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 伊勢市やすらぎ公園プール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 22 年６月 22 日 

 

 

 

                 伊勢市長 鈴 木 健 一     
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伊勢市規則第 22 号 

   伊勢市やすらぎ公園プール条例施行規則の一部を改正する規則 

 伊勢市やすらぎ公園プール条例施行規則（平成 17 年伊勢市規則第 129

号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「及び利用時間は、次のとおり」を「は７月の第１土曜

日から８月 31 日までとし、利用時間は次のとおり」に改め、同項の表を削

り、同項に次の各号を加える。 

 (1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178

号）に規定する休日 午前９時 30 分から午後５時まで 

 (2) 前号に掲げる日以外の日 午前９時 30 分から午後４時まで 

 第３条の次に次の１条を加える。 

 （回数券） 

第３条の２ 条例別表に規定する回数券は、様式第１号の２による。 

 様式第１号中「300 円」を「400 円」に、「200 円」を「300 円」に改め、

「１歳以上」を削り、同様式の次に次の１様式を加える。 

 様式第１号の２（第３条の２関係） 

  年No.    
やすらぎ公園プール利用回数券 （控） 

1,000円 （11枚綴） 
                             年No.

やすらぎ公園プール利用回数券 
1,000円 （11枚綴） 

            

(ご注意) 

○切り離した券は無効です。 

○認印の無い券は無効です。 

○紛失した券の再発行はできません。 

○有効は発行日からその年のプール開設 終日

年  月  日まで。 
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○個人利用の基本使用料以外の利用はできませ

ん。 

○この券の払い戻し又は現金との引き替えはでき

ません。 

伊勢市やすらぎ公園プール 取扱者  

       年-11

やすらぎ公園プール利用回数券 

100円 

       年-10

やすらぎ公園プール利用回数券 

100円 

       年-09

やすらぎ公園プール利用回数券 

100円 

       年-08

やすらぎ公園プール利用回数券 

100円 

       年-07

やすらぎ公園プール利用回数券 

100円 

       年-06

やすらぎ公園プール利用回数券 

100円 

       年-05

やすらぎ公園プール利用回数券 

100円 

        年-04

やすらぎ公園プール利用回数券 

100円 

        年-03

やすらぎ公園プール利用回数券 

100円 

        年-02

やすらぎ公園プール利用回数券 

100円 

        年-01

やすらぎ公園プール利用回数券 

100円 
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   附 則 

 この規則は、平成 22 年７月１日から施行する。 
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伊勢市告示第 57 号  

 

 伊勢市議会定例会を次のとおり招集します。 

 

  平成 22 年６月 16 日  

 

           伊 勢 市 長  鈴  木  健  一      

 

１  招集の日時  平成 22 年６月 23 日（水） 午前 10 時  

２  招集の場所  伊勢市議会議場 
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伊勢市告示第 58 号 
 
 

道路の供用開始について 
  
 

道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第２項の規定により、次のように 
 
道路の供用を開始します。 
 
  平成 22 年６月 25 日 

 
                   伊勢市長 鈴 木 健 一     
 
 

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 

裏浜第３線 
伊勢市村松町字三田山 3859 番２地先から 

伊勢市村松町字西里 57 番 25 地先まで 

 
 
 供用開始の期日  平成 22 年６月 25 日 

 
 供用開始の区間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  告示の日から２週間 
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伊勢市告示第 59 号 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第１項の規定に基

づく地縁による団体を次のとおり認可しました。 

 

  平成 22 年６月 30 日 

伊勢市長 鈴 木 健 一 

 

１ 名称 

  辻久留台自治会 

２ 規約に定める目的  

  本会は、以下に掲げる地域的な共同作業を行うことにより、良好な

地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。 

（1） 会員相互の親睦と生活向上をはかる 

（2） 住みよい環境づくりを目指す 

（3） 防犯・防災対策を推進し安全な町づくり 

（4） 広報、回覧の回付等区域内の会員相互の連絡 

（5） 会館等、施設の維持管理 

（6） その他、目的を達成するために必要な事項に関すること 

３ 区域 

本会の区域は、伊勢市辻久留町 542 番地２から 570 番地 16 までの区域

とする。 

４ 事務所 

  本会の事務所は、伊勢市辻久留町 545 番地 155 辻久留台会館に置く。 

５ 代表者の氏名及び住所 

  小嶽 孝一 

  伊勢市辻久留町 545 番地 40 
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６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の

選任の有無 

  なし 

７ 代理人の有無 

  なし 

８ 規約に定める解散の事由 

(1) 本会は、地方自治法第 260 条の 20 の規定により解散する。 

(2) 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の４分の３以

上の承認を得なければならない。 

９ 認可年月日 

  平成 22 年６月 22 日 
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伊勢市告示第 60 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、伊勢市やすらぎ公園プール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 22 年６月 30 日 

 

               伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

１ 収納に関する業務を委託した者 

  四日市市新正４丁目１番１号 

  三重コニックス株式会社 

  代表取締役 吉田 治伸 

 

２ 委託期間 

  平成 22 年７月３日から平成 22 年８月 31 日まで 
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伊勢市選管告示第 48 号 
 
 平成 22 年７月 11 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 22 年６月 17 日 

 
                    伊勢市選挙管理委員会 
                         委員長 鈴 木 市 郎 
 

記 
 

１ くじを行う日時   平成 22 年６月 24 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 49 号 

 

 平成 22 年７月 11 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 22 年６月 17 日 

 

                    伊勢市選挙管理委員会 

                         委員長 鈴 木 市 郎 

 

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   小俣公民館 
 
４ 伊勢市御薗町長屋 1221 番地  御薗公民館  
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伊勢市選管告示第 50 号 

 

 平成 22 年７月 11 日執行予定の参議院議員通常選挙に伴い、平成 22 年６月１日 

 

以降同年７月 11 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 22 年７月 12 日以後に延期 

 

します。 

 

 

  平成 22 年６月 17 日 

 

                    伊勢市選挙管理委員会 

                         委員長 鈴 木 市 郎 
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伊勢市選管告示第 51 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 22 年 

 

６月 23 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 22 年６月 17 日 

 

                    伊勢市選挙管理委員会 

                         委員長 鈴 木 市 郎 

 

記 

 

 １ 縦覧の日時   平成 22 年６月 24 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 52 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 

 

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 22 年６月 17 日 

 

                    伊勢市選挙管理委員会 

                         委員長 鈴 木 市 郎 

 

記 

 

 １ 縦覧の日時   平成 22 年６月 24 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 53 号 

 
 
 公職選挙法施行令第 53 条第１項及び第 59 条の４第３項の規定による不在者投票の 
 
投票用紙等を選挙期日の公示の日前に請求を受けた場合にあって、郵便をもって発送 
 
する時は、選挙期日の公示の日の前々日からと定めます。 
 
 
  平成 22 年６月 17 日 
 
                    伊勢市選挙管理委員会 
                         委員長 鈴 木 市 郎 
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伊勢市選管告示第 54 号 

 

 平成 22 年７月 11 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 22 年６月 23 日 

 

                    伊勢市選挙管理委員会 

                         委員長 鈴 木 市 郎 
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伊勢市選管告示第 55 号 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）の規定による直接請求、市町村の合併の特例

等に関する法律（平成 16 年法律第 59 号）の規定による合併協議会設置の請求及び地

方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162 号）の規定による解職

請求に必要な選挙権を有する者の数は、次のとおりです。 

 

  平成 22 年６月 23日 

                    伊勢市選挙管理委員会 

                         委員長 鈴 木 市 郎 

記 

１  地方自治法第 74条第１項及び同法第 75条第１項並びに市町村の合併の特例等 

に関する法律第４条第１項及び同法第５条第１項に規定する選挙権を有する者の 

総数の 50 分の１の数    

2,188 人 

 

２  市町村の合併の特例等に関する法律第４条第 11 項、同法第５条第 15 項及び同 

法第 61条第 11項に規定する選挙権を有する者の総数の６分の１の数    

18,233 人 

 

３  地方自治法第 76条第１項、同法第 80条第１項、同法第 81条第１項及び同法第 

86条第1項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規定 

する選挙権を有する者の総数の３分の１の数            

36,465 人 

（参考）永久選挙人名簿登録者総数   109,395 人 
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伊勢市選管告示第 56 号 

 

 

 平成 22 年７月 11 日執行の参議院議員通常選挙における伊勢市開票区の開票の日時 

 

及び場所を、下記のとおり定めます。 

 

 

  平成 22 年６月 24 日 

 

                  伊勢市選挙管理委員会 

                         委員長 鈴 木 市 郎 

 

記 

 

１ 日  時   平成 22 年７月 11 日（日） 午後９時 30 分 

 

２ 場  所   伊勢市小俣町新村 401 番地１ 

         伊勢市小俣総合体育館 
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伊勢市選管告示第 57 号 

 

 

 平成 22 年７月 11 日執行の参議院議員通常選挙における伊勢市開票区開票管理者及 

 

び同職務代理者を、下記のとおり選任します。 

 

 

  平成 22 年６月 24 日 

 

                  伊勢市選挙管理委員会 

                       委員長 鈴 木 市 郎 

 

記 

 

開 票 管 理 者 開票管理者の職務を代理すべき者 

住     所 氏   名 住     所 氏   名 

伊勢市船江１丁目 

３番５号 
鈴木 市郎 

伊勢市二見町 

 溝口 619 番地２ 
森本 保治 
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伊勢市選管告示第 58 号 

 

 

 平成 22 年７月 11 日執行の参議院議員通常選挙における各投票区の投票所を、別紙 

 

のとおり設置します。 

 

 

  平成 22 年６月 24 日 

 

                  伊勢市選挙管理委員会 

                       委員長 鈴 木 市 郎 
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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  9-11
 一之木町会事務所
（ 旧伊勢市一之木保育所隣）

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番４号  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体育館

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   201-1  東大淀町民会館

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  四郷地区コミュニティセンター

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  矢持町菖蒲125-2    伊勢市消防団上野分団矢持班車庫

  　　　　　　平成22年7月11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  野村町里前中道東５番２ 伊勢市小俣児童体育館（北部児童体育館）

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 59 号 
 
 平成 22 年７月 11 日執行予定の参議院議員通常選挙における期日前投票所を、下記 
 
のとおり設置します。 
 
 
  平成 22 年６月 24 日 
 
                    伊勢市選挙管理委員会 
                         委員長 鈴 木 市 郎 
 

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  御薗公民館   御薗町長屋 1221 番地 

 

３ 増設期間        

平成 22 年６月 25 日（金）～７月 10 日（土） 
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伊勢市選管告示第 60 号 

 

 

 平成 22 年７月 11 日執行の参議院議員通常選挙における開票立会人となるべき者の 

 

くじを行う日時及び場所を、下記のとおり定めます。 

 

 

  平成 22 年６月 24 日 

 

                  伊勢市選挙管理委員会 

                       委員長 鈴 木 市 郎 

 

記 

 

１ 日  時   平成 22 年７月８日（木） 午後５時 30 分 

 

２ 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 61 号 

 

 

 平成 22 年７月 11 日執行予定の参議院議員通常選挙において、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 22 年６月 24 日 
 
                  伊勢市選挙管理委員会 
                       委員長 鈴 木 市 郎 
 

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 62 号 
 
 平成 22 年７月 11 日執行予定の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管 
 
理者及びこれを代理すべき者を、別紙のとおり選任します。 
 
 
  平成 22 年６月 24 日  
 
                    伊勢市選挙管理委員会 
                         委員長 鈴 木 市 郎 
 

45



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

伊勢市二見町溝口619-2 森本　保治 平成22年6月25日

伊勢市御薗町高向1014 伴野　加代子 平成22年6月26日

伊勢市小俣町本町10 西宮　晴一 平成22年6月27日

伊勢市二見町溝口619-2 森本　保治 平成22年6月28日

伊勢市御薗町高向1014 伴野　加代子 平成22年6月29日

伊勢市小俣町本町10 西宮　晴一 平成22年6月30日

伊勢市二見町溝口619-2 森本　保治 平成22年7月1日

伊勢市御薗町高向1014 伴野　加代子 平成22年7月2日

伊勢市小俣町本町10 西宮　晴一 平成22年7月3日

伊勢市御薗町高向1014 伴野　加代子 平成22年7月4日

伊勢市二見町溝口619-2 森本　保治 平成22年7月5日

伊勢市小俣町本町10 西宮　晴一 平成22年7月6日

伊勢市二見町溝口619-2 森本　保治 平成22年7月7日

伊勢市御薗町高向1014 伴野　加代子 平成22年7月8日

伊勢市小俣町本町10 西宮　晴一 平成22年7月9日

伊勢市二見町溝口619-2 森本　保治 平成22年7月10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

二見町茶屋512番地2 黒田　晴久 平成22年6月25日

二見町荘861番地 豊岡　一晃 平成22年6月26日

二見町茶屋8番地3 山本　忠弘 平成22年6月27日

二見町光の街1020番地1 永井　意捷 平成22年6月28日

二見町今一色101番地2 松井　孝彦 平成22年6月29日

二見町荘861番地 豊岡　一晃 平成22年6月30日

二見町茶屋8番地3 山本　忠弘 平成22年7月1日

二見町茶屋512番地2 黒田　晴久 平成22年7月2日

二見町今一色101番地2 松井　孝彦 平成22年7月3日

二見町光の街1020番地1 永井　意捷 平成22年7月4日

二見町茶屋8番地3 山本　忠弘 平成22年7月5日

二見町今一色101番地2 松井　孝彦 平成22年7月6日

二見町茶屋512番地2 黒田　晴久 平成22年7月7日

二見町今一色101番地2 松井　孝彦 平成22年7月8日

二見町茶屋8番地3 山本　忠弘 平成22年7月9日

二見町茶屋512番地2 黒田　晴久 平成22年7月10日
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（３）小俣期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

小俣町本町1041番地 中川　博次 平成22年6月25日

小俣町本町1041番地 中川　博次 平成22年6月26日

小俣町本町1041番地 中川　博次 平成22年6月27日

小俣町元町1452番地 倉野　公之 平成22年6月28日

小俣町本町1041番地 中川　博次 平成22年6月29日

小俣町本町1426番地 久保　徹 平成22年6月30日

小俣町本町1041番地 中川　博次 平成22年7月1日

小俣町湯田402番地 鈴井　克子 平成22年7月2日

小俣町本町1041番地 中川　博次 平成22年7月3日

小俣町本町1041番地 中川　博次 平成22年7月4日

小俣町本町1426番地 久保　徹 平成22年7月5日

小俣町本町1426番地 久保　徹 平成22年7月6日

小俣町湯田402番地 鈴井　克子 平成22年7月7日

小俣町本町1041番地 中川　博次 平成22年7月8日

小俣町本町1426番地 久保　徹 平成22年7月9日

小俣町本町1041番地 中川　博次 平成22年7月10日
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（４）御薗期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

御薗町上條1314番地1 中谷　和生 平成22年6月25日

御薗町高向695番地 森田　耕司 平成22年6月26日

御薗町高向695番地 森田　耕司 平成22年6月27日

御薗町高向695番地 森田　耕司 平成22年6月28日

御薗町上條1314番地1 中谷　和生 平成22年6月29日

御薗町上條1314番地1 中谷　和生 平成22年6月30日

御薗町高向695番地 森田　耕司 平成22年7月1日

御薗町高向695番地 森田　耕司 平成22年7月2日

御薗町高向695番地 森田　耕司 平成22年7月3日

御薗町上條1314番地1 中谷　和生 平成22年7月4日

御薗町上條1314番地1 中谷　和生 平成22年7月5日

御薗町高向695番地 森田　耕司 平成22年7月6日

御薗町高向695番地 森田　耕司 平成22年7月7日

御薗町上條1314番地1 中谷　和生 平成22年7月8日

御薗町上條1314番地1 中谷　和生 平成22年7月9日

御薗町上條1314番地1 中谷　和生 平成22年7月10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

伊勢市神田久志本町1792-6 安田　浩章 平成22年6月25日

伊勢市通町18-6 中西　正治 平成22年6月26日

伊勢市中村町1090番地 中内　悠介 平成22年6月27日

伊勢市河崎3丁目6-2 廣　俊明 平成22年6月28日

伊勢市西豊浜町1555番地 奥野　進司 平成22年6月29日

伊勢市小俣町元町883 角谷　晃 平成22年6月30日

伊勢市鹿海町3433-104 奥野　修司 平成22年7月1日

伊勢市二見町荘1707 吉居　寛典 平成22年7月2日

伊勢市二見町荘727番地2 奥本　智礼 平成22年7月3日

伊勢市小木町381番地　 中川　隆行 平成22年7月4日

伊勢市下野町696番地 古川　純平 平成22年7月5日

伊勢市浦口4丁目17番2号 藤田　典彦 平成22年7月6日

伊勢市西豊浜町1488番地 奥野　覚 平成22年7月7日

伊勢市通町338－1　 長友　伸二 平成22年7月8日

伊勢市藤里町135-5 深川　和司 平成22年7月9日

伊勢市通町18-6 中西　正治 平成22年7月10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

二見町三津749番地2 三浦　　徹 平成22年6月25日

二見町三津749番地2 三浦　　徹 平成22年6月26日

二見町三津749番地2 三浦　　徹 平成22年6月27日

二見町三津749番地2 三浦　　徹 平成22年6月28日

二見町三津749番地2 三浦　　徹 平成22年6月29日

二見町三津749番地2 三浦　　徹 平成22年6月30日

二見町三津749番地2 三浦　　徹 平成22年7月1日

二見町三津749番地2 三浦　　徹 平成22年7月2日

二見町三津749番地2 三浦　　徹 平成22年7月3日

二見町三津749番地2 三浦　　徹 平成22年7月4日

二見町三津749番地2 三浦　　徹 平成22年7月5日

二見町三津749番地2 三浦　　徹 平成22年7月6日

二見町三津749番地2 三浦　　徹 平成22年7月7日

二見町三津749番地2 三浦　　徹 平成22年7月8日

二見町三津749番地2 三浦　　徹 平成22年7月9日

二見町三津749番地2 三浦　　徹 平成22年7月10日
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（３）小俣期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

野村町5560番地2 田端　正美 平成22年6月25日

野村町5560番地2 田端　正美 平成22年6月26日

野村町5560番地2 田端　正美 平成22年6月27日

野村町5560番地2 田端　正美 平成22年6月28日

野村町5560番地2 田端　正美 平成22年6月29日

野村町5560番地2 田端　正美 平成22年6月30日

野村町5560番地2 田端　正美 平成22年7月1日

野村町5560番地2 田端　正美 平成22年7月2日

野村町5560番地2 田端　正美 平成22年7月3日

野村町5560番地2 田端　正美 平成22年7月4日

野村町5560番地2 田端　正美 平成22年7月5日

野村町5560番地2 田端　正美 平成22年7月6日

野村町5560番地2 田端　正美 平成22年7月7日

野村町5560番地2 田端　正美 平成22年7月8日

野村町5560番地2 田端　正美 平成22年7月9日

野村町5560番地2 田端　正美 平成22年7月10日
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（４）御薗期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

伊勢市粟野町1032 鈴木　光代 平成22年6月25日

伊勢市小俣町相合351 江崎　里美 平成22年6月26日

伊勢市小俣町湯田540番地 鈴井　正巳 平成22年6月27日

度会郡度会町大野木1710 藤本　宏 平成22年6月28日

伊勢市宮川2丁目6-31 安藤　浩司 平成22年6月29日

度会郡玉城町田丸13-2 筒井　俊夫 平成22年6月30日

伊勢市河崎3丁目2-6 阿竹　信一 平成22年7月1日

多気郡明和町浜田286-1 中瀬　知之 平成22年7月2日

伊勢市小俣町相合351 江崎　里美 平成22年7月3日

伊勢市御薗町上條162 中村　稔 平成22年7月4日

伊勢市小俣町新村426-1 山中　強 平成22年7月5日

伊勢市御薗町王中島736-25 曽野　泰正 平成22年7月6日

伊勢市御薗町上條162 中村　稔 平成22年7月7日

松阪市嬉野町1394-40 鈴木　仁 平成22年7月8日

伊勢市西豊浜町70 日置　幸美 平成22年7月9日

伊勢市御薗町上條162 中村　稔 平成22年7月10日
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伊勢市選管告示第 63 号 

 

 

 平成 22 年７月 11 日執行の参議院議員通常選挙における投票管理者及び同職務代理 

 

者を、別紙のとおり選任します。 

 

 

  平成 22 年６月 24 日 

 

                  伊勢市選挙管理委員会 

                       委員長 鈴 木 市 郎 
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 投　　票

 区　　名  　　　住　　　　　　　　所  氏　　　名  住　　　　　　　　所  氏　　　名 

 進　　修 伊勢市宇治浦田１丁目９番１８号 杉坂　行茂 伊勢市御薗町長屋２０２７番地１ 米本　武俊

 高麗広 伊勢市小俣町明野１４３３番地７ 水谷　　誠 伊勢市藤里町５５２番地４ 梅谷　隆継

 修道第１ 伊勢市中之町２４８番地４ 村山　　彰 伊勢市宇治浦田１丁目１７番１６号 近藤　知子

 修道第２ 伊勢市鹿海町３４３０番地７８ 丸岡　正之 伊勢市楠部町５４番地６ 中村　哲也

 明倫第１ 伊勢市岩渕１丁目１６番３号 富山　孝久 伊勢市尾上町１番２１号 岩崎　成児

 明倫第２ 伊勢市勢田町３０２番地４１ 下村　浩司 伊勢市鹿海町３４３３番地１０４ 奥野　修司

 有緝第１ 伊勢市船江３丁目２０番７１号 河原田　充 伊勢市河崎３丁目２番６号 阿竹　信一

 有緝第２ 伊勢市船江４丁目１２番１３号 前村　俊和 伊勢市勢田町９１７番地８７ 大滝　真一

 有緝第３ 伊勢市船江２丁目１１番４号 江原　博喜 伊勢市御薗町高向２４６８番地 辻村　美貴

 厚生第１ 伊勢市小木町２４８番地３ 北村　勇二 伊勢市大世古４丁目７番５０号 世古口　睦

 厚生第２ 伊勢市藤里町２８２番地１６ 中村　富美 伊勢市神田久志本町１０６４番地７ 八田　　信

 厚生第３ 伊勢市小俣町元町２１８番地２ 倉野　好生 伊勢市浦口４丁目２番１０号 山中　宏幸

 早　　修 伊勢市中須町１１１１番地 中川　政洋 伊勢市小俣町元町１１３９番地３ 南  　裕之

 中島第１ 伊勢市小俣町相合５３７番地２ 村田　浩一 伊勢市浦口４丁目２番８号 西山　正裕

 中島第２ 伊勢市旭町５４番地３ 中村　高弘 伊勢市中島１丁目１１番１７号 伊藤　元樹

 中島第３ 伊勢市宮川２丁目４番４４号 太田　勝美 伊勢市藤里町１番地３７ 大桑　和秀

 神　　社 伊勢市船江３丁目２０番７１号 河原田篤子 伊勢市下野町１２５番地 岩田　正美

 大　　湊 伊勢市馬瀬町１１９９番地１３ 堀　　　毅 伊勢市小木町４１７番地２ 平見　典彦

 浜郷第１ 度会郡玉城町妙法寺６１３番地４８ 藤井　良輝 伊勢市下野町２３２番地７ 鎌田　茂樹

 浜郷第２ 伊勢市一之木３丁目２０番５号 髙村　貞子 伊勢市神田久志本町１２７４番地 丸山　美幸

 浜郷第３ 伊勢市一色町１６０６番地２ 菊川　喜保 伊勢市二見町溝口１４６番地 出口　昌司

 宮本第１ 伊勢市藤里町２８２番地１６ 中村　　功 伊勢市藤里町１番地９８ 森田　一成

 宮本第２ 伊勢市大倉町１５５３番地１０ 掛橋　徳治 多気郡明和町浜田２８６番地１ 中瀬　知之

 豊浜第１ 伊勢市西豊浜町１５０１番地 大西　要一 伊勢市西豊浜町５４２８番地４ 川面　吉弘

 豊浜第２ 伊勢市東豊浜町１５５０番地 辻　　浩利 伊勢市東豊浜町１５１４番地１ 荒木　一彦

 北浜第１ 伊勢市村松町３９７３番地２ 大野　安道 度会郡玉城町下田辺８７９番地７ 木村扶美夫

 北浜第２ 伊勢市村松町３２００番地７ 可児　文敏 伊勢市小俣町明野１６４４番地４ 日置　和宏

 北浜第３ 多気郡明和町大字蓑村９８番地 北岡　茂子 松阪市石津町２０９番地７ 河辺　和泉

 城田第１ 伊勢市上地町１７３１番地 中上　雅弘 伊勢市上地町１７９５番地３ 山口　一馬

 城田第２ 伊勢市磯町９１４番地 奥山　　茂 伊勢市中須町１０２３番地 西井　清子

 四郷第１ 伊勢市中村町１０６６番地 田邉　隆美 伊勢市楠部町４２番地２ 東世古幸久

 四郷第２ 伊勢市楠部町１９９番地３５ 山川　哲史 伊勢市勢田町１０７４番地 上田　淳一

 四郷第３ 伊勢市鹿海町１２７１番地 奥野やす子 伊勢市楠部町２０４０番地１ 豊田　典久

 沼木第１ 伊勢市小俣町新村２６５番地 山本　新一 伊勢市中須町４６８番地１ 小林　　進

 沼木第２ 伊勢市上地町４５０番地２５ 谷口　　尚 伊勢市粟野町１０３２番地 鈴木　光代

 沼木第３ 伊勢市横輪町４２０番地 岡　　康弘 伊勢市磯町５１５番地２ 山口　　徹

 沼木第４ 伊勢市宮後３丁目７番７１号 古布　　武 伊勢市黒瀬町３８８番地２ 世古口貴行

平成２２年７月１１日執行予定　参議院議員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 伊勢市二見町松下１９９８番地４ 東端　弘泰 伊勢市二見町山田原２０６番地４ 山本　佳典

二見第2 伊勢市御薗町上條１７６番地 奥野　幸一 伊勢市二見町西１０２５番地２ 大井戸清人

二見第3 伊勢市小俣町相合１０９２番地 中西　正夫 伊勢市二見町松下２２１番地５ 尾本　義則

二見第4 伊勢市中村町９５９番地 世古口真弓 伊勢市二見町山田原６９番地１８ 濱千代雅章

小俣第1 伊勢市小俣町本町９７番地 森　　明彦 度会郡度会町棚橋１９２番地６ 松井　紀和

小俣第2 伊勢市小俣町宮前６２１番地２ 田中　正彦 伊勢市小俣町本町２９２番地８ 加藤　秀樹

小俣第3 伊勢市小俣町相合９９６番地４ 森多　敏雄 伊勢市小俣町元町１４５２番地 倉野　隆宏

小俣第4 伊勢市小俣町明野１６４４番地２ 中川　孝司 伊勢市小俣町本町２９２番地４ 山神　一洋

小俣第5 伊勢市小俣町宮前２６０番地 椿　　秀樹 伊勢市小俣町本町７１４番地 田端　幸孝

御薗第1 伊勢市御薗町高向２５３１番地 岩村　敏彦 伊勢市小俣町相合３５１番地 江崎　里美

御薗第2 伊勢市御薗町高向５１８番地１ 吉﨑　　章 伊勢市御薗町高向４８９番地４ 中村　昌弘

御薗第3 伊勢市御薗町長屋１３０８番地 中東　松衛 伊勢市大世古４丁目６番１０号 吉村　　進

御薗第4 伊勢市御薗町王中島３０２番地４ 世古口幸喜 伊勢市御薗町上條５９５番地 堀畑　智男

投　票　管　理　者 投票管理者の職務を代理すべき者
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伊勢市上下水道事業告示第 25 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 22 年６月 17 日から２週間、伊勢市上下水道部下

水道施設管理課窓口に備え置いて、一般の縦覧に供します。 

 

平成 22 年６月 17 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

１ 供用(下水の処理)を開始する年月日 

  平成 22 年７月１日 

２ 供用(下水の処理)を開始する区域 

岡本１丁目、船江４丁目、曽祢２丁目、宮町２丁目、竹ヶ鼻町 

御薗町長屋、御薗町新開の各一部 

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 
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伊勢市上下水道事業告示第 26 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 8 条の規定により伊勢市指定給水装置工事事業者の指定の取消し

を行ったので、次のとおり告示します。 

 

平成 22 年６月 23 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

 

指定 

番号 
事 業 者 名 所 在 地 指定取消し年月日 

159 創基産業有限会社 
松阪市川井町 479

番地２ 
平成 22 年６月 18 日
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伊勢市上下水道事業告示第 27 号 

 

 次の工事店は、指定の有効期間満了に際し、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８条第１項の規定

による指定の更新がなされなかったので、同規程第 13 条第１項の規定によ

り告示します。 

 

平成 22 年６月 23 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

 

指定 

番号 
工事店名 所在地 

有 効 期 間 

満了年月日 

11 株式会社岩本組 
伊勢市岩渕１丁目６番 26

号 
平成 22 年３月 31 日

37 岡山設備 伊勢市前山町 1389 番地 11 平成 22 年３月 31 日

69 
株式会社松本工

務店 

度会郡南伊勢町道方 680 番

地２ 
平成 22 年３月 31 日

266 
三共商事有限会

社 
津市半田 2221 番地３ 平成 22 年３月 31 日

270 道貝設備 松阪市大黒田町 874 番地２ 平成 22 年３月 31 日

283 
有限会社大形設

備工業所 

志摩市磯部町穴川 862 番地

11 
平成 22 年３月 31 日

284 有限会社禅建設 津市桜橋２丁目 153 番地 平成 22 年３月 31 日

285 
建 築 工 房  傑 

まさる 
松阪市五月町 1379 番地１ 平成 22 年３月 31 日
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286 髙川設備 伊勢市神社港 449 番地１ 平成 22 年３月 31 日

287 江森建設 
伊勢市船江２丁目 21 番 15

号 
平成 22 年３月 31 日

288 Ｎ ’ｓホーム 
多 気 郡 明 和 町 大 字 坂 本

1200 番地８ 
平成 22 年３月 31 日

297 
株式会社ソーケ

ン 

度会郡大紀町大内山 891 番

地３ 
平成 22 年３月 31 日
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伊勢市上下水道事業告示第 28 号 

 

 次の工事店は、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９条第１項の規定による届出がなされなかった

ため、同規程第 10 条第 2 項の規定により指定工事店の指定を取り消したの

で、同規程第 13 条第１項の規定により告示します。 

 

平成 22 年６月 23 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

 

指定 

番号 
工事店名 所在地 指定取消し年月日 

2 
株式会社中央設

備 
伊勢市桜木町 116 番地 55 平成 22 年４月１日

235 
松阪水道有限会

社 
松阪市垣鼻町 1092 番地 47 平成 22 年４月１日
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伊勢市公告第 38 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 22 年６月 16 日 

 

  伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

１ 区域を変更する都市公園の名称及び位置     

名   称 位     置 

今一色公園 
伊勢市二見町今一色字北浜 874 番 498 

伊勢市二見町今一色字北浜 874 番 499 

 

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 22 年６月 16 日 
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