
伊賀市告示第163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24年伊

賀市告示第210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６月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄   

 

１ 届出者 

  下友生区 

  代表者の氏名  山之井 政男 

  代表者の住所  伊賀市下友生3084番地の１ 

 

２ 変更事項 

  代表者 

旧代表者の氏名  岸 則和 

  新代表者の氏名  山之井 政男 

  旧代表者の住所  伊賀市下友生1534番地 

  新代表者の住所  伊賀市下友生 3084番地の１ 

 

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164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16年上

野市告示第 10 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６月１日 

 

                       伊賀市長 岡 本  栄   

 

 

１ 届出者 

  法花区 

  代表者の氏名  花里 隆一 

  代表者の住所  伊賀市法花 544番地 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  花本 和明 

新代表者の氏名  花里 隆一 

旧代表者の住所  伊賀市法花 557番地 

新代表者の住所  伊賀市法花 544番地 

 

３ 変更の年月日 

  令和３年４月11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165号 

 

伊賀市空家再生等推進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６月３日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市空家再生等推進事業補助金交付要綱の一部を改正する告示 

伊賀市空家再生等推進事業補助金交付要綱（令和元年伊賀市告示第63号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条第１項中後段を削り、同項に次のただし書を加える。 

 ただし、いずれの工事においても、耐震補強設計又は耐震補強計画の作成に係る業務

は含み、設計又は監理に係る業務は除くものとする。 

第４条第１項第５号中「以上」の次に「継続して」を加える。 

第６条第４号を次のとおり改める。 

⑷ 耐震補強設計書若しくは耐震補強計画書又は耐震補強設計若しくは耐震補強計画作

成に係る見積書（跡地活用除去工事の場合は除く。） 

第６条中第11号を第12号とし、第10号の次に次の1号を加える。 

⑾ 定款、規約、会則等の写し 

第７条第３項に次の１号を加える。 

⑺ 耐震補強設計書及び図面又は耐震補強計画書の写し（第６条の申請の際添付していな

い場合に限る。） 

第８条第１項中「補助対象工事を変更し、又は」を「補助対象工事の工期若しくは補助対

象工事に要する経費を変更し、又は補助対象工事を」に改め、同条第２項中「伊賀市空家再

生等推進事業補助金変更（中止）承認通知書」を「伊賀市空家再生等推進事業補助金交付決

定変更（中止）通知書」に改め、同条第３項中「伊賀市空家再生等推進事業補助金変更不承

認通知書」を「伊賀市空家再生等推進事業補助金交付決定変更却下通知書」に改める。 



    「 
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                          」 

様式第１号を次のように改める。 

【様式第１号】 

様式第３号を次のように改める。 

【様式第３号】 

様式第４号中「㊞」を削る。 

様式第５号中「□印」を削る。 

空家等を滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、

創作活動施設、文化施設等の用に供するため行う空

家等の移転、増築、改修経費 

伊賀市古民家等再生活用指針に基づく古民家等の

整備経費 

⑴ 空家等を滞在体験施設、交流施設、体験学習

施設、創作活動施設、文化施設等の用に供する

ため行う空家等の移転、増築又は改修に要する

経費（解体により生じた廃材等の収集運搬費及

び処分費を含む。） 

⑵ 耐震補強設計又は耐震補強計画作成に要する

経費 

⑶ その他工事に係る諸経費 

⑴ 伊賀市古民家等再生活用指針に基づく古民家

等の整備経費（解体により生じた廃材等の収集

運搬費及び処分費を含む。） 

⑵ 耐震補強設計又は耐震補強計画作成に要する

経費 

⑶ その他工事に係る諸経費 

を 

に改める。 



様式第６号及び様式第７号を次のように改める。 

【様式第６号】 

【様式第７号】 

様式第８号中「㊞」を削り、「伊賀市空家再生等推進事業補助金変更（中止）承認通知

書」を「伊賀市空家再生等推進事業補助金交付決定変更（中止）通知書」に改める。 

様式第９号中「□印」を削り、「伊賀市空家再生等推進事業補助金変更不承認通知書」を「伊

賀市空家再生等推進事業補助金交付決定変更却下通知書」に、「補助対象工事の変更」を「伊

賀市空家再生等推進事業補助金」に、「不承認とした」を「却下しました」に、「不承認の

理由」を「却下の理由」に改める。 

様式第10号中「㊞」を削り、「廃清法」を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に改

める。 

様式第11号を次のように改める。 

【様式第11号】 

様式第12号及び様式第13号中「㊞」を削る。 

様式第14号中「㊞」を削り、「伊賀市空家再生等推進事業に」を「伊賀市空家再生等推

進事業補助金に」に、「事業開始する」を「事業を開始する」に改める。 

様式第15号中「㊞」を削る。 

様式第17号中「㊞」を削り、「伊賀市空家再生等推進事業補補助金」を「伊賀市空家再

生等推進事業補助金」に改める。 

様式第18号中「㊞」を削る。 

様式第19号中「□印」及び「同要綱」を削る。 

様式第20号及び様式第21号中「㊞」を削る。 

様式第22号中「㊞」を削り、「同要綱20条第１項第２号」を「第20条第１項第２号」

に改める。 

様式第23号中「㊞」を削り、「伊賀市空家再生等推進事業に」を「伊賀市空家再生等推

進事業補助金に」に、「なお、この」を「また、この」に改める。 

様式第24号中「㊞」を削る。 

様式第25号中「□印」を削る。 

附 則  

この告示は、令和３年６月３日から施行する。 



 



伊賀市告示第166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28年伊

賀市告示第210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６月３日 

 

伊賀市長 岡 本  栄   

 

１ 届出者 

  上林区 

  代表者の氏名  山村 繁男 

  代表者の住所  伊賀市上林292番地 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  西居 義清 

新代表者の氏名  山村 繁男 

旧代表者の住所  伊賀市上林 323番地の１ 

新代表者の住所  伊賀市上林292番地 

 

３ 変更の年月日 

  令和３年４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167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 13 年 

上野市告示第63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６月３日 

 

伊賀市長 岡 本  栄   

 

１ 届出者 

  大内区 

  代表者の氏名  東口 忠司 

  代表者の住所  伊賀市大内 1926番地 

 

２ 変更事項 

  代表者 

旧代表者の氏名  田中 正明 

  新代表者の氏名  東口 忠司 

  旧代表者の住所  伊賀市大内2510番地 

  新代表者の住所  伊賀市大内1926番地 

 

３ 変更の年月日 

令和３年４月４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168号 

 

介護保険法（平成９年法律第 123号）第 78条の５第２項の規定により、下記の事業者か

ら指定地域密着型サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条の11第２号の規定

により告示する。 

令和３年６月４日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

記 

 

事業者名 医療法人栄和会 

代表者名 理事長 藤澤 和久 

廃止する事業所名 デイサービスセンターかすが 

廃止する事業所の所在地 伊賀市楯岡37番地の１ 

事業所番号 ２４７１２０１１１７ 

廃止年月日 令和３年５月31日 

サービスの種類 地域密着型通所介護 

 



伊賀市告示第169号 

 

伊賀市地域ケア会議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６月７日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市地域ケア会議設置要綱の一部を改正する告示 

伊賀市地域ケア会議設置要綱（平成22年伊賀市告示第50号）の一部を次のように改正す

る。 

第１条中「第４条第２項」を「第４条第３項」に、「第 106条の３第１項第３号」を「第

106条の６第１項」に改める。 

第３条第１号及び第２号を次のように改める。 

⑴ 伊賀市民生委員児童委員連合会に所属する民生委員・児童委員 

⑵ 社会福祉法第 106 条の４第４項の規定により市が実施する重層的支援体制整備事業

の事務の委託を受けた者（法人にあってはその職員） 

第４条第５項を削り、同条第６項を同条第５項とする。 

附 則 

この告示は、令和３年６月７日から施行する。 



伊賀市告示第170号 

 

 伊賀市出納員等設置規則(平成16年伊賀市規則第75号)第４条第１項の規定に基づき、令

和３年６月７日付けで次の者を任命したので、同条第２項の規定により告示する。 

 令和３年６月７日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

現金取扱員 

任命する者 

 会計年度任用職員  野田 貴子  財務部収税課現金取扱員 



伊賀市告示第171号 

 

伊賀市工事手続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６月９日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市工事手続要綱の一部を改正する告示 

伊賀市工事手続要綱（平成16年伊賀市告示第88号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「様式第４号の４、様式第４号の５」を「様式第４号の５」に改める。 

第６条第１項中「、変更契約締結伺」を「又は変更契約締結伺」に改め、同条第３項中「並

びに現場代理人及び主任技術者等選任届」を「及び現場代理人等選任通知書」に、「管理技

術者等選任届」を「管理技術者・照査技術者選任通知書」に、「業務着手届」を「業務委託着

手届」に改める。 

第10条第１項中「部分下請負届」を「部分下請負通知書」に改める。 

第10条の３第１項中「中間前金払認定申請書」を「中間前金払認定請求書」に、「工事履

行状況報告書」を「工事履行報告書」に改める。 

第 12条第５項中「工事施工一時中止（再開）請書」を「工事施工一時中止（再開）承諾

書」に改める。 

第14条第１項中「工事施工期限延長願」を「工期延長願」に改める。 

第16条第３項中「（様式第26号）」を削る。 

第 22条第２項第３号中「工事履行状況報告書（様式第 23号）」を「工事履行報告書」に

改める。 

第23条第１項中「工事履行状況報告書」を「工事履行報告書」に改める。 

第28条中「工事材料検査調書」を「材料確認書」に改める。 

 様式第６号から様式第９号の２までを次のように改める。 

【様式第６号】 

【様式第６号の２】 

【様式第７号】 

【様式第７号の２】 



【様式第８号】 

【様式第８号の２】 

【様式第９号】 

【様式第９号の２】 

様式第12号を次のように改める。 

【様式第12号】 

 様式第14号中「印」を削る。 

 様式第15号を次のように改める。 

【様式第15号】 

様式第16号中「印」を削る。 

様式第17号を次のように改める。 

【様式第17号】 

 様式第18号中「印」を削る。 

様式第19号中「㊞」を削る。 

様式第20号及び様式第20号の２を次のように改める。 

【様式第20号】 

【様式第20号の２】 

様式第21号中「㊞」を削る。 

 様式第22号から様式第23号までを次のように改める。 

【様式第22号】 

【様式第22号の２】 

【様式第23号】 

様式第25号を次のように改める。 

【様式第25号】 

様式第26号及び様式第27号中「印」を削る。 

様式第28号を次のように改める。 

【様式第28号】 

様式第29号中「㊞」を削る。 

       「    住所 

様式第30号中 受注者 商号又は名称            を 



            代表者職氏名          ㊞」 

「受注者 住所 

                   に改める。 

     氏名           」 

附 則 

この告示は、令和３年７月１日から施行する。 

 

 



 

伊賀市告示第172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22年伊

賀市告示第149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６月９日 

 

伊賀市長 岡 本  栄   

 

１ 届出者 

  前川区 

  代表者の氏名  杉野 津軽 

  代表者の住所  伊賀市柘植町9814番地の６ 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  坂井 悟 

新代表者の氏名  杉野 津軽 

旧代表者の住所  伊賀市柘植町 8760番地の１ 

新代表者の住所  伊賀市柘植町 9814番地の６ 

 

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173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177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６月９日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

１ 届出者 

  丸柱区 

  代表者の氏名  森岡 一夫 

  代表者の住所  伊賀市丸柱1233番地の２ 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  藤森 宣博 

新代表者の氏名  森岡 一夫 

旧代表者の住所  伊賀市丸柱828番地の１ 

新代表者の住所  伊賀市丸柱1233番地の２ 

事務所の所在地 

旧事務所の所在地  伊賀市丸柱828番地の１ 

新事務所の所在地  伊賀市丸柱1233番地の２ 

 

３ 変更の年月日 

  令和３年５月22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174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132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６月15日 

 

伊賀市長 岡 本  栄   

 

１ 届出者 

  きじが台地区住民自治協議会 

  代表者の氏名  村上 健治郎 

  代表者の住所  伊賀市上神戸4353番地の219 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  柿本 博文 

新代表者の氏名  村上 健治郎 

旧代表者の住所  伊賀市上神戸 4485番地の 125 

新代表者の住所  伊賀市上神戸 4353番地の 219 

 

３ 変更の年月日 

  令和３年４月29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175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130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６月15日 

 

伊賀市長 岡 本  栄   

 

１ 届出者 

  伊賀市猪田西出区 

  代表者の氏名  乾 光哉 

  代表者の住所  伊賀市猪田2483番地 

 

２ 変更事項 

  代表者 

旧代表者の氏名  中井 宏育 

  新代表者の氏名  乾 光哉 

  旧代表者の住所  伊賀市猪田2341番地 

  新代表者の住所  伊賀市猪田2483番地 

 

３ 変更の年月日 

令和３年４月４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176号 

 

伊賀市農業次世代人材投資事業交付対象者中間評価会設置要綱を次のように定める。 

  令和３年６月17日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市農業次世代人材投資事業交付対象者中間評価会設置要綱 

（設置） 

第１条 伊賀市農業次世代人材投資事業実施要綱（平成 29年伊賀市告示第 220号）第７条

に規定する中間評価（以下「中間評価」という。）を実施するため、伊賀市農業次世代人

材投資事業交付対象者中間評価会（以下「評価会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 評価会は、中間評価を実施し、その結果を市長に報告する。 

（組織） 

第３条 評価会は、実施しようとする中間評価ごとに、次に掲げる委員をもって構成する。 

⑴ 産業振興部農林振興課長及び同課職員のうち会長が指名するもの 

⑵ 当該中間評価に係る交付対象者のサポートチーム（農業次世代人材投資事業実施要領

（平成 24年６月１日付け農林水第 110-228号三重県農林水産部長通知）第６の２の⑿

に規定するサポートチームをいう。）に選任されている者 

⑶ 前２号に掲げる者のほか、会長が必要と認める者 

（会長） 

第４条 評価会に会長を置き、産業振興部農林振興課長の職にある者をもって充てる。 

２ 会長は、会議を総括する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 評価会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて会長が招集し、その議長と

なる。ただし、緊急その他やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合

は、書類の回議をもって会議に代えることができる。 

２ 委員が会議を欠席するときは、当該委員の指名する者が代理して会議に出席することが



できる。 

（庶務） 

第６条 評価会の庶務は、産業振興部農林振興課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、評価会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

附 則 

この告示は、令和３年６月17日から施行する。 



伊賀市告示第177号 

 

介護保険法（平成９年法律第 123号）第 78条の５第２項の規定により、下記の事業者か

ら指定地域密着型サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条の11第２号の規定

により告示する。 

令和３年６月17日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

記 

 

事業者名 有限会社愛寿 

代表者名 代表取締役 森 正一 

廃止する事業所名 デイサービスセンター島ヶ原ひばりの里 

廃止する事業所の所在地 伊賀市島ケ原11295番地の134 

事業所番号 ２４７１２００４７３ 

廃止年月日 令和３年４月15日 

サービスの種類 地域密着型通所介護 

 



伊賀市告示第178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６年上野

市告示第 46 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６月18日 

 

                       伊賀市長 岡 本  栄   

 

１ 届出者 

  諏訪住民自治会 

  代表者の氏名  森岡 武司 

  代表者の住所  伊賀市諏訪2289番地 

 

２ 変更事項 

  代表者 

旧代表者の氏名  山口 正淳 

新代表者の氏名  森岡 武司 

旧代表者の住所  伊賀市諏訪 572番地の１ 

新代表者の住所  伊賀市諏訪 2289番地 

 

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179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14年上

野市告示第105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６月18日 

 

伊賀市長 岡 本  栄   

 

１ 届出者 

  山出団地（区）自治会 

  代表者の氏名  平川 勝洋 

  代表者の住所  伊賀市山出 1574番地の 61 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  鶴井 征男 

新代表者の氏名  平川 勝洋 

旧代表者の住所  伊賀市山出 1497番地の２ 

新代表者の住所  伊賀市山出 1574番地の 61 

 

３ 変更の年月日 

  令和３年４月11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180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19年伊

賀市告示第159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６月18日 

 

                       伊賀市長 岡 本  栄   

 

１ 届出者 

  香美ヶ丘団地自治会 

  代表者の氏名  藤原 龍彦 

  代表者の住所  伊賀市上神戸4615番地の134 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  稲継 耕司 

新代表者の氏名  藤原 龍彦 

旧代表者の住所  伊賀市上神戸 4615番地の 312 

新代表者の住所  伊賀市上神戸 4615番地の 134 

 

３ 変更の年月日 

  令和３年４月25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181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16年上野

市告示第11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６月22日 

 

伊賀市長 岡 本  栄   

                           

 

１ 届出者 

  西高倉自治会 

  代表者の氏名  森岡 裕和 

  代表者の住所  伊賀市西高倉3708番地 

 

２ 変更事項 

  代表者 

旧代表者の氏名  福島 清一 

新代表者の氏名  森岡 裕和 

旧代表者の住所  伊賀市西高倉877番地の１ 

新代表者の住所  伊賀市西高倉3708番地 

 

３ 変更の年月日 

  令和３年５月15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182号 

 

 伊賀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成16年伊賀市条例第152号）第５条第１

項の規定により、令和３年度伊賀市一般廃棄物処理実施計画を別紙のとおり告示する。 

  令和３年６月22日 

 

伊賀市長 岡 本  栄   





























伊賀市告示第183号 

 

（仮称）伊賀市観光振興ビジョン策定検討委員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６月28日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

（仮称）伊賀市観光振興ビジョン策定検討委員会設置要綱の一部を改正する告示 

（仮称）伊賀市観光振興ビジョン策定検討委員会設置要綱（令和３年伊賀市告示第159号）

の一部を次のように改める。 

第３条中「12人」を「14人」に改める。 

附 則 

この告示は、令和３年６月28日から施行する。 



 

伊賀市告示第184号 

 

伊賀市放課後児童健全育成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６月28日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の一部を改正する告示 

 伊賀市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱（平成30年伊賀市告示第12号）の一部を次

のように改正する。 

 別表１運営費補助金中備考以外の部分を次のように改める。 

１ 運営費補助金 

区分 補助基準額 

年間開

所日数

250日

以上 

運営基本額 

年間平均児童数１

～19人 

（国庫補助金の対

象となる場合） 

2,553,000円－（19人－年間平均放課後児童数）×

29,000円 

年間平均児童数５

～９人 

（国庫補助金の対

象とならない場合） 

1,118,000円 

※ 開設年度、その翌年度及び翌々年度に限る。 

※ この補助金を申請する場合は、他の加算及び送

迎支援費は適用しない。 

年間平均児童数20

～35人 

4,672,000円－（36人－年間平均放課後児童数）×

26,000円 

年間平均児童数36

～45人 
4,672,000円 

年間平均児童数46

～70人 

4,672,000円－（年間平均放課後児童数－45人）×

67,000円 

年間平均児童数71 2,917,000円 



 

人以上 

日数加算（１日８時間以上開所する場

合） 
（年間開所日数－250日）×19,000円 

長時間開所加算 

平日分（１日６時間

を超え、かつ、18

時を超えて開所す

る場合） 

（１日６時間を超え、かつ、18時を超える時間の年

間平均時間数）×406,000円 

長期休暇等分（１日

８時間を超えて開

所する場合） 

（１日８時間を超える時間の年間平均時間数）×

183,000円 

長期休暇中支援加算（長期休暇中に支

援の単位を新たに設けて運営する等の

場合） 

（要件に該当する開所日数）×19,000円 

年間開

所日数

200日

～249

日 
運営基本額 

年間平均児童数１

～19人 

（国庫補助金の対

象となる場合） 

1,726,000円 

年間平均児童数５

～９人 

（国庫補助金の対

象とならない場合） 

1,118,000円 

※ 開設年度、その翌年度及び翌々年度に限る。 

※ この補助金を申請する場合は、他の加算及び送

迎支援費は適用しない。 

年間平均児童数20

人以上 
3,069,000円 

長時間開所加算（平日分（１日６時間

を超え、かつ、18時を超えて開所する

場合）） 

（１日６時間を超え、かつ、18時を超える時間の年

間平均時間数）×406,000円 

障がい児受入加算 年額1,956,000円 

賃借料費（リース契約に係る費用は対象外） 年額3,066,000円 

移転関連費 年額2,500,000円 



 

土地借料費 年額6,100,000円 

送迎支援費（送迎を行うためのバス等の車両

に係る燃料費に限る。） 
年額507,000円 

ひとり親家庭利用料支援費 １児童当たり月額3,000円 

附 則 

この告示は、令和３年６月28日から施行し、改正後の伊賀市放課後児童健全育成事業補助

金交付要綱の規定は、令和３年４月１日から適用する。 

 



伊賀市告示第185号 

 

伊賀流空き家移住促進リノベーション補助金交付要綱を次のように定める。 

  令和３年６月28日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀流空き家移住促進リノベーション補助金交付要綱 

 伊賀流空き家移住促進安心住宅プランリノベーション等補助金交付要綱（令和元年伊賀

市告示第53号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、空き家の利活用を促進するとともに伊賀市への移住を促進するため、

伊賀市空き家バンク制度に関する要綱（平成 28年伊賀市告示第 175号）に基づく空き家

バンク制度に登録された空き家（以下「登録物件」という。）又は空家等対策の推進に関

する特別措置法（平成 26年法律第 127号）第２条第１項に規定する空家等（以下「空き

家」という。）を取得した市外からの転入者で、当該登録物件又は空き家のリノベーショ

ンを行うものに対し、予算の範囲内で伊賀流空き家移住促進リノベーション補助金（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）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象工事） 

第２条 補助金の対象となるリノベーション（使用する者のニーズに応じて多様なライフス

タイルを実現するために行う改修工事（第１号に規定する耐震基準を満たすための工事を

含む。）をいう。ただし、住宅（店舗併用住宅その他これに類するものを含む。）として

使用する場合に限る。以下「補助対象工事」という。）は、次の各号のいずれにも該当す

るものとする。 

⑴ 耐震基準（建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338号）第３章及び第５章の４に規

定する基準又は建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第 123 号）第 17

条第３項第１号に規定する国土交通大臣が定める基準をいう。以下同じ。）を満たす登

録物件又は空き家（当該補助対象工事により耐震基準を満たす場合を含む。）に対して

行う工事で、次のいずれにも該当するものであること。 



ア 市内に本店、支店又は営業所を有する建設業者によるもの 

イ 補助金の交付決定の日以後に請負契約を締結するもの 

⑵ 補助金を申請した日の属する年度の２月末日までに完了する工事であること。 

⑶ 他の補助金等の対象となる工事でないこと。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の申請を行うことができる者（以下「補助対象者」という。）は、次

の各号のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 補助金の交付の申請を行う日の属する年度の市町村民税（申請を行う日において当該

年度の市町村民税が課されていないときは、その前年度の市町村民税）を滞納していな

い者 

⑵ 補助金の交付の申請を行おうとする者及びその同居家族が暴力団員（暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第６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２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者 

⑶ 補助金の交付の申請をする日前１年以内に補助対象工事の対象となる登録物件又は

空き家を取得した者 

⑷ 次のいずれかに該当する者 

ア 転入前に補助金の交付の申請をする場合にあっては、工事完了後 30日以内に転入

届を提出する者であって、その転入する日から起算して過去１年以内に伊賀市の住民

基本台帳に登録されたことがないもの 

イ 転入後に補助金の交付の申請をする場合にあっては、転入した日から１年以内に交

付申請を行う者であって、その転入した日から起算して過去１年以内に伊賀市の住民

基本台帳に登録されたことがないもの 

⑸ 補助金の交付を受けた日から 10年以上、補助対象工事の対象となる登録物件又は空

き家に定住し、かつ、当該期間においては伊賀市の住民基本台帳に登録することを誓約

する者 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象工事に係

る経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の対象としない。 

 ⑴ 外構工事に係る経費 



⑵ 容易に取り外しができるものを設置する工事（テレワーク等のための住環境整備に係

る工事を除く。）に係る経費 

⑶ 設備機器等本体の経費を含まない設置のみの工事に係る経費 

⑷ 他の公的補助金等の助成を受けて行う工事に係る経費 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の額の３分の１以内の額とし、100万円を限度とする。 

２ 前項の規定により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。 

３ 補助対象者が、次の各号に該当する場合は、前２項の規定により算定した補助金の額に

当該各号に定める額を加算する。 

⑴ 補助対象者が40歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者の場合 10万

円 

⑵ 補助対象工事が補助対象者又はその同居家族のテレワーク等による仕事又はオンラ

イン授業等による学習の住環境の整備を含む場合 10万円 

（補助金の交付制限） 

第６条 補助金の交付は、同一物件及び同一補助対象者につき1回を限度とする。 

（補助金の交付申請及び交付決定） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「補助申請者」という。）は、伊

賀流空き家移住促進リノベーション補助金交付申請書（様式第１号）及び誓約書（様式第

２号）に次に掲げる書類を添付して市長に申請するものとする。 

⑴ 工事見積書 

⑵ 工程表 

⑶ 図面（平面図、立面図、断面図） 

⑷ 工事予定箇所写真 

⑸ 登録物件又は空き家及びその存する土地の所有権が移転したことを示す不動産登記

簿謄本 

⑹ 耐震診断結果報告書（判定書を含む。）及び耐震補強計画書（耐震性が不足している

場合に限る。） 

⑺ 補助申請者及びその同居予定者全員の住民票並びに補助申請者の完納証明書 

⑻ 在宅勤務証明書（様式第３号）又は在学していることが分かる書類の写し（第５条第



３項第２号の補助金の加算を受ける場合に限る。） 

⑼ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定により申請があった場合において、当該申請に係る書類を審査し、

適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、伊賀流空き家移住促進リノベーション補助

金交付決定通知書（様式第４号）により当該申請をした補助申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定するときは、必要な条件を付すことがで

きる。 

（補助対象工事の変更申請等） 

第８条 前条第２項の規定により補助金の交付の決定を受けた補助申請者（以下「補助事業

者」という。）は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ伊賀流空き家移住

促進リノベーション補助金交付決定変更申請書（様式第５号）に別に定める関係書類を添

付して市長に申請しなければならない。 

⑴ 施工箇所又は施工方法を変更するとき。 

⑵ 補助申請額を変更するとき。 

⑶ 工期を変更するとき。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、承認すべき

ものと認めるときは、伊賀流空き家移住促進リノベーション補助金交付決定変更承認通知

書（様式第６号）により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。 

（補助対象工事の中止） 

第９条 補助事業者が、補助対象工事を中止しようとするときは、伊賀流空き家移住促進リ

ノベーション補助金補助対象工事中止届出書（様式第７号）により市長に届け出なければ

ならない。 

（実績報告） 

第 10条 補助事業者は、補助対象工事が完了したときは、伊賀流空き家移住促進リノベー

ション補助金実績報告書（様式第８号）に次に掲げる書類を添付して市長に報告しなけれ

ばならない。 

⑴ 補助事業者及びその同居者全員の住民票の写し（交付申請時に伊賀市の住民基本台帳

に登録されていなかった場合に限る。） 

⑵ 補助対象工事の領収書の写し 

⑶ 補助対象工事完了後の現場写真 



⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による報告は、補助対象工事が完了した日の属する会計年度の３月末日まで

に行わなければならない。 

（完了検査） 

第 11条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、必要があると認めるとき

は、当該現場に立ち入り、検査を行うことができる。 

２ 市長は、前項の検査を行った結果、工事が適切に行われなかったと認める場合は、当該

補助事業者に対し、不適切な部分を改善するよう命ずることができる。この場合において、

当該補助事業者が当該命令に従わないときは、市長は、当該補助事業者に係る補助金の交

付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（補助金の額の確定） 

第12条 市長は、第10条第１項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る

書類を審査し、適正と認めるときは、補助金の額を確定し、伊賀流空き家移住促進リノベ

ーション補助金交付確定通知書（様式第９号）により、当該補助事業者に通知するものと

する。 

（補助金の請求） 

第 13条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに伊賀流空き家移

住促進リノベーション補助金交付請求書（様式第 10号）により市長に当該補助金の交付

を請求するものとする。 

（補助金の交付決定の取消し） 

第 14条 市長は、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

係る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 補助金の交付を受けた日から起算して10年を経過する前に市外へ転出したとき。 

⑵ この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。 

⑶ 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。 

⑷ 補助金の交付の決定に付した条件その他法令に違反したとき。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が特に補助金を交付する者としてふさわしくないと

認めたとき。 

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

賀流空き家移住促進リノベーション補助金交付決定取消通知書（様式第 11号）により当



該補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の返還命令） 

第 15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、当該取り消した部分に係る補助金が既に交付されているときは、その交

付された補助金について、伊賀流空き家移住促進リノベーション補助金返還命令書（様式

第12号）により、期限を定めて、当該補助事業者に対し返還を命ずるものとする。 

（書類の整理等） 

第 16条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金に関する収支について、領収書等の関係

書類を整理し、当該補助金の交付の決定を受けた日の属する年度終了後 10年間保管しな

ければならない。 

（委任） 

第17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６月28日から施行する。 



伊賀市告示第186号 

 

伊賀市福祉有償運送支援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６月29日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市福祉有償運送支援事業実施要綱の一部を改正する告示 

伊賀市福祉有償運送支援事業実施要綱（平成22年伊賀市告示第41号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１条中「第 49条第３号」を「第 49条第２号」に、「に要した経費を助成することによ

り」を「の助成として補助金を交付するものとし」に改める。 

第３条中「の各号」を削り、「次の第１号」を「第１号」に改め、同条第１号中「第51条

の３第８号」を「第51条の３第７号」に、「の価格」を「に係る部分」に改め、同条第２号

中「経費（」の次に「いずれも」を加える。 

第４条の見出しを「（補助基準額）」に改め、同条第１項中「第２号」の次に「に掲げる経

費」を加え、「補助基準額は」を「この要綱による補助金（以下「補助金）という。）の額の

算定の基準となる額（以下「補助基準額」という。）は、それぞれ実際に要した当該経費の

額とし」に改め、「一の対象者につき」を削り、同条第２項中「前条第３号」の次に「に掲げ

る経費」を加え、第３項中「前条第４号」の次に「に掲げる経費」を加え、「９万３千円」を

「９万 9,000円」に、「200回」を「100回」に、「加算する」を「加算した額とする」に改

め、同項各号を次のように改める。 

⑴ 101回から200回まで １月当たり１万円 

⑵ 201回から300回まで １月当たり２万円 

⑶ 301回から400回まで １月当たり３万円 

⑷ 401回から500回まで １月当たり４万円 

⑸ 501回から600回まで １月当たり５万円 

⑹ 601回以上 １月当たり６万円 

第４条第４項中「前条第５号」の次に「に掲げる経費」を加え、「一の対象者につき」を削

り、「２万円」を「２万 1,000 円」に改め、同条第５項中「前条第６号」の次に「に掲げる



経費」を、「補助基準額は」の次に「、実際に要した当該経費の額とし」を加え、同条第６項

中「第８号」の次に「に掲げる経費」を加え、「１台につき１年当たりそれぞれ８万円」を

「それぞれ実際に要した当該経費の額とし、いずれも８万円に次条第３号の補助対象車両登

録簿において補助対象車両とされた車両の数を乗じて得た額」に改める。 

第５条第１項中「の各号に定める」を「に掲げる」に、「提出し」を「申請し」に改め、同

項第４号中「歳入歳出予算書」を「予算書」に改め、同条第２項中「受け付けたときは」を

「受け付けた場合において」に改める。 

第６条を次のように改める。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、対象経費について第４条各項の規定により算出した補助基準額に２

分の１を乗じて得た額（その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨

てた額）の合計額とする。 

第８条第１項第３号中「歳入歳出予算書」を「予算書」に改め、同条第２項中「場合は」

を「場合において」に改め、「により」の次に「当該」を加える。 

第９条第２号中「歳入歳出決算（見込）書」「決算（見込）書」に改め、同条第３号及び第

４号を次のように改める。 

⑶ 次に掲げるもの（第３条第１号に掲げる経費について補助金を申請した場合に限る。） 

ア 自動車検査証の写し 

イ 領収証の写し又は支払額の分かる書類 

ウ 車両登録番号及び福祉自動車であることが確認できる写真 

⑷ 次に掲げるもの（第３条第２号に掲げる経費について補助金を申請した場合に限る。） 

ア 修了証の写し 

イ 領収証の写し又は支払額の分かる書類 

第10条第１項中「受けたときは」を「受けた場合において」に改める。 

第11条第２項中「を市長に提出し」を「により市長に申請し」に改める。 

第 13 条第１項第３号中「、付された」を「付された」に改め、同項第４号中「実績報告

書を提出せず」を「報告をせず」に改める。 

第14条第１項中「事業の」を削り、「超える額」を「交付済みの補助金」に改め、同条第

２項中「その返還を命じなければならない」を「、その超える額を返還させるものとする」

に改める。 



別表を次のように改める。 

別表（第４条関係） 

備考 ガソリン単価は、経済産業省資源エネルギー庁が公表する給油所小売価格調査にお

ける三重県のレギュラーガソリン現金価格（当該月の最高値。ただし、小数点以下切捨

て。）とする。 

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３号及び様式第４号中「法人名」を「名称」に改める。 

様式第５号から様式第８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】 

１月当たりの福祉有償運

送運行回数 
補助基準額算出方法 

１回から100回まで 〔１箇月の福祉有償運送運行回数〕×〔（ガソリン単価÷10）

＋40〕×〔事業者の運行１回当たりの平均運行距離〕 

101回から200回まで 〔１箇月の福祉有償運送運行回数〕×〔（ガソリン単価÷10）

＋40×1.05〕×〔事業者の運行１回当たりの平均運行距離〕 

201回から300回まで 〔１箇月の福祉有償運送運行回数〕×〔（ガソリン単価÷10）

＋40×1.10〕×〔事業者の運行１回当たりの平均運行距離〕 

301回から400回まで 〔１箇月の福祉有償運送運行回数〕×〔（ガソリン単価÷10）

＋40×1.15〕×〔事業者の運行１回当たりの平均運行距離〕 

401回から500回まで 〔１箇月の福祉有償運送運行回数〕×〔（ガソリン単価÷10）

＋40×1.20〕×〔事業者の運行１回当たりの平均運行距離〕 

501回から600回まで 〔１箇月の福祉有償運送運行回数〕×〔（ガソリン単価÷10）

＋40×1.25〕×〔事業者の運行１回当たりの平均運行距離〕 

601回以上 〔１箇月の福祉有償運送運行回数〕×〔（ガソリン単価÷10）

＋40×1.30〕×〔事業者の運行１回当たりの平均運行距離〕 



【様式第８号】 

様式第９号中「法人名」を「名称」に改める。 

様式第10号及び様式第11号を次のように改める。 

【様式第10号】 

【様式第11号】 

附 則 

この告示は、令和３年６月 29 日から施行し、改正後の伊賀市福祉有償運送支援事業実施

要綱の規定は、令和３年４月１日から適用する。 



伊賀市告示第187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24年伊

賀市告示第２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６月29日 

 

伊賀市長 岡 本  栄   

 

１ 届出者 

  中友生区 

  代表者の氏名   林 克至 

  代表者の住所   伊賀市中友生724番地 

 

２ 変更事項 

  代表者 

旧代表者の氏名  松本 正己 

  新代表者の氏名  林 克至 

  旧代表者の住所  伊賀市中友生 1081番地 

  新代表者の住所  伊賀市中友生724番地 

 

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 



 

賀市告示第188号 

 

伊賀市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以

外の低所得の子育て世帯分）支給事業実施要綱を次のように定める。 

  令和３年６月30日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親

世帯以外の低所得の子育て世帯分）支給事業実施要綱 

（目的） 

第１条 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代の雇用動向

が悪化しており、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない低所得

の子育て世帯は、心身等に特に大きな困難を抱えている。新型コロナウイルス感染症

の影響による失業や収入減少の中で、食費等による支出の増加の影響を受け、低所得

の子育て世帯の家計の経常収支は大きく悪化している。このように新型コロナウイル

ス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯（ひとり親世帯を除く。）

を見舞う観点から、早期に支給する特別給付金に関して「低所得の子育て世帯に対す

る子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）の支

給について」（令和３年５月28日付子発 0528第１号厚生労働省子ども家庭局長通知）

別紙支給要領に基づき、必要な事項を定める。 

（支給要件） 

第２条 伊賀市（以下「市」という。）は、前条の目的を達成するため、この要綱の定め

るところにより、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひと

り親世帯以外の低所得の子育て世帯分）（以下「本給付金」という。）を、次条第２

項に規定する対象児童（本給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同

じ。）を養育する者であって、次の各号のいずれにも該当するもの（以下「支給対象

者」という。）に対して支給する。なお、支給対象者のうち、第１号ア又はイに該当

し、かつ、第２号アに該当する者（第１号アに該当する者については、児童手当法

（昭和 46 年法律第 73号）第 17 条第１項に規定する公務員である者を除く。）を「児



 

 

童手当等受給・非課税者」といい、第１号ウ又はエに該当し、かつ、第２号アに該当

する者（第１号ウに該当する者については、同項に規定する公務員である者を除く。）

を「新規児童手当等受給・非課税者」といい、児童手当等受給・非課税者及び新規児

童手当等受給・非課税者以外の者を「その他の支給対象者」という。 

 ⑴ 次に掲げる養育要件のいずれかに該当する者 

  ア 令和３年４月分の児童手当（児童手当法による児童手当（同法附則第２条第１項

に規定する特例給付を含む。）をいう。以下同じ。）の受給者（以下「児童手当受

給者」という。） 

 イ 令和３年４月分の特別児童扶養手当（特別児童扶養手当等の支給に関する法律

（昭和 39 年法律第 134 号）による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。）の受給

者（以下「特別児童扶養手当受給者」という。） 

 ウ 令和３年５月から令和４年３月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格

の認定（他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に

変更が生じないものを除く。）又は児童手当法第９条第１項の規定による児童手当

の額の改定の認定を受けた者（以下「新規児童手当受給者」という。） 

エ 令和３年５月から令和４年３月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受

給資格の認定（他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する

状況に変更が生じないものを除く。）又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律

第16条において準用する児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）第８条第１項

の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者（以下「新規特別児童

扶養手当受給者」という。） 

  オ アからエまでのいずれかに該当する者以外の者のうち、令和３年３月 31 日にお

いて、平成15年４月２日から平成18年４月１日までの間に出生した児童を養育す

るものであって、日本国内に住所を有するもの又は令和３年４月１日以後に、当該

児童を養育し、日本国内に住所を有することになったもの 

⑵ 次に掲げる所得要件のいずれかに該当する者 

ア 地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による令和３年度分の市町村民税均

等割（同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。）が課されていない者又は

市町村（特別区を含む。以下同じ。）の条例で定めるところにより当該市町村民税

均等割を免除された者 



 

 

イ アに該当する者以外の者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和

３年１月以後の家計が急変し、令和３年度分の市町村民税均等割が非課税である者

と同様の事情にあると認められるもの（当該者の１年間の収入見込額（令和３年１

月から令和４年２月までの任意の１か月の収入に 12 を乗じて得た額をいう。）又

は１年間の所得見込額（当該収入見込額から１年間の経費等の見込額を控除して得

た額をいう。）が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者

をいう。） 

２ 前項の規定にかかわらず、本給付金が支給されるまでの間に、次の表の左欄に掲げる

者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合について、本給付金は、当該支給対象者

が養育する児童その他当該児童に係る本給付金の支給を受ける者として適当と認めら

れる者に対して支給する。 

児童手当等受給・非課税者 令和３年４月１日以後に死亡した場合 

新規児童手当等受給・非課税

者 

支給要件に該当することが確認された日の翌日以

後に死亡した場合 

その他の支給対象者 申請後これに対する支給が行われるまでの間に死

亡した場合 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、本給付金を支給

しない。 

⑴ 児童手当法第４条第１項第４号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者 

⑵ 同号に規定する障害児入所施設等の設置者 

⑶ 法人 

（本給付金の支給額等） 

第３条 本給付金の支給額は、支給対象者が養育する児童のうち次項に規定する対象児童

１人につき、５万円とする。 

２ 本給付金の対象児童は、平成 15 年４月２日（特別児童扶養手当等の支給に関する法

律施行令（昭和 50 年政令第 207 号）別表第３で定める程度の障害の状態にあり、認定

を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成 13

年４月２日）から令和４年２月 28 日までの間に出生した児童（日本国内に住所を有す

るもの又は児童手当法施行規則（昭和 46年厚生省令第 33号）第１条で定める理由によ

り日本国内に住所を有しないものに限る。）とする。 



 

 

３ 前項の規定にかかわらず、既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）（以下「ひとり親世帯給付金」と

いう。）又は本給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童としない。 

４ 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、児童手

当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれる

ものとする。 

５ 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、新

規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童

から除かれるものとする。 

（市が支給を実施する支給対象者の範囲） 

第４条 市は、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合、当該

者への本給付金の支給を実施する。 

児童手当等受給・非課税者 市が令和３年４月分の児童手当の受給資格を認定

している場合又は市が令和３年４月分の特別児童

扶養手当に係る事務を行う場合 

新規児童手当等受給・非課税

者 

市が令和３年５月から令和４年３月までのいずれ

かの月の分の児童手当の受給資格若しくは額の改

定を認定した場合又は市が令和３年５月から令和

４年３月までのいずれかの月の分の特別児童扶養

手当の受給資格若しくは額の改定の認定の請求を

受理した場合 

その他の支給対象者 申請時点で市に居住する場合 

（申請不要の支給の方式）  

第５条 市長は、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者に対し、

本給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認した上で、本給付金の支給を決定

する。 

２ 前項の場合において、支給対象者は、支給を希望しないときは、低所得の子育て世帯

に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）受給拒否の届出書

（様式第１号）により届出を行うものとする。 

３ 市長は、第１項の支給の決定をした後、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速



 

 

やかに支給対象者に対し、本給付金を支給する。ただし、第４号に掲げる方式は、支

給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に

居住していることその他第１号、第２号又は第３号に掲げる方式による支給が困難な

場合に限り行う。 

⑴ 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込む方式 

⑵ 特別児童扶養手当支給口座振込方式 特別児童扶養手当振込時における指定口座

に振り込む方式 

⑶ 指定口座振込方式 前項の支給決定までに、支給対象者が市に低所得の子育て世

帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）支給口座登録等

の届出書（様式第２号）を提出し、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式 

⑷ 窓口交付方式 支給対象者が市に低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支

援特別給付金（ひとり親世帯以外分）支給口座登録等の届出書を提出し、市が当該

窓口で現金を交付することにより支給する方式 

（申請による支給の方式） 

第６条 申請により本給付金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）

申請書兼請求書（様式第３号。以下「本給付金申請書」という。）により申請を行う。 

２ 申請者による申請及びこれに基づく市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれ

かにより行う。ただし、第２号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設して

いないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第１号に掲げ

る方式による支給が困難な場合に限り行う。 

⑴ 口座振込方式 申請者が本給付金申請書を郵送により、又は市の窓口において市

に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式 

⑵ 窓口交付方式 申請者が本給付金申請書を郵送により、又は市の窓口において市

に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式 

３ 市長は、第１項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍謄本並びに簡易な収入見

込額の申立書（様式第４号の１）又は簡易な所得見込額の申立書（様式第４号の２）

及び給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させること等により、

当該申請者が第２条の要件を満たす者であるかについて確認を行う。 

４ 市長は、第１項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提



 

 

示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。 

（申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限） 

第７条 申請による本給付金の支給に係る市の申請受付開始日は、令和３年７月１日とす

る。 

２ 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和４年２月 28 日とする。ただし、令和４

年３月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者

等への支給に係る申請期限は、令和４年３月15日とする。 

（代理による申請） 

第８条 代理により第６条第１項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した

者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。 

（申請者に対する支給の決定） 

第９条 市長は、第６条第１項の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を確認

の上、支給を決定し、当該申請者に対し、第６条第２項各号に掲げる方式により本給

付金を支給する。 

（本給付金の支給等に関する周知） 

第 10 条 市長は、本給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の

要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法によ

る住民への周知を行う。 

（申請が行われなかった場合等の取扱い） 

第 11 条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、本給付金の支給対象者

から第７条第２項の申請期限までに第６条第１項の申請が行われなかった場合は、本

給付金の支給対象者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。 

２ 市長が第５条第１項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当又は特

別児童扶養手当の振込時における指定口座（支給決定までに指定口座の変更を届け出

ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。）に本給付金の支給として

振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座の解約又は変

更等の事由により令和４年３月 31 日までに完了できない場合は、本件契約は解除され

る。 

３ 市長が第９条の規定により支給決定を行った後、本給付金申請書の不備による振込不

能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給



 

 

対象者の責に帰すべき事由により令和４年３月 31 日までに支給が完了できない場合は、

当該申請は取り下げられたものとみなす。 

（不当利得の返還） 

第 12 条 市長は、本給付金の支給を受けた者が支給対象者の要件に該当しないことが判

明したときは、当該者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。 

（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第13条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。 

（その他） 

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和３年６月30日から施行する。 

 



伊賀市告示第189号 

 

伊賀市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）支

給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６月30日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）

支給事業実施要綱の一部を改正する告示 

 伊賀市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）支

給事業実施要綱（令和３年伊賀市告示第111号）の一部を次のように改正する。 

第２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 前項の規定にかかわらず、公的年金給付等受給者又は家計急変者に該当する者であって

も、令和３年５月28日付け子発0528第１号厚生労働省子ども家庭局長通知「低所得の子

育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世

帯分）の支給について」の別紙「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給

付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）支給要領」に基づき支給される給付金

（以下「その他の子育て世帯給付金」という。）の支給を既に受けている者又はその他の

子育て世帯給付金の支給の実施主体が支給を決定した者については、給付金を支給しない。 

様式第３号を次のように改める。 

【様式第３号】 

   附 則 

 この告示は、令和３年６月30日から施行する。 


