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 伊勢市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の一部を改正す 

 

 

る規則をここに公布する。 

 

 

 

  平成 20 年８月１日 

 

 

 

               伊勢市長 森 下 隆 生     
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伊勢市規則第 30 号 

   伊勢市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の一部を改

正する規則 

 伊勢市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則（平成 17 年伊勢

市規則第 111 号）の一部を次のように改正する。 

 様式第２号を次のように改める。 
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様式第２号（第７条関係） 

伊勢市廃棄物減量等推進員活動報告書 

 

自治会名             推進員氏名           

 

 下記のとおり活動状況を報告します。 

活 動 日 活 動 場 所 活  動  内  容 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

気付いたことをご記入ください。 
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   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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 伊勢市公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  平成 20 年８月 11 日 

 

 

 

                 伊勢市長 森 下 隆 生     
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伊勢市規則第 31 号 

   伊勢市公印規則の一部を改正する規則 

 伊勢市公印規則（平成 17 年伊勢市規則第７号）の一部を次のように改正

する。 

 別表出納員印の項中 医療保険課長 ２  を 医療保険課長 ３

に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

「 「

」 」
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 伊勢市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則を 

 

 

ここに公布する。 

 

 

 

  平成 20 年８月 11 日 

 

 

 

                 伊勢市長 森 下 隆 生     
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伊勢市規則第 32 号 

   伊勢市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規 

   則 

 伊勢市福医療費の助成に関する条例施行規則（平成 17 年伊勢市規則第

58 号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項第１号中「心身障害者」を「障害者」に、「を超えるとき」

を「以上のとき」に改め、同項第２号中「を超えるとき」を「以上のとき」

に改め、同項第３号中「乳幼児」を「乳幼児等」に、「を超える場合」を「以

上のとき」に改める。 

 第５条第１号イ中「心身障害者」を「障害者」に改め、同条第２号イた

だし中「、乳幼児については４歳の誕生日の属する月の末日（誕生日が月

の初日であるときは４歳の誕生日の属する月の前日の末日）とし」を削る。 

 第８条第４項中「就学前乳幼児」を「就学児童」に改める。 

 様式第１号中「心身障害者」を「障害者」に、「乳幼児」を「乳幼児等」

に、「（視・聴・言・肢・内）」を「（視・聴・言・肢・内・療・精）」に改め

る。 

 様式第３号中「心身障害者」を「障害者」に、「乳幼児」を「乳幼児等」

に改める。 

 様式第４号中「１ 心身障害者（一般・65 心障）」を「１ 障害者（一

般）」に、「乳幼児」を「乳幼児等」に改める。 

 様式第５号（表面）中「１ 心身障害者」を「１ 障害者」に、「乳幼児」

を「乳幼児等」に改め、食事療養の項を削り、同様式（裏面）注意④中「③」

を「④」に改め、④を⑤とし、同様式（裏面）注意中③を④とし、②の次

に次のように加える。 

  ③ 障害者（精神障害者）入院に係るものは、証明しないでください。 

 様式第５号（裏面）○ 領収証明書記入方法の 17 中「心障」を「障害者」
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に、「乳幼児」を「乳幼児等」に改める。 

 様式第６号（表面）中「１ 心身障害者」を「１ 障害者」に、「乳幼児」

を「乳幼児等」に改め、食事療養の項を削り、同様式（裏面）注意④中「③」

を「④」に改め、④を⑤とし、同様式（裏面）注意中③を④とし、②の次

に次のように加える。 

  ③ 障害者（精神障害者）入院に係るものは、証明しないでください。 

 様式第６号（裏面）○領収証明書記入方法の 17 中「心障」を「障害者」

に、「乳幼児」を「乳幼児等」に改める。 

入院時食事療養費 

保険請求分 標準負担分 公費請求分 公費標準負担分

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

様式第７号中 

 

 

 

 

 

 

 

        

「
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を削る。 

 様式第８号の２中「就学前乳幼児」を「就学児童」に改める。 

食事療養費

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

様式第９号中 

  

を削る。 

 

」

「

」
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 様式第 10 号から様式第 12 号まで中「心身障害者」を「障害者」に、「乳

幼児」を「乳幼児等」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成 20 年９月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市福祉医療

費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙については、当

分の間、これを取り繕って使用することができる。 
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 伊勢市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則の一部を 

 

 

改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  平成 20 年８月 15 日 

 

 

 

                 伊勢市長 森 下 隆 生     
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伊勢市規則第 33 号 

   伊勢市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則の一

部を改正する規則 

 伊勢市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(平成 17

年伊勢市規則第 139 号)の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号から第 12

号までを１号ずつ繰り上げる。 

 様式第４号中「許可の期間」を「行為の期間」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市風致地区

内における建築等の規制に関する条例施行規則に定める様式による用

紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 
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 伊勢市火災予防査察規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

 

 

 

  平成 20 年８月７日 

 

 

 

               伊勢市消防長 西 田 恒 郎     
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伊勢市消防本部訓令第５号 

   伊勢市火災予防査察規程の一部を改正する規程 

 伊勢市火災予防査察規程（平成 17 年伊勢市消防本部訓令第 13 号）の一

部を次のように改正する。 

 様式第１号及び様式第 12 号２項の部に次のように加える。 

二 カラオケボックス、個室ビデオ、インターネットカフェ等 

 様式第１号及び様式第 12 号６項の部ロの項中「老人福祉施設、有料老人

ホーム」を「養護老人ホーム、特別養護老人ホーム」に改め、同部中ハの

項を二の項とし、ロの項の次に次のように加える。 

ハ 
老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉セ

ンター等 

   附 則 

 この訓令は、平成 20 年 10 月１日から施行する。ただし、様式第１号及

び様式第 12 号中第６項に係る改正規定は、平成 21 年４月１日から施行す

る。 
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伊勢市告示第 63 号 

 

 平成 20 年度一般廃棄物処理実施計画を策定しましたので、伊勢市廃棄物

の減量及び適正処理に関する条例（平成 17 年伊勢市条例第 129 号）第６条

第１項の規定により、次のとおり公表します。 

 

  平成 20 年８月１日 

 

                 伊勢市長 森 下 隆 生     

 

 「次」は省略し、その関係書類を伊勢市環境部資源循環課に備え置いて

縦覧に供します。 
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伊勢市教育委員会告示第７号 

 伊勢市教育委員会会議を次のとおり招集します。 

  平成 20 年８月 14 日 

 

                    伊 勢 市 教 育 委 員 会 

                    委員長 楠 田 英 子 

 

記 

 

１ 日 時  平成 20 年８月 21 日（火）午後３時 00 分 

２ 場 所  伊勢市教育委員会（小俣総合支所）２階 第１・２会議室 

３ 会議に付する事件 

    議案第 27 号 伊勢市立伊勢図書館規則及び伊勢市立小俣図書館規則

の一部改正について 
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伊勢市選管告示第 43 号 

 

 

 平成 20 年９月１日現在で調製の公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 22 条 

 

第１項にかかる永久選挙人名簿登録者の縦覧場所を、下記のとおり定めます。 

 

 

  平成 20 年８月４日 

 

                   伊勢市選挙管理委員会 

                        委員長 杉 木  仁 

 

               記 

 

  縦 覧 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 

          （休日は、本庁舎１階守衛室） 

 

  （参 考） 

  縦 覧 期 間        ９月３日（水）から同月７日（日）までの５日間 

          （公職選挙法第 23 条） 
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伊勢市選管告示第 44 号 

 

        

 公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 30 条の６第１項にかかる在外選挙人 

 

名簿登録者の縦覧場所を、下記のとおり定めます。 

 

 

  平成20年８月４日 

 

                 伊勢市選挙管理委員会 

                      委員長 杉 木  仁 

 

                記 

 

 縦 覧 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 

         （休日は、本庁舎１階守衛室） 

 

 （参 考） 

 縦 覧 期 間        ９月３日（水）から同月７日（日）までの５日間 

         （公職選挙法施行令第 23 条の 11） 
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伊勢市上下水道事業告示第 26 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 20 年８月７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 

110 江藤設備 伊勢市中村町 720 番地２ 平成 20 年８月７日
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伊勢市上下水道事業告示第 27 号 

 

 流域関連公共下水道の供用を開始するので、下水道法(昭和 33 年法律第

79 号)第９条の規定に基づき、次のとおり告示します。 

その関係図面は、平成 20 年８月 15 日から２週間、伊勢市上下水道部下

水道施設管理課及び本庁１階上下水道部窓口に備え置いて、一般の縦覧に

供します。 

 

平成 20 年８月 14 日 

 

伊勢市長 森 下 隆 生     

 

１ 供用(下水の処理)を開始する年月日 

  平成 20 年９月１日 

２ 供用(下水の処理)を開始する区域 

船江４丁目、宮後２丁目、河崎１丁目の各一部 

３ 供用を開始する排水施設の位置 

 縦覧に供する関係図面において表示します。 

４ 当該公共下水道が接続する流域下水道の終末処理場の位置及び名称 

  位置 伊勢市大湊町 1126 番地 

  名称 宮川浄化センター 

５ 供用を開始する排水施設の合流式又は分流式の別 

  分流式 

 

 

22



伊勢市公告第 67 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 20 年８月１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

３ 人 ３ 人 10,794 ㎡ ３年

６ 人 ４ 人 13,308 ㎡ ５年

１ 人 １ 人 3,961 ㎡ 10 年
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伊勢市公告第 68 号 

 

伊勢市農村振興基本計画を定めたいので、伊勢市政策意見提出制度（パ

ブリック・コメント制度）実施要綱（平成 17 年 11 月１日施行）第５条第

３項の規定により、次のとおり伊勢市農村振興基本計画（案）を公表しま

す。 

なお、伊勢市農村振興基本計画（案）について、次に定めるところによ

り伊勢市に意見を提出することができます。 

 

平成 20 年８月１日 

 

伊勢市長 森 下 隆 生     

 

１ 公表する計画案 

  伊勢市農村振興基本計画（案） 

案は省略し、次項に掲げる場所に備え置いて縦覧に供します。 

２ 縦覧場所 

 (1) 伊勢市産業部農林課 

 (2)  伊勢市総務部総務課 

(3)  二見総合支所地域振興課 

(4) 小俣総合支所地域振興課 

(5) 御薗総合支所地域振興課 

(6) 神社支所 

 (7) 大湊支所 

 (8) 宮本支所 

 (9) 浜郷支所 
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 (10) 豊浜支所 

 (11) 北浜支所 

 (12) 城田支所 

 (13) 四郷支所 

 (14) 沼木支所 

 (15) 伊勢市役所本館１階市民ホール 

 (16) 伊勢市立伊勢図書館 

 (17) 伊勢市立小俣図書館 

 (18) 伊勢市生涯学習センター（いせトピア） 

 (19) 伊勢市二見生涯学習センター 

３ 縦覧期間 

  自 平成 20 年８月 1 日（金） 

  至 平成 20 年９月１日（月） 

４ 意見の提出 

 (1) 意見を提出することができるもの 

・ 市内に住所を有する者 

・ 市内に事務所又は事業所を有する者 

  ・ 市内に在する事務所又は事業所に勤務する者 

  ・ 市内に在する学校に在学する者 

  ・ 本市に対して納税義務を有するもの 

  ・ 前各号に掲げるもののほか、政策意見提出制度に係る事案に利害

関係を有するもの 

 (2) 意見の提出方法 

氏名、住所及び電話番号を明記の上、伊勢市産業部農林課に持参、

郵送、ファクシミリ又は電子メールで提出してください。 

[提出先] 
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伊勢市産業部農林課 伊勢市役所御薗総合支所１階 

郵送 〒516-8501  

伊勢市御薗町長屋 1221 番地 伊勢市役所 農林課 

ファクシミリ 0596－21－5605 

電子メール nourin@city.ise.mie.jp 

 (3) 意見の提出期限 

平成 20 年９月１日（月）【ただし、郵送の場合は、当日付消印まで

有効とします。】 

 (4) 問い合わせ先 

伊勢市産業部農林課 電話 0596-22-0374 
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伊勢市公告第 69 号 

 

伊勢市食育推進計画を定めたいので、伊勢市政策意見提出制度（パブリ

ック・コメント制度）実施要綱（平成 17 年 11 月１日施行）第５条第３項

の規定により、次のとおり伊勢市食育推進計画（中間案）を公表します。 

なお、伊勢市食育推進計画（中間案）について、次に定めるところによ

り伊勢市に意見を提出することができます。 

 

  平成 20 年８月１日 

 

伊勢市長 森 下 隆 生     

１ 公表する計画案 

  伊勢市食育推進計画（中間案） 

案は省略し、次項に掲げる場所に備え置いて縦覧に供します。 

２ 縦覧場所 

 (1) 伊勢市教育委員会事務局学校教育課 

 (2) 伊勢市産業部農林課 

 (3) 伊勢市産業部水産課 

 (4) 伊勢市産業部商工労政課 

 (5) 伊勢市健康福祉部こども課 

 (6) 伊勢市健康福祉部健康課 

 (7)  伊勢市総務部総務課 

(8)  二見総合支所地域振興課 

(9) 小俣総合支所地域振興課 

(10) 御薗総合支所地域振興課 

(11) 神社支所 
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 (12) 大湊支所 

 (13) 宮本支所 

 (14) 浜郷支所 

 (15) 豊浜支所 

 (16) 北浜支所 

 (17) 城田支所 

 (18) 四郷支所 

 (19) 沼木支所 

 (20) 伊勢市役所本館１階市民ホール 

 (21) 伊勢市立伊勢図書館 

 (22) 伊勢市立小俣図書館 

 (23) 伊勢市生涯学習センター（いせトピア） 

 (24) 伊勢市二見生涯学習センター 

 (25) 市内公立小学校 

 (26) 市内公立中学校 

 (27) 市内公立幼稚園 

 (28) 市内私立幼稚園 

 (29) 市内公立保育所 

 (30) 市内私立保育所 

 (31) 伊勢市小俣保健センター 

 (32) 伊勢市小俣農村環境改善センター 

３ 縦覧期間 

  自 平成 20 年８月 1 日（金） 

  至 平成 20 年９月１日（月） 

４ 意見の提出 

 (1) 意見を提出することができるもの 
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・ 市内に住所を有する者 

・ 市内に事務所又は事業所を有する者 

  ・ 市内に在する事務所又は事業所に勤務する者 

  ・ 市内に在する学校に在学する者 

  ・ 本市に対して納税義務を有するもの 

  ・ 前各号に掲げるもののほか、政策意見提出制度に係る事案に利害

関係を有するもの 

 (2) 意見の提出方法 

氏名、住所及び電話番号を明記の上、伊勢市産業部農林課に持参、

郵送、ファクシミリ又は電子メールで提出してください。 

[提出先] 

   伊勢市教育委員会事務局学校教育課 伊勢市小俣総合支所２階 

    郵送 〒519－0592 

     伊勢市小俣町元町 540 番地 

 伊勢市教育委員会事務局学校教育課 

     ファクシミリ 0596－23－8641 

     電子メール  kyo-gako@city.ise.mie.jp 

伊勢市産業部農林課 伊勢市役所御薗総合支所１階 

郵送 〒516-8501  

伊勢市御薗町長屋 1221 番地 伊勢市産業部農林課 

ファクシミリ 0596－21－5605 

電子メール nourin@city.ise.mie.jp 

   伊勢市産業部水産課 伊勢市役所御薗総合支所１階 

    郵送 〒516－8501 

     伊勢市御薗町長屋 1221 番地 伊勢市産業部水産課 

     ファクシミリ 0596－21－5605  
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     電子メール  suisan@city.ise.mie.jp 

伊勢市産業部商工労政課 伊勢市役所本館２階 

    郵送 〒516－8601 

     伊勢市岩渕１丁目７番 29 号 伊勢市産業部商工労政課 

     ファクシミリ 0596－22－9699 

     電子メール  syoko@city.ise.mie.jp 

   伊勢市健康福祉部こども課 伊勢市役所東庁舎２階 

郵送 〒516－8601 

     伊勢市岩渕１丁目７番 29 号 伊勢市健康福祉部こども課 

     ファクシミリ 0596－21－5555 

     電子メール  kodomo@city.ise.mie.jp 

   伊勢市健康福祉部健康課 伊勢市福祉健康センター２階 

    郵送 〒516－0076 

     伊勢市八日市場町 13 番１号 伊勢市健康福祉部健康課 

     ファクシミリ 0596－21－0683 

     電子メール  ise-hset@city.ise.mie.jp 

 (3) 意見の提出期限 

平成 20 年９月１日（月）【ただし、郵送の場合は、当日付消印まで

有効とします。】 

 (4) 問い合わせ先 

   伊勢市教育委員会事務局学校教育課 電話 0596－22－7882 

伊勢市産業部農林課        電話 0596－22－0374 

   伊勢市産業部水産課        電話 0596－22－0367 

   伊勢市産業部商工労政課      電話 0596－21－5512 

   伊勢市健康福祉部こども課     電話 0596－21－5579 

   伊勢市健康福祉部健康課      電話 0596－27－2435 
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伊勢市公告第 70 号 

 

 土地収用法（昭和 26 年法律第 219 号。以下「法」という。）第 42 条第１

項の規定により、三重県収用委員会から裁決申請書及びその添付書類の写

しの送付があったので、同条第２項の規定により公衆の縦覧に供するため

次のとおり公告します。 

 なお、法第 43 条の規定により、土地所有者及び関係人は縦覧期間内に、

また、損失の補償の決定によって権利を害されるおそれのある者は収用委

員会の審理が終わるまでに、三重県収用委員会（三重県総務部法務・文書

室内）に意見書を提出することができますのでご留意下さい。 

 

  平成 20 年８月１日 

 

伊勢市長 森 下 隆 生     

１ 起業者の名称 

  三重県 

２ 事業の種類 

  県営ふるさと農道整備事業御薗地区（三重県伊勢市磯町字向山地内か

ら同市御薗町上條字細野地内まで） 

３ 収用し、又は使用しようとする土地の所在、地番及び地目 

地目 
土地の所在 地番 

公簿 現況 

三重県伊勢市御薗町高向字下万条 3515 番 畑 田 

４ 縦覧場所 

伊勢市産業部農林課（伊勢市御薗総合支所内） 

５ 縦覧期間 
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  公告の日から平成 20 年８月 15 日まで 

６ 問い合わせ先 

  伊勢市産業部農林課  電話 0596-22-0372 
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伊勢市公告第 71 号 

 

 土地収用法（昭和 26 年法律第 219 号。以下「法」という。）第 47 条の４

第１項の規定により、三重県収用委員会から法第 47 条の３第１項の書類の

写しの送付があったので、法第 47 条の４第２項において準用する法第 42

条第２項の規定により公衆の縦覧に供するため次のとおり公告します。 

 なお、法第 47 条の４第２項において準用する法第 43 条の規定により、

土地所有者及び関係人は縦覧期間内に、また、損失の補償の決定によって

権利を害されるおそれのある者は収用委員会の審理が終わるまでに、三重

県収用委員会（三重県総務部法務・文書室内）に意見書を提出することが

できますのでご留意下さい。 

 

  平成 20 年８月１日 

 

伊勢市長 森 下 隆 生     

１ 起業者の名称 

  三重県 

２ 事業の種類 

  県営ふるさと農道整備事業御薗地区（三重県伊勢市磯町字向山地内か

ら同市御薗町上條字細野地内まで） 

３ 縦覧する書類に係る土地の所在、地番及び地目 

地目 
土地の所在 地番 

公簿 現況 

三重県伊勢市御薗町高向字下万条 3515 番 畑 田 

４ 縦覧場所 

伊勢市産業部農林課（伊勢市御薗総合支所内） 
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５ 縦覧期間 

  公告の日から平成 20 年８月 15 日まで 

６ 問い合わせ先 

  伊勢市産業部農林課  電話 0596-22-0372 
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伊勢市公告第 72 号 

 

   都市公園の区域変更について 

 

 次のとおり都市公園の区域を変更するので、伊勢市都市公園条例（平成

17 年伊勢市条例第 159 号）第 15 条の規定により公告します。 

 

平成 20 年８月６日 

 

  伊勢市長 森 下 隆 生     

 

１ 区域を変更する都市公園の名称及び位置     

名   称 位     置 

宮後公園 伊勢市宮後２丁目 744 番３及び 744 番４ 

 

２ 変更に係る区域 

  別図のとおり 

 「別図」は省略し、伊勢市都市整備部維持課において縦覧に供します。 

 

３ 供用開始の期日  平成 20 年８月６日 
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伊勢市公告第 73 号 

 

   都市公園の供用開始について 

 

 都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第２条の２の規定により、次のよ

うに都市公園の供用を開始します。 

 

平成 20 年８月 12 日 

 

 伊勢市長 森 下 隆 生     

 

名   称 位     置  区 域（㎡）

うえやま公園 伊勢市植山町字小川丁場 486 番の一部 1627.93

 

 供用開始の期日  平成 20 年８月 12 日 

 供用開始の都市公園を表示した図面を縦覧する場所及び期間 

 縦覧する場所  伊勢市都市整備部維持課 

 縦覧する期間  公告の日から２週間 
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伊勢市公告第 74 号 

 

公 示 送 達 

 

 下記の者の平成 20 年度国民健康保険料納入通知書は、住所、居住等が不

明のため送達することができないので、国民健康保険法（昭和 33 年法律第

192 号）第 78 条において準用する地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第

20 条の２の規定により、健康福祉部医療保険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 20 年８月 15 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及び住所 

氏   名 住   所 通知書番号 

世古 保之 上地町 4372 番地３ 0000148-4 

瀬口  忍 宇治浦田３丁目 11 番１号 0000643-5 

井手 勝利 浦口４丁目 21 番 13 号 0000741-7 

竹下 秀樹 
宮川１丁目４番５号  

みやがわハイツ 101 号 
0000787-0 

TIROL SUSAN 

TERESITA NAGAL
小俣町相合 978 番地２ 0000927-3 

深野  勤 
辻久留１丁目 14 番 20 号  

タウニィ辻久留 101 号 
0001279-6 

中井 広己 吹上２丁目 12 番 31 号 春代荘 0001519-6 

●●●●● ●●●●● ●●●●● 

寺本 幸男 大湊町 328 番地 幸紀 203 号 0002583-0 
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HOSSOKAWA 

SILVANA 

APARECIDA 

LIBERATO 

御薗町高向 2042 番地１ 

コーポ御薗２Ａ 
0002631-8 

宮間 良典 田尻町 491 番地２ 0003217-5 

GAVIOLA EDNARDE 

LICARTE 
大湊町 220 番地 55 0003435-3 

上村 周三 
常磐３丁目 11 番 31 号  

京セラ常磐寮Ａ-206 号 
0003823-9 

濱口 孝幸 
船江２丁目 31 番４号  

レオパレスイング 101 号室 
0004069-8 

WAKI JORGE TIAGO 
一之木４丁目 13 番 20 号  

エイワハイツ 203 
0004525-1 

上村 和成 船江３丁目 13 番 43 号   0005128-1 

東川 宗生 
大世古４丁目５番５号  

コーポコスモス 206 号室 
0010952-8 

中西  良 倭町 182 番地６ 0012185-2 

小川 知久 村松町 1381 番地 18 0013268-5 

夏目 英樹 
古市町 233 番地  

シャトーTANIGUCHI３ＦＡ 
0014329-4 

永井 正美 
辻久留 3 丁目９番 30 号  

市営住宅清水団地７号室 
0014380-7 

柳田 豊一 一之木４丁目３番１号 0014398-9 

干場 陽子 竹ヶ鼻町 235 番地１ 東海船舶 206 号 0014604-0 

大谷  凉 神久５丁目８番 46 号 神久荘 0014785-7 

小倉 貞人 
吹上２丁目 13 番 22 号  

丸美ロイヤル伊勢 203 号 
0014849-1 

西井 千鈴 古市町４番地５ ハイツ稲葉１号 0014990-3 

井手 浩信 川端町 202 番地９ 0015341-8 

大西 元三 
二見町松下 1757 番地 10  

コ－ラル・リ－フ 21 305 
0016238-5 

貝塚 功洋 
曽祢２丁目５番８号  

シャトーナツヤマ 609 
0016304-5 

下村 忠一 常磐２丁目 11 番４号 0016402-6 

志々目 誠 馬瀬町 1013 番地 ハイツピア 105 号 0017070-1 

島田 壽人 
下野町 20 番地１  

神鋼下野ハイツ 203 号 
0017120-4 

中西 一雄 中須町 786 番地 奥水マンション３号 0017168-3 

奥野  誠 岩渕３丁目 10 番 26 号 0020023-5 

御村 修一 旭町 59 番地１ 0022333-6 

大阪 善保 朝熊町 3171 番地１ 0022530-8 
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上山 千浩 大湊町 328 番地 幸紀 103 号 0024948-9 

森井 和光 御薗町長屋 1081 番地４  0025572-6 

杉原 清美 
一之木４丁目２番 33 号  

市営住宅一之木第２団地７号 
0030183-4 

北村 晋一 
一之木４丁目７番６号  

谷口 須美様方 
0030611-6 

松山  守 神久５丁目９番 11 号 0035610-2 

和田 典子 
宮町２丁目 10 番２号  

宮町マンション 105 号 
0035658-1 

秋豆 正司 浦口４丁目６番 21 号 0040003-3 

小川  実 
浦口４丁目 31 番 53 号  

徳川台ロイヤルマンション 303 
0040375-5 

中森 靖夫 楠部町 67 番地 14 斗南荘 11 号 0047290-9 

芝田 治枝 倭町 40 番地 市営住宅倭団地Ａ-２号 0047804-7 

出谷  豊 宇治浦田３丁目 48 番 18 号 0048169-4 

中村 伸也 大世古２丁目７番 25 号 0048254-3 

山本 太紀 下野町 154 番地 パレスコート 202 号 0049280-7 

日髙 正已 
桜木町 42 番地  

市営住宅旭ケ台団地４号 
0049806-1 

岩本 永熙 神久１丁目６番３号 0054620-8 

世古 康弘 大湊町 1118 番地 137 0058045-5 

寺田 和幸 藤里町 114 番地１ 浦中様方 0058594-0 

西島  定 円座町 1403 番地 0061616-9 

杉山 幸美 船江４丁目２番 45 号 0062483-0 

岡本  一 
吹上２丁目９番 31 号  

丸二マンション１－603 号 
0063244-6 

藤原 宣光 西豊浜町 1682 番地２ 0063883-0 

藤波 健一 船江１丁目３番 46 号 神鋼五十鈴寮 0064698-2 

宮本 文男 佐八町 1695 番地４ ルミナエル 301 号 0065156-0 

月脚 戰治 
一之木４丁目６番７号  

フォーブル三木 103 
0066011-6 

埇田  実 上地町 605 番地 暁荘は号 0066343-3 

尾形  明 吹上２丁目９番 33 号 0069323-1 

早川一二美 常磐３丁目５番 14 号 美よ志荘６号 0070791-6 

射場 福男 一之木４丁目１番 17 号 0080312-9 

村岡由紀彦 桜木町 85 番地 95 0080972-1 

小藤田 要 神久４丁目 11 番 27 号 0081670-0 

松林 春彦 神久５丁目８番 46 神久荘１号 0082139-4 

井上 正延 
一之木４丁目 13 番 20 号  

エイワハイツ 202 
0082611-3 

髙瀨しず子 船江３丁目 10 番 22 号角谷ハイツ 21 号 0082712-9 
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奥村 良次 岡本２丁目２番３号 0085468-4 

中尾  巧 
浦口４丁目 10 番 20 号  

白石山ハイツ 107 
0086156-4 

中村 大輔 藤里町 68 番地 236 0089256-8 

尾形 直希 吹上２丁目９番 33 号  0090355-6 

鹿海 稔久 小木町 416 番地１ 0091305-1 

福田 勝夫 大湊町 1118 番地 137 0092584-9 

山崎  剛 黒瀬町 1721 番地１ 0093622-7 

奥山 由季 桜木町 116 番地 66 0095455-9 

森下 朋一 村松町 3855 番地１ 0096416-0 

宮本 三郎 二見町西 1129 番地 0100740-9 

松尾 賢次 小俣町本町 531番地 ハイム明城 102号 0207583-4 

河邉 元樹 小俣町元町 191 番地 海香荘６号室 0208370-5 

山口 雅生 小俣町元町 677 番地 0208595-8 

村田 武宏 
小俣町元町 229 番地１  

ファミリ－ハウス三野５号 
0208793-8 

赤坂 忠信 小俣町湯田 375番地 豊田コ－ポ 302号 0210041-9 

田中ゆきみ 
小俣町湯田 852 番地  

ニュ－フジ社宅 201 号 
0210176-3 

松﨑  弘 小俣町相合 1363 番地 0210621-9 

渡邉 正夫 
小俣町本町 497 番地  

服部アパート４号 
0210777-9 

信田  誠 
小俣町湯田 964 番地１  

ハイブリッジ湯田 401 
0210947-8 

甲斐 峰子 小俣町相合 965 番地 0210956-9 

辻村  学 
小俣町相合 1357 番地  

リバ－サイド相合 102 
0211528-5 

渡邉 優一 
小俣町本町 497 番地  

服部アパート４号 
0211601-0 

辻本 克己 
小俣町湯田 852 番地 11  

メゾンＤフォ－ス 102 号 
0211841-2 

SHIM DANIEL 

TOSHIO 

小俣町宮前 99 番地  

ドミ－ル中川 201 
0211978-1 

田畑 圭一 
小俣町本町 581 番地  

セジュール一番館 101 号室 
0211985-6 

山﨑 英蔵 
小俣町本町 36 番地  

小俣マンション 205 号 
0212129-0 

平松 政明 小俣町湯田 852 番地 11  0212130-8 

尾崎 正義 小俣町宮前 296 番地３ 0212229-8 

阿部  久 小俣町元町 677 番地 0212336-2 

岩本 勝明 小俣町元町 677 番地 0212359-3 
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ABADE JOEL 

ABERGAS 
小俣町相合 978 番地２ 0212676-1 

石橋 広史 御薗町高向 799 番地４ 0301878-6 

村田 雅彦 御薗町長屋 260 番地２ 0302882-5 

粉川 雄視 
御薗町新開 759 番地  

コウエイハイツ 202 号 
0303477-4 

倉野 茂樹 御薗町高向 692 番地 おおとり荘Ｂ号 0303644-0 

神田 幸子 御薗町長屋 49 番地３ 前村荘２号 0303678-8 

濱崎 和紀 
御園町小林 958 番地３  

福島ハイツ１-E 
0303716-6 

安部 敏夫 御園町長屋 556 番地 中居Ｃ号 0303769-4 

小口 昭子 御園町長屋 556 番地 中居Ｃ号 0303785-0 

大西 俊也 御園町長屋 957 番地３ 前田荘４号 0303931-0 

奥村 新悟 
御園町王中島 788 番地  

ラディッシュ 202 号 
0304355-1 

富永 福東 
名古屋市南区笠寺町字姥子山 18 番地

美佐和荘 13 号 
0012973-0 

西岡千惠子 
鳥羽市安楽島町 1075 番地 149  

ホテル彩花亭 西岡とし様方 
0069528-6 

平野 義治 
滋賀県愛知郡愛荘町沓掛 774 番地  

平和マンション 107 
0099185-7 

伊知地康人 
志摩市磯部町渡鹿野 28 番地  

伊知地 悦子様方 
0304385-8 
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伊勢市公告第 75 号 

 

公 示 送 達 

 

 下記の者の平成 20 年度介護保険料納入通知書は、住所、居所等が不明の

ため送達することができないので、介護保険法（平成９年法律第 123 号）

第 143 条において準用する地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 20 条の

２の規定により、健康福祉部介護保険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 20 年８月 15 日 

 

伊勢市長 森 下 隆 生     

 

記 

 

氏  名 住    所 被保険者番号

浦田  勝 伊勢市御薗町長屋 550 番地１ 9000117706 

赤坂 忠信 
伊勢市小俣町湯田 375 番地 

豊田コーポ 302 号 
9000126517 

西川 精一 伊勢市船江１丁目８番 12 号 0300024275 

殿村 四郎 伊勢市吹上２丁目８番 18 号 0300033452 

川崎 一雄 伊勢市河崎２丁目 21 番 31 号 0300038108 

藤本ミツ子 伊勢市大世古３丁目１番２号 0300071730 

猪野 楠衞 伊勢市岡本１丁目 18 番 43 号 0300137714 
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小津幸三郎 
伊勢市吹上２丁目９番 34 号 

株式会社丸二内 
0300203900 

鹿海 稔久 伊勢市小木町 416 番地１ 0300204053 

久世  修 伊勢市黒瀬町 614 番地 15 0300205524 

江村 南斗 
伊勢市一之木４丁目２番 47 号 

森田荘２号 
0300219490 

山本 信子 伊勢市中村町 173 番地１ 野村荘は号 0300219706 

月脚 戰治 
伊勢市一之木４丁目６番７号 

フォーブル三木 103 
0300266020 

大谷  凉 伊勢市神久５丁目８番 46 号 神久荘 0300269008 

北村  稔 
伊勢市二俣町２丁目４番 31 号 

市営住宅さくらアパート 24 号 
0300276490 

竹内  勇 
伊勢市小木町 589 番地１ 

ロイヤル中川 101 号 
0300291044 

中森 靖夫 伊勢市楠部町 67 番地 14 斗南荘 11 号 0300300266 

柳田 豊一 伊勢市一之木４丁目３番１号 0300302239 

川口  實 伊勢市一志町４番２号 水谷荘 0300302932 

鹿海 厚子 伊勢市小木町 416 番地１ 0300310877 

中北 昭博 伊勢市川端町 130 番地７ 0300329711 

八賀 信行 伊勢市小俣町元町 616 番地 0300334091 

奥野美和子 伊勢市小俣町元町 861 番地 0300344934 

上田  進 伊勢市横輪町 360 番地 0300351889 

宮崎 輝夫 伊勢市吹上２丁目 12 番 25 号 南光荘 0300292372 

薗部 桂子 伊勢市一之木３丁目４番 18 号 0300342003 

阿竹 利行 伊勢市御園村高向 580 番地 かね才１号 0300338621 

43



北村 晋一 伊勢市一之木４丁目７番６号 0300296811 

山本  勇 
伊勢市浦口４丁目 28 番 11 号 

市営住宅浦口団地 17 号 
0300125068 
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伊勢市病院事業公告第４号 

 

 次のとおり職員の採用試験を行います。 

 

   平成20年８月11日 

 

                  伊勢市病院事業管理者  間 島 雄 一 

 

 

１ 採用職種及び採用予定者数 

   看護師  20人程度（平成21年４月１日採用予定） 

２ 受験資格 

  次の各号に該当する方 

（１）昭和34年４月２日以降に生まれた方で、看護師の免許を有する方又は平成21年３月に学校

を卒業し、免許を取得見込みの方 

（２）市立伊勢総合病院に通勤ができ、かつ、夜間勤務が可能な方 

（３）地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条（欠格条項）の規定に該当しない方 

（４）日本国籍を有しない方（外国籍の方）は、永住者又は特別永住者の在留資格を有すること。 

   なお、外国籍の方は、採用後公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職には任

用できません。 

３ 試験の方法 

  小論文及び口述試験（面接） 

４ 受験手続 

（１）申込方法 

   市立伊勢総合病院総務課において交付する受験申込書に必要事項を記入し、写真をはり付

けた上、次の書類を添えて、受験者本人が持参するか、又は郵送してください。 

 

添   付   す   る   書   類 

①住民票の写し（本人のみ） 

②返信用封筒２通（80円切手をはり付けて、連絡先の住所及び氏名を記入すること。） 

③当該免許証の写し 

④免許証を有しない方は、最終学歴となる学校の修了・卒業（見込み）証明書 

⑤日本国籍を有しない方（外国籍の方）は、永住者又は特別永住者の在留資格を証する書類

（２）申込受付 

   随時。ただし、平成20年12月26日（金）まで 

    （午前８時30分から午後５時15分まで。日曜日、土曜日及び祝日は除きます。） 

   ただし、郵送の場合は、平成20年12月22日（月）付消印まで有効とします。 

５ 試験の日時及び場所 

  日時及び場所は、受験票により申込者に追って通知します。 
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６ 合格者の決定及び発表 

（１）決定方法 

   試験の結果に基づいて決定します。 

（２）発表 

   試験実施後、速やかに受験者に通知します。 

７ 採用予定年月日 

  平成21年４月１日 ただし、免許未取得の方は、免許取得後 

８ 給与 

  伊勢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成17年条例第124号）及び伊 

 勢市病院企業職員の給与に関する規程（平成17年病院事業管理規程第16号）の規定に基づき 

 支給します。 

９ その他 

  この試験についての問い合わせは、市立伊勢総合病院総務課へしてください。 

   （電話 0596-23-5111 内線213、214） 

  郵送の場合の送り先は次のとおりです。 

  なお、朱書きで「職員採用受験申込書」と記入してください。また、書類に不備があり受 

 理できない場合、至急連絡する必要が生じますので、申込書には必ず連絡先（電話番号）を 

 記入してください。 

    〒516-0014 伊勢市楠部町3038番地 市立伊勢総合病院総務課 
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