
伊賀市告示第60号 

 

伊賀市高齢運転者後付け安全運転支援装置設置促進事業費補助金交付要綱を次のように

定める。 

  令和３年４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市高齢運転者後付け安全運転支援装置設置促進事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、安全運転支援装置の普及を促進し、高齢者の交通事故の防止及び交通

事故時の被害軽減に資するため、安全運転支援装置を購入し、及び設置する高齢者に対し

予算の範囲内において伊賀市高齢運転者後付け安全運転支援装置設置促進事業費補助金

（以下「補助金」という。）を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 自動車 道路運送車両法（昭和 26年法律第 185号）第２条第２項に規定する自動車

をいう。 

⑵ 安全運転支援装置 国の急発進等抑制装置の先行個別認定要領に基づく先行個別認

定を受けた後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置その他国の認定を受けた後付

けのペダル踏み間違い急発進抑制装置をいう。 

（補助対象経費） 

第３条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、自動車（自動車検査

証上の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されているものであって、「使用者の

氏名又は名称」が補助金を申請する者の氏名であるものに限る。）に設置する安全運転支

援装置の購入及び当該装置の設置に要する費用（消費税及び地方消費税を含み、設置に際

し行った自動車の故障箇所の修理若しくは補修又は改良若しくは改造に係る費用を除く。）

とする。 

２ 補助対象経費に係る安全運転支援装置の販売及び設置をした事業者が当該安全運転支

援装置について国の安全運転サポート車普及促進事業費補助金の交付を受ける場合は、当



該補助金の額を補助対象経費から除くものとする。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者（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 市内に住所を有する70歳以上の者（補助金の申請をする日の属する年度内に70歳に

達する者を含む。） 

⑵ 自動車を運転するための有効な自動車運転免許証（以下「運転免許証」という。）を

保有している者 

⑶ 市税の未納がない者 

⑷ 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

団員ではなく、かつ、同条第１号に規定する暴力団と関係を有していない者 

⑸ 補助対象経費について他の補助金等（国の安全運転サポート者普及促進事業費補助金

を除く。）の交付を受けていない者 

（交付額等） 

第５条 補助金の交付額は、安全運転支援装置の種類ごとに別表に定めるとおりとする。こ

の場合において、当該交付額に千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 補助金の交付は、補助対象者１人につき１回限りとする。 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、安全運

転支援装置を設置した日の属する年度の３月 31日までに、伊賀市高齢運転者後付け安全

運転支援装置設置促進事業費補助金交付申請書兼請求書（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 安全運転支援装置を設置した自動車の自動車検査証の写し 

⑵ 申請者の運転免許証の写し 

⑶ 補助対象経費に係る領収書の写し 

⑷ 事業者が発行する安全運転支援装置の購入及び設置に係る証明書 

⑸ 振込口座の通帳の写し 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（申請の条件） 



第７条 申請者は、前条の申請に当たり、次に掲げる事項を誓約し、及び遵守するものとす

る。 

⑴ 転売を目的として安全運転支援装置を設置しないこと。 

⑵ 安全運転支援装置を設置した自動車を個人の用途に供すること。 

⑶ 安全運転支援装置の設置後１年以上その装置を使用すること。ただし、次のいずれか

に該当するときは、この限りでない。 

ア 天災等による破損等、自己の責めに帰すべき事由以外の事由で安全運転支援装置を

処分するとき。 

イ 病気等の事由により自動車の運転が困難になったとき。 

ウ 運転免許証を返納したとき。 

エ その他市長が認めたとき。 

（交付の決定等） 

第８条 市長は、第６条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交

付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するとともに、交付額の確定

を行い、伊賀市高齢運転者後付け安全運転支援装置設置促進事業費補助金交付決定通知書

兼確定通知書（様式第２号）により当該申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の審査の結果、補助金を交付しないこととしたときは、その理由を当該申

請者に書面により通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により補助金の交付の決定及び交付額の確定をしたときは、同項

の通知をした後に当該申請者に対し補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第９条 市長は、申請者の申請内容に不正等があったとき、又は第７条の規定に違反したと

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ものとする。 

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、期限を定めてその

交付済みの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、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５条関係） 

安全運転支援装置の種類 交付額 

障害物検知機能付きペダル踏

み間違い急発進抑制装置等 

補助対象経費の額の２分の１とし、２万円を上限とす

る。 

ペダル踏み間違い急発進抑制

装置 

補助対象経費の額の２分の１とし、１万円を上限とす

る。 

 



伊賀市告示第61号 

 

伊賀市消防団支援団員に関する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４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市消防団支援団員に関する要綱の一部を改正する告示 

伊賀市消防団支援団員に関する要綱（平成20年伊賀市消防本部告示第168号）の一部を次

のように改正する。 

様式第１号中「㊞」及び「※捺印」を削る。 

様式第２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62号 

 

伊賀市消防施設関係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４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市消防施設関係補助金交付要綱の一部を改正する告示 

伊賀市消防施設関係補助金交付要綱（平成17年伊賀市告示第208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４号及び様式第６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63号 

 

伊賀市広告掲載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４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市広告掲載要綱の一部を改正する告示 

伊賀市広告掲載要綱（平成19年伊賀市告示第34号）の一部を次のように改正する。 

第16条中「広聴情報課」を「広聴広報課」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。 



伊賀市告示第64号 

 

伊賀市建築計画概要書等閲覧規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和３年４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市建築計画概要書等閲覧規程の一部を改正する告示 

伊賀市建築計画概要書等閲覧規程（平成16年伊賀市告示第96号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条中「都市計画課」を「建築課」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。 



伊賀市告示第65号 

 

 伊賀市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第１号事業に要する費用の額の算定

に関する基準を次のように定める。 

  令和３年４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

 

伊賀市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第１号事業に要する費用の額の

算定に関する基準 

（趣旨） 

第１ この告示は、伊賀市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（平成 28 年伊賀市告

示第 224 号）第９条第２号、第４号及び第５号に規定する市長が定める単位数について、

必要な事項を定めるものとする。なお、当該費用の算定に当たっては、以下に掲げるほか

は、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定め

る基準（令和３年厚生労働省告示第72号）及び介護保険法施行規則第140 条の63 の２

第１項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項につ

いて（令和３年老認発第031903号厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知）

に準ずるものとする。 

（単位数及び算定要件） 

第２ 各サービス費は、それぞれ以下に掲げる費用を算定するものとする。 

１ 訪問型サービス（緩和した基準によるサービス）費 

ア 訪問型独自サービスⅠ 1,175単位 

（事業対象者・要支援１・２ 30分以上60分未満・１月につき・週１回程度の訪問・

１月の中で全部で５回の計画（５回利用）時のみ） 

イ 訪問型独自サービスⅡ 2,349単位 

（事業対象者・要支援１・２ 30分以上60分未満・１月につき・週２回程度の訪問・

１月の中で全部で９回の計画（９回利用）時のみ） 

ウ 訪問型独自サービスⅣ 235単位 



（事業対象者・要支援１・２ 30分以上60分未満・１回につき・週１回程度の訪問・

１月の中で全部で５回までの計画（１～４回利用）時） 

エ 訪問型独自サービスⅤ 261単位 

（事業対象者・要支援１・２ 30分以上60分未満・１回につき・週２回程度の訪問・

１月の中で全部で５回から９回までの計画（１～８回利用）時） 

オ 訪問型独自サービスⅥ 266単位 

（事業対象者・要支援２ 30分以上60分未満・１回につき・週２回を超える程度の訪

問・１月の中で全部で９回から12回までの計画（１～12回利用）時） 

カ 訪問型独自短時間サービス 145単位 

（事業対象者・要支援１・２ 20分未満・１回につき・週１回程度の訪問・１月の中で

全部で５回までの計画（１～５回利用）時） 

キ 初回加算 200単位（１月につき） 

ク 介護職員処遇改善加算 

⑴ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）＋所定単位×137／1000 

⑵ 介護職員処遇改善加算（Ⅱ）＋所定単位×100／1000 

⑶ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ）＋所定単位×55／1000 

⑷ 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）＋⑶の90／100 

⑸ 介護職員処遇改善加算（Ⅴ）＋⑶の80／100 

ケ 介護職員等特定処遇改善加算 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）＋所定単位×63／1000 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）＋所定単位×42／1000 

注１ アからカまでについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利

用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90／100を乗じる。 

注２ アからカまでについて、特別地域加算を算定する場合は、所定単位数に15／100

を乗じた単位を足す。 

注３ アからカまでについて、中山間地域等における小規模事業所加算を算定する場合

は、所定単位数に10／100を乗じた単位を足す。 

注４ アからカまでについて、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算を算定す

る場合は、所定単位数に５／100を乗じた単位を足す。 

注５ クについて、所定単位はアからキまでにより算定した単位数の合計。 



注６ 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住す

る者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算

は、支給限度額管理の対象外の算定項目とする。 

２ 通所型サービス（緩和した基準によるサービス）費 

ア 通所型独自サービス費（５時間以上８時間未満） 

⑴ 通所型独自サービス１ 1,640単位 

（事業対象者・要支援１ ５時間以上８時間未満・１月につき・週１回程度の通所・

１月の中で全部で５回の計画（５回利用）時のみ） 

⑵ 通所型独自サービス２ 3,051単位 

（事業対象者・要支援２ ５時間以上８時間未満・１月につき・週２回程度の通所・

１月の中で全部で９回の計画（９回利用）時のみ） 

⑶ 通所型独自サービス１回数 328単位 

（事業対象者・要支援１ ５時間以上８時間未満・１月につき・週１回程度の通所・

１月の中で全部で４回までの計画（１～４回利用）時） 

⑷ 通所型独自サービス２回数 339単位 

（事業対象者・要支援２ ５時間以上８時間未満・１月につき・週２回程度の通所・

１月の中で全部で８回までの計画（１～８回利用）時） 

イ 通所型独自サービス費（３時間以上５時間未満） 

⑴ 通所型独自サービス21 1,230単位 

（事業対象者・要支援１ ３時間以上５時間未満・１月につき・週１回程度の通所・

１月の中で全部で５回の計画（５回利用）時のみ） 

⑵ 通所型独自サービス22 2,286単位 

（事業対象者・要支援２ ３時間以上５時間未満・１月につき・週２回程度の通所・

１月の中で全部で９回の計画（９回利用）時のみ） 

⑶ 通所型独自サービス21回数 246単位 

（事業対象者・要支援１ ３時間以上５時間未満・１月につき・週１回程度の通所・

１月の中で全部で４回までの計画（１～４回利用）時） 

⑷ 通所型独自サービス22回数 254単位 

（事業対象者・要支援２ ３時間以上５時間未満・１月につき・週２回程度の通所・

１月の中で全部で８回までの計画（１～８回利用）時） 



ウ サービス提供体制強化加算 

⑴ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

① 事業対象者・要支援１  88単位（１月につき） 

② 事業対象者・要支援２ 176単位（１月につき） 

⑵ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

① 事業対象者・要支援１  72単位（１月につき） 

② 事業対象者・要支援２ 144単位（１月につき） 

⑶ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

① 事業対象者・要支援１ 24単位（１月につき） 

② 事業対象者・要支援２ 48単位（１月につき） 

エ 介護職員処遇改善加算 

⑴ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）＋所定単位×59／1000 

⑵ 介護職員処遇改善加算（Ⅱ）＋所定単位×43／1000 

⑶ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ）＋所定単位×23／1000 

⑷ 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）＋⑶の90／100 

⑸ 介護職員処遇改善加算（Ⅴ）＋⑶の80／100 

オ 介護職員等特定処遇改善加算 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）＋所定単位×12／1000 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）＋所定単位×10／1000 

注１ ア及びイについて、利用者の数が利用定員（通所介護又は通所型サービス（現行

相当）の事業を一体的に運営する場合は当該事業所全体の利用定員）を超える場合は、

所定単位数に70／100を乗じる。 

注２ ア及びイについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数

に70／100を乗じる。 

注３ ア及びイについて、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する

場合は、所定単位数に５／100を乗じた単位を足す。 

注４ ア及びイについて、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者

に通所型サービスを行う場合は、それぞれ以下のとおり減算する。 

ア⑴及び⑶並びにイ⑴及び⑶ 368単位 

ア⑵及び⑷並びにイ⑵及び⑷ 668単位 



注５ エについて、所定単位はアからウまでによる算定した単位数の合計とする。 

注６ 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体制強化加算、

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外

の算定項目とする。 

３ 介護予防ケアマネジメント費 

ア 介護予防ケアマネジメントＡ 438単位（１月につき） 

イ 初回加算 300単位（１月につき） 

ウ 委託連携加算 300単位 

注１ 介護予防ケアマネジメントＡ費の算定は、事業対象者を対象とする。 

注２ 住所地特例による財政調整においては、住所地特例対象者の数に１件あたり438

単位を乗じた金額の支払い及び請求により行うものとする。 

注３ ウについて、介護予防ケアマネジメント事業所が利用者に提供する介護予防ケア

マネジメントを指定居宅介護支援事業所（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営

に関する基準（平成11年厚生省令第38号）第２条第１項に規定する指定居宅介護支

援事業所をいう。以下同じ。）に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指

定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所におけるケアプランの

作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者１人につ

き１回を限度として所定単位数を加算する。 

（その他） 

第３ この告示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 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 伊賀市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第１号事業に要する費用の額の算

定に関する基準（令和元年伊賀市告示第 70号）は、令和３年３月 31日限り、廃止する。 



 

 

伊賀市告示第66号 

 

伊賀市農業委員会の委員の選任等に関する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４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市農業委員会の委員の選任等に関する要綱の一部を改正する告示 

伊賀市農業委員会の委員の選任等に関する要綱（平成 29年伊賀市告示第８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  

」                    

「 

 に、「氏名         ㊞」を「氏名 

                   」 

（自署）」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。 

年齢 才 性別 男・女 

生年月日  年 月 日 



伊賀市告示第67号 

 

ケーブルテレビ維持管理費等負担軽減制度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４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

ケーブルテレビ維持管理費等負担軽減制度実施要綱の一部を改正する告示 

ケーブルテレビ維持管理費等負担軽減制度実施要綱（平成 16年伊賀市告示第 113号）の

一部を次のように改正する。 

第２条を次のように改める。 

（対象者） 

第２条 ケーブルテレビ維持管理費等負担軽減制度（以下「軽減制度」という。）の適用の

対象となる者（以下「対象者」という。）は、ケーブルテレビ放送事業者との視聴契約が

行政情報番組のみ又は行政放送サービスのみの者（以下「加入者」という。）であって、

次の各号に掲げる世帯のいずれかに属するものとする。 

⑴ 加入者又は加入者と同一の世帯に属する者のうちのいずれかが身体障害者手帳（その

障がいの程度が１級又は２級であるものに限る。）を有しており、かつ、加入者及び加

入者と同一の世帯に属する者全員（以下「世帯構成員」という。）が住民税が非課税で

ある世帯 

⑵ 加入者又は加入者と同一の世帯に属する者のうちのいずれかが療育手帳（その障がい

の程度がＡに該当するものに限る。）を有しており、かつ、世帯構成員が住民税が非課

税である世帯 

⑶ 加入者又は加入者と同一の世帯に属する者のうちのいずれかが精神障害者保健福祉

手帳（その障がいの程度が１級に該当するものに限る。）を有しており、かつ、世帯構

成員が住民税が非課税である世帯 

⑷ 加入者と同一の世帯に属する者のうちのいずれかが伊賀市福祉医療費の助成に関す

る条例（平成 16年伊賀市条例第 128号）第２条第４項に規定する一人親家庭等の児童

に該当し、かつ、世帯構成員が住民税が非課税である世帯 



⑸ 世帯構成員が生活保護を受給している世帯 

⑹ その他市長が軽減制度の適用を必要と認めた世帯 

第３条第１項中「前条の規定による」を削り、「ケーブルテレビ加入者又は加入世帯の代

表者」を「対象者（以下「申請者」という。）」に、「、同意書（様式第２号）、承諾書（様式

第３号）」を「に承諾書（様式第２号）」に、「市長に提出」を「添付し、市長に申請」に改

め、同条第２項中「に定める申請書」を「の申請」に改める。 

第５条第２項中「ケーブルテレビ加入世帯の代表者」を「申請者」に改める。 

第６条中「様式第４号」を「様式第３号」に改める。 

第７条第１号中「第２条各号に掲げる軽減制度適用事由」を「対象者」に改める。 

様式第１号から様式第３号までを次のように改める。 

【様式第１号】 

【様式第２号】 

【様式第３号】 

様式第４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68号 

 

伊賀市介護保険料減免取扱要項の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和３年４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市介護保険料減免取扱要項の一部を改正する告示 

伊賀市介護保険料減免取扱要項（平成21年伊賀市告示第152号）の一部を次のように改

正する。 

第６条中「令和３年３月31日」を「令和４年３月31日」に改める。 

別表第２減免割合の欄中「200万円以下」を「210万円以下」に、「200万円超」を「210

万円超」に改め、同表期間の欄中「令和２年２月１日から令和３年３月31日」を「令和３

年４月１日から令和４年３月31日」に改める。 

様式第１号から様式第３号までを削る。 

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69号 

 

伊賀市障がい者地域活動支援センター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４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市障がい者地域活動支援センター事業実施要綱の一部を改正する告示 

伊賀市障がい者地域活動支援センター事業実施要綱（平成21年伊賀市告示第66号）の一

部を次のように改正する。 

第８条第１項を次のように改める。 

  事業を利用する者（当該者が障がい児の場合は、その保護者）（以下「利用者等」とい

う。）が負担する費用の額は、次条に規定する単価により算定した額の100分の10に相当

する額とする。 

 第８条第２項中「障害者の」を「前項に規定する利用者等が負担する費用の額は、障害者

の」に改め、同条第３項を削り、同条第４項中「利用者負担金」を「利用者等が負担する費

用」に改め、同項を同条第３項とする。 

 第９条中「利用単価」を「利用者等が負担する費用の単価」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。 

 



伊賀市告示第70号 

 

伊賀市障がい者日中一時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４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市障がい者日中一時支援事業実施要綱の一部を改正する告示 

伊賀市障がい者日中一時支援事業実施要綱（平成21年伊賀市告示第64号）の一部を次の

ように改正する。 

第７条第１項を次のように改める。 

  事業を利用する者（当該者が障がい児の場合は、その保護者）（以下「利用者等」とい

う。）が負担する費用の額は、次条に規定する単価により算定した額の100分の10に相当

する額とする。 

 第７条第２項中「障害者の」を「前項に規定する利用者等が負担する費用の額は、障害者

の」に、「設ける」を「適用する」に、「並びに法第 77条第１項第８号に規定する移動支援

事業」を「、法第 77条第１項第８号に規定する移動支援事業並びに同項第９号に規定する

地域活動支援センター事業」に改め、同条第３項を削り、同条第４項中「利用者負担金」を

「利用者等が負担する費用」に改め、同項を同条第３項とする。 

 第９条中「利用単価」を「利用者等が負担する費用の単価」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。 

 



伊賀市告示第71号 

 

伊賀市ガイドヘルプ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４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市ガイドヘルプ事業実施要綱の一部を改正する告示 

伊賀市ガイドヘルプ事業実施要綱（平成 18年伊賀市告示第 184号）の一部を次のように

改正する。 

題名中「ガイドヘルプ」の次に「（移動支援）」を加える。 

第１条中「ガイドヘルプ」の次に「（移動支援）」を加える。 

第７条第１項を次のように改める。 

  事業を利用する者（当該者が障がい児の場合は、その保護者）（以下「利用者等」とい

う。）が負担する費用の額は、次条に規定する単価により算定した額の100分の10に相当

する額とする。 

 第７条第２項中「利用者負担額の上限月額を設ける」を「前項に規定する利用者等が負担

する費用の額は、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令（平

成18年政令第10号）第 17条に規定する負担上限月額を適用する」に、「及び同条第３項」

を「並びに同条第３項」に改め、同条第３項を削り、同条第４項中「利用者負担金」を「利

用者等が負担する費用」に改め、同項を同条第３項とする。 

 第８条中「利用単価」を「利用者等が負担する費用の単価」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。 

 



伊賀市告示第72号 

 

阿山ふるさとの森公園条例（平成16年伊賀市条例第217号）第７条に規定する使用料及

び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）第８条に規定するキャ

ンプ用具等の貸出料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４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

記 

 

１ 委託した相手方 

名称  株式会社アーキテクト 

     代表取締役 宮本 博昭 

 所在地 伊賀市槙山3181番地 

 

２ 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73号 

 

伊賀鉄道通学定期券購入費助成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４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀鉄道通学定期券購入費助成金交付要綱の一部を改正する告示 

 伊賀鉄道通学定期券購入費助成金交付要綱（令和２年伊賀市告示第241号）の一部を次の

ように改正する。 

第１条を次のように改める。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、伊賀市鉄道施設条例（平成 26年伊賀市条例第６号）に基づき設置す

る伊賀線の利用促進と伊賀鉄道株式会社（以下「伊賀鉄道」という。）が発行する通学定

期乗車券（以下「定期券」という。）を購入して通学する学生の保護者等の経済的負担を

軽減することを目的として、予算の範囲内で交付する伊賀鉄道通学定期券購入費助成金

（以下「助成金」という。）の交付について、必要な事項を定めるものとする。 

第３条第１項中「令和２年10月１日から令和３年３月31日までの期間（以下「助成対象

期間」という。）」を「助成金の交付を受けようとする年度（以下「事業年度」という。）」に

改め、同項ただし書き中「市の」を「定期券の購入に当たり市の」に、「場合を除く」を「場

合の当該定期券は、助成金の対象としない」に改める。 

第４条第１項ただし書中「助成対象期間外に属する」を「事業年度に属さない」に改め、

同項の式中「助成対象期間」を「事業年度」に改め、同条第２項中「助成対象期間外に属す

る」を「事業年度に属さない」に改める。 

 第５条中「令和２年10月1日から令和３年３月５日」を「事業年度の５月10日から３月

５日」に、「令和３年３月５日」を「事業年度の３月５日」に、「令和３年３月31日」を「事

業年度の３月31日」に改め、同条第２号を次のように改める。 

⑵ 第７条第１項の金融機関口座の口座番号等が確認できるもの 

第７条第１項中「金融機関口座」の次に「（申請者名義のものに限る。）」を加える。 

附則第２項を削り、附則第１項の見出し及び項番号を削る。 



様式第１号を次のように改める。 

【様式第１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74号 

 

伊賀市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第１号事業者の指定等に関する要

綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和３年４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第１号事業者の指定等に関

する要綱の一部を改正する告示 

伊賀市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第１号事業者の指定等に関する要

綱（平成28年伊賀市告示第225号）の一部を次のように改正する。 

第７条中「指定第１事業者辞退届出書」を「指定第１号事業者辞退届出書」に改める。 

様式第１号、様式第４号及び様式第５号中「印」を削る。 

様式第６号中「指定第１事業者辞退届出書」を「指定第１号事業者辞退届出書」に改め、

「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75号 

 

伊賀市介護予防・日常生活支援総合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４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の一部を改正する告示 

伊賀市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（平成28年伊賀市告示第224号）の一

部を次のように改正する。 

第５条第２号中「者（以下「事業対象者」という。）。」を「もの（以下「事業対象

者」という。）」に改め、同条に次の１号を加える。 

⑶ 居宅要介護被保険者であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、

地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス（以下この

号において「要介護認定によるサービス」という。）を受ける日以前に前２号のい

ずれかに該当し、第１号事業（省令第140条の62の３第１項第２号の規定により市が

補助するものに限る。以下この号において同じ。）のサービスを受けていたものの

うち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に第１号事業のサービス

を受けるもの（市が必要と認める者に限る。） 

第９条第１号中「通知別添１の」を「介護保険法施行規則第140条の63の２第１項第１

号に規定する厚生労働大臣が定める基準（令和３年厚生労働省告示第72号）に定める別表

単位数表（以下「単位数表」という。）」に改め、同条第３号及び第５号中「通知別添１

の」を「単位数表」に改める。 

第11条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 法第59条の２第２項に規定する前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上の

所得を有する者にあっては、第１項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。 

別記様式中「㊞」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76号 

 

伊賀市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規程の一部を改正する告示を次の

ように定める。 

  令和３年４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規程の一部を改正する告示 

伊賀市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規程（平成16年伊賀市告示第53号）

の一部を次のように改正する。 

 様式第９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77号 

 

伊賀市審議会等の会議の公開に関する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４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市審議会等の会議の公開に関する要綱の一部を改正する告示 

伊賀市審議会等の会議の公開に関する要綱（平成22年伊賀市告示第36号）の一部を次

のように改正する。 

「広聴情報課長」を「広聴広報課長」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。 



 

伊賀市告示第78号 

 

伊賀市パブリックコメント制度実施要綱の全部を改正する告示を次のように定める。 

 令和３年４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市パブリックコメント制度実施要綱 

伊賀市パブリックコメント制度実施要綱（平成 16年伊賀市告示第 123号）の全部を改正

する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市民等の意見等を市政に反映し、市民等と行政が協働して市政の推進

を図るために、パブリックコメント制度に関して必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 「パブリックコメント制度」とは、市の重要な政策等の策定に当たり、策定しよう

とする政策等についての趣旨、目的、内容、その他必要な事項を広く市民等に公表し、公

表した情報に対する市民等の有益な意見を政策等に反映させるための制度をいう。 

２ 「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業

委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。 

３ 「市民等」とは、次に掲げるものをいう。 

⑴ 市内に住所を有する個人 

⑵ 市内に通勤し、又は通学する個人  

⑶ 市内に事業所を有し、事業活動を行う個人又は法人その他の団体 

⑷ 本市に対して納税義務を有する個人又は法人 

⑸ パブリックコメント制度の対象となる政策等の策定について、利害関係を有する個人

又は法人その他の団体 

（対象） 

第３条 パブリックコメント制度の対象となる政策等の策定は、次に掲げるものとする。 

⑴ 総合計画その他市の施策に関する基本的な事項を定める計画の策定及び改定 

⑵ 市政の基本的な方針又は制度を定める条例の制定及び改廃 



 

⑶ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭の賦課徴収に関する条項を除

く。)の制定及び改廃 

⑷ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を及ぼすことが予想される条例の制定

及び改廃 

⑸ その他実施機関が特に必要と認めるもの 

２ 前項の規定にかかわらず、政策等の策定（前項第１号に該当するものを除く。）が次の

いずれかに該当するときは、この制度の適用外とする。 

⑴ 緊急を要するもの又は軽微な変更と認められるもの 

⑵ 実施機関に裁量の余地がないもの 

⑶ 政策等の策定に当たり、市民等から意見聴取することが法令等で定められているもの 

⑷ 附属機関又はこれに準ずる機関（以下「附属機関等」という。）において、パブリッ

クコメント制度に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき政策等を決定するも

の 

（案の公表） 

第４条 実施機関は、政策等の策定に当たっては、適切な時期に政策等の案（以下「案」と

いう。）を公表しなければならない。 

２ 実施機関は、案の公表に際し次の事項を公表しなければならない。 

⑴ 案を策定した目的 

⑵ 案を附属機関等の審議に付した場合にあっては、答申の概要 

⑶ 市民等が案を理解するために必要とする資料 

（公表の方法等） 

第５条 前条に規定する公表は、市ホームページへの掲載その他実施機関が適当と認める方

法により行う。 

２ 前項に定めるもののほか、必要に応じて次に掲げる方法を積極的に活用し、公表の周知

に努めるものとする。 

⑴ 市の広報紙への掲載 

⑵ 行政情報番組による放送 

３ 前項の規定による周知を行う際には、案の入手方法及び意見の提出先、提出方法並びに

提出期間その他必要な事項を併せて明示するものとする。 

４ 前条第１項に規定する案の公表の時期は、最終的な意思決定の前とし、公表の期間は、



 

次条第２項の規定により設ける意見の提出期間とする。 

（意見の提出） 

第６条 市民等の意見の提出は、次に掲げる方法とする。 

⑴ 実施機関が指定する場所への書面の提出 

⑵ 郵便 

⑶ ファクシミリ 

⑷ 電子メール 

⑸ その他実施機関が適当と認める方法 

２ 実施機関は、前項の意見の提出に当たっては、案の公表の日からおおむね30日以上の期

間を設けるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、意見の提出

期間を30日未満とすることができる。 

３ 市民等は、第１項の意見を提出するときは、原則として住所、氏名（法人その他の団体

にあっては、所在地、名称及び代表者名）及び電話番号を記載するものとする。 

（意見への対応） 

第７条 実施機関は、市民等から提出された意見の概要及びそれに対する実施機関の考え方

を公表するものとする。 

２ 提出された意見を検討した結果、案を修正した場合には、修正した内容を公表するもの

とする。 

３ 前２項に規定する公表は、政策決定のときまでに、第５条第１項の方法により行うもの

とする。 

４ 実施機関は、提出された意見に特定の個人又は法人その他の団体の権利利益を害するお

それがある情報その他公表することが不適当と判断する事項が含まれているときは、その

全部又は一部を公表しないことができる。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント制度の実施に関し必要な事項は、

別に定める。 

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 この告示の施行の際現に改正前の伊賀市パブリックコメント制度実施要綱の規定によ

り実施しているパブリックコメントについては、なお従前の例による。 



伊賀市告示第79号 

 

伊賀市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

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４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める要綱の一部を改正する告示 

伊賀市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る要綱（平成28年伊賀市告示第235号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第53条―第56条 

）」を 
「 第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第53条―第 

第４章 雑則（第57条） 

56条） 
に改める。 

   」 

第３条に次の１項を加える。 

３ 指定事業者は、サービスを提供するに当たっては、法第118条の２第１項に規定する

介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければ

ならない。 

第23条第３項中第８号を第９号とし、第３号から第７号までを１号ずつ繰り下げ、第２

号の次に次の１号を加える。 

⑶ 地域包括支援センター等に対し、訪問型サービスの提供に当たり把握した利用者の

服薬状況、口腔
くう

機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報

の提供を行うこと。 

第24条中第10号を第11号とし、第９号の次に次の１号を加える。 

⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第25条に次の１項を加える。 

４ 指定訪問型緩和サービス事業者は、適切な指定訪問型緩和サービスの提供を確保する



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

て業務上必要かつ相当な範囲を越えたものにより従業者の就業環境が害されることを防

止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

第25条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第25条の２ 指定訪問型緩和サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、

利用者に対する指定訪問型緩和サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常

時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策

定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない 

２ 指定訪問型緩和サービス事業者は、その従業者に対し、業務継続計画について周知す

るとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定訪問型緩和サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応

じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

第26条に次の１項を加える。 

３ 指定訪問型緩和サービス事業者は、当該指定訪問型緩和サービス事業所において感染

症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 当該指定訪問型緩和サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のため

の対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話

装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１

回以上開催するとともに、その結果について、当該指定訪問型緩和サービス事業所の

従業者に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定訪問型緩和サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のため

の指針を整備すること。 

⑶ 当該指定訪問型緩和サービス事業所において、その従業者に対し、感染症の予防及

びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

第27条に次の１項を加える。 

２ 指定訪問型緩和サービス事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定訪

問型緩和サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させる

ことを可能とすることにより、同項の規定による当該指定訪問型緩和サービス事業所の

掲示に代えることができる。 



第29条の次に次の１条を加える。 

（不当な働きかけの禁止） 

第29条の２ 訪問型サービス事業者は、介護予防サービス・支援計画書及びケアプラン

の作成又は変更に際し、地域包括支援センターの保健師、社会福祉士、主任介護支援

専門員等又は居宅要支援被保険者等（法第115条の45第１項第１号に規定する居宅要支

援被保険者等をいう。）に対して、利用者に必要のないサービスを当該ケアプラン等

に位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。 

第32条に次の１項を加える。 

２ 指定訪問型緩和サービス事業者は、当該指定訪問型緩和サービス事業所の所在する建

物と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供をする場合には、当該建物に居

住する利用者以外の者に対してもサービス提供を行うよう努めなければならない。 

第33条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第33条の２ 指定訪問型緩和サービス事業者は、虐待の防止のための措置に関する事項に

ついての運営規程を定めるとともに、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

⑴ 当該指定訪問型緩和サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委

員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催

するとともに、その結果について、当該指定訪問型緩和サービス事業所の従業者に周

知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定訪問型緩和サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備するこ

と。 

⑶ 当該指定訪問型緩和サービス事業所において、その従業者に対し、虐待の防止のた

めの研修を定期的に実施すること。 

⑷ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

第46条中第14号を第15号とし、第13号の次に次の１号を加える。 

⒁ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第47条第３項に後段として次のように加える。 

その際、当該指定通所型緩和サービス事業者は、全ての通所型緩和サービス従業者

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



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

る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

第47条に次の１項を加える。 

４ 指定通所型緩和サービス事業者は、適切な指定通所型緩和サービスの提供を確保する

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

て業務上必要かつ相当な範囲を越えたものにより従業者の就業環境が害されることを防

止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

第49条に次の１項を加える。 

２ 指定通所型緩和サービス事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民

の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

第50条に次の１項を加える。 

３ 指定通所型緩和サービス事業者は、当該指定通所型緩和サービス事業所において感染

症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 当該指定通所型緩和サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のため

の対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、当該通所型

緩和サービス従業者に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定通所型緩和サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のため

の指針を整備すること。 

⑶ 当該指定通所型緩和サービス事業所において、通所型緩和サービス従業者に対し、

感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

第50条の次に次の１条を加える。 

（地域との連携等） 

第50条の２ 指定通所型緩和サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した

指定通所型緩和サービスに関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の

市等が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

２ 指定通所型緩和サービス事業者は、指定通所型緩和サービス事業所の所在する建物と

同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供をする場合には、当該建物に居住す

る利用者以外の者に対してもサービス提供を行うよう努めなければならない。 

３ 指定通所型緩和サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその



自発的な活動との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

第52条前段中「第22及び第27条」を「第22条、第25条の２、第27条から第29条まで、第

30条、第31条、第33条」に改める。 

本則に次の１章を加える。 

第４章 雑則 

（電磁的記録等） 

第57条 指定事業者は、作成、保存、その他これらに類するもののうち、書面（書面、書

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

ることができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同

じ。）で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当

該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され

るものをいう。）により行うことができる。 

２ 指定事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの（以下この

項において「交付等」という。）のうち、書面で行うことが規定されている又は想定さ

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

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

う。）によることができる。 

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 この告示の施行の日から令和６年３月31日までの間、改正後の第25条の２、第26条第

３項、第33条の２、第47条第３項及び第50条第３項の規定の適用については、これらの

規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。 

 

 



伊賀市告示第80号 

 

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第27条第１項に規定する特定教育・保

育施設として次の施設を確認したので、同法第41条の規定により告示する。 

令和３年４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

１ 確認の年月日 

  令和３年３月30日 

 

２ 確認を行った特定教育・保育施設 

設置者の名称 施設等の名称 施設等の所在地 施設等の種類 

社会福祉法人 

伊賀市社会事業協会 
いなこ保育園 伊賀市市部１１番地の１ 保育所 

 



伊賀市告示第81号 

 

 伊賀市行政サービス巡回車の運行及び管理に関する条例（平成16年伊賀市条例第22号）

第４条に規定する使用料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４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

記 

 

１ 委託した相手方 

⑴ 名 称     三重交通株式会社 

取締役社長 竹谷 賢一 

⑵ 所在地     津市中央１番１号 

 

２ 委託事務の内容  伊賀市行政サービス巡回車の使用料の収納事務 

 

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82号 

 

 伊賀市駐車場条例（平成 16年伊賀市条例第 211号）第６条に規定する市営佐那具駅駐車

場の駐車料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４月１日 

 

                          伊賀市長 岡 本  栄 

 

記 

 

１ 委託した相手方 

 名称   佐那具駅構内営業運営委員会 

      委員長 岡本 智 

 所在地  三重県伊賀市外山 281番地 

 

２ 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83号 

 

 伊賀市駐車場条例（平成16年伊賀市条例第211号）第６条に規定する市営白鳳門駐車場、

市営上野公園第１駐車場、市営上野公園第２駐車場、市営上野公園第３駐車場、市営だん

じり会館駐車場、市営城北駐車場及び市営伊賀上野駅駐車場の駐車料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４月１日 

 

                          伊賀市長 岡 本  栄 

 

記 

 

１ 委託した相手方 

 名称   公益社団法人伊賀市シルバー人材センター 

      理事長 中居 喜芳 

 所在地  伊賀市西明寺 2782番地の92 

 

２ 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84号 

 

青山保健センターの設置及び管理に関する条例（平成16年伊賀市条例第126号）第６条

に規定する使用料（運動施設に係るものに限る。）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４月１日 

 

                           伊賀市長 岡 本  栄   

 

記 

 

１ 委託した相手方 

⑴  名 称     株式会社ジャパンスポーツ運営 

           代表取締役 西田 憲治 

⑵  所在地     三重県津市西古河町４－12 

 

２ 委託事務の内容  青山保健センター運動施設使用料の収納事務 

 

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85号 

 

 芭蕉翁記念館条例（平成29年12月６日条例第30号）第４条に規定する入館料及び同館

における物品の売払代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４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

記 

 

１ 委託した相手方 

名称  公益社団法人伊賀市シルバー人材センター 

理事長 中居 喜芳 

所在地 伊賀市西明寺2782番地の92 

 

２ 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86号 

 

伊賀市移住促進空き家テレワーク等設備整備支援事業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４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市移住促進空き家テレワーク等設備整備支援事業補助金交付要綱を廃止する告

示 

伊賀市移住促進空き家テレワーク等設備整備支援事業補助金交付要綱（令和２年伊賀市告

示第244号）は、廃止する。 

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 この告示の施行の際現に廃止前の伊賀市移住促進空き家テレワーク等設備整備支援事

業補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けた補助事業者については、同要綱第13

条から第15条までの規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。 



伊賀市告示第87号 

 

伊賀市延長保育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４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市延長保育事業実施要綱等の一部を改正する告示 

（伊賀市延長保育事業実施要綱の一部改正） 

第１条 伊賀市延長保育事業実施要綱（平成16年伊賀市告示第24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。 

（伊賀市軽度生活援助事業実施要綱の一部改正） 

第２条 伊賀市軽度生活援助事業実施要綱（平成16年伊賀市告示第31号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  様式第１号中「㊞」を削る。 

（成年後見制度利用支援事業実施要綱の一部改正） 

第３条 成年後見制度利用支援事業実施要綱（平成16年伊賀市告示第46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号中「印」を削る。 

様式第３号中「□印」を削る。 

様式第４号中「印」を削る。 

（養護及び特別養護老人ホーム入所に関する要綱の一部改正） 

第４条 養護及び特別養護老人ホーム入所に関する要綱（平成16年伊賀市告示第48号）の

一部を次のように改正する。 

  様式第１号中「㊞」を削る。 

（伊賀市在宅重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱の一部改正） 

第５条 伊賀市在宅重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱（平成 16年伊賀市告示

第60号）の一部を次のように改正する。 



  様式第１号及び様式第１号の３中「㊞」を削る。 

（伊賀市障がい児（者）訓練施設等通所費助成事業実施要綱の一部改正） 

第６条 伊賀市障がい児（者）訓練施設等通所費助成事業実施要綱（平成 16年伊賀市告示

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２号中「㊞」を削る。 

（要介護認定者に対する障害者控除対象者の認定に関する要綱の一部改正） 

第７条 要介護認定者に対する障害者控除対象者の認定に関する要綱（平成 16年伊賀市告

示第62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。 

（伊賀市一般廃棄物の集積場整備等に係る補助金交付要綱の一部改正） 

第８条 伊賀市一般廃棄物の集積場整備等に係る補助金交付要綱（平成 16年伊賀市告示第

69号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号、様式第３号及び様式第４号中「㊞」を削る。 

（伊賀市生ごみ処理容器購入費補助金交付要綱の一部改正） 

第９条 伊賀市生ごみ処理容器購入費補助金交付要綱（平成16年伊賀市告示第70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。 

（伊賀市資源再利用物回収奨励金交付要綱の一部改正） 

第 10条 伊賀市資源再利用物回収奨励金交付要綱（平成 16年伊賀市告示第 71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。 

様式第４号中「□印」を削る。 

様式第５号から様式第７号までの規定中「㊞」を削る。 

（伊賀市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱の一部改正） 

第11条 伊賀市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱（平成16年伊賀市告示第84号）

の一部を次のように改正する。 

  様式第１号、様式第３号から様式第４号の２までの規定中「印」を削る。 

  様式第５号中「㊞」を削る。 



様式第４号中                             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９号中「㊞」を削る。 

（伊賀市農林関係災害復旧事業及び土地改良事業等に対する材料費交付要綱の一部改正） 

第 12条 伊賀市農林関係災害復旧事業及び土地改良事業等に対する材料費交付要綱（平成

16年伊賀市告示第85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８号から様式第 10号まで及び様式第 12

号中「㊞」を削る。 

（伊賀市農林関係災害復旧事業及び土地改良事業等に対する小規模工事費交付要綱の一

部改正） 

第 13条 伊賀市農林関係災害復旧事業及び土地改良事業等に対する小規模工事費交付要綱

（平成16年伊賀市告示第86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８号から様式第 10号まで及び様式第 12

号中「㊞」を削る。 

（伊賀市自主防災組織育成資機材貸与規程の一部改正） 

第14条 伊賀市自主防災組織育成資機材貸与規程（平成16年伊賀市告示第104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。 

（伊賀市看護師等修学資金貸与規程の一部改正） 

第15条 伊賀市看護師等修学資金貸与規程（平成16年伊賀市告示第105号）の一部を次の

ように改正する。 

  様式第１号中「申請者         ㊞」を「申請者        」に「連

帯保証人         ㊞」を「連帯保証人        」に改める。 

  様式第２号中「□印」を削る。 

  様式第３号中「本人         ㊞」を「本人        」に改める。 

         「借 受 人 住 所 

                氏 名                ㊞」 

 「借 受 人 住 所 



        氏 名              」 

（伊賀市要介護認定等に係る情報提供制度要綱の一部改正） 

第16条 伊賀市要介護認定等に係る情報提供制度要綱（平成16年伊賀市告示第107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。 

（伊賀市自主防災組織活性化促進補助金交付要綱の一部改正） 

第17条 伊賀市自主防災組織活性化促進補助金交付要綱（平成16年伊賀市告示第110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。 

（伊賀市手話通訳者派遣事業実施要綱の一部改正） 

第18条 伊賀市手話通訳者派遣事業実施要綱（平成16年伊賀市告示第117号）の一部を次

のように改正する。 

  様式第３号から様式第６号までの規定中「□印」を削る。 

  様式第７号中「㊞」を削り、「伊賀市手話通訳者」を「伊賀市手話通訳者氏

名          」に改める。 

（伊賀市産業廃棄物処理施設の設置に関する指導要綱の一部改正） 

第 19 条 伊賀市産業廃棄物処理施設の設置に関する指導要綱（平成 17 年伊賀市告示第１

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。 

（伊賀市住民自治協議会地域包括交付金交付要綱の一部改正） 

第20条 伊賀市住民自治協議会地域包括交付金交付要綱（平成17年伊賀市告示第５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３号中「伊賀市指令第」を「伊賀市指令 第」に改め、「印」を削る。 

様式第４号及び様式第６号中「印」を削る。 

  様式第７号中「㊞」を削る。 

  様式第８号、様式第10号から様式第12号までの規定中「印」を削る。 

  様式第13号中「伊賀市指令第」を「伊賀市指令 第」に改め、「印」を削る。 



  様式第14号中「㊞」を削る。 

  様式第15号中「伊賀市指令第」を「伊賀市指令 第」に改め、「印」を削る。 

  様式第16号中「㊞」を削る。 

（伊賀市公民館建設費補助金交付要綱の一部改正） 

第 21条 伊賀市公民館建設費補助金交付要綱（平成 17年伊賀市告示第 45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５号までの規定中「㊞」を削る。 

（伊賀市国民健康保険被保険者資格証明書交付事務要領の一部改正） 

第 22 条 伊賀市国民健康保険被保険者資格証明書交付事務要領（平成 17 年伊賀市告示第

119号）の一部を次のように改正する。 

  様式第４号及び様式第５号中「㊞」を削る。 

（伊賀市国民健康保険被保険者資格証明書交付事務等の国民健康保険税滞納者に対する

措置の取扱い実施要領の一部改正） 

第 23条 伊賀市国民健康保険被保険者資格証明書交付事務等の国民健康保険税滞納者に対

する措置の取扱い実施要領（平成 17年伊賀市告示第 127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号から様式第７号までの規定中「印」を削る。 

（自治会等への草刈り業務委託実施要領の一部改正） 

第24条 自治会等への草刈り業務委託実施要領（平成17年伊賀市告示第128号）の一部を

次のように改正する。 

  様式第１号、様式第２号及び様式第５号から様式第７号までの規定中「印」を削る。 

（伊賀市国民健康保険税減免取扱要綱の一部改正） 

第25条 伊賀市国民健康保険税減免取扱要綱（平成17年伊賀市告示第133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。 

（伊賀市子育て短期支援（ショートステイ）事業実施要綱の一部改正） 

第26条 伊賀市子育て短期支援（ショートステイ）事業実施要綱（平成17年伊賀市告示第

171号）の一部を次のように改正する。 



  様式第２号から様式第８号までの規定中「印」を削る。 

（伊賀市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部改正） 

第 27条 伊賀市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱（平成 18年伊賀市告示第 44号）の

一部を次のように改正する。 

様式第１号中「申請者氏名        印」を「申請者氏名       」に

改める。 

様式第２号中「㊞」を削る。 

様式第３号から様式第５号までの規定中「印」を削る。 

様式第６号中「申請者氏名        印」を「申請者氏名       」に

改める。 

様式第７号から様式第10号までの規定中「印」を削る。 

（伊賀市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の一部改正） 

第 28条 伊賀市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱（平成 18年伊賀市告示第 45号）

の一部を次のように改正する。 

  様式第１号中「申請者氏名        印」を「申請者氏名         」

に改める。 

  様式第２号中「㊞」を削る。 

  様式第３号から様式第７号までの規定中「印」を削る。 

  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「□印」を削る。 

  様式第11号及び様式第12号中「印」を削る。 

（伊賀市指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する要綱の

一部改正） 

第 29条 伊賀市指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する要

綱（平成18年伊賀市告示第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４号までの規定中「印」を削る。 

（伊賀市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の

指定等に関する要綱の一部改正） 

第 30条 伊賀市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業



所の指定等に関する要綱（平成18年伊賀市告示第90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「印」を削る。 

様式第３号及び様式第４号中「印」及び「平成」を削る。 

様式第５号中「印」を削る。 

（伊賀市国民健康保険脳ドック検診実施要綱の一部改正） 

第31条 伊賀市国民健康保険脳ドック検診実施要綱（平成18年伊賀市告示第120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号中「院  長       印」を「代表者        」に改める。 

  様式第３号中「印」を削る。 

（伊賀市国民健康保険簡易人間ドック検診実施要綱の一部改正） 

第32条 伊賀市国民健康保険簡易人間ドック検診実施要綱（平成18年伊賀市告示第121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号中「医 師        印」を「代表者       」に改める。 

  様式第３号中「印」を削る。 

（緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金交付要綱の一部改正） 

第33条 緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金交付要綱（平成18年伊賀市告示第126号）の

一部を次のように改正する。 

  様式第１号中「㊞」を削る。 

         「委任者 住所 

  様式第２号中                      を 

              氏名            ㊞」 

「委任者 住所 

                      に改める。 

     氏名             」 

  様式第３号中「指令第」を「伊賀市指令 第」に改め、「㊞」を削る。 

様式第４号から様式第７号までの規定中「㊞」を削る。 

（伊賀市指定ごみ袋取扱制度実施要綱の一部改正） 



第34条 伊賀市指定ごみ袋取扱制度実施要綱（平成18年伊賀市告示第180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。 

（伊賀市重度障がい児（者）等日常生活用具給付事業実施要綱の一部改正） 

第35条 伊賀市重度障がい児（者）等日常生活用具給付事業実施要綱（平成18年伊賀市告

示第185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１号の２から様式第２号まで、様式第４号及び様式第４号の２中「㊞」を削る。 

（地域活動支援事業補助金交付要綱の一部改正） 

第 36条 地域活動支援事業補助金交付要綱（平成 19年伊賀市告示第 57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。 

様式第５号中「伊賀市指令第」を「伊賀市指令 第」に改め、「印」を削る。 

様式第６号及び様式第７号中「㊞」を削る。 

様式第９号中「印」を削る。 

様式第10号及び様式第12号中「㊞」を削る。 

様式第14号中「印」を削る。 

様式第15号及び様式第16号中「㊞」を削る。 

（伊賀市建設工事成績評定要領の一部改正） 

第 37条 伊賀市建設工事成績評定要領（平成 19年伊賀市告示第 58号）の一部を次のよう

に改正する。 

様式第２号から様式第６号まで及び様式第８号中「印」を削る。 

（伊賀市の後援等に係る事務取扱要綱の一部改正） 

第 38条 伊賀市の後援等に係る事務取扱要綱（平成 19年伊賀市告示第 75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「印」を削る。 

（伊賀市基準該当介護予防支援事業者の登録等に関する要綱の一部改正） 

第39条 伊賀市基準該当介護予防支援事業者の登録等に関する要綱（平成19年伊賀市告示



」に、「伊賀市要約 

第105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「印」を削る。 

（伊賀市点字図書給付事業実施要綱の一部改正） 

第40条 伊賀市点字図書給付事業実施要綱（平成19年伊賀市告示第107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号中「□印」を削る。 

  様式第４号中「印」及び「□印」を削る。 

  様式第５号中「印」を削る。 

（伊賀市要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱の一部改正） 

第41条 伊賀市要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱（平成19年伊賀市告示第116号）の一部

を次のように改正する。 

  様式第３号から様式第６号までの規定中「□印」を削る。 

  様式第７号中「 

 「 

筆記奉仕員        ㊞」を「伊賀市要約筆記奉仕員氏名         」

に改める。 

（伊賀市視覚障がい児（者）歩行訓練等給付事業実施要綱の一部改正） 

第42条 伊賀市視覚障がい児（者）歩行訓練等給付事業実施要綱（平成19年伊賀市告示第

161号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号中「印」及び「㊞」を削る。 

  様式第２号中「□印」を削る。 

（伊賀鉄道利用促進補助金交付要綱の一部改正） 

第43条 伊賀鉄道利用促進補助金交付要綱（平成19年伊賀市告示第221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。 

（伊賀市障がい者職場実習事業実施要綱の一部改正） 

第44条 伊賀市障がい者職場実習事業実施要綱（平成19年伊賀市告示第225号）の一部を

次のように改正する。 

  様式第１号中「㊞」を削る。 

依頼者名            ㊞  

依頼者名             
」を 



（伊賀市重度身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱の一部改正） 

第45条 伊賀市重度身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱（平成19年伊賀市告示第

237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。 

（伊賀市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱の一部改正） 

第46条 伊賀市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱（平成20年伊賀市告示第

119号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号中「㊞」及び「印」を削る。 

  様式第２号中「㊞」を削る。 

  様式第３号中「□印」を削る。 

（伊賀市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の一部改正） 

第47条 伊賀市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱（平成20年伊賀市告示

第135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号中「□印」及び「（印）」を削る。 

  様式第５号及び様式第６号中「□印」を削る。 

（伊賀市の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱の一部改正） 

第 48条 伊賀市の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱（平成 21 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３号及び様式第５号中「㊞」を削る。 

（伊賀市介護保険住宅改修費支給申請に係る理由書作成手数料支給事務取扱要綱の一部

改正） 

第 49 条 伊賀市介護保険住宅改修費支給申請に係る理由書作成手数料支給事務取扱要綱

（平成21年伊賀市告示第57号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式中「㊞」を削る。 

（伊賀市し尿汲取券取扱制度実施要綱の一部改正） 

第50条 伊賀市し尿汲取券取扱制度実施要綱（平成21年伊賀市告示第178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。 

（伊賀市大山田地域常夜灯維持管理経費補助金交付要綱の一部改正） 

第51条 伊賀市大山田地域常夜灯維持管理経費補助金交付要綱（平成22年伊賀市告示第22

号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号中「㊞」を削る。 

（伊賀市妊婦健康診査等費用助成事業実施要綱の一部改正） 

第 52条 伊賀市妊婦健康診査等費用助成事業実施要綱（平成 22年伊賀市告示第 62号）の

一部を次のように改正する。 

  様式第１号中「氏名          ㊞」を「氏名          」に改

める。 

（伊賀市乳児一般健康診査費用助成事業実施要綱の一部改正） 

第 53条 伊賀市乳児一般健康診査費用助成事業実施要綱（平成 22年伊賀市告示第 63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「印」を削る。 

（伊賀市住民基本台帳等の閲覧に関する事務取扱要綱の一部改正） 

第 54条 伊賀市住民基本台帳等の閲覧に関する事務取扱要綱（平成 23 年伊賀市告示第 44

号）の一部を次のように改正する。 

  様式第1号中「※社印及び代表者の印を押印してください。」及び「㊞」を削る。 

（伊賀市聴覚障がい者等携帯電話Ｅメール119番通報利用登録制度実施要綱の一部改正） 

第 55条 伊賀市聴覚障がい者等携帯電話Ｅメール 119番通報利用登録制度実施要綱（平成

23年伊賀市告示第127号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号、様式第２号及び様式第４号中「印」を削る。 

（伊賀市災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱の一部改正） 

第56条 伊賀市災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱（平成23年伊賀市告示第160号）

の一部を次のように改正する。 

  様式第１号中「氏
ふり

 名
がな

          ㊞」を「氏
ふり

 名
がな

          」

に改める。 

  様式第５号中「□印」を削る。 

（伊賀市粗大ごみ戸別収集（福祉収集）事業実施要綱の一部改正） 



第 57条 伊賀市粗大ごみ戸別収集（福祉収集）事業実施要綱（平成 24 年伊賀市告示第 24

号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号から様式第２号の２までの規定中「㊞」を削る。 

（伊賀市後期高齢者医療保険料納付方法変更事務取扱要綱の一部改正） 

第58条 伊賀市後期高齢者医療保険料納付方法変更事務取扱要綱（平成24年伊賀市告示第

134号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号及び様式第４号中「印」を削る。 

（間伐材搬出支援事業補助金交付要綱の一部改正） 

第 59条 間伐材搬出支援事業補助金交付要綱（平成 25年伊賀市告示第 11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「指令第」を「伊賀市指令 第」に改め、「㊞」を削る。 

  様式第３号中「㊞」を削る。 

  様式第４号中「指令第」を「伊賀市指令 第」に改め、「㊞」を削る。 

  様式第５号中「㊞」を削り、「付け 伊指令」を「付け伊賀市指令 第」に改める。 

（伊賀市定期予防接種等の県外における接種費用助成事業実施要綱の一部改正） 

第60条 伊賀市定期予防接種等の県外における接種費用助成事業実施要綱（平成25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号から様式第４号までの規定中「印」を削る。 

（伊賀市未熟児養育医療給付事業実施要綱の一部改正） 

第 61条 伊賀市未熟児養育医療給付事業実施要綱（平成 25年伊賀市告示第 34号）の一部

を次のように改正する。 

  様式第１号及び様式第４号中「印」を削る。 

  様式第５号の１から様式第６号までの規定中「□印」を削る。 

  様式第７号中「氏 名          印」を「氏 名          」

に改める。 

  様式第８号中「印」を削る。 

  様式第９号中「□印」を削る。 

  様式第10号から様式第12号までの規定中「印」を削る。 

様式第13号中「□印」を削る。 



  様式第15号中「㊞」を削る。 

（伊賀市粗大ごみ戸別収集事業実施要綱の一部改正） 

第 62条 伊賀市粗大ごみ戸別収集事業実施要綱（平成 26年伊賀市告示第 15号）の一部を

次のように改正する。 

様式第１号中「㊞」を削る。 

（伊賀の森っこ育成推進事業補助金交付要綱の一部改正） 

第63条 伊賀の森っこ育成推進事業補助金交付要綱（平成26年伊賀市告示第143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「伊 指令第」を「伊賀市指令 第」に改め、「㊞」を削る。 

  様式第３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４号中「伊 指令第」を「伊賀市指令 第」に、「付け 指令第」を「付け伊賀

市指令 第」に改め、「㊞」を削る。 

  様式第５号中「㊞」を削る。 

（みんなの里山整備活動推進事業補助金交付要綱の一部改正） 

第64条 みんなの里山整備活動推進事業補助金交付要綱（平成26年伊賀市告示第148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５号中「指令第」を「伊賀市指令 第」に改め、「㊞」を削る。 

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

  様式第７号中「指令第」を「伊賀市指令 第」に改め、「㊞」を削る。 

  様式第８号から様式第 10 号までの規定中「㊞」を削り、「付け  指令」を「付け伊

賀市指令」に改める。 

  様式第12号中「指令第」を「伊賀市指令 第」に改め、「㊞」を削る。 

  様式第 13号及び様式第 14号中「㊞」を削り、「付け  指令」を「付け伊賀市指令」

に改める。 

  様式第15号中「㊞」を削る。 

（地域の森と緑のつながり支援事業補助金交付要綱の一部改正） 

第65条 地域の森と緑のつながり支援事業補助金交付要綱（平成26年伊賀市告示第149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「伊 指令第」を「伊賀市指令 第」に改め、「㊞」を削る。 

  様式第３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４号中「伊 指令第」を「伊賀市指令 第」に、「付け  指令第」を「付け伊

賀市指令 第」に改め、「㊞」を削る。 

  様式第５号中「㊞」を削り、「付け  指令第」を「付け伊賀市指令 第」に改める。 

（伊賀市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱の一部改正） 

第66条 伊賀市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱（平成26年

伊賀市告示第194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。 

（伊賀市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱の一部改正） 

第67条 伊賀市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱（平成27年伊賀市告示第59

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。 

様式第８号中「印」を削る。 

（伊賀市多面的機能支払交付金交付要綱の一部改正） 

第 68条 伊賀市多面的機能支払交付金交付要綱（平成 27年伊賀市告示第 61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号から様式第 10 号までの規定中「㊞」

を削る。 

（伊賀市行旅人旅費等支給事務取扱要綱の一部改正） 

第69条 伊賀市行旅人旅費等支給事務取扱要綱（平成27年伊賀市告示第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２号中「㊞」を削る。 

（伊賀市軽自動車税種別割の課税保留等に係る取扱要綱の一部改正） 

第 70 条 伊賀市軽自動車税種別割の課税保留等に係る取扱要綱（平成 27 年伊賀市告示第

208号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式を次のように改める。 

 【別記様式】 



（伊賀市太陽光発電設備設置に関する指導要綱の一部改正） 

第 71条 伊賀市太陽光発電設備設置に関する指導要綱（平成 28年伊賀市告示第 27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。 

（伊賀市防災用モーターサイレン設置・改修事業費補助金交付要綱の一部改正） 

第72条 伊賀市防災用モーターサイレン設置・改修事業費補助金交付要綱（平成28年伊賀

市告示第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12号までの規定中「㊞」を削る。 

（伊賀市緊急通報システム事業運営要綱の一部改正） 

第 73条 伊賀市緊急通報システム事業運営要綱（平成 28年伊賀市告示第 39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号及び様式第５号中「□印」を削る。 

  様式第６号中「㊞」を削る。 

（伊賀市不法投棄監視カメラシステムの設置及び運用に関する要綱の一部改正） 

第74条 伊賀市不法投棄監視カメラシステムの設置及び運用に関する要綱（平成28年伊賀

市告示第81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「印」を削る。 

（伊賀市移住促進空き家取得費補助金交付要綱の一部改正） 

第75条 伊賀市移住促進空き家取得費補助金交付要綱（平成28年伊賀市告示第148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号及び様式第４号中「印」を削る。 

（未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金交付要綱の一部改正） 

第 76 条 未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金交付要綱（平成 28 年伊賀市告示第

177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５号までの規定中「㊞」を削る。 

（伊賀市介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費及び住宅改修費の委任払いに関

する要綱の一部改正） 

第 77条 伊賀市介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費及び住宅改修費の委任払い



に関する要綱（平成28年伊賀市告示第185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号中「㊞」を削る。 

  様式第３号中「□印」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号から様式第10号までの規定中「印」を削る。 

（伊賀市空家等維持管理サービス事業者登録制度要綱の一部改正） 

第 78条 伊賀市空家等維持管理サービス事業者登録制度要綱（平成 28年伊賀市告示第 189

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。 

（伊賀市高額総合事業サービス費及び高額医療合算総合事業サービス費の支給に関する

要綱の一部改正） 

第 79条 伊賀市高額総合事業サービス費及び高額医療合算総合事業サービス費の支給に関

する要綱（平成28年伊賀市告示第236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。 

（伊賀市介護予防サロン活動支援事業実施要綱の一部改正） 

第80条 伊賀市介護予防サロン活動支援事業実施要綱（平成28年伊賀市告示第243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４号中「伊 指令第」を「伊賀市指令 第」に改め、「㊞」を削る。 

  様式第５号中「㊞」を削り、「伊 指令第」を「伊賀市指令 第」に改める。 

  様式第６号中「伊 指令第」を「伊賀市指令 第」に改め、「印」を削る。 

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

  様式第10号中「伊 指令第」を「伊賀市指令 第」に改め、「㊞」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。 

（伊賀市指定不法投棄物等回収専用ごみ袋交付要綱の一部改正） 

第81条 伊賀市指定不法投棄物等回収専用ごみ袋交付要綱（平成29年伊賀市告示第３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。 



（伊賀市子育て支援ヘルパー派遣事業実施要綱の一部改正） 

第 82条 伊賀市子育て支援ヘルパー派遣事業実施要綱（平成 29年伊賀市告示第 35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号から様式第５号までの規定中「□印」を削る。 

様式第６号中「㊞」を削る。 

様式第７号から様式第９号までの規定中「□印」を削る。 

様式第11号及び様式第12号中「㊞」を削る。 

（上野天神祭のダンジリ行事保存継承事業交付金交付要綱の一部改正） 

第83条 上野天神祭のダンジリ行事保存継承事業交付金交付要綱（平成29年伊賀市告示第

47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４号中「指令第」を「伊賀市指令 第」に改め、「㊞」を削る。 

様式第５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６号中「指令第」を「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９号中「指令第」を「伊賀市指令 第」に改め、「㊞」を削る。 

様式第 10 号及び様式第 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「指令第」を「伊賀市指令 第」に改め、「㊞」を削る。 

（伊賀市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の

市町村長の同意等に関する要綱の一部改正） 

第 84条 伊賀市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業

所の市町村長の同意等に関する要綱（平成29年伊賀市告示第52号）の一部を次のように

改正する。 

  様式第１号及び様式第４号中「㊞」を削る。 

（伊賀市地域とともに学校マニフェスト推進事業補助金交付要綱の一部改正） 

第85条 伊賀市地域とともに学校マニフェスト推進事業補助金交付要綱（平成29年伊賀市

告示第63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「伊賀市指令 第  号」に改め、「□印」を削 

  様式第２号中「伊 指令第」を「伊賀市指令 第」に改め、「㊞」を削る。 

  様式第３号中「㊞」を削り、「伊 指令第」を「伊賀市指令 第」に改める。 

  様式第４号中「伊 指令第」を「伊賀市指令 第」に改め、「印」を削る。 

  様式第５号中「㊞」を削り、「伊 指令第」を「伊賀市指令 第」に改める。 

  様式第６号中「伊 指令第」を「伊賀市指令 第」に改め、「㊞」を削る。 

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

（伊賀市空き家バンク登録物件家財除去サービス事業者登録制度要綱の一部改正） 

第86条 伊賀市空き家バンク登録物件家財除去サービス事業者登録制度要綱（平成29年伊

賀市告示第138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。 

（伊賀市災害見舞金支給要綱の一部改正） 

第87条 伊賀市災害見舞金支給要綱（平成29年伊賀市告示第235号）の一部を次のように

改正する。   

  様式第１号中「□印」を削り、「 

「 

        「  年  月  日 

        指令第     号」 

る。 

（伊賀市地域運行バス事業用車両購入費等補助金交付要綱の一部改正） 

第88条 伊賀市地域運行バス事業用車両購入費等補助金交付要綱（平成30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号中「㊞」を削る。 

  様式第２号中「指令第」を「伊賀市指令 第」に改め、「□印」を削る。 

  様式第３号及び様式第４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５号中「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。 

（伊賀市地域運行バス事業補助金交付要綱の一部改正） 

第 89条 伊賀市地域運行バス事業補助金交付要綱（平成 30年伊賀市告示第 20号）の一部

を次のように改正する。 

氏名  男・女 

氏名  

」を 

」に改める。 



様式第１号中「㊞」を削る。 

  様式第２号中「指令第」を「伊賀市指令 第」に改め、「□印」を削る。 

  様式第３号及び様式第４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５号中「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。 

（伊賀市産婦健康診査費用助成事業実施要綱の一部改正） 

第 90条 伊賀市産婦健康診査費用助成事業実施要綱（平成 30年伊賀市告示第 34号）の一

部を次のように改正する。 

  様式第２号から様式第４号までの規定中「印」を削る。 

（伊賀市新生児聴覚スクリーニング検査費用助成事業実施要綱の一部改正） 

第91条 伊賀市新生児聴覚スクリーニング検査費用助成事業実施要綱（平成30年伊賀市告

示第35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。 

  様式第４号中「申請者氏名           ㊞」を「申請者氏名          

    」に改める。 

 様式第５号及び様式第６号中「印」を削る。 

（伊賀市獣害防止施設設置事業補助金交付要綱の一部改正） 

第 92条 伊賀市獣害防止施設設置事業補助金交付要綱（平成 30年伊賀市告示第 77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３号を次のように改める。 

 【様式第３号】 

  様式第４号中「印」を削る。 

  様式第５号中「指令第」を「伊賀市指令 第」に改める。 

  様式第６号中「印」を削る。 

  様式第８号中「指令  第」を「伊賀市指令 第」に改める。 

  様式第９号中「印」を削り、「付け第」を「付け伊賀市指令 第」に改める。 

様式第10号中「印」を削る。 

様式第11号中「伊林鳥指令第」を「伊賀市指令 第」に改める。 



（伊賀市改良住宅における福祉施策（入居替え）実施要綱の一部改正） 

第93条 伊賀市改良住宅における福祉施策（入居替え）実施要綱（平成30年伊賀市告示第

200号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号中「申 請 者          印」を「申 請 者       」

に改める。 

  様式第２号中「印」を削る。 

（伊賀市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱の一部改正） 

第94条 伊賀市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱（平成30年伊賀市告示第213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。 

  様式第４号中「印」を削る。 

  様式第５号及び様式第６号中「㊞」を削る。 

  様式第７号中「印」を削る。 

  様式第８号中「㊞」を削る。 

（伊賀市児童扶養手当事務取扱要綱の一部改正） 

第95条 伊賀市児童扶養手当事務取扱要綱（平成30年伊賀市告示第243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７号までの規定中「印」を削る。 

  様式第８号中「㊞」を削る。 

        「 

 

 

 

                                        」 

  「 

 

 

様式第10号中 

上記のとおり、相違ありません。 

        年  月  日 

氏名         ㊞  

を に改める。 

上記のとおり、相違ありません。 

        年  月  日 

氏名            



 

                                  」 

（キラっと輝け！地域応援補助金交付要綱の一部改正） 

第 96条 キラっと輝け！地域応援補助金交付要綱（平成 31年伊賀市告示第 38号）の一部

を次のように改正する。 

様式第１号、様式第４号及び様式第５号中「㊞」を削る。 

様式第６号中「印」を削る。 

様式第７号中「㊞」を削る。 

様式第８号中「印」を削る。 

様式第９号及び様式第11号から様式第14号までの規定中「㊞」を削る。 

（伊賀市空家等除却費補助金交付要綱の一部改正） 

第97条 伊賀市空家等除却費補助金交付要綱（令和元年伊賀市告示第30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「㊞」を削り、「裏面に記載」を「次項」に改める。 

様式第４号から様式第９号までの規定中「㊞」を削る。 

（伊賀市介護福祉士修学資金貸与規程の一部改正） 

第98条 伊賀市介護福祉士修学資金貸与規程（令和元年伊賀市告示第46号）の一部を次の

ように改正する。 

  様式第１号中「申請者         ㊞」を「申請者        」に、「連

帯保証人         ㊞」を「連帯保証人        」に改める。 

  様式第２号中「□印」を削る。 

  様式第３号中「本人         ㊞」を「本人        」に改める。 

        「借受人住所          「借受人住所      

様式第４号中               を               に 

       氏 名          ㊞」  氏名           」 

 改める。 

（伊賀市子育てのための施設等利用費の支給に関する要綱の一部改正） 

第 99条 伊賀市子育てのための施設等利用費の支給に関する要綱（令和元年伊賀市告示第

111号）の一部を次のように改正する。 



様式第１号中 

に、 

を 

  様式第１号の１から様式第１号の３までの規定中「印」を削る。 

（伊賀市高齢者定期予防接種の県外における接種費用助成事業実施要綱の一部改正） 

第100条 伊賀市高齢者定期予防接種の県外における接種費用助成事業実施要綱（令和２年

伊賀市告示第25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３号中「氏名           ㊞」を「氏

名            」に改める。 

様式第４号中「印」を削る。 

（伊賀市障がい者等緊急短期入所受入事業実施要綱の一部改正） 

第 101条 伊賀市障がい者等緊急短期入所受入事業実施要綱（令和２年伊賀市告示第 43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号及び様式第５号中「□印」を削る。 

（伊賀市地域絆づくり補助金交付要綱の一部改正） 

第 102条 伊賀市地域絆づくり補助金交付要綱（令和２年伊賀市告示第 67号）の一部を次

のように改正する。 

様式第１号、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。 

様式第７号中「印」を削る。 

様式第８号及び様式第11号から様式第13号までの規定中「㊞」を削る。 

（ひとり歩き高齢者等見守り支援事業実施要綱の一部改正） 

第 103条 ひとり歩き高齢者等見守り支援事業実施要綱（令和２年伊賀市告示第 77号）の

一部を次のように改正する。 

         「住 所                      

          氏 名                   ㊞ 」 

「住 所                         

 氏 名                     」 

「申請者  氏名        ㊞    「申請者  氏名          

 連絡先１ 氏名        ㊞ 」   連絡先１ 氏名        ㊞ 」 

を 



 に改める。 

  様式第５号から様式第７号までの規定中「㊞」を削る。 

（伊賀市特別の理由による任意予防接種費用助成事業実施要綱の一部改正） 

第104条 伊賀市特別の理由による任意予防接種費用助成事業実施要綱（令和２年伊賀市告

示第100号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号中「印」を削る。 

（新型コロナウイルス感染症の影響による離職退去者に対する市営住宅の一時使用に関

する要綱の一部改正） 

第105条 新型コロナウイルス感染症の影響による離職退去者に対する市営住宅の一時使用

に関する要綱（令和２年伊賀市告示第209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。 

（伊賀市避難行動要支援者支援活動実施要綱の一部改正） 

第106条 伊賀市避難行動要支援者支援活動実施要綱（令和２年伊賀市告示第217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「印」を削る。 

様式第３号中「㊞」を削る。 

（伊賀市病児保育事業実施要綱の一部改正） 

第107条 伊賀市病児保育事業実施要綱（令和２年伊賀市告示第273号）の一部を次のよう

に改正する。 

  様式第１号中「㊞」を削る。 

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 この告示の施行の際この告示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。 



伊賀市告示第88号 

 

伊賀市駐車場条例(平成 16年伊賀市条例第 211号)第６条に規定する市営島ヶ原駐車場の

駐車料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４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

記 

 

１ 委託した相手方 

名称   伊賀市島ヶ原駅を守る会 

      代表 森下 広志 

所在地  伊賀市島ヶ原5771番地の２ 

 

２ 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89号 

 

 伊賀市駐車場条例（平成 16年伊賀市条例第 211号）第６条に規定する市営新堂駅駐車場

の駐車料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４月１日 

 

                          伊賀市長 岡 本  栄 

 

記 

 

１ 委託した相手方 

名称   有限会社新堂駅管理商会 

      代表取締役 中島 正博 

 所在地  伊賀市新堂318番地 

 

２ 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90号 

 

 伊賀市駐車場条例（平成 16年伊賀市条例第 211号）第６条に規定する市営柘植駅駐車場

の駐車料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４月１日 

 

                          伊賀市長 岡 本  栄 

 

記 

 

１ 委託した相手方 

名称   西日本鉄道ＯＢ会柘植支部 

      代表 松山 武宏 

所在地  伊賀市柘植町 2700番地の２ 

 

２ 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91号 

 

伊賀市国民健康保険税減免取扱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４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市国民健康保険税減免取扱要綱の一部を改正する告示 

伊賀市国民健康保険税減免取扱要綱（平成17年伊賀市告示第133号）の一部を次のよう

に改正する。 

第４条中「令和３年３月31日」を「令和４年３月31日」に改める。 

別表第２期間の欄中「令和３年３月31日」を「令和４年３月31日」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。 



伊賀市告示第92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４月１日付けで次の者を任免したので、同条第２項の規定により告示する。 

 令和３年４月１日 

 

                           伊賀市長 岡 本  栄 

 

統括出納員 

 １ 任命する者 

事務職員  谷口 順一   島ヶ原支所統括出納員 

事務職員  中西 一樹   大山田支所統括出納員 

事務職員  稲森 真一   青山支所統括出納員 

 

 ２ 免ずる者 

  事務職員  澤田 之伸   青山支所総括出納員 

 

出納員 

 １ 任命する者 

事務職員 藤岡 美穂 総務部契約監理課出納員 

事務職員 一路 勝巳 企画振興部広聴広報課出納員 

事務職員 岡本 晃佳 企画振興部スポーツ振興課出納員 

事務職員 竹内 義徳 財務部管財課出納員 

事務職員 松永 知大 財務部課税課出納員 

事務職員 服部 禎亮 人権生活環境部人権政策課出納員 

事務職員 東構 清隆 人権生活環境部同和課出納員 

事務職員 杉野 寛 人権生活環境部環境政策課出納員 

事務職員 稲垣 真希子 健康福祉部障がい福祉課出納員 

事務職員 川口 敏幸 健康福祉部生活支援課出納員 

事務職員 濵村 昭 健康福祉部こども未来課出納員 



事務職員 百田 貴子 健康福祉部保育幼稚園課出納員 

事務職員 川口 光博 健康福祉部介護高齢福祉課出納員 

技術職員 堀 久仁寿 産業振興部農林振興課出納員 

技術職員 榮井 隆 建設部建築課出納員 

技術職員 前川 浩哉 建設部住宅課出納員 

消防吏員 三山 雅史 消防本部消防総務課出納員 

事務職員 岡澤 勝彦 伊賀支所住民福祉課出納員 

事務職員 谷口 順一 島ヶ原支所振興課出納員 

事務職員 谷口 順一 島ヶ原支所住民福祉課出納員 

技術職員 井上 忠生 大山田支所振興課出納員 

事務職員 中西 一樹 大山田支所住民福祉課出納員 

事務職員 大岡 宏 青山支所振興課出納員 

事務職員 中岡 久美 教育委員会事務局生涯学習課出納員 

事務職員 比口 博 教育委員会事務局いがっこ給食センター夢出納員 

事務職員 小林 さおり 教育委員会事務局上野図書館出納員 

 

２ 免ずる者 

事務職員 松山 英稔 総務部契約監理課出納員 

事務職員 福森 靖 企画振興部スポーツ振興課出納員 

事務職員 前川 智恵美 財務部課税課出納員 

事務職員 上島 邦彦 人権生活環境部人権政策課出納員 

事務職員 杉野 寛 人権生活環境部同和課出納員 

事務職員 川口 敏幸 健康福祉部障がい福祉課出納員 

事務職員 比口 博 健康福祉部生活支援課出納員 

事務職員 谷口 順一 健康福祉部保育幼稚園課出納員 

事務職員 中 映人 健康福祉部介護高齢福祉課出納員 

事務職員 小林 康志 産業振興部農林振興課出納員 

技術職員 前川 浩哉 建設部建築課出納員 

事務職員 松永 知大 建設部住宅課出納員 

消防吏員 林 浩己 消防本部消防総務課出納員 



事務職員 奥井 直司 大山田支所振興課出納員 

事務職員 稲森 真一 青山支所振興課出納員 

事務職員 中岡 久美 教育委員会事務局上野図書館出納員 

 

現金取扱員 

 １ 任命する者 

事務職員 橋本 剛礼 企画振興部文化交流課現金取扱員 

事務職員 西村 澄子 企画振興部広聴広報課現金取扱員 

事務職員 森本 智也 財務部管財課現金取扱員 

事務職員 福永 千裕 財務部収税課現金取扱員 

事務職員 磯矢 憲宏 財務部収税課現金取扱員 

事務職員 井上 京子 人権生活環境部人権政策課現金取扱員 

事務職員 宮崎 成由 人権生活環境部同和課（八幡町市民館）現金取扱員 

事務職員 福田 雄高 人権生活環境部同和課（いがまち人権センター）現金

取扱員 

事務職員 喜多田 秀樹 人権生活環境部廃棄物対策課現金取扱員 

事務職員 福田 雄高 健康福祉部生活支援課現金取扱員 

事務職員 松村 成未 健康福祉部生活支援課現金取扱員 

事務職員 南 寛子 健康福祉部こども未来課現金取扱員 

事務職員 梅田 佳生 健康福祉部保育幼稚園課現金取扱員 

事務職員 北村 知暉 健康福祉部保育幼稚園課現金取扱員 

事務職員 手島 則子 健康福祉部保育幼稚園課（しろなみ保育所）現金取扱

員 

事務職員 西山 展巨 健康福祉部保育幼稚園課（神戸保育所）現金取扱員 

事務職員 奥出 成美 健康福祉部保育幼稚園課（柘植保育園）現金取扱員 

事務職員 中島 千緒 健康福祉部保育幼稚園課（壬生野保育園）現金取扱員 

事務職員 井上 裕見子 健康福祉部保育幼稚園課（島ヶ原保育所）現金取扱員 

事務職員 松本 尚美 健康福祉部保育幼稚園課（ともだ保育所）現金取扱員 

事務職員 吉藤 昌代 健康福祉部介護高齢福祉課現金取扱員 

事務職員 城 理恵子 健康福祉部介護高齢福祉課現金取扱員 



事務職員 森木 めぐみ 健康福祉部介護高齢福祉課現金取扱員 

事務職員 藤原 佳央理 健康福祉部介護高齢福祉課現金取扱員 

事務職員 村田 直子 健康福祉部保険年金課現金取扱員 

事務職員 西岡 千秋 健康福祉部保険年金課現金取扱員 

事務職員 坂森 尚美 健康福祉部健康推進課現金取扱員 

事務職員 中森 朋代 建設部都市計画課現金取扱員 

事務職員 前川 直平 建設部住宅課現金取扱員 

事務職員 福田 雄高 建設部住宅課現金取扱員 

事務職員 内田 惠美子 建設部住宅課現金取扱員 

事務職員 赤津 輝美 建設部住宅課現金取扱員 

事務職員 上嶋 健二 建設部住宅課現金取扱員 

事務職員 田中 克典 建設部住宅課現金取扱員 

会計年度任用職員 西岡 路代 上野支所振興課（中瀬地区市民センター）現金取扱員 

会計年度任用職員 堂山 敏夫 上野支所振興課（上野東部地区市民センター）現金取

扱員 

会計年度任用職員 岩本 匡史 上野支所振興課（ゆめが丘地区市民センター）現金取

扱員 

事務職員 西川 幸治 伊賀支所振興課現金取扱員 

会計年度任用職員 宮田 克徳 阿山支所振興課（玉滝地区市民センター）現金取扱員 

会計年度任用職員 川崎 勝美 阿山支所振興課（丸柱地区市民センター）現金取扱員 

事務職員 豊味 崇 島ヶ原支所振興課現金取扱員 

事務職員 増永 泰秀 島ヶ原支所住民福祉課現金取扱員 

事務職員 水岡 みゆき 大山田支所住民福祉課現金取扱員 

事務職員 辻本 まさ子 大山田支所住民福祉課現金取扱員 

事務職員 上島 久美子 大山田支所住民福祉課現金取扱員 

事務職員 森本 浩美 大山田支所住民福祉課（阿波診療所）現金取扱員 

事務職員 山本 慶子 青山支所振興課現金取扱員 

会計年度任用職員 山口 千代子 青山支所振興課（矢持地区市民センター）現金取扱員 

会計年度任用職員 隅田 吉一 青山支所振興課（阿保地区市民センター）現金取扱員 

事務職員 髙田 千恵 青山支所住民福祉課現金取扱員 



事務職員 藤田 智子 青山支所住民福祉課現金取扱員 

事務職員 藤田 一美 教育委員会事務局青山公民館現金取扱員 

 

２ 免ずる者 

事務職員 林 裕子 企画振興部文化交流課現金取扱員 

事務職員 藤岡 史江 財務部管財課現金取扱員 

事務職員 大矢 千容 財務部収税課現金取扱員 

事務職員 城島 賢 財務部収税課現金取扱員 

事務職員 久保 裕昭 財務部収税課現金取扱員 

事務職員 坂森 尚美 人権生活環境部人権政策課現金取扱員 

事務職員 西川 幸治 人権生活環境部同和課（八幡町市民館）現金取扱員 

事務職員 西岡 裕崇 人権生活環境部同和課（いがまち人権センター）現金取

扱員 

事務職員 上嶋 健二 人権生活環境部同和課（ライトピアおおやまだ）現金取

扱員 

事務職員 赤津 輝美 人権生活環境部廃棄物対策課現金取扱員 

事務職員 髙田 千恵 健康福祉部生活支援課現金取扱員 

事務職員 田村 尚子 健康福祉部こども未来課現金取扱員 

事務職員 東構 清隆 健康福祉部保育幼稚園課現金取扱員 

事務職員 岡田 樹 健康福祉部保育幼稚園課現金取扱員 

事務職員 西山 展巨 健康福祉部保育幼稚園課（依那古保育所）現金取扱員 

事務職員 手島 則子 健康福祉部保育幼稚園課（依那古第２保育所）現金取扱

員 

事務職員 中島 千緒 健康福祉部保育幼稚園課（神戸保育所）現金取扱員 

事務職員 松本 尚美 健康福祉部保育幼稚園課（島ヶ原保育所）現金取扱員 

事務職員 奥出 成美 健康福祉部保育幼稚園課（ともだ保育所）現金取扱員 

事務職員 森口 慎也 健康福祉部介護高齢福祉課現金取扱員 

事務職員 藤岡 美穂 健康福祉部介護高齢福祉課現金取扱員 

事務職員 前田 理恵 健康福祉部介護高齢福祉課現金取扱員 

事務職員 川口 美穂 健康福祉部介護高齢福祉課現金取扱員 



事務職員 久保田 晴美 健康福祉部保険年金課現金取扱員 

事務職員 百田 貴子 健康福祉部保険年金課現金取扱員 

事務職員 南 寛子 健康福祉部健康推進課現金取扱員 

技術職員 榮井 隆 建設部都市計画課現金取扱員 

事務職員 川合 仁美 建設部住宅課現金取扱員 

事務職員 中 ひとみ 建設部住宅課現金取扱員 

事務職員 大鷲 真弘 建設部住宅課現金取扱員 

事務職員 岡嶋 和秀 伊賀支所振興課現金取扱員 

事務職員 吉岡 あや 島ヶ原支所振興課現金取扱員 

事務職員 平岡 美香 大山田支所住民福祉課現金取扱員 

事務職員 村田 直子 大山田支所住民福祉課現金取扱員 

事務職員 中川 貴裕 青山支所振興課現金取扱員 

事務職員 福島 昌子 青山支所住民福祉課現金取扱員 

事務職員 井上 晶生 青山支所住民福祉課現金取扱員 

事務職員 川部 きよみ 教育委員会事務局青山公民館現金取扱員 

 



伊賀市告示第93号 

 

 伊賀市手数料条例（平成 16年伊賀市条例第 115号）別表第５に規定する犬の登録手数料

及び狂犬病予防注射済票交付手数料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４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

記 

 

 １ 委託した相手方 

名称 代表者名 所在地 

株式会社WOLVES Hand南動

物病院 
院長 中野 康弘 伊賀市服部町291番地の３ 

廣岡獣医科病院 院長 廣岡 良彦 伊賀市緑ケ丘本町1672番地の２ 

上野犬猫病院 院長 今髙 尚登 伊賀市四十九町2125番地の３ 

はぎた動物病院 院長 萩田 昌和 名張市桔梗が丘五番町四街区３番地 

中島獣医科病院有限会社 院長 中島 尚紀 名張市桔梗が丘六番町一街区８番地 

つつじが丘動物病院 院長 佐々木 直 名張市つつじが丘南八番町113番地 

鴻之台動物病院 院長 辻 勝彦 名張市鴻之台二番町101番地 

ＲＩＴＺペットクリニック 院長 唐原 里津子 伊賀市桐ケ丘三丁目139番地 

だいこくペットクリニック 院長 大黒 享子 名張市東田原1135番地の143 

森浜獣医科 院長 森濱 健司 伊賀市阿保1322番地 

鹿深獣医科病院 院長 西澤 嘉人 甲賀市甲賀町大原市場936番地 

さくらペットクリニック 院長 櫻井 剛 伊賀市平野東町14番地の１ 

勝田動物診療所 院長 勝田 主税 伊賀市波敷野117番地 

百合が丘動物病院 院長 吉川 知宏 名張市百合が丘西１番町61 



 

２ 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94号 

 

伊賀市ふるさと応援寄附金取扱要綱（平成 20年伊賀市告示第 162号）第３条に規定する

寄附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４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

記 

 

１ 委託した相手方の名称及び所在地 

⑴  株式会社トラストバンク 

   代表取締役 川村 憲一 

   東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア39Ｆ 

 ⑵ ＳＢペイメントサービス株式会社 

   代表取締役社長兼ＣＥＯ 榛葉 淳 

   東京都港区東新橋１丁目９番２号 汐留住友ビル25階 

⑶ 楽天グループ株式会社 

  代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史 

   東京都世田谷区玉川一丁目14番１号 楽天クリムゾンハウス 

 

２ 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95号 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２第６項の規定に基づき、次のとおり指

定代理納付者を指定したので、伊賀市会計規則（平成 16年伊賀市規則第74号）第 17条の

２第２項の規定により告示する。 

令和３年４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

記 

 

１ 指定代理納付者の名称及び所在地 

 ⑴ 株式会社百五カード 

   代表取締役社長 長合 教実 

三重県津市栄町３丁目123番地１ 

 ⑵ ＳＢペイメントサービス株式会社 

   代表取締役社長兼ＣＥＯ 榛葉 淳 

   東京都港区東新橋１丁目９番２号 汐留住友ビル25階 

 ⑶ 楽天グループ株式会社 

   代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史 

   東京都世田谷区玉川一丁目14番１号 楽天クリムゾンハウス 

 ⑷ 株式会社中部しんきんカード 

   代表取締役社長 住田 裕綱 

   愛知県名古屋市中区錦一丁目４番６号 

 ⑸ 株式会社トラストバンク 

   代表取締役 川村 憲一 

   東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア39Ｆ 

⑹ 株式会社ＤＧフィナンシャルテクノロジー 

   代表取締役執行役員社長 篠 寛 

東京都渋谷区恵比寿南３－５－７ デジタルゲートビル10Ｆ 



 ⑺ ＰａｙＰａｙ株式会社 

   代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 中山 一郎 

   東京都千代田区紀尾井町１番３号 

 ⑻ 株式会社アイモバイル 

   代表取締役社長 野口 哲也 

東京都渋谷区桜丘町22番14号 Ｎ.Ｅ.ＳビルＮ棟２階 

２ 指定代理納付者に納付させることができる歳入の種類 

 伊賀市ふるさと応援寄附金 

 

３ 指定期間 

 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96号 

 

伊賀市移住支援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４月１日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市移住支援補助金交付要綱の一部を改正する告示 

伊賀市移住支援補助金交付要綱（令和２年伊賀市告示第107号）の一部を次のように改

正する。 

第２条中「全て」を「要件のうち第１号及び第２号並びに第３号から第５号までのいず

れか」に、「第２号」を「第３号から第５号までのいずれか」に改め、同条各号列記以外の

部分に次のただし書を加える。 

ただし、第１号ア(ア)及び(イ)の規定の適用に当たっては、東京圏のうちの条件不利地域

（過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第19号）、山村振興

法（昭和40年法律第64号）、離島振興法（昭和28年法律第72号）、半島振興法（昭和

60年法律第 63号）又は小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和 44年法律第 79号）の指

定区域を含む市町村（政令指定都市を除く。）をいう。以下同じ。）以外の地域に在住し

つつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、

当該大学等への通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 

第２条第１号ア(ア)中「住民票」を「伊賀市へ住民票」に改め、「（過疎地域自立促進特別

措置法（平成12年法律第15号）、山村振興法（昭和40年法律第64号）、離島振興法（昭

和28年法律第72号）、半島振興法（昭和60年法律第63号）又は小笠原諸島振興開発特別

措置法（昭和44年法律第79号）の指定区域を含む市町村（政令指定都市を除く。）をいう。

以下同じ。）」を削り、同号ア(イ)中「住民票を移す直前」を「伊賀市へ住民票を移す直前」

に、「住民票を移す３月前」を「当該住民票を移す３月前」に改め、同号イ列記以外の部分

に次のただし書を加える。 

ただし、(ア)の要件は、第３号イ、第４号又は第５号に該当することにより補助金の交

付を申請しようとする者に限る。 

第２条第１号イ(ア)中「令和元年９月10日」を「令和３年４月１日」に改め、同条第２号



を削り、同条第３号を同条第２号とし、同条に次の３号を加える。 

⑶ 就職に関する要件として、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。 

 ア 一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。 

  (ア) 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。 

  (イ) 就業先の求人は、都道府県が地方創生移住支援事業の対象としてマッチングサ

イトに掲載していたものであること。 

  (ウ) 就業者にとって３親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務

めている法人等への就業でないこと。 

  (エ) 週の勤務時間が20時間以上である無期雇用契約に基づいて就業し、申請時にお

いて連続して３月以上在職していること。 

  (オ) (イ)の求人への応募日がマッチングサイトに補助金の対象として掲載された日以

後であること。 

  (カ) (エ)の就業先に補助金の申請日から５年以上継続して勤務する意思を有している

こと。 

  (キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であるこ

と。 

 イ 専門人材（プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用し

て就業した者）の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。 

   (ア) 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。 

   (イ) 週の勤務時間が20時間以上である無期雇用契約に基づいて就業し、申請時にお

いて連続して３月以上在職していること。 

   (ウ) (イ)の就業先に補助金の申請日から５年以上継続して勤務する意思を有している

こと。 

   (エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であるこ

と。 

   (オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが

前提でないこと。 

⑷ テレワークに関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。 

 ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移

住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 



 イ 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供さ

れていないこと。 

⑸ 関係人口に関する要件として、三重県が行う「三重暮らし魅力発信サポーターズス

クエア」の東京スクエアに加入し、当該スクエアの取組に参加した実績を有する者で

あること。 

 第４条中「移住先の就業先の就業証明書（様式第２号）及び本人確認書類に加え、第２

条に定める要件を満たすことを証する」を「当該申請者が満たす第２条に定める要件に応

じ次に掲げる書類のうちいずれかの書類及び市長が指定する」に改め、同条に次の各号を

加える。 

 ⑴ 第２条第３号に掲げる要件に該当することを証する書類（様式第２号の１） 

 ⑵ 同条第４号に掲げる要件に該当することを証する書類（様式第２号の２） 

 ⑶ 同条第５号に掲げる要件に該当することを証する書類 

 第７条第１項第１号ウを次のように改める。 

ウ 第２条第３号の就職に関する要件を満たすことにより補助金の交付を受けた者が

申請日から１年以内に当該要件を満たす職を辞した場合 

様式第１号を次のように改める。 

【様式第１号】 

様式第２号を削り、様式第１号の次に次の２様式を加える。 

【様式第２号の１】 

【様式第２号の２】 

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 この告示の施行の日前に改正前の伊賀市移住支援補助金交付要綱の規定により補助金

の交付を受けた者に対する同要綱第７条の規定の適用については、なお従前の例による。 

  

 



伊賀市告示第97号 

 

伊賀市史等の売払代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４月１日 

 

伊賀市長  岡 本  栄 

 

記 

 

１ 委託した相手方 

委託した相手方の名称等 代表者名 所在地 

岡森書店 岡森 泰造 伊賀市上野東町2924番地 

合資会社井筒屋書店 代表者 磯田 智 伊賀市上野東町2960番地 

株式会社グリーンモールオカモリ 

（岡森書店白鳳店） 

代表取締役 岡森 克

幸 

伊賀市平野西町71番地 

株式会社ムービータイム 

（コメリ書房上野店） 

代表取締役社長 板垣 

隆義 

新潟県三条市須頃３丁目 58 番

地 

公益財団法人伊賀市文化都市協会 理事長 中村 忠明 伊賀市西明寺3240番地の２ 

一般社団法人伊賀上野観光協会 会長 廣澤 浩一 伊賀市上野丸之内122番地の４ 

公益財団法人伊賀文化産業協会 会長 岡本 栄 伊賀市上野丸之内106番地 

オキツモ流通株式会社 

（ブックスアルデ） 

代表取締役 山中 重

治 

名張市箕曲中村18番地の２ 

ひまわり書店 代表者 冨森 多美子 名張市東町1767番地の２ 

川口書店 代表取締役 川口 力 名張市桔梗が丘３番町３－３ 

 

２ 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98号 

 

令和３年第２回伊賀市議会（臨時会）を次のとおり招集する。 

令和３年４月７日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

１ 招集の日時  令和３年４月14日（水） 午前10時 

２ 招集の場所  伊賀市議会議場 

３ 付議事件 

⑴ 議長の選挙について 

⑵ 議席の指定について 

⑶ 副議長の選挙について 

⑷ 監査委員の選任について 

⑸ 常任委員の選任について 

⑹ 議会運営委員の選任について 

⑺ 令和３年度伊賀市一般会計補正予算（第２号） 

⑻ 専決処分の承認について 

⑼ 伊賀南部環境衛生組合議会議員の選挙について 

⑽ 三重県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について 



伊賀市告示第99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25年伊

賀市告示第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４月７日 

 

伊賀市長 岡 本  栄   

 

１ 届出者 

  上之庄区 

  代表者の氏名  田中 勝 

  代表者の住所  伊賀市上之庄983番地の４ 

 

２ 変更事項 

  代表者 

旧代表者の氏名  稲森 守 

  新代表者の氏名  田中 勝 

  旧代表者の住所  伊賀市上之庄 1765番地 

  新代表者の住所  伊賀市上之庄 983番地の４ 

 

３ 変更の年月日 

令和３年３月７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100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22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４月７日 

 

伊賀市長 岡 本  栄   

 

１ 届出者 

  一之宮区自治会 

  代表者の氏名  福田 正美 

  代表者の住所  伊賀市一之宮472番地 

 

２ 変更事項 

  代表者 

旧代表者の氏名  高田 満 

  新代表者の氏名  福田 正美 

  旧代表者の住所  伊賀市一之宮341番地 

  新代表者の住所  伊賀市一之宮472番地 

 

３ 変更の年月日 

令和３年２月17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101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17年伊

賀市告示第220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４月７日 

 

                       伊賀市長 岡 本  栄   

 

 

１ 届出者 

  西三田区自治会 

  代表者の氏名  中矢 四郎 

  代表者の住所  伊賀市三田1133番地 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  本城 隆 

新代表者の氏名  中矢 四郎 

旧代表者の住所  伊賀市三田 1134番地 

新代表者の住所  伊賀市三田 1133番地 

事務所の所在地 

旧事務所の所在地 伊賀市三田 1134番地 

新事務所の所在地 伊賀市三田 1133番地 

 

３ 変更の年月日 

  令和３年３月21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102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58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４月７日 

 

                       伊賀市長 岡 本  栄 

 

１ 届出者 

  安場区 

  代表者の氏名  宮﨑 𠮷尚 

  代表者の住所  伊賀市安場 3249番地 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  川村 博司 

新代表者の氏名  宮﨑 𠮷尚 

旧代表者の住所  伊賀市安場 3228番地 

新代表者の住所  伊賀市安場 3249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103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17年伊

賀市告示第13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４月７日 

 

                       伊賀市長 岡 本  栄   

 

 

１ 届出者 

  西高倉白鳳台自治会 

  代表者の氏名  山下 良和 

  代表者の住所  伊賀市西高倉4988番地の94 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  藤山 耕二 

新代表者の氏名  山下 良和 

旧代表者の住所  伊賀市西高倉 4988番地の 45 

新代表者の住所  伊賀市西高倉 4988番地の 94 

 

３ 変更の年月日 

  令和３年３月21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104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21年伊

賀市告示第16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４月７日 

 

                      伊賀市長 岡 本  栄 

 

１ 届出者 

  中友田区 

  代表者の氏名  森本 勝美 

  代表者の住所  伊賀市中友田920番地 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  森本 勝美 

新代表者の氏名  森本 多志 

旧代表者の住所  伊賀市中友田920番地 

新代表者の住所  伊賀市中友田952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105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39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４月７日 

 

                      伊賀市長 岡 本  栄 

 

１ 届出者 

  上友田区 

  代表者の氏名  藤井 和幸 

  代表者の住所  伊賀市上友田971番地 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  藤井 和幸 

新代表者の氏名  川瀬 正治 

旧代表者の住所  伊賀市上友田 971番地 

新代表者の住所  伊賀市上友田 3427番地 

事務所の所在地 

旧事務所の所在地  伊賀市上友田971番地 

新事務所の所在地  伊賀市上友田3427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106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４月14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４月14日 

 

                           伊賀市長 岡 本  栄 

 

出納員 

 任命する者 

書記 松山 英稔 市議会事務局議事課出納員 

 



伊賀市告示第107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年島

ヶ原村告示第32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４月16日 

 

                      伊賀市長 岡 本  栄 

 

１ 届出者 

  大道区 

  代表者の氏名  山嵜 啓司 

  代表者の住所  伊賀市島ヶ原654番地 

 

２ 変更事項 

  代表者 

旧代表者の氏名  奥川 繁也 

新代表者の氏名  山嵜 啓司 

旧代表者の住所  伊賀市島ヶ原 13番地  

新代表者の住所  伊賀市島ヶ原654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108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年島

ヶ原村告示第25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４月16日 

 

                      伊賀市長 岡 本  栄 

 

１ 届出者 

  川南区 

  代表者の氏名  南出 藤作 

  代表者の住所  伊賀市島ヶ原12231番地 

 

２ 変更事項 

  代表者 

旧代表者の氏名  岡嶋 久夫 

新代表者の氏名  南出 藤作 

旧代表者の住所  伊賀市島ヶ原 11803番地  

新代表者の住所  伊賀市島ヶ原12231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109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23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４月19日 

 

伊賀市長 岡 本  栄   

 

１ 届出者 

  白樫自治会 

  代表者の氏名  山盛 雅弘 

  代表者の住所  伊賀市白樫1184番地 

 

２ 変更事項 

代表者 

  旧代表者の氏名  山下 香 

  新代表者の氏名  山盛 雅弘 

  旧代表者の住所  伊賀市白樫2262番地 

  新代表者の住所  伊賀市白樫1184番地 

事務所の所在地 

  旧事務所の所在地  伊賀市白樫 2262番地 

新事務所の所在地  伊賀市白樫 1184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110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年島

ヶ原村告示第31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４月19日 

 

                      伊賀市長 岡 本  栄 

 

１ 届出者 

  中矢区 

  代表者の氏名  松永 伊巳 

  代表者の住所  伊賀市島ヶ原16097番地 

 

２ 変更事項 

  代表者 

旧代表者の氏名  松森 重男 

新代表者の氏名  松永 伊巳 

旧代表者の住所  伊賀市島ヶ原 15220番地  

新代表者の住所  伊賀市島ヶ原16097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111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

給事業実施要綱を次のように定める。 

  令和３年４月19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 

（目的） 

第１条 この要綱は、「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

り親世帯分）支給要領」（「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）の支給について」（令和３年４月７日付子発0407第４号厚生労働省子ども

家庭局長通知）別紙）に基づき、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、

低所得のひとり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食

費等による支出の増加の影響を勘案し臨時特別給付金を支給する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）支給事業に関し、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、次に定める者（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「給付

金」という。）のうち支給しようとしている給付に相当するものの支給を既に他の都道府

県、市（特別区を含む。）又は福祉事務所を管理する町村から受けている者を除く。以下

「支給対象者」という。）に対し、給付金を支給する。 

⑴ 令和３年４月分の児童扶養手当法（昭和36年法律第238号。以下「法」という。）に

よる児童扶養手当（以下「児童扶養手当」という。）の支給を受けている者（その全部

を支給しないこととされている者を除く。以下「児童扶養手当受給者」という。） 

⑵ 令和３年４月分の児童扶養手当の支給要件に該当する者（以下「受給資格者」という。）

のうち、法第 13 条の２の規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされて



いる者（以下「法第13条の２支給停止者」という。）又は法第６条の規定に基づく伊賀

市長（以下「市長」という。）の認定を受けた場合には法第13条の２の規定に基づき児

童扶養手当の全部又は一部を支給しないこととなることが想定される者であって、次の

表の左欄に掲げる者ごとに、令和元年の収入額について同表の右欄に掲げる要件を満た

すもの（以下「公的年金給付等受給者」という。） 

①当該者（法第４条第１項第１号ロ又は

ニに該当し、かつ、母がない児童、同項

第２号ロ又はニに該当し、かつ、父がな

い児童その他児童扶養手当法施行令

（昭和36年政令第405号。以下「令」

という。）で定める児童の養育者を除

く。） 

法第９条第１項で定める児童扶養手当

の一部支給に係る支給制限限度額に相

当する収入額未満（収入には、当該者が

非課税の公的年金給付等を受給してい

る場合にあっては、その受給額を含み、

当該者が母である場合であってその監

護する児童が父から当該児童の養育に

必要な費用の支払を受け、又は当該者が

父である場合であってその監護し、か

つ、これと生計を同じくする児童が母か

ら当該児童の養育に必要な費用の支払

を受けたときは、令第２条の４第６項で

定めるところにより、当該者が当該費用

の支払を受けたものとみなして、収入の

額を計算するものとする。） 

②当該者（①に規定する養育者に限る。） 法第９条の２で定める児童扶養手当の

支給制限限度額に相当する収入額未満

（収入には、当該者が非課税の公的年金

給付等を受給している場合にあっては、

その受給額を含む。） 

③当該者の配偶者又は当該者が父若し

くは母である場合にあっては当該者の

民法（明治29年法律第89号）第877条

第１項に定める扶養義務者（以下「扶養

法第10条又は第11条で定める児童扶養

手当の支給制限限度額に相当する収入

額未満（収入には、左欄に掲げる者が非

課税の公的年金給付等を受給している



義務者」という。）で当該者と生計を同

じくする者若しくは当該者が①に規定

する養育者である場合にあっては当該

者の扶養義務者で当該者の生計を維持

する者 

場合にあっては、その受給額を含む。） 

⑶ 申請時点において、令和３年４月分の児童扶養手当に係る法第６条の規定に基づく市

長の認定を受けていない受給資格者（前号に規定する者を除く。）又は法第９条から第

11 条までの規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている受給資格

者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、前号の表の左欄

に掲げる者ごとに、急変後１年間の収入見込額について同表の右欄に掲げる要件を満た

すものその他前２号に規定する者と同様の事情にあると認められるもの（以下「家計急

変者」という。） 

２ 前項の規定にかかわらず、支給対象者が次の表の左欄に掲げる者に該当する場合は、

同表の右欄に掲げる者に対して給付金を支給する。ただし、既に同表の左欄に掲げる者

に対して給付金が支給されている場合には、この限りでない。 

児童扶養手当受給者又は公的年金給付等受給

者（法第13条の２支給停止者に限る。）であっ

て、令和３年４月１日以後に死亡した者（当該

者が、当該者に対する給付金の支給が決定され

る日までの間に死亡した場合を含む。） 

左欄に掲げる者の法第４条に定

める要件に該当する児童（以下

「監護等児童」という。）であった

者 

公的年金給付等受給者（法第 13条の２支給停

止者を除く。）であって、令和２年度予備費閣

議決定日以後に死亡した者（当該者が、当該者

に対する給付金の支給が決定される日までの

間に死亡した場合を含む。） 

左欄に掲げる者の監護等児童で

あった者 

家計急変者であって、給付金の申請後、当該者

に対する給付金の支給が決定される日までの

間に死亡した者 

左欄に掲げる者の監護等児童で

あった者 

（給付金の支給等） 

第３条 給付金の支給は、支給対象者１人につき、50,000円を１回限りとする。ただし、監



護等児童が２人以上である支給対象者に支給する給付金の額は、これに監護等児童のうち

の１人以外の監護等児童につきそれぞれ50,000円を加算した額とする。 

（児童扶養手当受給者に対する給付金の支給の申込み等） 

第４条 市は、児童扶養手当受給者に対し、給付金の支給の申込みを行う。 

２ 児童扶養手当受給者は、前項の申込みを受けた際、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）受給拒否の届出書（様式第１号）により給付

金の受給の拒否を届け出ることができる。 

３ 市長は、第１項の支給の申込み後、速やかに支給を決定し、児童扶養手当受給者に対し、

給付金を支給する。ただし、前項の届出があったときは、この限りではない。 

（児童扶養手当受給者に対する給付金の支給の方式） 

第５条 児童扶養手当受給者に対する市による給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のい

ずれかにより行う。ただし、第３号に掲げる方式は、当該児童扶養手当受給者が金融機関

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号又は第２号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。 

⑴ 児童扶養手当支給口座振込方式 令和３年４月分の児童扶養手当振込時における指

定口座に振り込む方式 

⑵ 指定口座振込方式 前条第３項の支給決定前までに、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（ひとり親世帯分）支給口座登録等の届出書（様式第２号）

により児童扶養手当受給者が市に給付金の振込みを希望する金融機関の口座を届け出、

市が当該届出を受けた口座に振り込む方式 

⑶ 窓口交付方式 市が当該児童扶養手当受給者に窓口で現金を交付することにより支

給する方式 

（公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金に係る申請受付期間） 

第６条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対して支給する給付金に係る申請の受付

期間は、令和３年５月６日から令和４年２月28日までとする。 

（公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金の申請及び支給の方式） 

第７条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金の支給を受けようとする者

（以下「給付金申請者」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（ひとり親世帯分）申請書兼請求書（様式第３号。以下「給付金申請書」とい

う。）により申請を行う。 



２ 前項の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、当該給付金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 申請口座振込方式 給付金申請者が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、市が給付金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 給付金申請者が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、戸籍謄本並びに申立書（様式第４号）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、当該給付金

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、必要に応じて、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、当該給付金申請者の本人確認を行う。 

（代理による申請） 

第８条 代理により第７条第１項の申請を行うことができる者は、当該給付金申請者の指定

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。 

（給付金申請者に対する支給の決定） 

第９条 市長は、第７条第１項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請に係る

給付金申請書の内容を確認の上、支給を決定し、当該申請をした給付金申請者に対し、第

７条第２項各号に掲げる方式のいずれかにより給付金を支給する。 

２ 市長は、前項又は第４条第３項の規定による支給をもって、当該給付金申請者に対する

給付金の支給の決定通知に代えることができる。 

（給付金の支給等に関する周知） 

第 10 条 市長は、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）支給事業の実施に当たり、支給対象者及び監護等児童の要件、申請の方法、

申請受付期間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、給付金申請者から第６条

の申請の受付期間内に第７条第１項の申請が行われなかった場合、当該給付金申請者が給

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４条第３項の規定による支給決定を行った後、市が把握する令和３年４月分の

児童扶養手当振込時における指定口座（支給前までに給付金の振込みを希望する金融機関

の口座を届け出ている場合にあっては、当該届出をした口座）に給付金の振込みを行う手

続を行ったにもかかわらず、当該指定口座への振込みが当該指定口座の解約又は変更等に

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条の規定による支給の決定を行った後、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、給付金申請書の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 日までに支給ができなかった

ときは、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、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は

偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、当該支給を行った給付金の

返還を求める。 

（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第13条 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19日から施行する。 



伊賀市告示第112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年島ヶ

原村告示第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４月20日 

 

                      伊賀市長 岡 本  栄 

 

１ 届出者 

  町区自治会 

  代表者の氏名  川島 賢治 

  代表者の住所  伊賀市島ヶ原6029番地 

 

２ 変更事項 

  代表者 

旧代表者の氏名  西口 馨 

新代表者の氏名  川島 賢治 

旧代表者の住所  伊賀市島ヶ原 6417番地  

新代表者の住所  伊賀市島ヶ原6029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160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154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４月20日 

 

伊賀市長 岡 本  栄   

 

１ 届出者 

  里出区 

  代表者の氏名  高森 義信 

  代表者の住所  伊賀市玉瀧3641番地 

 

２ 変更事項 

旧代表者の氏名  藤森 弘則 

新代表者の氏名  高森 義信 

旧代表者の住所  伊賀市玉瀧3627番地 

新代表者の住所  伊賀市玉瀧3641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伴う変更 



 

伊賀市告示第113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18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４月21日 

 

伊賀市長 岡 本  栄   

 

１ 届出者 

  小林区 

  代表者の氏名  田邊 肇 

  代表者の住所  伊賀市柘植町3570番地 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  森下 泰成 

新代表者の氏名  田邊 肇 

旧代表者の住所  伊賀市柘植町 3767番地 

新代表者の住所  伊賀市柘植町 3570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114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23年伊

賀市告示第165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４月21日 

 

伊賀市長 岡 本  栄   

 

１ 届出者 

  下町区 

  代表者の氏名  岡島 栄一 

  代表者の住所  伊賀市柘植町1804番地の３ 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  服部 勉 

新代表者の氏名  岡島 栄一 

旧代表者の住所  伊賀市柘植町 1798番地 

新代表者の住所  伊賀市柘植町 1804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115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年伊

賀町告示第27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４月21日 

 

伊賀市長 岡 本  栄   

 

１ 届出者 

  山出区 

  代表者の氏名  内田 明良 

  代表者の住所  伊賀市柘植町7525番地 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  前嶌 卓弥 

新代表者の氏名  内田 明良 

旧代表者の住所  伊賀市柘植町 7668番地の２ 

新代表者の住所  伊賀市柘植町 7525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116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４月21日 

 

伊賀市長 岡 本  栄   

 

１ 届出者 

  柘植町拝野地区自治会 

  代表者の氏名  松浦 重雄 

  代表者の住所  伊賀市柘植町7125番地 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  亀井 健二 

新代表者の氏名  松浦 重雄 

旧代表者の住所  伊賀市柘植町7203番地 

新代表者の住所  伊賀市柘植町 7125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117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年伊

賀町告示第13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４月21日 

 

伊賀市長 岡 本  栄   

 

１ 届出者 

  野村区 

  代表者の氏名  前田 明伸 

  代表者の住所  伊賀市野村302番地 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  杉本 廣行 

新代表者の氏名  前田 明伸 

旧代表者の住所  伊賀市野村 200番地 

新代表者の住所  伊賀市野村 302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118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年伊

賀市告示第139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４月21日 

 

伊賀市長 岡 本  栄   

 

１ 届出者 

  中柘植区 

  代表者の氏名  西田 哲也 

  代表者の住所  伊賀市中柘植287番地 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  西尾 光史 

新代表者の氏名  西田 哲也 

旧代表者の住所  伊賀市中柘植 262番地 

新代表者の住所  伊賀市中柘植 287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119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９年伊賀

町告示第 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４月21日 

 

伊賀市長 岡 本  栄   

 

１ 届出者 

  小杉区 

  代表者の氏名  松山 宗達 

  代表者の住所  伊賀市小杉 1645番地 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  堀川 康幸 

新代表者の氏名  松山 宗達 

旧代表者の住所  伊賀市小杉542番地 

新代表者の住所  伊賀市小杉 1645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120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11年伊

賀町告示第37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４月21日 

 

伊賀市長 岡 本  栄   

 

１ 届出者 

  岡鼻区 

  代表者の氏名  橋本 佳典 

  代表者の住所  伊賀市柘植町4490番地 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  岡島 茂男 

新代表者の氏名  橋本 佳典 

旧代表者の住所  伊賀市柘植町 4644番地 

新代表者の住所  伊賀市柘植町 4490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121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年島

ヶ原村告示第51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４月23日 

 

                      伊賀市長 岡 本  栄 

 

１ 届出者 

  奥村区 

  代表者の氏名  菅山 明 

  代表者の住所  伊賀市島ヶ原1495番地の1 

 

２ 変更事項 

  代表者 

旧代表者の氏名  平井 喜美男 

新代表者の氏名  菅山 明 

旧代表者の住所  伊賀市島ヶ原 1733番地の1  

新代表者の住所  伊賀市島ヶ原1495番地の1 

 

３ 変更の年月日 

  令和３年４月３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122号 

 

 緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金交付要綱（平成18年伊賀市告示第126号）第４条の

規定に基づき、補助金の１本当たりの単価及び搬出間伐の搬出基準を下記のとおり定める。 

令和３年４月23日 

 

                   伊賀市長 岡 本  栄   

 

記 

 

１ 補助金の１本当たり単価 

林      齢 
補助金額（１本当たり） 

搬出間伐 切捨て間伐 

概ね26年生～35年生 241円 131円 

36年生～概ね60年生 426円 188円 

 

２ 搬出間伐の搬出基準 

林      齢 搬出基準（100本当たり） 

概ね26年生～35年生 ３㎥以上 

36年生～概ね60年生 ７㎥以上 

  



伊賀市告示第123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、令和元年伊賀

市告示第114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４月23日 

 

伊賀市長 岡 本  栄   

 

１ 届出者 

  楯岡区 

  代表者の氏名  山本 善弘 

  代表者の住所  伊賀市楯岡 79番地 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  大井 正男 

新代表者の氏名  山本 善弘 

旧代表者の住所  伊賀市楯岡449番地 

新代表者の住所  伊賀市楯岡 79番地 

 

３ 変更の年月日 

  令和３年４月５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124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31年伊

賀市告示第91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４月26日 

 

伊賀市長 岡 本  栄   

 

１ 届出者 

  上町区 

  代表者の氏名  平野 明道 

  代表者の住所  伊賀市柘植町2407番地の13 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  岡田 進 

新代表者の氏名  平野 明道 

旧代表者の住所  伊賀市柘植町 2312番地の１ 

新代表者の住所  伊賀市柘植町 2407番地の 13 

 

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125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15年伊

賀町告示第３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４月26日 

 

伊賀市長 岡 本  栄   

 

１ 届出者 

  柘植青葉台区 

  代表者の氏名  浦久保 静男 

  代表者の住所  伊賀市柘植町2411番地の157 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  柳谷 武宏 

新代表者の氏名  浦久保 静男 

旧代表者の住所  伊賀市柘植町 2411番地の 386 

新代表者の住所  伊賀市柘植町 2411番地の 157 

 

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126号 

 

令和３年度伊賀市職員選考採用募集要項を次のとおり定める。 

令和３年４月26日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

記 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 

伊賀市職員選考採用募集要項 

（ 臨床検査技師・言語聴覚士 募集） 



令和３年度 

伊賀市職員選考採用募集要項 
 

【職種・受験資格・採用予定人数等】 

職  種 
受 験 資 格 採用予定

人数 学 歴 ・ 免 許 等 年 齢 

臨床検査技師 臨床検査技師免許を有する人 
昭和 52 年 4 月 2 日
以降に生まれた人 

1人 

言語聴覚士 言語聴覚士免許を有する人 
昭和 62 年 4 月 2 日
以降に生まれた人 

1人 

   ※採用予定人数は、欠員状況等により変更になる場合があります。 
 

次のいずれかに該当する人は受験できません。 
（１）地方公務員法第 16条（欠格条項）に該当する人 
（２）永住者又は特別永住者の在留資格を持たない外国籍の人。なお、外国籍の人は採

用後、公権力の行使又は公の意思形成への参画にたずさわる職にはつけません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【選考試験】 

・日 時  令和 3年 7月 2日（金） 
時間等は応募された方に後日お知らせします。 

・会 場  伊賀市立上野総合市民病院 
・内 容  作文試験、面接試験 

 
【提出書類】 

・令和 3年度伊賀市職員選考採用試験受験申込書 1通 
  募集要項及び申込書は、病院総務課に備え付けています。 

また、伊賀市立上野総合市民病院ホームページ（https://www.cgh-iga.jp）及び伊賀市
ホームページ（https：//www.city.iga.lg.jp/）からもダウンロードできます。 

 
【受付期間】 

令和 3年 4月 26日（月）から 6月 18日（金）までの午前 8時 30分から午後 5時 15分
までとします。（日曜日、土曜日及び祝日を除く。） 
郵送による申込みは、必ず「簡易書留」とし、6 月 18 日（金）午後 5 時 15 分までの必

着とします。 
 

◎ 地方公務員法第１６条（欠格条項） 

第１６条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験

若しくは選考を受けることができない。 

１ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第５章に規定する罪を犯し刑に処せられた者 

４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること

を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 



（※）注意事項 
・郵送による申込みの場合、受付期間を過ぎて到着した分は一切受付できませんので、 
余裕を持ってお申込みください。郵便事情等による書類到着の遅延等についても一
切の責任を負いません。 

 ・受験票は郵送でお届けします。受験日 4 日前までに到着しないときは次項の問い合
わせ先までご連絡ください。 

 ・提出された書類に記載漏れ等の不備がある場合は、受付できないことがあります。
受付できないときは申込者に連絡しますが、これにより受付期間内に受験手続が完
了せず受験できないこととなっても責任を負いませんので、受験手続には十分注意
してください。 

 ・受験に際して取得した個人情報は、選考採用試験及び採用に関する事務以外の目的
では使用しません。なお、提出された書類は、一切お返しいたしません。 

 
【申込先及び問い合わせ先】 

〒518-0823 伊賀市四十九町 831番地 
伊賀市立上野総合市民病院事務部病院総務課（℡0595-41-0065） 

 
【採用予定日】 

令和 3年 10月 1日 
 
【勤務地】 

〒518-0823 伊賀市四十九町 831番地 
伊賀市立上野総合市民病院 

 
【勤務条件（令和 3年 4月 1日現在）】 
◇ 初任給 

大学卒 188,700円、短大３卒 182,200円 
・前職歴等に応じて加算措置があります。 
・諸手当として、期末・勤勉手当（4.45ヶ月分、採用初年度は 0.6675ヶ月分）、地域手
当（給料・扶養手当の合計額の 3/100）、特殊勤務手当が支給されます。併せて、要件
に該当する場合は、扶養手当、通勤手当、住居手当等が支給されます。 

◇ 休暇 
年次有給休暇として年間 20 日（採用年は 5 日）が付与され、残日数がある場合は 20

日を限度に翌年に繰り越すことができます。 
その他結婚休暇、子の看護休暇、産前産後休暇、育児参加休暇、忌引休暇など条例で

定められた特別休暇があります。 
 
【その他】 
１ 給与及び勤務条件は、伊賀市の条例及び規則に定めるところによります。 
２ 病院敷地内に託児施設があります。 
３ 採用内定前、職務遂行に必要な健康状態にあるか否かについての検査のため、医療機
関等において検査した診断書の提出を求めます。 

４ 採用内定後でも、受験資格を満たさないことや申込書に虚偽の記載があること等が判
明した場合は、採用されません。 



受 験 職 種

受 験 番 号

フリガナ 性別（※１）

氏　　名

生年月日 　昭和 ・平成　　　　　年　　　　月　　　　日生　（満　　　　歳）

フリガナ
〒　　　　　－

現　住　所 ℡ －　　　　　　　－

℡ －　　　　　　　－

フリガナ
〒　　　　　－

℡ －　　　　　　　－

※１　性別欄は、戸籍上の性別を記載してください。
※２　連絡先欄は、現住所以外に連絡を希望する場合のみ記載してください。

　　学　　歴　　（中学校から順に最終学歴（在学中を含む。）まですべて記載のこと。）

学科名
　　　　　年 　　月から 　　卒 　年中退
　　　　　年 　　月まで 　卒見 　年在学
　　　　　年 　　月から 　　卒 　年中退
　　　　　年 　　月まで 　卒見 　年在学
　　　　　年 　　月から 　　卒 　年中退
　　　　　年 　　月まで 　卒見 　年在学

　 　　　　　年 　　月から 　　卒 　年中退
　　　　　年 　　月まで 　卒見 　年在学
　　　　　年 　　月から 　　卒 　年中退
　　　　　年 　　月まで 　卒見 　年在学

　 　 　　　　　年 　　月から
　 　　　　　年 　　月まで

　 　　　　　年 　　月から
　 　　　　　年 　　月まで
　 　 　　　　　年 　　月から
　 　　　　　年 　　月まで

　　　　　年 　　月から
　　　　　年 　　月まで
　　　　　年 　　月から
　　　　　年 　　月まで
　　　　　年 　　月から
　　　　　年 　　月まで

　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

ありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自署のこと。）

臨床検査技師　・　言語聴覚士
（受験する職種に○をつけてください。）

勤　　　　　　務　　　　　　先 所　在　市　町　村 期　　　　間

取　　得　　年　　月　　日 免　　　許　　　資　　　格　　　等　　　の　　　名　　　称

　私は、地方公務員法第１６条に定める欠格条項に該当しません。また、申込書に記載したことは、事実に相違

職　　歴　　（ある場合は古い順に現在の職まですべて記載のこと。（臨時職員・パートを含む。））
※ 同一グループ内での異動や、社名変更等による勤務先の変更については、その旨を記載してください。

緊急連絡先（必ず記載してください。）

連　絡　先
（※２）

学　　校　　名 学部名 期　　　　間

令和３年度伊賀市職員選考採用試験受験申込書

　免許資格等（自動車運転免許を含む。）　※受験資格に必要な免許資格等については、取得見込みも記載してください。

区　　　　分

写真
縦４㎝
横３㎝

（市記入欄）

　　　　　　　年　　　月　　　日現在 （すべて和暦で記載してください。） 申込日前３ヶ月以内
に無背景、脱帽、上
半身正面向きにて
撮影した写真(裏面
に氏名記入)を貼付



伊賀市告示第127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117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４月28日 

 

                       伊賀市長 岡 本  栄 

 

１ 届出者 

  瀧区 

  代表者の氏名  松本 正巳 

  代表者の住所  伊賀市瀧755番地 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  坊谷 敏生 

新代表者の氏名  松本 正巳 

旧代表者の住所  伊賀市瀧770番地 

新代表者の住所  伊賀市瀧755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128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年青

山町告示第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４月28日 

 

                       伊賀市長 岡 本  栄 

 

１ 届出者 

  勝地区 

  代表者の氏名  折戸 八郎 

  代表者の住所  伊賀市勝地585番地 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  猪木 保弘 

新代表者の氏名  折戸 八郎 

旧代表者の住所  伊賀市勝地604番地 

新代表者の住所  伊賀市勝地585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129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年青

山町告示第36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４月28日 

 

                       伊賀市長 岡 本  栄 

 

１ 届出者 

  種生区 

  代表者の氏名  奥 眞治 

  代表者の住所  伊賀市種生1490番地の１ 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  東 昭志 

新代表者の氏名  奥 眞治 

旧代表者の住所  伊賀市種生1624番地 

新代表者の住所  伊賀市種生1490番地の１ 

 

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130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99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４月28日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

１ 届出者 

  川北区 

  代表者の氏名  中川 博昭 

  代表者の住所  伊賀市川北598番地 

 

２ 変更事項 

  代表者 

  旧代表者の氏名  中道 善夫 

  新代表者の氏名   中川 博昭 

  旧代表者の住所  伊賀市川北431番地 

  新代表者の住所  伊賀市川北598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131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15年大山

田村告示第７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４月28日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

１ 届出者 

  富永区 

  代表者の氏名  東 芳則 

  代表者の住所  伊賀市富永815番地 

 

２ 変更事項 

  代表者 

  旧代表者の氏名  前川 憲司 

  新代表者の氏名  東 芳則 

  旧代表者の住所  伊賀市富永57番地 

  新代表者の住所  伊賀市富永815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132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 183 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４月28日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

１ 届出者 

  平田東町町内会 

  代表者の氏名  奥井 勇 

  代表者の住所  伊賀市平田755番地の１ 

 

２ 変更事項 

  代表者 

  旧代表者の氏名  新家 豊樹 

  新代表者の氏名   奥井 勇 

  旧代表者の住所  伊賀市平田416番地 

  新代表者の住所  伊賀市平田755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133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年大山

田村告示第４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４月28日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

１ 届出者 

  平松区 

  代表者の氏名  中村 崇 

  代表者の住所  伊賀市上阿波107番地の１ 

 

２ 変更事項 

  代表者 

  旧代表者の氏名  加道 俊昭 

  新代表者の氏名  中村 崇 

  旧代表者の住所  伊賀市上阿波144番地 

  新代表者の住所  伊賀市上阿波107番地の１ 

 

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 

 



１　行政情報公開の実施状況

※市長部局請求件数内訳

上野総合市民病院

２　個人情報開示の実施状況

222423

選挙管理委員会

52

公平委員会

21

市長

教育委員会

議会

186

農業委員会

監査委員

令和２年度行政情報公開・個人情報開示運用状況

審査請求
（申出件数） 公開 部分公開 非公開
請求件数

実施機関
不存在

決定等の内容
存否応答拒否 取り下げ

2

公開延長
決定

115

29

3 3

59 9

17264

43

上野支所

272

部・室・支所

健康福祉部

開示 非開示

8

1

審査請求

68

産業振興部

12 出納室

部分開示

3

44 9

島ヶ原支所

大山田支所

3

部・室・支所

12

青山支所

請求件数部・室・支所請求件数

固定資産評価
審査委員会

消防長

部・室・支所

計

請求件数

7

553

公営企業管理者

計 50 36

公平委員会

監査委員

固定資産評価
審査委員会

消防長

13

12

1

総合危機管理課

1

49

建設部

伊賀支所

企画振興部 20

34

財務部 16

総務部

人権生活環境部

実施機関

議会

1

公営企業管理者

農業委員会

36

（申出件数）
決定等の内容請求件数

存否応答拒否

市長

教育委員会

選挙管理委員会

1

248

9 3

請求件数

公開延長
決定取り下げ

阿山支所

不存在

1

1



伊賀市告示第134号 

 

 伊賀市情報公開条例（平成16年伊賀市条例第15号）第28条及び伊賀市個人情報保護条

例（平成16年伊賀市条例第16号）第47条の規定により、令和３年度各実施機関における

条例の運用状況を別紙のとおり告示する。 

令和３年４月30日 

 

                        伊賀市長 岡 本  栄 

 

 

 



伊賀市告示第135号 

 

人権生活環境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４月30日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

人権生活環境部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示 

人権生活環境部関係補助金等交付要綱（平成16年伊賀市告示第11号）の一部を次のよ

うに改正する。 

       「 

別表２同和課中 

２ 水銀灯

維持費

助成金 

環境改善事業に

よる水銀灯設置

に係る電灯料の

負担軽減を図る。 

別に定

める水

銀灯の

電灯料 

予算の

範囲内

で別に

定める

額 

別に定

める自

治会 

３ まちづ

くり協

議会活

動補助

金 

差別をなくし人

権・福祉・環境に

配慮したまちづ

くり活動の支

援・育成を図る。 

まちづ

くり協

議会活

動に要

する経

費 

予算に

定める

額 

やはた

人権ま

ちづく

り協議

会 

                                      」 

 「 

を 

２ まちづ

くり協

議会活

動補助

金 

差別をなくし人

権、福祉及び環境

に配慮したまち

づくり活動の支

援及び育成を図

まちづ

くり協

議会活

動に要

する経

予算に

定める

額 

やはた

人権ま

ちづく

り協議

会 

に改める。 



る。 費 

                                」 

附 則 

この告示は、令和３年４月30日から施行する。 



伊賀市告示第136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29年伊

賀市告示第19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４月30日 

 

                       伊賀市長 岡 本  栄 

 

１ 届出者 

  妙楽地区 

  代表者の氏名  中 安隆 

  代表者の住所  伊賀市妙楽地836番地の 1 

 

２ 変更事項 

代表者 

旧代表者の氏名  山岡 章彦 

新代表者の氏名  中 安隆 

旧代表者の住所  伊賀市妙楽地897番地 

新代表者の住所  伊賀市妙楽地836番地の1 

 

３ 変更の年月日 

  令和３年４月10日 

  

４ 変更の理由 

  代表者の任期満了による変更 


