賀市宅地造成等事業に関する指導要綱細則（平成17年伊賀市告示第３号）の一部を次

のように改正する。 

第10条第１項中「個別設計協議を行い、その結果を設計協議書（様式第１号）により」

を「開発事業に関する個別設計協議について（様式第１号。以下「個別設計協議書」とい

う。）により協議を行い、当該個別設計協議書を」に、「報告する」を「提出する」に改め、

同条第２項中「個別設計協議」を「前項に規定する協議」に改める。 

第11条中「担当課から報告を受けた」を「前条の規定により担当課から提出のあった」

に改める。 

第12条中「個別設計協議」を「協議」に、「協議書」を「第10条の規定により提出され

た個別設計協議書」に改める。 

第13条中「協議書は、様式第２号により」を「主管課は、前条の規定により個別設計協

議書を受理したときは、都市計画法第29条に規定する開発許可の申請等に係る協議経過書

（様式第２号）に」に改める。 

様式第１号及び様式第２号を次のように改める。 

【様式第１号】 

【様式第２号】 

   附 則 

 この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

 



伊賀市告示第42号 

 

伊賀市重度障がい児（者）タクシー等利用料金助成事業実施要綱の一部を改正する告示

を次のように定める。 

  令和３年３月30日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市重度障がい児（者）タクシー等利用料金助成事業実施要綱の一部を改正する

告示 

伊賀市重度障がい児（者）タクシー等利用料金助成事業実施要綱（平成16年伊賀市告示

第63号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「助成」を「この要綱による助成（以下「助成」という。）」に改め、同

項第１号及び第２号中「及び」を「又は」に改める。 

第３条第１項中「タクシー等利用料金助成額」を「助成の額」に、「年額7,200円」を「年

額14,400円（助成を受けようとする年度に前条第１項各号のいずれかに該当する者である

ことを証する手帳（以下「障がい者手帳」という。）を新たに交付された場合は、14,400

円を12で除して当該交付のあった日の属する月から当該年度の３月までの月数（次条第２

項において「該当月数」という。）を乗じて得た金額）」に改め、同条第２項中「前項の」

及び「次条に規定する」を削り、「様式第２号」を「様式第１号」に改める。 

第４条第１項本文中「様式第１号」を「様式第２号」に、「うえ」を「上」に、「当該年

度ごと」を「当該申出のあった年度」に改め、「24 枚」を削り、同項ただし書を削り、同

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 乗車券は、表紙、本券48枚（助成を受けようとする年度に障がい者手帳を新たに交付 

された場合は、48枚を12で除して該当月数を乗じて得た枚数）及び裏表紙をもって構 

成する。 

 第５条の見出しを「（乗車券の利用）」に改め、同条中「当該年度末までの間」を「当該 

交付を受けた年度の末日までの間（第11条において「有効期間」という。）」に改める。 

 第７条（見出しを含む。）中「障害者手帳」を「障がい者手帳」に改める。 



第８条の見出しを「（乗車料金の支払）」に改め、同条第１項中「した場合の乗車料金は、 

通常の乗車料金の額から乗車券１枚につき300円を控除した額とし、乗車券」を「する場

合は、乗車料金から乗車券本券１枚につき300円を控除した金額を乗車券本券」に改め、

同条第２項中「控除された」を「控除される」に改める。 

 第９条中「乗車券」の次に「本券」を加える。 

 第10条中「助成額」を「助成相当額」に改める。 

 第11条中「使用したり」を「利用し」に改める。 

 第12条の見出し中「助成額」を「助成」に改め、同条中「この要綱による」を削る。 

様式第1号及び様式第２号を次のように改める。 

【様式第１号】 

【様式第２号】 

附 則 

 この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

 



伊賀市告示第43号 

 

伊賀市重度障がい児（者）自動車燃料費助成事業実施要綱の一部を改正する告示を次の

ように定める。 

  令和３年３月30日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市重度障がい児（者）自動車燃料費助成事業実施要綱の一部を改正する告示 

伊賀市重度障がい児（者）自動車燃料費助成事業実施要綱（平成 16年伊賀市告示第 64

号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「助成」を「この要綱による助成（以下「助成」という。）」に改め、同

項第１号及び第２号中「及び」を「又は」に改める。 

第３条を次のように改める。 

第３条 助成の額は、自動車（道路交通法（昭和35年法律第105号）第２条第１項第９号

に規定する自動車をいう。以下同じ。）を使用する場合は、対象者１人につき年額14,400

円（助成を受けようとする年度（以下「助成年度」という。）に前条第１項各号のいずれ

かに該当することを証する手帳（以下「障がい者手帳」という。）を新たに交付された場

合は、14,400円を 12で除して当該交付のあった日の属する月から当該年度の３月まで

の月数（以下「該当月数」という。）を乗じて得た金額）とし、原動機付自転車（道路交

通法第２条第１項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。）を使用する場

合は、対象者１人につき年額7,200円（助成年度に障がい者手帳を新たに交付された場

合は、7,200円を12で除して該当月数を乗じて得た金額）とする。 

２ 助成は、自動車を使用する場合は伊賀市重度心身障がい児（者）自動車燃料券（様式

第１号。以下「自動車燃料券」という。）の、原動機付自転車を使用する場合は伊賀市重

度心身障がい児（者）原動機付自転車燃料券（様式第２号。以下「原付燃料券」という。）

の交付をもって行う。 

第４条の見出し中「申出」を削り、同条第１項本文中「様式第１号」を「様式第３号」

に、「燃料券」を「自動車を使用する場合は自動車燃料券を、原動機付自転車を使用する場

合は原付燃料券」に、「当該年度ごと」を「当該申出のあった年度」に改め、「12枚」を削



り、同項ただし書を削り、同条第２項中「前項」を「第１項」に、「燃料券」を「自動車燃

料券及び原付燃料券」に改め、同項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加え

る。 

２ 自動車燃料券は、表紙、本券12枚（助成年度に障がい者手帳を新たに交付された場合

は、12枚を12で除して該当月数を乗じて得た枚数）及び裏表紙をもって構成する。 

３ 原付燃料券は、表紙、本券24枚（助成年度に障がい者手帳を新たに交付された場合は、

24枚を12で除して該当月数を乗じて得た枚数）及び裏表紙をもって構成する。 

第５条の見出しを「（燃料券の利用）」に改め、同条第１項中「燃料券の」を「自動車燃

料券又は原付燃料券（以下「自動車燃料券等」という。）の」に、「当該年度末までの間に

燃料券」を「当該交付を受けた年度の末日までの間（第11条において「有効期間」という。）

に自動車燃料券等」に改め、同条第２項中「燃料券の利用は原則」を「自動車燃料券等は、

原則」に改める。 

第６条中「燃料券」を「自動車燃料券等」に改める。 

第７条の見出し中「障害者手帳」を「障がい者手帳」に改め、同条中「燃料券」を「自

動車燃料券等」に、「障害者手帳」を「障がい者手帳」に改める。 

第８条の見出しを「（燃料費の支払）」に改め、同条第１項を次のように改める。 

利用者が自動車燃料券を利用する場合は、燃料費の額から自動車燃料券本券１枚につ

き1,200円を控除した金額を自動車燃料券本券を添えて燃料店に支払うものとする。 

第８条第２項中「燃料券」を「自動車燃料券等」に、「控除された」を「控除される」

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 利用者が原付燃料券を利用する場合は、燃料費の額から原付燃料券本券１枚につき

300円を控除した金額を原付燃料券本券を添えて燃料店に支払うものとする。 

第９条中「燃料券」を「自動車燃料券本券及び原付燃料券本券」に改める。 

第11条中「燃料券」を「自動車燃料券等」に、「使用し」を「利用し」に改める。 

第12条の見出し中「助成額」を「助成」に改め、同条中「この要綱による」を削り、「当

該助成額」を「その全部又は一部」に、「ものとする」を「ことができる」に改める。 

様式第1号及び様式第２号を次のように改める。 

【様式第１号】 

【様式第２号】 

様式第２号の次に次の１様式を加える。 



【様式第３号】 

附 則 

 この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

 



伊賀市告示第44号 

 

伊賀市重度障がい児（者）伊賀鉄道利用料金助成事業実施要綱の一部を改正する告示を

次のように定める。 

  令和３年３月30日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市重度障がい児（者）伊賀鉄道利用料金助成事業実施要綱の一部を改正する告

示 

伊賀市重度障がい児（者）伊賀鉄道利用料金助成事業実施要綱（平成30年伊賀市告示第

239号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「助成」を「この要綱による助成（以下「助成」という。）」に改め、同

項第１号及び第２号中「及び」を「又は」に改める。 

第３条第１項中「伊賀鉄道利用料金助成額」を「助成の額」に、「年額7,200円」を「年

額14,400円（助成を受けようとする年度に前条第１項各号のいずれかに該当することを証

する手帳（以下「障がい者手帳」という。）を新たに交付された場合は、14,400円を12で

除して当該交付のあった日の属する月から当該年度の３月までの月数（次条第２項におい

て「該当月数」という。）を乗じて得た金額）」に改め、同条第２項中「前項の」及び「次

条に規定する」を削り、「様式第２号」を「様式第１号」に改める。 

第４条第１項本文中「様式第１号」を「様式第２号」に、「うえ」を「上」に、「当該年

度ごと」を「当該申出のあった年度」に改め、「72 枚」を削り、同項ただし書を削り、同

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 乗車券は、表紙、本券288枚（助成を受けようとする年度に障がい者手帳を新たに交

付された場合は、288枚を12で除して該当月数を乗じて得た枚数）及び裏表紙をもって

構成する。 

第５条の見出しを「（乗車券の利用）」に改め、同条中「当該年度末までの間」を「当該

交付を受けた年度の末日までの間（第11条において「有効期間」という。）」に改める。 

第７条（見出しを含む。）中「障害者手帳」を「障がい者手帳」に改める。 



第８条の見出しを「（乗車料金の支払）」に改め、同条第１項中「した場合の乗車料金は、

通常の乗車料金の額から乗車券１枚につき100円を控除した額とし、乗車券」を「する場

合は、乗車料金から乗車券本券１枚につき50円を控除した金額を乗車券本券」に改める。 

第９条の見出しを「（伊賀鉄道からの請求）」に改め、同条中「乗車券」を「乗車券本券」

に改める。 

第10条の見出しを「（伊賀鉄道への支払）」に改め、同条中「助成額」を「助成相当額」

に改める。 

第11条中「使用し」を「利用し」に改める。 

第12条の見出し中「助成額」を「助成」に改め、同条中「この要綱による」を削る。 

様式第1号及び様式第２号を次のように改める。 

【様式第１号】 

【様式第２号】 

附 則 

 この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

 



伊賀市告示第45号 

 

伊賀市障がい者等介護用品購入費助成事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように

定める。 

  令和３年３月30日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市障がい者等介護用品購入費助成事業実施要綱の一部を改正する告示 

伊賀市障がい者等介護用品購入費助成事業実施要綱（平成21年伊賀市告示第67号）の一

部を次のように改正する。 

第２条の見出しを「（対象者）」に改め、同条中「障がい者等とは」を「障がい者等（以

下「対象者」という。）は」に、「をいう」を「とする」に改める。 

第３条第１項中「介護用品購入費の助成」を「介護用品の購入費の助成（以下「助成」と

いう。）」に改め、同条第２項中「を市長に提出し」を「により市長に申請し」に改め、同

条第３項中「したとき」を「したとき、又は同項の申請を却下したとき」に改める。 

第４条第１項中「前条の認定」を「前条の規定により受給資格の認定」に、「介護用品購

入費助成の」を「当該」に改め、同条第１項第２号中「３カ月」を「３月」に改め、同項第

３号中「同条第15項」を「同条第17項」に、「している」を「した」に改め、同項第５号

を次のように改める。 

⑸ 老人福祉法（昭和38年法律第133条）第20条の３に規定する老人短期入所施設を３

月以上継続して利用したとき。 

 第４条第１項第６号中「法」を「介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）」

に、「３箇月」を「３月」に改め、同項第７号から第９号までを次のように改める。 

⑺ 老人福祉法第５条の２第６項に規定する共同生活を営むべき住居、同法第 20 条の４

に規定する養護老人ホーム、同法第20条の６に規定する軽費老人ホーム、同法第29条

に規定する有料老人ホーム、健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83

号）附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26

条の規定による改正前の法第８条第 26 項に規定する介護療養型施設又は高齢者の居住

の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）第５条に規定するサービス付き高齢



者向け住宅に入居し、又は入所したとき。 

⑻ 伊賀市介護用品購入費給付事業実施要綱（平成21年伊賀市告示第65号）第２条に規

定する対象者に該当することとなったとき。 

⑼ その他市長が第２条に規定する者に該当しなくなったと判断したとき。 

 第４条第１項中第 10号を削り、同条第２項中「前項各号」を「受給者は、前項各号」に

改め、同項後段を削り、同条に次の1項を加える。 

３ 市長は、前項の届出があったときは、その内容を確認し、伊賀市障がい者等介護用品購

入費助成資格喪失確認通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

第５条の見出しを「（助成の期間及び額）」に改め、同条第１項中「介護用品購入費の」

を削り、「第３条第２項の規定による」を「市長が第３条第３項の規定により」に、「申請

をした日」を「通知をした日（以下「認定日」という。）」に、「受給資格が」を「前条第

１項の規定により受給資格を」に、「属する月まで」を「属する月（同項第８号に該当する

ことにより受給資格を喪失したときは、その前月）まで」に改め、同項ただし書を削り、同

条第２項中「前項による助成」を「助成の額」に、「介護用品購入費」を「受給者が介護用

品を使用する月ごとに計算するものとし、当該介護用品の購入（認定日以後の購入に限る。）

に要した費用の額」に、「１割」を「９割」に、「3,600円（１月あたり4,000円の９割分）」

を「4,500円」に改め、同条第３項を削る。 

第６条の見出し中「給付」を「助成」に改め、同条第１項中「受給者は、介護用品購入費

の助成」を「受給者又は当該受給者が使用する介護用品の費用を負担した家族（以下この条

において「申請者」という。）は、助成」に、「時」を「とき」に、「を市長に提出し」を「に

より市長に申請し」に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 前項の申請は、助成を受けようとする月以後に行うものとし、その期限は、当該申請に

係る介護用品の購入をした日から５月（当該日が月の初日の場合は、６月）を経過する日

の属する月の末日までとする。 

 第６条第３項中「給付が」を「これを」に、「のちに」を「ときは」に改める。 

第７条の見出しを「（助成の制限）」に改め、同条中「この事業の受給資格の認定を受け

た者が」を「受給者が月の初日から末日まで」に改め、「次の」の次に「各号に掲げる者の」

を加え、「とき」を「月」に、「給付を行わない」を「助成の対象としない」に改め、同条

第１号及び第２号中「とき。」を「者」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 受給者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当するときにした介護用品の購入につい



ては、助成の対象としない。 

第８条の見出し中「給付相当額」を「助成相当額」に改め、同条中「その他の不正な」を

「その他不正の」に、「介護用品購入費助成金の給付を」を「助成を」に、「介護用品購入

費助成金の給付相当額」を「当該助成に相当する金額」に改める。 

 様式第１号及び様式第２号を次のように改める。 

【様式第１号】 

【様式第２号】 

様式第４号及び様式第５号を次のように改める。 

【様式第４号】 

【様式第５号】 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正後の伊賀市障がい者等介護用品購入費助成事業実施要綱の規定は、

令和３年４月分以後の月分の助成について適用し、令和３年３月分までの月分の助成に

ついては、なお従前の例による。 



伊賀市告示第46号 

 

伊賀市生活困窮者一時生活支援事業実施要綱を次のように定める。 

  令和３年３月31日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市生活困窮者一時生活支援事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする生活困窮者自立支

援法（平成 25 年法律第 105 号）第３条第６項に定める生活困窮者一時生活支援事業

（以下「事業」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（対象者） 

第２条 事業の対象者（以下「支援対象者」という。）は、一定の住居を持たない生活困

窮者であって、生活困窮者自立支援法施行規則（平成27年厚生労働省令第16号。以下

「規則」という。）第６条第１号に規定する収入要件と資産要件を満たすもの及び状態

の緊急性等を勘案し事業による支援が必要であると市長が認めるものとする。 

（事業の内容） 

第３条 事業の内容は、次のとおりとする。 

⑴ 宿泊場所の供与 

⑵ 食事の提供その他前号の宿泊場所において日常生活を営むのに必要な便宜として規

則第８条で定める便宜の供与 

⑶ 前２号に付随する事業であって、市長が必要と認めるもの 

（実施主体） 

第４条 事業の実施主体は、伊賀市とする。ただし、支援対象者の決定等伊賀市が行うべ

き事務を除き、事業の全部又は一部を適正な運営が確保できると認められる団体に委託

することができる。 

（守秘義務） 

第５条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も、また同様とする。 



（補則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

 



伊賀市告示第47号 

 

伊賀市不妊治療費及び不育症治療費助成事業実施要綱の一部を改正する告示を次のよう

に定める。 

  令和３年３月31日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市不妊治療費及び不育症治療費助成事業実施要綱の一部を改正する告示 

伊賀市不妊治療費及び不育症治療費助成事業実施要綱（平成 26年伊賀市告示第 161号）

の一部を次のように改正する。 

目次中「男性不妊治療費助成事業（第10条―第15条）」を「削除」に改める。 

第２条第１項中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号とし、第５号を第４

号とする。 

第４条中「次の各号のすべての要件」を「次に掲げる要件の全て」に改め、同条第１号を

次のように改める。 

⑴ 法律上の婚姻をしている夫婦又は事実上の婚姻関係にある夫婦（治療の結果、出生し

た場合の子について認知を行う意向があるものに限る。）であること。 

第４条第４号を削り、同条中第５号を第４号とし、第６号を第５号とし、第７号を第６号

とする。 

第５条第１項本文中「特定不妊治療」を「三重県要綱別表に定める治療ステージＣ又はＦ

における特定不妊治療」に、「ついても」を「おいて」に、「場合を除き、助成の対象とする」

を「ときを除く」に改め、同項ただし書中「の各号」を削り、「治療法」を「治療」に改め、

「ものとする」を削り、同項第１号中「不妊治療」を「もの」に改め、同項第２号及び第３

号を次のように改める。 

⑵ 夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の

精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三

者が妻の代わりに妊娠し、及び出産するもの 

⑶ 妻が卵巣及び子宮を摘出した場合等により妻の卵子が使用できない、かつ、妻が妊娠

できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入し、当該第三



者が妻の代わりに妊娠し、及び出産するもの 

第５条第２項及び第３項を次のように改める。 

２ 前項の規定にかかわらず、治療期間の初日（採卵準備のための薬品投与の開始等の日を

いう。以下同じ。）における妻の年齢が43歳以上である場合は、助成の対象としない。 

３ 特定不妊治療に係る費用のうち、食事代、入院費、文書料及び凍結保存に係る費用等は、

助成の対象としない。 

第５条第４項を削る。 

第６条第１項中「10万円」を「７万５千円」に改める。 

第６条第２項及び第３項を次のように改める。 

２ １回の治療とは、採卵準備のための薬品投与の開始等から妊娠の確認等に至るまでの体

外受精又は顕微授精の実施の一連の過程をいい、三重県要綱別表に定める治療ステージが

Ｃである場合における以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による

凍結胚移植及び採取したが卵子が得られない等のため中止した治療は、１回とみなす。 

３ 助成回数は、三重県要綱第２条第１項に規定する上限回数の範囲内とする。ただし、助

成を受けた後に、出産し、又は妊娠 12週以後に死産に至った場合の当該出産し、又は死

産に至るまでに受けた助成は、通算しない。 

第７条中「（妊娠反応検査を行った日）」を削り、「、関係証明書等を」を「により」に、「提

出する」を「申請する」に改め、同条第２号中「第６号様式」を「第６－１号様式」に改め、

同条第４号中「別表」を「三重県要綱別記」に改める。 

第３章を次のように改める。 

  第３章 削除 

第10条から第15条まで 削除 

第 17 条中「次の各号のすべての要件」を「次に掲げる要件の全て」に改め、同条第１号

中「三重県要綱第２条」を「第６条第３項」に改め、同条第２号を次のように改める。 

⑵ 平成26年度以後に新規に特定不妊治療費助成事業による助成を受けた者 

第17条第５号中「第５号」を「第４号」に改める。 

第19条第２項を次のように改める。 

２ 助成の回数は、三重県特定不妊治療費助成事業において助成を受けた回数と合わせて８

回までとし、当該回数には、県内他市町が助成した回数も通算する。 

第20条中「（妊娠反応検査を行った日）」を削る。 



第21条第２項を削る。 

第 23 条第１号中「次の各号のすべての要件」を「次に掲げる要件の全て」に改め、同条

第１号を次のように改める。 

⑴ 第４条第１号に掲げる要件を満たすこと。 

第 23 条第３号を削り、同条第４号中「国内の医療機関」を「指定医療機関」に改め、同

号を同条第３号とし、同条第５号を同条第４号とする。 

第26条第４号中「別表」を「三重県要綱別記」に改める。 

第27条第２項を削る。 

第29条第１号を次のように改める。 

⑴ 第４条第１号に掲げる要件を満たすこと。 

第 29 条第３号を削り、同条第４号中「国内の医療機関」を「指定医療機関」に改め、同

号を同条第３号とし、同条第５号を同条第４号とする。 

第30条第１項各号列記以外の部分を次のように改める。 

  対象となる一般不妊治療は、人工受精とし、医師が必要と認め、指定医療機関において

受けたものとする。ただし、次に掲げる治療は、助成の対象としない。 

第30条第１項第２号中「精子・卵子・胚」を「精子、卵子又は胚」に改め、同項第３号中

「代理母（」及び「）による不妊治療」を削り、同条第２項を次のように改める。 

２ 一般不妊治療に係る費用のうち、食事代、入院費及び文書料等は、助成の対象としない。 

第32条第４号中「別表」を「三重県要綱別記」に改める。 

第33条第２項を削る。 

第34条第１項中「簡易書留」を「原則として簡易書留」に改める。 

第35条中「指定する」を削る。 

第36条中「特定不妊治療」を「不妊治療」に改める。 

附則第４項中「第５条第３項」を「第５条第２項」に、「第６条第３項第１号イ、同項第２

号イ、第17条第２号、同条第４号、第 19条第２項第２号及び同項第３号」を「第 17条第

４号」に改める。 

附則第５項から第９項までを削る。 

 別表を削る。 

 様式第６号を次のように改める。 

【様式第６号】 



 様式第９号及び様式第10号を次のように改める。 

【様式第９号】 

【様式第10号】 

 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】 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和３年３月31日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正後の伊賀市不妊治療費及び不育症治療費助成事業実施要綱の規定

は、令和３年１月１日以後に終了した治療について適用し、同日前に終了した治療につい

ては、なお従前の例による。 

３ この告示の施行の際この告示による改正前の様式第６号、様式第９号、様式第 10号、

様式第13号及び様式第14号による用紙で、現に残存する者は、所要の修正を加え、なお

使用することができる。 



伊賀市告示第48号 

 

地方税法（昭和25年法律第226号）第411条第１項の規定により、固定資産課税台帳に

登録すべき固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録したので、同条第２項の規定によ

り告示する。 

令和３年３月31日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

 



伊賀市告示第49号 

 

地方税法（昭和25年法律第226号）第416条第１項の規定により、土地価格等縦覧帳簿

及び家屋価格等縦覧帳簿を次のとおり関係者の縦覧に供する。 

令和３年３月31日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

記 

 

１ 縦覧期間及び時間     令和３年４月１日から令和３年４月 30 日までの午前８

時 30分から午後５時 15分まで。ただし、日曜日、土曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に

規定する休日を除く。 

 

２ 縦覧場所        伊賀市役所財務部課税課資産税係及び各支所住民福祉課 



伊賀市告示第50号 

 

 住民基本台帳法（昭和 42年法律第 81号）第８条及び同法施行令（昭和 42年政令第 292

号）第12条第１項の規定に基づき、令和３年３月31日、職権により下記の者を住民基本台

帳から消除したので、同施行令第12条第４項の規定に基づき告示する。 

  令和３年３月31日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

記 

 

氏名 本 籍・国 籍 住所 生年月日 

増谷 範男 

北海道標津郡中標津町

字開陽二十五線115番

地 

伊賀市三田924番地の３ 

丸栄三田マンション305 
昭和25年２月28日 

和田 利雄 
兵庫県姫路市塩町26番

地 

伊賀市小田町602番地の１ 

レオパレス伊賀108号室 
昭和24年２月24日 

林 琴子 
福島県相馬郡飯館村飯樋字

荒屋敷29番地 

伊賀市上野鉄砲町2364番

地の１ 
昭和３年４月３日 

下村 泰雄 

京都市下京区東洞院通

仏光寺上る扇酒屋町292

番地 

伊賀市大内1898番地の１   昭和27年３月23日 

野原 等 
沖縄県島尻郡八重瀬町

字富盛1722番地 

伊賀市東高倉467番地の５ 

コーポ東高倉103号室 
昭和27年12月８日 

東仲里 トヨ子 
沖縄県うるま市勝連比嘉

24番地 

伊賀市上野桑町1829番地 

伊勢部品寮 
昭和28年10月18日 

成田 光則 
青森県黒石市末広144

番地16 

伊賀市千歳1069番地の８ 

ヤシキアパートＣ 
昭和30年１月６日 



瀬村 豊 
奈良県桜井市大字粟殿

99番地 

伊賀市上野丸之内144番地

の２ メゾン丸之内201号

室       

昭和61年３月20日 

鮫島 一郎 
鹿児島県熊毛郡南種子

町平山317番地 

伊賀市希望ヶ丘東四丁目2

番21号 
昭和34年1月30日 

 



伊賀市告示第51号 

 

伊賀市木造住宅耐震診断事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和３年３月31日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市木造住宅耐震診断事業実施要綱の一部を改正する告示 

 伊賀市木造住宅耐震診断事業実施要綱（平成17年伊賀市告示第11号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第９条第１項中「ものとする（建築基準法（昭和25年法律第210号）第２条第33号に定

める特定行政庁として伊賀市長が事務を行う区域に限る。）」を「ことができる」に改め、同

条第２項を削る。 

様式第１号中「㊞」を削る。 

様式第３号中「□印」を削る。 

附 則 

 この告示は、令和３年４月１日から施行する。 



伊賀市告示第52号 

 

伊賀市木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定め

る。 

  令和３年３月31日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示 

 伊賀市木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱（平成18年伊賀市告示第43号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条第６号中「維持・向上」を「向上」に改める。 

 第３条第２項中「行う」の次に「機能・性能向上を目的とする」を加える。 

第４条第１項の表木造住宅耐震補強助成事業の項補助額の欄を次のように改める。 

① １棟当たり当該事業に要する経費の２

／３と50万円（令和２年度以前に耐震補強

設計を完了している場合は、60 万円）を比

較して、いずれか少ない額 

別記様式第１号中「㊞」及び「昭和」を削り、 

「 M･T･S･H    年  月  日 」を「      年  月  日 」に改める。 

 別記様式第２号中「平成」及び「印」を削る。 

 別記様式第３号中「平成」及び「㊞」を削る。 

 別記様式第４号中「平成」及び「印」を削る。 

 別記様式第５号中「平成」及び「㊞」を削る。 

 別記様式第６号中「平成」及び「印」を削る。 

 別記様式第７号及び別記様式第８号中「平成」及び「㊞」を削る。 

 別記様式第９号中「平成」及び「印」を削る。 

 別記様式第10号中「平成」及び「㊞」を削る。 

附 則 

 この告示は、令和３年４月１日から施行する。 



伊賀市告示第53号 

 

伊賀市木造住宅耐震補強設計事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように

定める。 

  令和３年３月31日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

   伊賀市木造住宅耐震補強設計事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示 

 伊賀市木造住宅耐震補強設計事業費補助金交付要綱（平成22年伊賀市告示第68号）の一

部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「１／３」を「３分の２」に、「240,000円」を「270,000 円」に改める。 

 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。 

 様式第４号中「印」を削る。 

 様式第５号中「㊞」を削る。 

 様式第６号中「印」を削る。 

 様式第７号及び様式第８号中「㊞」を削る。 

 様式第９号中「印」を削る。 

 様式第10号中「㊞」を削る。 

附 則 

 この告示は、令和３年４月１日から施行する。 



伊賀市告示第54号 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項の規定により、平成27年伊

賀市告示第162号で認可した地縁による団体から告示事項変更の届出があったので、同条

第10項の規定により次のとおり告示する。 

  令和３年３月31日 

 

伊賀市長 岡 本  栄   

 

１ 届出者 

  伊賀市田中区 

  代表者の氏名  藤森 清和 

  代表者の住所  伊賀市田中341番地 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  藤森 清和 

新代表者の氏名  山本 芳寛 

旧代表者の住所  伊賀市田中341番地 

新代表者の住所  伊賀市田中１番地の３ 

 

３ 変更の年月日 

  令和３年４月１日 

 

４ 変更の理由 

  代表者の任期満了による変更 

 



伊賀市告示第55号 

 

伊賀市店舗改装促進事業補助金交付要綱を次のように定める。 

  令和３年３月31日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市店舗改装促進事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている飲食業等に携わる

伊賀市内（以下「市内」という。）の事業者の事業継続を促進し、地域経済の持続性の強

化を図るため、「新しい生活様式」に対応する店舗への改装等を実施する者に対して、予

算の範囲内で伊賀市店舗改装促進事業補助金（以下「補助金」という。）を交付すること

について、伊賀市補助金等交付規則（平成16年伊賀市規則第76号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 市内に店舗を有する個人又は法人 

⑵ 宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業（理容、美容、浴場業等をいう。）又

は娯楽業を営む来店型の店舗を有する者であって、マスクを外さないとサービスを受け

ることができないと想定されるサービスを提供するもの又は業種転換等により当該店

舗を有する予定であるもの 

⑶ フランチャイズに加盟していないこと。 

⑷ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条

に規定する風俗営業でないこと。 

⑸ 暴力団員（伊賀市暴力団排除条例（平成23年伊賀市条例第１号）第２条第２号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団（同条第１号に規定する暴力団をいう。）



若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

⑹ 市区町村より賦課された税（以下「住民税等」という。）を滞納していないこと。 

（補助対象経費及び補助率） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表第１に

定める補助事業に要する経費とし、補助率及び補助限度額は、別表第２に定めるとおりと

する。この場合において、算定した補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てるものとする。 

２ 同一年度内に、国、県、地方公共団体等の制度による支援を受けた補助事業に要する経

費は、補助金の対象としない。 

３ 補助金の交付決定の前に着手した補助事業に係る経費は、補助の対象外とする。 

（補助金の交付の条件） 

第４条 補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 補助事業の実施の際に発生する発注行為については、市内業者を利用すること。ただ

し、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。 

⑵ 補助対象経費の合計額が10万円以上であること。 

（補助金の交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、伊賀市店舗改装

促進事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなけれ

ばならない。 

⑴ 補助金交付に関する確認事項承諾書・同意書・誓約書（様式第２号） 

⑵ 事業計画書（様式第３号） 

⑶ 不動産の所有を確認できる書類 

⑷ 店舗の賃貸借契約書の写し（申請者が対象物件の所有者でない場合に限る。） 

⑸ 工事同意書（様式第４号）（申請者が対象物件の所有者でない場合に限る。） 

⑹ 工事等の見積書の写し 

⑺ 店舗の位置図 

⑻ 工事等の実施箇所の施工前の写真 



⑼ 工事等の実施箇所を記載した図面、見取り図 

⑽ 市区町村が発行する住民税等の滞納がないことを証明する書面 

⑾ その他市長が必要と認める書類 

２ 補助金の交付の申請は、令和３年度中に限るものとし、１申請者につき１回を限度とす

る。 

（補助金の交付の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適正と認めるとき

は、補助金の交付を決定し、規則第７条第１項に規定する補助金等交付決定通知書により

当該申請をした者（以下「補助事業者」という。）に通知するものとする。 

（着手及び実績報告） 

第７条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、規則第12条第１項に規定する補助事業

等着手届を市長に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業を完了したときは、伊賀市店舗改装促進事業補助金実績報告書

（様式第５号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 補助金等交付決定通知書の写し 

⑵ 工事等の実施箇所の施工中及び施工後の写真 

⑶ 工事等の請負契約書の写し 

⑷ 工事等の明細を記載した請求書の写し 

⑸ 工事等の明細を記載した領収書又は支出を証する書類の写し 

⑹ 業種の転換や業種が追加されたことがわかる書類 

⑺ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第８条 市長は、前条の規定による補助事業の完了に係る書類の提出があったときは、当該

書類を審査し、現地調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条第２項の

規定による通知書により当該補助事業者に通知するものとする。 

（建築物等の適正管理） 

第９条 補助事業を実施する建築物等について権利を有する者は、当該建築物等の適正な管



理に努めなければならない。 

（補助金の交付） 

第10条 補助金の交付は、第８条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後にこれを

行うものとする。ただし、市長が交付の目的を達成するため、特に必要があると認めたと

きは、補助金の交付決定の額の範囲内で概算払をすることができる。 

２ 補助事業者は、前項ただし書に規定する補助金の概算払を受けようとするときは、規則

第16条第２項に規定する補助金等概算払申請書を市長に提出しなければならない。 

（補助金の返還） 

第11条 市長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、

当該補助事業者に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。 

⑴ 虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。 

 ⑵ 補助金を他の目的に使用し、又は他の者に貸し付け、若しくは譲渡したとき。 

⑶ 補助金の交付を受けた補助事業について、当該交付の後（交付を受けた日の属する年

度と同一年度内に限る。）に国、県、地方公共団体等の制度による支援を受けたとき。 

（補則） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

補助事業 



新型コロナウイルス感染予防等を目的とし、「新しい生活様式」に対応するために実施

する次に掲げる工事等で施工業者又は販売事業者に発注して実施する改装工事等とす

る。 

⑴ 衛生環境を整備するための改装工事 

⑵ 外気との換気を向上させるための改装工事 

⑶ 密集や接触を回避させるための改装工事 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、備品等の設置その他市長が必要と認める工事 

備考 改装工事、備品等の詳細や補助対象外の経費については、別途定める。 

別表第２（第３条関係） 

補助率 補助限度額 

５分の４以内の率 30万円（市内で複数店舗を営業する者について

は、30万円に補助事業を実施する店舗数を乗じて

得た額） 

 



伊賀市告示第56号 

 

伊賀市事業継続応援給付金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和３年３月31日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

  

   伊賀市事業継続応援給付金交付要綱の一部を改正する告示 

伊賀市事業継続応援給付金交付要綱（令和２年伊賀市告示第213号）の一部を次のように

改正する。 

第１条中「、再起の糧となるよう」を削る。 

第３条中「伊賀市事業継続応援給付金の申請に関する誓約書(様式第２号)その他」を削り、

「令和３年３月31日」を「令和３年10月29日」に改める。 

 第４条中「様式第３号」を「様式第２号」に改める。 

 第５条中「様式第４号」を「様式第３号」に改める。 

 第８条を削り、第９条を第８条とする。 

別表交付対象者の項中「令和元年において」を「平成31年３月以前より」に改め、「ない

こと（」の次に「新型コロナウイルス感染症の影響による」を加え、「⑹ 国が実施する「持

続化給付金」の給付を受けていないこと。」を削り、「⑺」を「⑹」に、「⑻」を「⑺」に、

「⑼」を「⑻」に、「⑽」を「⑼」に、「⑾」を「⑽」に改め、同表交付要件の項中「令和２

年１月から令和２年 12月」を「令和３年３月から令和３年９月」に、「前年」を「前々年」

に、「と比べ（平成31年１月１日から令和元年 12月31日までの間」を「（令和元年４月以

後」に、「令和２年３月から令和２年12月までのいずれかの月の売上高が、創業した月から

令和２年２月までの１月平均の売上高と比べ）」を「創業した月から６月間の１月平均の売

上高）と比べ」に改め、「50％未満」、「、又は令和３年１月若しくは同年２月のいずれかの

月の売上高が、前々年同月の売上高と比べ 30％以上の割合で減少していること」を削り、

「比較の対象となった月又は１月平均」を「前々年同月」に改める。 

様式第１号の１及び様式第１号の２を次のように改める。 

【様式第１号の１】 

【様式第１号の２】 



様式第２号を削り、様式第３号を様式第２号とし、様式第４号を様式第３号とし、様式第

５号を削る。 

   附 則 

 この告示は、令和３年４月１日から施行する。  



 

伊賀市告示第57号 

 

伊賀産材ブランド化事業補助金交付要綱を次のように定める。 

  令和３年３月31日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀産材ブランド化事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、伊賀産材のブランド化を目指し、市内出荷及び利活用の促進を図るた

め、市内の森林を伐採して市内の原木市場や製材所等へ原木を出荷する者に対して、伊賀

産材ブランド化事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、伊賀市補

助金等交付規則（平成16年伊賀市規則第76号）に定めるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象者は、市内にある地域森林計画の対象となっている民有林（以

下「対象森林」という。）を所有する者（当該者から伐採及び搬出の委任を受けている者

を含む。）とする。 

（補助対象の原木） 

第３条 補助金の交付の対象となる原木（以下「補助対象伊賀産材」という。）は、次の各

号のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 伐採及び伐採後の造林の届出書が提出された後、対象森林で伐採されたものであるこ

と。 

⑵ 市内の原木市場や製材所等の計量による買取りが証明されること。 

⑶ 国、県又は市の補助事業等で搬出に係る補助金を受けて出荷したものでないこと。 

⑷ バイオマス用材でないこと。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助金の交

付の対象者が対象森林において補助対象伊賀産材を市内の原木市場や製材所等に出荷す

る事業とする。 



 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、別に定める補助対象伊賀産材の出荷材積１㎥当たりの単価に補助対

象事業による補助対象伊賀産材の出荷材積を乗じて得た額とし、予算に定める額の範囲内

とする。 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、別に定める期限

までに、伊賀産材ブランド化事業補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に次に掲

げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

⑴ 伊賀産材ブランド化事業補助金交付申請内訳書 

⑵ 伊賀産材として市内の事業者に出荷した材積が確認できる精算書等の書類 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に関する書類の審査を行

い、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定するとともに補助金の

額を確定し、伊賀産材ブランド化事業補助金交付決定及び交付確定通知書（様式第２号）

により当該申請者に通知するものとする。 

（交付） 

第８条 前条の規定による通知を受けた申請者は、伊賀産材ブランド化事業補助金請求書

（様式第３号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による伊賀産材ブランド化事業補助金請求書の提出があったときは、

速やかに申請者に補助金を交付するものとする。 

（決定の取消し） 

第９条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全

部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 補助対象事業の施行の方法が適当でないとき。 

⑵ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、伊賀産材ブランド

化事業補助金交付決定取消通知書（様式第４号）により当該申請者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第10条 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、



 

当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、伊賀産

材ブランド化事業補助金返還命令書（様式第５号）により、当該交付を受けた申請者に当

該補助金の返還を命じるものとする。 

 （監査） 

第11条 市長は、必要に応じて現地監査を行うものとする。 

２ 申請者は、監査を行う旨の通知を受けた場合は、必要な情報の提供や現地の案内など、

市の指示に従い協力するものとする。 

（その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



伊賀市告示第58号 

 

伊賀市豚熱再発防止ワクチン接種支援事業費補助金交付要綱を次のように定める。 

  令和３年３月31日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市豚熱再発防止ワクチン接種支援事業費補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、市内養豚場における豚熱再発防止と新型コロナウイルス感染症の感染

拡大により経営に影響を受けている市内養豚事業者の持続可能な畜産経営を図ることを

目的として、事業者に対し伊賀市豚熱再発防止ワクチン接種支援事業費補助金（以下「補

助金」という。）を交付することに関し、伊賀市補助金等交付規則（平成16年伊賀市規則

第76号）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象者（以下「補助対象者」という。）は、市内で養豚業を営む者

で、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

 ⑴ 伊賀市内に住所を有する個人 

 ⑵ 伊賀市内に主たる事業所を置く法人 

（補助金の対象経費） 

第３条 補助金の対象となる経費（次条において「対象経費」という。）は、令和３年４月

１日から令和４年３月 31日までの間に補助対象者が市内養豚場の飼育豚に実施した豚熱

ワクチン接種に係る三重県家畜保健衛生所手数料条例（昭和53年三重県条例第27号）別

表第１の２のイの(ホ)に規定する手数料とする。 

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、対象経費の額の３分の２の額（100円未満の端数切捨て）以内とし、

予算に定める額の範囲内とする。 

 （交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、伊賀市

豚熱再発防止ワクチン接種支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に次



に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

 ⑴ 当該申請者が飼養豚に豚熱ワクチンを接種し、第３条に規定する手数料を納入したこ

とを証する書類 

 ⑵ その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査し、補

助金を交付するべきものと認めたときは、補助金の交付を決定するとともに補助金の額を

確定し、伊賀市豚熱再発防止ワクチン接種支援事業費補助金交付決定及び交付確定通知書

（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

 （交付） 

第７条 前条の規定による通知を受けた申請者は、伊賀市豚熱再発防止ワクチン接種支援事

業費補助金交付請求書（様式第３号。以下「請求書」という。）を市長に提出するものと

する。 

２ 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに申請者に補助金を交

付するものとする。 

 （交付決定の取消し） 

第８条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助

金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、伊

賀市豚熱再発防止ワクチン接種支援事業費補助金交付決定取消通知書（様式第４号）によ

り当該申請者に通知するものとする。 

 （補助金の返還） 

第９条 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した

場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、伊賀市

豚熱再発防止ワクチン接種支援事業費補助金返還命令書（様式第５号）により、期日を定

めて当該交付を受けた申請者に対し当該交付を受けた補助金の返還を命じるものとする。 

 （その他） 

第 10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

附 則 



 この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

 



伊賀市告示第59号 

 

伊賀市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱を次のように定める。 

  令和３年３月31日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク（以下「骨髄バンク」という。）が実施

する骨髄バンク事業において、移植に用いる骨髄又は末梢血管細胞（以下「骨髄等」とい

う。）を提供した者（以下「提供者」という。）の経済的負担を軽減し、骨髄等の移植の推

進及びドナー登録の増加を図るため、提供者に対し伊賀市骨髄移植ドナー支援事業助成金

（以下「助成金」という。）を予算の範囲内において交付することについて、伊賀市補助

金等交付規則（平成16年伊賀市規則第76号）に定めるものほか、必要な事項を定めるも

のとする。 

（助成対象者） 

第２条 助成金の交付の対象者は、骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業における提供者で、

骨髄等の提供を完了した日において本市の住民基本台帳に登録されているものとする。 

（助成金の額） 

第３条 助成金の額は、２万円に骨髄等の提供のための通院及び入院に要した日数（７日を

限度とする。）（以下「通院等の日数」という。）を乗じて得た額とする。 

２ 通院等の日数は、１回の骨髄等の提供に要した次に掲げる通院又は入院の日数の合計数

とする。 

 ⑴ 提供前の健康診断に係る通院 

 ⑵ 骨髄等の採取の準備に係る通院又は入院 

 ⑶ 骨髄等の採取に係る入院 

 ⑷ 提供後の健康診断に係る通院 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院、

入院及び面談等（骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害



のためのものを除く。） 

（助成金の交付申請） 

第４条 助成金の交付を受けようとする提供者（以下「申請者」という。）は、骨髄等の提

供を完了した日から起算して 90日以内に次に掲げる書類を市長に提出しなければならな

い。 

 ⑴ 伊賀市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書（様式第１号） 

 ⑵ 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（助成金の交付決定等） 

第５条 市長は、前条の書類の提出があったときは、当該書類を審査し、助成金の交付の可

否を決定するとともに助成金の額を確定し、当該申請者に伊賀市骨髄移植ドナー支援事業

助成金交付確定通知書（様式第２号）又は伊賀市骨髄移植ドナー支援事業助成金不交付決

定通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

２ 市長は、前項により助成金の交付を決定し、その額を確定したときは、速やかに申請者

の指定する口座に助成金を振り込むものとする。 

（助成金の返還） 

第６条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その

者に交付を受けた助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

 この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

 


