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職員の通勤手当支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

平成 19 年７月 11 日

伊勢市長 森 下 隆 生
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伊勢市規則第 34 号

職員の通勤手当支給に関する規則の一部を改正する規則

職員の通勤手当支給に関する規則（平成 17 年伊勢市規則第 29 号）の一

部を次のように改正する。

第８条第２項中「場合は」を「場合の運賃相当額は」に改め、「算出した

額」の次に「（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

た額）とする。」を加える。

第 10 条各号列記以外の部分中「それ」を｢これ｣に、「、次に」を「、次

の各号に」に改める。

第 11 条中「、次に掲げるもの」を「、自動車その他の原動機付の交通

用具及び自転車」に改め、第１号及び第２号を削る。

第 13 条第１項中「、それぞれの者」を「、それぞれその者」に改める。

第 15 条第２項中「、同号に定める期間に係る最後」を「、次の各号の

いずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後」に改め、「、法第

28 条の２第１項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修

等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運

賃等の額に変更があることその他の市長の定める事由が」を削り、「同号に

定める期間に係る最初」を「当該期間に係る最初」に、「について、前項」

を「について、同項」に改め、同項に次の各号を加える。

(1) 法第 28 条の２第１項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行すること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又

は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更がある

こと。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

3



第 19 条を削り、第 20 条を第 19 条とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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伊勢市災害対策本部規程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成 19 年７月 11 日

伊勢市長 森 下 隆 生
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伊勢市訓令第６号

伊勢市災害対策本部規程の一部を改正する規程

伊勢市災害対策本部規程（平成 17 年伊勢市訓令第 29 号）の一部を次の

ように改正する。

第２条中第５号を削り、第６号を第５号とする。

第３条第４号を削る。

第４条第１項中「２人とし、助役を第１副本部長に、収入役を第２副本

部長に」を「、副市長をもって」に改め、同条第２項を削る。

第５条各号を次のように改める。

(1) 総務部長

(2) 総務部次長

(3) 財務政策部長

(4) 生活部長

(5) 環境部長

(6) 健康福祉部長

(7) 産業部長

(8) 観光交通部長

(9) 都市整備部長

(10) 上下水道部長

(11) 会計管理者

(12) 教育長

(13) 消防長

(14) 市立伊勢総合病院事務部長

第６条第１項の表を次のように改める。

本部運営部

防災総括班
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広報班

本部応援班

動員班

本部施設班

総合支所班

調査部

調査班

生活部

ボランティア対応班

食料班

環境部

防疫衛生班

清掃班

救助部

避難所班

救助班

要援護者支援班

産業部

産業支援班

農林水産班

観光交通部

帰宅困難者対策班

交通班

都市整備部

土木総務班

避難誘導班
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土木施設班

建築住宅班

上下水道部

上下水道総務班

上水道班

下水道班

教育部

教育班

消防部

消防総務班

消防通信指令班

消防調査班

消防班

医療救護部

医療救護班

感染症調査班

第６条中第２項後段及び第３項を削り、第４項を第３項とし、第５項を

第４項とし、第６項を第５項とする。

別表を次のように改める。

別表（第６条関係）

伊勢市災害対策本部機構表及び事務分担表

本部長 市長

副本部長 副市長

本部員 総務部長、総務部次長、財務政策部長、生活部長、環境部長、

健康福祉部長、産業部長、観光交通部長、都市整備部長、上下水道部長、

会計管理者、教育長、消防長、市立伊勢総合病院事務部長
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各部共通

１ 所管に関する被害状況及び災害対策実施状況のとりまとめ並びに本部

への連絡・報告に関すること。

２ 関係機関、関係団体との連絡調整に関すること。

３ 各部、各班それぞれの所掌事務計画の策定に関すること。

４ 他の部の応援に関すること。

本部運営部 部長 総務部長

防災総括班 班長 危機管理課長

班員 危機管理課員

１ 災害対策本部の運営に関すること。

(1) 本部の設置及び廃止

(2) 本部長及び副本部長の命令の伝達

(3) 本部会議の事務

(4) 調整本部の設置及び廃止

２ 関係機関との連絡に関すること。

(1) 伊勢県民センターへの災害速報

(2) 応援要請

ア 自衛隊派遣要請

イ 緊急消防援助隊の出動要請

ウ 国、県及び他市町村に対する職員の応援要請

エ 相互応援に関する協定に基づく防災関係機関の応援要請

(3) 警察署、県への連絡

３ 被害状況の収集及び報告に関すること。

４ 気象情報等の収集及び伝達に関すること。

５ 防災行政無線局の管理運用に関すること。

広報班 班長 広報広聴課長
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班員 広報広聴課員、秘書課員

１ 広報資料の収集、広報及び広聴活動、市民相談に関すること。

２ 報道対応に関すること。

３ 被害写真、収録、記録に関すること。

本部応援班 班長 総務課長

班員 総務課員、検査室員、会計課員、議会事務局員、監

査委員事務局員

１ 部内における被害情報等のとりまとめに関すること。

２ 部内における職員の安否確認及び動員に関すること。

３ 災害対策本部運営に係る応援

動員班 班長 職員課長

班員 職員課員、選挙管理委員会事務局員

１ 各部の人員の編成増員派遣に関すること。

本部施設班 班長 管財契約課長

班員 管財契約課員、電算システム課員

１ 庁舎の被害調査及び復旧対策に関すること。

２ 災害対策本部運営に必要な器材等の整備に関すること。

３ 輸送用船車の調達並びに配車に関すること。

４ 他の部に属しない市有財産の被害に関すること。

総合支所班 班長 地域振興課長

班員 地域振興課員

１ 管内の被害情報等のとりまとめに関すること。

２ 総合支所に勤務する職員の安否確認及び動員に関すること。

３ 庁舎の被害調査及び復旧対策に関すること。

４ 管内の広報及び広聴活動、市民相談に関すること。

５ 防災行政無線局の管理運用に関すること。
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調査部 部長 財務政策部長

調査班 班長 課税課長

班員 課税課員、収税課員、財政課員、行政経営課員

１ 災害対策本部との連絡調整に関すること。

２ 部内における職員の安否確認及び動員に関すること。

３ 人的被害及び被害家屋（市有建物を除く。）の調査に関すること。

４ り災名簿の作成に関すること。

生活部 部長 生活部長

ボランティア対応班 班長 市民参画交流課長

班員 市民参画交流課員、人権政策課員、合併調

整室員

１ 災害時要援護者（外国人）の避難に関すること。

２ ボランティアセンターに関すること。

３ ボランティアの受け入れに関すること。

食料班 班長 地域内分権推進課長

班員 地域内分権推進課員、戸籍住民課員、生活環境課員

１ 災害対策本部との連絡調整に関すること。

２ 部内における被害情報等のとりまとめに関すること。

３ 部内における職員の安否確認及び動員に関すること。

４ 応急食料の供給に関すること。

５ 避難場所への物資の配送に関すること。

６ り災証明、その他被害証明書の発行に関すること。

環境部 部長 環境部長

防疫衛生班 班長 環境課長

班員 環境課員

１ 災害対策本部との連絡調整に関すること。
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２ 部内における被害情報等のとりまとめに関すること。

３ 部内における職員の安否確認及び動員に関すること。

４ 被災地の消毒その他防疫に関すること。

５ 感染症調査班との連絡及び協力に関すること。

６ 被災地のし尿処理に関すること。

７ 確認された遺体の納棺運搬及び埋火葬処理に関すること。

８ 衛生材料、その他必需品の調達に関すること。

９ 被災地の公害防止に関すること。

清掃班 班長 清掃課長

班員 資源循環課員、清掃課員、生活環境課員

１ 被災地の塵芥の収集及び処分に関すること。

救助部 部長 健康福祉部長

避難所班 班長 医療保険課長

班員 医療保険課員、健康課員、福祉健康課員

１ 避難所及び収容施設の開設運営に関すること。

２ 避難所担当職員の動員に関すること。

３ 避難所における避難者の健康管理に関すること。

救助班 班長 生活支援課長

班員 生活支援課員

１ 災害対策本部との連絡調整に関すること。

２ 部内における被害情報等のとりまとめに関すること。

３ 部内における職員の安否確認及び動員に関すること。

４ 災害救助法運用の連絡調整に関すること。

５ 災害援護資金等の貸付けに関すること。

６ 災害救助費に関すること。

７ 被服、寝具、その他生活必需品の給与又は供給
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８ 避難場所への物資の配送に関すること。

９ 災害関係費の出納に関すること。

10 義援金品の受領保管及び給与に関すること。

11 見舞金の受領、保管及び交付に関すること。

12 見舞金の礼状に関すること。

要援護者支援班 班長 長寿課長

班員 長寿課員、こども課員、障がい福祉課員、介護

保険課員

１ 災害時要援護者（乳幼児、高齢者、障害者）の避難に関すること。

産業部 部長 産業部長

産業支援班 班長 商工労政課長

班員 商工労政課員、企業誘致課員、産業支援センター

準備室員

１ 災害対策本部との連絡調整に関すること。

２ 部内における被害情報等のとりまとめに関すること。

３ 部内における職員の安否確認及び動員に関すること。

４ 市内の通信等の被害調査に関すること。

５ 商工施設の被害調査と金融の対策に関すること。

６ 応急、救助及び応急復旧に要する労働力の供給と斡旋の取まとめ

に関すること。

７ 緊急物資（食糧を除く。）及び復興資材の供給に関すること。

８ 避難場所への物資の配送に関すること。

９ 市内卸業者及び小売業者との物資確保の交渉

農林水産班 班長 農林課長

班員 農林課員、水産課員、農業委員会職員

１ 農林水産物の被害状況調査に関すること。
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２ 治山、林道その他林業用施設の被害状況調査に関すること。

３ 農林水産物及び農林水産業施設の災害応急対策に関すること。

４ 所管の水門、陸こう等の開閉に関すること。

５ 救助用農作物の種苗対策に関すること。

６ 家畜伝染病予防に関すること。

７ り災家畜収容に関すること。

８ 耕地、農道等応急復旧のための資材の供給に関すること。

観光交通部 部長 観光交通部長

帰宅困難者対策班 班長 観光企画課長

班員 観光企画課員、観光事業課員

１ 災害対策本部との連絡調整に関すること。

２ 部内における被害情報等のとりまとめに関すること。

３ 部内における職員の安否確認及び動員に関すること。

４ 帰宅困難者の避難に関すること。

５ 観光関係施設の被害状況調査並びに対策に関すること。

交通班 班長 交通政策課長

班員 交通政策課

１ 市内の運輸交通等の被害調査に関すること。

２ 交通規制等に係る関係機関との連絡調整に関すること。

３ 交通安全施設の被害状況調査並びに対策に関すること。

都市整備部 部長 都市整備部長

土木総務班 班長 監理課長

班員 監理課員

１ 災害対策本部との連絡調整に関すること。

２ 部内における被害情報等のとりまとめに関すること。

３ 部内における職員の安否確認及び動員に関すること。
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４ 救助用土木資材の調達に関すること。

避難誘導班 班長 都市計画課長

班員 監理課員、用地課員、都市計画課員、宮川・横輪川

改修対策室員

１ 住民の避難誘導に関すること。

土木施設班 班長 維持課長

班員 維持課員、基盤整備課員、産業建設課員

１ 急傾斜地及び砂防施設の応急補修並びに復旧工事監督に関するこ

と。

２ 応急復旧用土木資材の調達に関すること。

３ 気象警報等の受理伝達に関すること。

４ 水防に関すること。

５ 所管の水門、陸こう等の開閉に関すること。

６ 市有及び市の管理する土地の地質、地盤等震災対策の調査研究に

関すること。

７ 緊急避難路の確保に関すること。

建築住宅班 班長 建築住宅課長

班員 建築住宅課員、都市計画課員

１ 応急仮設住宅等の設置及び運営に関すること。

２ 避難所及び収容施設の建設並びに応急補修に関すること。

３ 災害復旧住宅資金に関すること。

４ 市有及び市の管理する建物の被害査定並びに対策に関すること。

５ 応急危険度判定実施本部の設置及び応急危険度判定士の要請に関

すること。

上下水道部 部長 上下水道部長

上下水道総務班 班長 上下水道総務課長
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班員 上下水道総務課員、料金課員

１ 災害対策本部との連絡調整に関すること。

２ 部内における被害情報等のとりまとめに関すること。

３ 部内における職員の安否確認及び動員に関すること。

４ 応急復旧資材及び物品等の調達に関すること。

上水道班 班長 上水道課長

班員 上水道課員

１ 応急飲料水の輸送、給水に関すること。

２ 水道用水原水の確保、管理及び送水設備の応急運転に関すること。

３ 配給水管等水道施設の応急補修に関すること。

下水道班 班長 下水道建設課長

班員 下水道建設課員、下水道施設管理課

１ 下水路施設のポンプ排水に関すること。

２ 汚水の放流対策に関すること。

３ 汚水（し尿）処理対策に関すること。

教育部 部長 教育長

教育班 班長 教育総務課長

班員 教育委員会職員

１ 災害対策本部との連絡調整に関すること。

２ 部内における職員の安否確認及び動員に関すること。

３ 国庫補助事務に関すること。

４ その他関係諸報告のとりまとめに関すること。

５ 教育施設の耐震調査及び対策に関すること。

６ 私立学校との連絡調整に関すること。

７ 各学校授業開始状況の把握に関すること。

８ 各学校給食施設のとりまとめに関すること。
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消防部 部長 消防長

消防総務班 班長 消防本部総務課長

班員 消防本部総務課員

１ 災害対策本部との連絡調整に関すること。

２ 部内における被害情報等のとりまとめに関すること。

３ 部内における職員の安否確認及び動員に関すること。

４ 消防資材及び物資補給に関すること。

５ 消防隊員の宿営に関すること。

６ 市災害対策本部、消防団及び自主防災隊との連絡調整に関するこ

と。

７ 消防施設の被害状況調査に関すること。

８ 消防燃料の補給に関すること。

９ 消防機械器具の使用に関すること。

10 人員、資器材等の輸送に関すること。

消防通信指令班 班長 消防本部消防課長

班員 消防本部消防課員

１ 災害情報及び活動状況の収集、分析記録に関すること。

２ 消防隊の運用指令に関すること。

３ 非常通信及び通信統制に関すること。

４ 関係機関との連絡に関すること。

消防調査班 班長 消防本部予防課長

班員 消防本部予防課員

１ 災害の調査及び情報収集に関すること。

２ 気象警報の受理及び報告に関すること。

３ 災害状況等の広報に関すること。

消防班 班長 消防署長
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班員 消防署員

１ 水災、火災等の災害防除に関すること。

医療救護部 部長 市立伊勢総合病院院長

医療救護班 班長 市立伊勢総合病院総務課長

班員 市立伊勢総合病院職員

１ 災害対策本部との連絡調整に関すること。

２ 部内における被害情報等のとりまとめに関すること。

３ 部内における職員の安否確認及び動員に関すること。

４ 避難誘導、救出救助に関すること。

５ 救急に関すること。

６ 医療機関の資器材の調達及び点検整備に関すること。

７ 救護用医薬品の調達及び備蓄に関すること。

８ 医療救護助産、患者移送に関すること。

９ 救護所の設置に関すること。

第１救護係（外科医師、看護師、事務員）

第２救護係（内科医師、看護師、事務員）

移動救護係

感染症調査班 班長 市立伊勢総合病院医療事務課長

班員 市立伊勢総合病院医療事務課員

１ 防疫衛生班との連絡調整に関すること。

２ 保健所等関係機関との連絡に関すること。

３ 感染症調査用資機材の調達及び点検整備に関すること。

４ 感染症発生状況の把握に関すること。

５ 保菌者検索に関すること。

６ 未収容者及び保菌者の隔離と処理に関すること。

第１感染症係（内科医師、保健師、看護師、事務員）
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７ 全般的な戸口調査に関すること。

附 則

この訓令は、公表の日から施行し、平成 19 年４月１日から適用する。
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伊勢市告示第 80 号

伊勢市岡本町財産区議会を次のとおり招集します。

平成 19 年７月２日

伊勢市長 森 下 隆 生

１ 招集の日時 平成 19 年７月９日（月）午後５時

２ 招集の場所 伊勢市岡本２丁目２番３０号

伊勢市岡本町財産区岡本会館 ２階小会議室

３ 付議すべき事件

議案第３号 平成 18 年度伊勢市岡本町財産区歳入歳出決算の認定を求めることに

ついて
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伊勢市告示第 81 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、

宮町自治連合会から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10 項の規

定により告示します。

平成 19 年７月３日

伊勢市長 森 下 隆 生

１ 代表者の氏名及び住所

変更前 山 崎 良 一

伊勢市宮町１丁目９番 15 号

変更後 奥 田 守

伊勢市宮町１丁目９番 49 号
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伊勢市告示第 82 号

道路の区域変更について

道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第１項の規定により、次のよ

うに道路の区域を変更しました。

平成 19 年７月３日

伊勢市長 森 下 隆 生

区域を変更表示した図面を縦覧する場所および期間

縦覧する場所 伊勢市都市整備部維持課

縦覧する期間 告示の日から２週間

道路の

種 類
路線名 区 間

新旧

の別

敷地の幅員

ﾒ-ﾄﾙ

延長

ﾒ-ﾄﾙ

市道 宮本１号線
旭町字長廣 46 番１地先から

旭町字長廣 35 番２地先まで

旧 8.9～11.5 8.5

新 8.9～45.0 8.5
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伊勢市告示第 83 号

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、伊勢市二見浦海水浴場施設の使用料の収納に関する業務の一部を次

のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示します。

平成 19 年７月９日

伊勢市長 森 下 隆 生

１ 収納に関する業務を委託した者

伊勢市本町 14 番６号

伊勢市観光協会

会長 坂田 巧

２ 委託期間

平成 19 年６月 18 日から平成 19 年８月 31 日まで
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伊勢市選管告示第 35 号

平成 19年７月 29日執行予定の参議院議員選挙区選出議員選挙において、公職選挙

法（昭和 25 年法律第 100 号）第 175 条第３項の規定により投票記載所の氏名等の掲示

の掲載順序を定めるためのくじを行う日時及び場所を次のとおり定めましたので、

公職選挙事務執行規程（平成７年三重県選管告示第５号）第 85 条の規定により告示

します。

平成 19 年７月２日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 杉 木 仁

記

１ くじを行う日時 平成 19 年７月 12 日（木） 午後６時

２ くじを行う場所 伊勢市岩渕１丁目７番 29 号

伊勢市役所東庁舎４階

伊勢市選挙管理委員会室
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伊勢市選管告示第 36 号

平成 19 年７月 29 日執行予定の参議院議員通常選挙における不在者投票用紙等の

交付場所を次のとおり設置します。

平成 19 年７月２日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 杉 木 仁

記

１ 伊勢市岩渕１丁目７番 29 号 伊勢市役所東庁舎４階伊勢市選挙管理委員会室

２ 伊勢市二見町江 420 番地１ 二見総合支所

３ 伊勢市小俣町元町 540 番地 小俣総合支所

４ 伊勢市御薗町長屋 1221 番地 御薗総合支所
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伊勢市選管告示第 37 号

平成 19 年７月 29 日執行予定の参議院議員通常選挙に伴い、平成 19 年６月 16 日

以降同年７月 29日までの間は、公職選挙法施行令（昭和 25 年政令第 89 号）第 17 条

但し書の規定により、選挙人名簿の移替えを行わず、平成 19 年７月 30日以後に延期

します。

平成 19 年７月２日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 杉 木 仁
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伊勢市選管告示第 38 号

公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 23 条第２項の規定に基づき、平成 19 年

７月 11日に選挙人名簿に登録をした者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面を、

次のとおり関係人の縦覧に供するので告示します。

平成 19年７月２日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 杉 木 仁

記

１ 縦覧の日時 平成 19年７月 12 日

午前８時 30分から午後５時まで

２ 縦覧の場所 伊勢市岩渕１丁目７番 29 号

伊勢市役所東庁舎４階

伊勢市選挙管理委員会室
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伊勢市選管告示第 39 号

公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 30 条の７第２項の規定に基づき、在外

選挙人名簿に新たに登録した者の氏名、登録申請の経由領事館の名称、最終住所及び

及び生年月日を記載した書面を、次のとおり関係人の縦覧に供するので告示します。

平成 19年７月２日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 杉 木 仁

記

１ 縦覧の日時 平成 19年７月 12 日

午前８時 30分から午後５時まで

２ 縦覧の場所 伊勢市岩渕１丁目７番 29 号

伊勢市役所東庁舎４階

伊勢市選挙管理委員会室
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伊勢市選管告示第 40号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 74 条及び第 75 条の規定による選挙権を

有する者の総数の 50 分の１の数並びに地方自治法第 76 条、第 80 条、第 81 条及び

第 86条の規定による選挙権を有する者の総数の３分の１の数は、下記のとおりです。

平成 19年７月 11日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 杉 木 仁

記

１ 選挙権を有する者の総数の 50 分の１の数 2,212 人

２ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数 36,855 人

（参考）永久選挙人名簿登録者総数 110,565 人
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伊勢市選管告示第 41号

市町村の合併の特例に関する法律（昭和 40年法律第６号）第４条第 11項及び第４

条の２第 15項に規定する選挙権を有する者の総数の６分の１の数は、下記のとおり

です。

平成 19年７月 11日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 杉 木 仁

記

１ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数 18,428 人

（参考）永久選挙人名簿登録者総数 110,565 人
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伊勢市選管告示第 42 号

平成 19 年７月 29 日執行予定の参議院選挙区選出議員選挙における公職選挙法

（昭和 25年法律第 100 号）第 144 条の２第１項の規定によるポスター掲示場を別紙の

とおり設置しました。

平成 19 年７月 11日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 杉 木 仁
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伊勢市選管告示第 43 号

平成 19 年７月 29 日執行の参議院選挙区選出議員選挙、参議院比例代表選出議員

選挙における伊勢市開票区の開票の場所及び日時を次のとおり定めましたので、公職

選挙法（昭和 25年法律第 100 号）第 64条の規定により告示します。

平成 19 年７月 12日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 杉 木 仁

記

１ 場 所 伊勢市宇治館町 510

三重県営総合競技場体育館

２ 日 時 平成 19年７月 29日（日） 午後９時 30 分
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伊勢市選管告示第 44 号

平成 19 年７月 29 日執行の参議院選挙区選出議員選挙、参議院比例代表選出議員

選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を次のように選任しましたので、

公職選挙法施行令（昭和 25年政令第 89号）第 68条の規定により告示します。

平成 19 年７月 12日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 杉 木 仁

記

１ 開票管理者

省略 杉 木 仁

２ 開票管理者に事故があり、又は欠けた場合において、その職務を代理すべき者

省略 森 本 保 治
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伊勢市選管告示第 45 号

平成 19 年７月 29 日執行の参議院選挙区選出議員選挙、参議院比例代表選出議員

選挙における投票所を別紙のとおり設けますので、公職選挙法（昭和 25 年法律

第 100 号）第 41条第１項の規定により告示します。

平成 19 年７月 12日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 杉 木 仁
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 投票区名  所在地  投票所の場所 

1  進　　修  宇治浦田１丁目 10-20  宇治公民館

2  高麗広  宇治今在家町  551  伊勢市立高麗広公民館

3  修道第１  桜木町  55-1  伊勢市さくらぎ保育所

4  修道第２  久世戸町  5  伊勢市立修道小学校体育館

5  明倫第１  岡本１丁目  18-21  伊勢市立明倫小学校

6  明倫第２  岩渕１丁目  7-29  伊勢市役所本庁舎１階ホール

7  有緝第１  船江２丁目  2-5  伊勢市立有緝小学校体育館

8  有緝第２  船江２丁目  2-29  有緝幼稚園

9  有緝第３  船江３丁目  11-44  船江保育園

10  厚生第１  一之木２丁目  9-13  旧伊勢市一之木保育所

11  厚生第２  宮後２丁目　3-21  宮後町公会堂

12  厚生第３  一志町　1-4  伊勢市立厚生小学校

13  早　　修  常磐３丁目  8-9  伊勢市市民武道館

14  中島第１  二俣１丁目  2-17  伊勢市立中島小学校体育館

15  中島第２  中島２丁目  13-4  中島幼稚園

16  中島第３  辻久留３丁目  17-5  社会福祉法人三重済美学院

17  神　　社  神社港  294- 2  伊勢市立神社小学校体育館

18  大　　湊  大湊町1118-194  伊勢市立大湊小学校

19  浜郷第１  神久３丁目  5-46  久志本公民館

20  浜郷第２  黒瀬町  1648  伊勢市立浜郷小学校体育館

21  浜郷第３  一色町  1682  一色町公民館

22  宮本第１  旭町　 349  伊勢市立宮山小学校体育館

23  宮本第２  佐八町  2287  伊勢市立佐八小学校

24  豊浜第１  西豊浜町  1779  伊勢市立豊浜西小学校体育館

25  豊浜第２  東豊浜町　 299  伊勢市立豊浜東小学校体育館

26  北浜第１  有滝町　2638  有滝町民会館

27  北浜第２  村松町  4011-1  村松町民会館

28  北浜第３  東大淀町  351  伊勢市立東大淀小学校

29  城田第１  上地町  1478  伊勢市立城田小学校体育館

30  城田第２  粟野町  1540-1  伊勢市立城田中学校

31  四郷第１  楠部町  2484  伊勢市立四郷小学校体育館

32  四郷第２  朝熊町  1188  朝熊町会館

33  四郷第３  鹿海町   994-1  鹿海町公民館

34  沼木第１  上野町  1215  伊勢市農村環境改善センタ－

35  沼木第２  円座町  1579  円座町自治会館

36  沼木第３  横輪町   294  横輪公民館

37  沼木第４  矢持町   416-3  農林漁業体験実習館

  平成19年7月29日執行予定　参議院議員通常選挙投票所設置場所一覧表
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 投票区名  所在地  投票所の場所 

38  二見第１  二見町江  683 江コミュニティセンター

39  二見第２  二見町今一色  3 今一色小学校屋内運動場

40  二見第３  二見町茶屋  209 二見公民館

41  二見第４  二見町山田原  446-1 五峰保育園

42  小俣第１  小俣町本町  3 伊勢市小俣農村環境改善センター

43  小俣第２  小俣町元町  540 小俣公民館

44  小俣第３  小俣町相合  750 小俣中学校体育館

45  小俣第４  小俣町明野  1939 明野小学校体育館

46  小俣第５  小俣町明野  685 南伊勢職業能力開発促進センター

47  御薗第１  御薗町高向  686-6 新高公民館

48  御薗第２  御薗町高向  2589-1 高向公民館

49  御薗第３  御薗町長屋  1221 御薗総合支所

50  御薗第４  御薗町上條  1173-1 伊勢市御薗Ｂ＆Ｇ海洋センター
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伊勢市選管告示第 46 号

平成 19 年７月 29 日執行の参議院選挙区選出議員選挙、参議院比例代表選出議員

選挙における選挙期日の投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を別紙の

とおり選任しましたので、公職選挙法施行令（昭和 25年政令第 89号）第 25 条の規定

により告示します。

平成 19 年７月 12日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 杉 木 仁
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 投　　票

 区　　名  　　　住　　　　　　　　所  氏　　　名  住　　　　　　　　所  氏　　　名 

 進　　修 省略 西口　　泰 省略 森本　明香

 高麗広 省略 梅谷　隆継 省略 米本　武俊

 修道第１ 省略 村山　　彰 省略 近藤　知子

 修道第２ 省略 池田　秀一 省略 中村　哲也

 明倫第１ 省略 富山　孝久 省略 岩崎　成児

 明倫第２ 省略 石塚　　勇 省略 奥野　修司

 有緝第１ 省略 河原田　充 省略 阿竹　信一

 有緝第２ 省略 前村　俊和 省略 大滝　真一

 有緝第３ 省略 江原　博喜 省略 辻村　美貴

 厚生第１ 省略 北村　勇二 省略 世古口　睦

 厚生第２ 省略 古沢　朋子 省略 西山　和美

 厚生第３ 省略 山中　宏幸 省略 井川　貴雄

 早　　修 省略 増田研一郎 省略 南　　裕之

 中島第１ 省略 西山　正裕 省略 西田　友則

 中島第２ 省略 西川　　博 省略 伊藤　元樹

 中島第３ 省略 太田　勝美 省略 大桑　和秀

 神　　社 省略 岩田　正美 省略 中川　隆行

 大　　湊 省略 堀　　　毅 省略 平見　典彦

 浜郷第１ 省略 藤井　良輝 省略 鎌田　茂樹

 浜郷第２ 省略 丸山　美幸 省略 川端　松五

 浜郷第３ 省略 鳥堂　昌洋 省略 松井　裕一

 宮本第１ 省略 森田　一成 省略 井村　明弘

 宮本第２ 省略 井上　晃一 省略 中瀬　知之

 豊浜第１ 省略 川面　吉弘 省略 奥野　　覚

 豊浜第２ 省略 荒木　一彦 省略 北村　幸治

 北浜第１ 省略 大西　要一 省略 木村扶美夫

 北浜第２ 省略 山川　　徹 省略 吉川　　智

 北浜第３ 省略 山中一五三 省略 脇田　和泉

 城田第１ 省略 佐波　平幸 省略 山口　真司

 城田第２ 省略 奥山　　茂 省略 西井　清子

 四郷第１ 省略 岩本　昌也 省略 中内　悠介

 四郷第２ 省略 中川　　清 省略 上田　淳一

 四郷第３ 省略 豊田　典久 省略 中口　尚久

 沼木第１ 省略 多田　重男 省略 小林　　進

 沼木第２ 省略 鈴木　光代 省略 下村　真司

 沼木第３ 省略 西井　弘行 省略 山口　　徹

 沼木第４ 省略 古布　　武 省略 世古口貴行

平成１９年７月２９日執行　参議院議員通常選挙投票管理者及び同職務代理者一覧表

投　票　管　理　者 投票管理者の職務を代理すべき者
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 投　　票

 区　　名  　　　住　　　　　　　　所  氏　　　名  　　　住　　　　　　　　所  氏　　　名 

二見第1 省略 松本　文彦 省略 尾本　義則

二見第2 省略 中村　元貞 省略 大井戸清人

二見第3 省略 松本　幸久 省略 吉居　寛典

二見第4 省略 出口　　勇 省略 濱口　基久

小俣第1 省略 中西　正夫 省略 倉野　隆宏

小俣第2 省略 水谷　　誠 省略 小林　正幸

小俣第3 省略 櫻本　正章 省略 北村　　守

小俣第4 省略 山神　一洋 省略 濱口　昌大

小俣第5 省略 田端　幸孝 省略 加藤　秀樹

御薗第1 省略 柑子木清仁 省略 中村　元紀

御薗第2 省略 中村　昌弘 省略 林　　　歩

御薗第3 省略 吉村　　進 省略 江崎　里美

御薗第4 省略 中村　　稔 省略 堀畑　智男

投　票　管　理　者 投票管理者の職務を代理すべき者

57



伊勢市選管告示第 47 号

平成 19 年７月 29 日執行の参議院選挙区選出議員選挙、参議院比例代表選出議員

選挙における期日前投票所を次のとおり設けますので、公職選挙法（昭和 25 年法律

第 100 号）第 48 条の２第３項による読み替え後の第 41 条第１項の規定により告示

します。

平成 19 年７月 12日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 杉 木 仁

記

１ 期日前投票所

本庁期日前投票所 伊勢市役所東庁舎４階第３会議室 岩渕１丁目７番 29 号

２ 増設する期日前投票所

二見期日前投票所 二見総合支所 二見町茶屋 420 番地１

小俣期日前投票所 小俣公民館 小俣町元町 540 番地

御薗期日前投票所 御薗総合支所 御薗町長屋 1221 番地

３ 増設期間

平成 19 年７月 21日（土）～７月 28 日（土）
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伊勢市選管告示第 48 号

平成 19 年７月 29 日執行の参議院選挙区選出議員選挙、参議院比例代表選出議員

選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を別紙のように

選任しましたので、公職選挙法施行令（昭和 25 年政令第 89 号）第 49 条の７による

読み替え後の第 25条の規定により告示します。

平成 19 年７月 12日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 杉 木 仁
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１　投票管理者 別　　表

（１）本庁期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

省略 森本　保治 平成19年7月13日

省略 村田　　收 平成19年7月14日

省略 伴野　加代子 平成19年7月15日

省略 森本　保治 平成19年7月16日

省略 村田　　收 平成19年7月17日

省略 伴野　加代子 平成19年7月18日

省略 森本　保治 平成19年7月19日

省略 村田　　收 平成19年7月20日

省略 伴野　加代子 平成19年7月21日

省略 森本　保治 平成19年7月22日

省略 村田　　收 平成19年7月23日

省略 伴野　加代子 平成19年7月24日

省略 森本　保治 平成19年7月25日

省略 中村　礼子 平成19年7月26日

省略 村田　　收 平成19年7月27日

省略 伴野　加代子 平成19年7月28日
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（２）二見期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

省略 森井　昭子 平成19年7月21日

省略 森井　昭子 平成19年7月22日

省略 松井　孝彦 平成19年7月23日

省略 山本　忠弘 平成19年7月24日

省略 榎本　弘子 平成19年7月25日

省略 山本　忠弘 平成19年7月26日

省略 山本　忠弘 平成19年7月27日

省略 森井　昭子 平成19年7月28日

（３）小俣期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

省略 松阪　一雄 平成19年7月21日

省略 松阪　一雄 平成19年7月22日

省略 松阪　一雄 平成19年7月23日

省略 松阪　一雄 平成19年7月24日

省略 鈴井　克子 平成19年7月25日

省略 松阪　一雄 平成19年7月26日

省略 鈴井　克子 平成19年7月27日

省略 西宮　晴一 平成19年7月28日

（４）御薗期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

省略 西村　貞夫 平成19年7月21日

省略 松月　善一郎 平成19年7月22日

省略 大杉　昭夫 平成19年7月23日

省略 中村　澄夫 平成19年7月24日

省略 松月　善一郎 平成19年7月25日

省略 大杉　昭夫 平成19年7月26日

省略 中村　澄夫 平成19年7月27日

省略 西村　貞夫 平成19年7月28日
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２　投票管理者に事故があり、又は欠けた場合においてその職務を代理すべき者

（１）本庁期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

省略 安田　浩章 平成19年7月13日

省略 奥本　智礼 平成19年7月14日

省略 角谷　　晃 平成19年7月15日

省略 中西　正治 平成19年7月16日

省略 川端　松五 平成19年7月17日

省略 中瀬　知之 平成19年7月18日

省略 中世古克規 平成19年7月19日

省略 廣　　俊明 平成19年7月20日

省略 古川　純平 平成19年7月21日

省略 中西　正治 平成19年7月22日

省略 藤田　典彦 平成19年7月23日

省略 奥野　　覚 平成19年7月24日

省略 南平　貫志 平成19年7月25日

省略 伊藤　元樹 平成19年7月26日

省略 深川　和司 平成19年7月27日

省略 中西　正治 平成19年7月28日
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（２）二見期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

省略 坂口　元美 平成19年7月21日

省略 三浦　 　徹 平成19年7月22日

省略 三浦　 　徹 平成19年7月23日

省略 三浦　 　徹 平成19年7月24日

省略 坂口　元美 平成19年7月25日

省略 三浦 　　徹 平成19年7月26日

省略 坂口　元美 平成19年7月27日

省略 三浦　 　徹 平成19年7月28日

（３）小俣期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

省略 山本　新一 平成19年7月21日

省略 山本　新一 平成19年7月22日

省略 山本　新一 平成19年7月23日

省略 山本　新一 平成19年7月24日

省略 山本　新一 平成19年7月25日

省略 山本　新一 平成19年7月26日

省略 山本　新一 平成19年7月27日

省略 山本　新一 平成19年7月28日

（４）御薗期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

省略 奥野　まち 平成19年7月21日

省略 中村　元紀 平成19年7月22日

省略 前村　裕紀 平成19年7月23日

省略 中村　元紀 平成19年7月24日

省略 太田　博也 平成19年7月25日

省略 前村　裕紀 平成19年7月26日

省略 江崎　里美 平成19年7月27日

省略 中村　元紀 平成19年7月28日
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伊勢市選管告示第 49 号

平成 19 年７月 29 日執行の参議院選挙区選出議員選挙、参議院比例代表選出議員

選挙において、公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 49 条の２第２項の規定に

より読み替えて適用される第 48 条の２第１項の規定により、在外選挙人名簿に登録

されている選挙人が投票を行う期日前投票所を下記のとおり指定します。

平成 19 年７月 12日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 杉 木 仁

記

伊勢市岩渕１丁目７番 29号

伊勢市役所東庁舎４階第３会議室
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伊勢市選管告示第 50 号

平成 19 年７月 29 日執行の参議院比例代表選出議員選挙における伊勢市開票区の

開票立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時を次のように定めましたので、

公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 62 条第６項の規定により告示します。

平成 19 年７月 12日 提出

伊勢市選挙管理委員会

委員長 杉 木 仁

記

１ くじを行う場所 伊勢市岩渕１丁目７番 29 号

伊勢市役所東庁舎４階

伊勢市選挙管理委員室

２ くじを行う日時 平成 19年７月 26日（木） 午後５時 30 分
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伊勢市上下水道事業告示第 41 号

伊勢市下水道排水設備指定工事店規程（平成 17 年上下水道事業管理規程

第２号）第３条第１項の規定により、伊勢市下水道排水設備指定工事店を

次のとおり指定しましたので、同規程第 13 条第１項の規定により告示しま

す。

平成 19 年７月３日

伊勢市長 森 下 隆 生

指定

番号
工事店名 所 在 地 指定年月日

231 ＥＣＯ・Ｐ 津市片田新町 41 番地２ 平成 19 年６月 29 日
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伊勢市上下水道事業告示第 42 号

伊勢市下水道排水設備指定工事店規程（平成 17 年上下水道事業管理規程

第２号）第３条第１項の規定により、伊勢市下水道排水設備指定工事店を

次のとおり指定しましたので、同規程第 13 条第１項の規定により告示しま

す。

平成 19 年７月９日

伊勢市長 森 下 隆 生

指定

番号
工事店名 所 在 地 指定年月日

239 東海ハウス
松阪市春日町２丁目 200

番地１
平成 19 年７月４日
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伊勢市上下水道事業告示第 43 号

伊勢市指定給水装置工事事業者規程（平成 17 年上下水道事業管理規程第

17 号）第５条の規定により伊勢市指定給水装置工事事業者を次のとおり指

定しましたので、告示します。

平成 19 年７月９日

伊勢市長 森 下 隆 生

指定

番号
事業者名 所 在 地 指定年月日

271
有限会社

杉村設備
度会郡大紀町崎 2432 番地２ 平成 19 年７月６日
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伊勢市公告第 39 号

農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 18 条第１項の規

定により、次のように農用地利用集積計画を定めましたので、同法第 19

条の規定により公告します。

平成 19 年７月２日

伊勢市長 森 下 隆 生

農用地利用集積計画（利用権設定）

利用権を設定する人 利用権の設定を受ける人 利用権設定面積 備考

１ 人 １ 人 2,027 ㎡ １年

１ 人 １ 人 991 ㎡ ２年

４ 人 ５ 人 19,231 ㎡ ３年

１ 人 １ 人 3,538 ㎡ ５年
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伊勢市公告第 40 号

住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）第８条の規定により、次の者

の住民票を職権で消除しましたので、住民基本台帳法施行令（昭和 42 年

政令第 292 号）第 12 条第４項の規定により公告します。

平成 19 年７月 10 日

伊勢市長 森 下 隆 生

１ 職権消除年月日

平成 19 年６月 29 日

２ 職権消除対象者の住所及び氏名

住 所 氏 名

三重県伊勢市一之木４丁目 11 番 20 号 徳 永 素 栄
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伊勢市公告第 41 号

伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例（平成 17 年伊勢市条例第 106

号）第 13 条第１項第４号の規定に基づき、次の者の印鑑登録を抹消しま

したので、同条第２項の規定により公告します。

平成 19 年７月 10 日

伊勢市長 森 下 隆 生

１ 抹消年月日

平成 19 年６月 29 日

２ 抹消対象者の住所及び氏名

住 所 氏 名 印鑑登録番号

三重県伊勢市一之木４丁目 11番 20号 徳 永 素 栄 ０７５６３６
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伊勢市公告第 42 号

犬の抑留について

次の犬を狂犬病予防法（昭和 25 年法律第 247 号）第６条第１項の規定

により抑留した旨の通知が三重県伊勢保健福祉事務所長からありましたの

で、同条第８項の規定により公告します。

平成 19 年７月 11 日

伊勢市長 森 下 隆 生

１ 抑留した犬

２ 抑留した日 平成 19 年７月９日

３ 抑留期限 平成 19 年７月 12 日

４ 連絡先

伊勢市環境部環境課（電話 0596-21-5540）

三重県伊勢保健福祉事務所保健衛生室（衛生指導課）（電話 0596-27-5151）

番号 捕獲した場所 種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 伊勢市高麗広 雑種 茶 雌 中 91日以上
首輪なし

やせている
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伊勢市公告第 43 号

公 示 送 達

下記の者の平成 19 年度固定資産税・都市計画税納税通知書は、地方税

法（昭和 25 年法律第 226 号）第 20 条の２の規定により、財務政策部課税

課に保管してありますから、来庁の上、受領してください。

平成 19 年７月 13 日

伊勢市長 森 下 隆 生

記

１ 公示送達を受けるべき者の氏名又は名称

整理番号 納税通知書番号 納 税 義 務 者 名

１ 207664-3 中田 辰吉

２ 218230-1 髙木 一

３ 218229-6 髙木 一（高木 たね）

４ 227808-9 青海 訞

５ 244138-3 ワセン開発三重

６ 244234-7 有限会社 杉木運輸

７ 244426-8 福井 文吉

８ 201413-0 谷口 よしゑ

９ 202963-8 奥村 恒省

10 202920-6 岡山 和生

11 204445-6 原田 義美

12 205111-8 株式会社 慶屋

13 204744-6 三谷 好子
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14 203929-1 徳原 光男

15 202609-6 株式会社 伊勢環境エンジ

16 204366-2 八光トレーディング 株式会社

17 204505-4 廣瀬 公邦

18 219072-6 下村 忠一

19 219073-4 下村 忠一(下村 政己 外 1 名)

20 203215-0 協和 株式会社

21 203115-4 神田 正弘

22 240319-7 中西 和美

23 255589-5 早川 すゑの

24 210231-5 樋口 光子（樋口 あきへ）

25 228320-2 西川 キクノ

26 204657-1 松阪電子 株式会社 松阪工場

27 204394-7 濱口 佐助

28 204664-4 松嶋 小すゑ

29 203569-5 杉本 結城

30 210703-0 石田 好子

31 216132-5 藤田 裕人

32 227367-3 倉木 義行

33 257681-3 内藤 勝男

34 201111-6 小濱 久夫

35 208071-3 中西 良

36 217035-6 中村 伸也

37 234364-2 藤原 いつ子
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伊勢市公告第 44 号

犬の抑留について

次の犬を狂犬病予防法（昭和 25 年法律第 247 号）第６条第１項の規定

により抑留した旨の通知が三重県伊勢保健福祉事務所長からありましたの

で、同条第８項の規定により公告します。

平成 19 年７月 13 日

伊勢市長 森 下 隆 生

１ 抑留した犬

２ 抑留した日 平成 19 年７月 12 日

３ 抑留期限 平成 19 年７月 18 日

４ 連絡先

伊勢市環境部環境課（電話 0596-21-5540）

三重県伊勢保健福祉事務所保健衛生室（衛生指導課）（電話 0596-27-5151）

番号 捕獲した場所 種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 伊勢市河崎 柴・雑種 茶 雌 中 91 日以上 青い首輪
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