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伊勢市長選挙の結果	 選挙管理委員会（℡21−5635）

４月16日に伊勢市長選挙が行われ、森下隆生さんが、第２代伊勢市長に当選しました。
当日有権者数は、108,645 人（男：50,692 人、女：57,953 人）で、
投票率は 33.10%（男：32.76%、女：33.40%）でした。 当
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開票結果 （敬称略）

候補者氏名 得票数（票）

当選 森下　たかお 33,103
山中　精一 1,769
合計 34,872

６月４日（日）〜10日（土）は 歯の衛生週間 健康課（℡27−2435）

期間中は、歯の衛生に関するさまざまな行事を開催します。
この機会に、自分の歯の健康について見つめ直し、むし歯や歯周病を予防しましょう。

口腔がん検診
と　き　６月１日（木）、午前10時〜11時45分、

午後１時〜２時 45分
ところ　休日・夜間応急診療所（歯科）

（伊勢市福祉健康センター内）
対　象　市内在住の人
申　込　５月15日（月）から健康課（℡ 27－

2435）へ
定　員　40人（先着順）
検診料　無料

コンクールの表彰
と　き　６月１日（木）、午後２時30分〜午後

４時
ところ　中央保健センター
内　容　よい歯の児童・生徒の表彰、親と子の

よい歯のコンクールの表彰、歯・口の
健康に関する図画・ポスターコンクー
ルの表彰

歯・口の健康に関する
図画・ポスター入選作品展
と　き　６月２日（金）〜７日（水）
ところ　生涯学習センターいせトピア１階・

ふれあい広場



交番・駐在所の統廃合

伊勢市障害者体育祭

「伊勢おおまつり」の参加者を募集宮川浄化センターの見学会宮川浄化センターの見学会
宮川浄化センター（℡36−3841）
下水道課（℡21−5602、21−5603）
宮川流域下水道の終末処理場「宮川浄化セン
ター」が完成し、６月１日（木）から稼働するこ
とになりました。
そこで、稼働を前に「施設見学会」を行います。

と　き　５月 27日（土）、午前11時30分〜午後
３時 (雨天決行 )

ところ　宮川浄化センター（大湊町徳田新田地内）
※直接「宮川浄化センター」へ集合してください。
バスを利用する場合：三交バス「大湊行」に乗
車し、「徳田新田」下車。徒歩５分
自家用車を利用する場合：国道23号「新開北」
交差点から大湊町方面に入り、２㎞先を右折

「伊勢おおまつり」の参加者を募集
観光政策課内・伊勢おおまつり運営委員会事務局
（℡21−5566）
伊勢の秋の風物詩「伊勢おおまつり」を下記
の日程で開催します。
10月14日（土）・15日（日）に実施するパレー
ドなどの出演団体を募集しますので、皆さんの
参加をお待ちしています。
申　込　５月29日（月）〜６月29日（木）に同事務

局へ
日程
10月14日（土）	伊勢おおまつり、神

かん

嘗
なめ

祭
さい

奉祝事業
	 15日（日）	 伊勢おおまつり、神嘗祭奉祝事業
	 〃　　	 初穂曳（外宮領：陸

おか

曳
びき

）
	 16日（月）	 初穂曳（内宮領：川曳）
	 17日（火）	 伊勢おおまつり（宇治地区）

伊勢市障害者体育祭	 障害福祉課（℡21−5558、FAX21−5555）
 伊勢市社会福祉協議会本所（℡20−8610、FAX20−8617）

と　き　６月24日（土）、午前９時30分〜
ところ　県営サンアリーナ
対　象　障害者手帳を持っている市内在住の人

申　込　５月25日（木）までに、障害福祉課ま
たは伊勢市社会福祉協議会各支所へ

※市内の障害者団体に加入している人は、必ず
団体を通じて申し込んでください。

交番・駐在所の統廃合	 伊勢警察署地域課（℡20−0110）

伊勢警察署は、有事即応体制・夜間の警戒力の確保、空き交番の解消などを目的として、下記のとお
り、交番・駐在所の再編整備を行いました。
交番では、複数の警察官が交代制で勤務を行います。
なお、駐在所の廃止後も、各地区の担当者を決めて、担当地区の各種会合に出席し、皆さんからの意
見・要望の聞き取りや、情報発信活動を行います。

【統廃合した交番と駐在所】

外宮前交番 ➡ 外宮前警備派出所に
名称変更

外宮前交番（修道地区、宮
本地区の勢田町・藤里町）

宇治駐在所　廃止

楠部駐在所　廃止

宮本駐在所（旭町）

➡ 宇治交番へ統合

城田駐在所　廃止

村松駐在所（野村町）
➡ 小俣町交番へ統合

船江交番（浜郷地区）　廃止 ➡ 伊勢警察署へ統合

船江交番（有緝地区）　廃止

外宮前交番（厚生地区の
豊川町・本町、明倫地区）

高向駐在所（高向地区）廃止

➡ 曽祢町交番へ統合

御薗駐在所　廃止
（当分の間は駐留警戒所） ➡ 神社駐在所へ統合

東豊浜駐在所　廃止
（当分の間は駐留警戒所） ➡ 豊浜駐在所へ統合



平成18年度の
農用地利用計画の変更（農用地除外）について

退職金は中退共制度で地上デジタル放送の視聴エリアを拡大

平成18年度の
農用地利用計画の変更（農用地除外）について
農林課（℡21−5570） 小俣総合支所産業建設課（℡22−7863）
二見総合支所産業建設課（℡42−1114） 御薗総合支所産業建設課（℡22−7400）

下記のとおり、農用地利用計画の変更（農用地除外）申出を受け付けます。

農用地区域から除外するための要件
次の項目をすべて満たすこと。
◦農用地区域除外後、１年以内に農地転用する具体的な計画とその必要性がある
◦農用地区域外に代替できる土地がない
◦農用地区域外の土地と接していて、農用地区域から除外しても、周辺の営農に支障がない
◦農業用用排水路などの土地改良施設の有する機能に支障を及ぼさない
◦土地基盤整備事業（区画整理、農業用用排水整備など）が完了してから８年以上経過している

申出の受付期間　６月１日（木）〜７月31日（月）

申出方法　農林課および各総合支所産業建設課に配置している農用地利用計画変更申出書（調書）と必
要書類を、次の提出先へ持参（郵送やファクスでの申出はできません）

書類の提出先　旧伊勢市管内の農地…農林課
旧二見町管内の農地…二見総合支所産業建設課
旧小俣町管内の農地…小俣総合支所産業建設課

※なお、旧御薗村管内の農用地除外については、現在旧御薗村の農用地利用計画を変更中のため、申出
の取り扱いができません。詳細は、御薗総合支所産業建設課へお問い合わせください。

退職金は中退共制度で
独立行政法人勤労者退職金共済機構・中退共事業
本部（℡東京03−3436−0151）

中退共制度とは、「中小企業退職金共済制度」
のことで、中小企業で働く労働者のために、国
が定めた退職金制度です。
事業主が毎月掛け金を金融機関に納付し、労
働者が退職したときは、勤労者退職金共済機構
が退職金を支払います。
また、適格年金制度から移行ができます。ぜ
ひご加入ください。

地上デジタル放送の視聴エリアを拡大
東海地域受信対策センター
（℡フリーダイヤル0120−124−818）

現在、地上デジタル放送伊勢局の本放送を
行っています。
場合によっては、現行のアナログ放送に影響
が現れる可能性があるため、テレビの画質低下
などが見られましたら、同センターへご連絡く
ださい。
受付時間　午前９時〜午後５時30分（土曜日・

日曜日・祝日を除く）
なお、地上デジタル放送開局に伴う電波障害
への対策工事費は、国が負担するため無料です。
また、現行の地上アナログ放送は、平成23
年７月24日で終了します。
地上デジタル放送の視聴方法については、お
近くの電器店などへお問い合わせください。



青春キネマ館
映画上映会
青春キネマ館&キッズシアター
上映実行委員会（℡23−0839）
と き ／①５月13日（土）〜19日
（金）、②５月20日（土）〜26日（金）、
いずれも午前11時・午後３時か
らの２回上映（水曜日は休館）	
ところ／伊勢進富座（曽祢２丁
目８－27）	内容／①愛と死を
見つめて、②青い山脈（いずれ
も吉永小百合主演）　入場料／
１回につき800円

国際博物館の日
記念イベント
神宮徴古館（℡22−1700）
とき／５月18日（木）、午前９
時〜午後４時30分（入館は午
後４時まで）	ところ／神宮徴古
館農業館、神宮美術館	内容／
入館料無料、各館入館者（先着
100人）に記念品を進呈（当日
は、徴古館…企画展「伊勢の遷
宮Ⅰ」、美術館…神宮奉納美術
品の展示が行われています）

健康ウォーキング
皇學館大学教育学科身体運動学
研究室（℡ 22−6441）
とき／５月21日（日）、午前９時
〜　集合場所／皇學館大学・総
合体育館　内容／皇學館大学周
辺（約５㎞）のウォーキング、
健康づくりや伊勢市の歴史に関
する講話　定員／50人（先着順）
申込／５月15日（月）〜19日
（金）に電話またはファクスで
市健康課（℡27－2435、FAX21
－0683）へ

賓日館のイベント
NPO法人二見浦・賓日館の会
事務局（℡43−2003）
地蔵展
とき／５月19日（金）〜21日（日）、
午前９時〜午後４時30分　とこ
ろ／賓日館　内容／陶でできた小
さなお地蔵さんの展示　入場料
／賓日館への入館料として300円

桂文我落語会
とき／６月10日（土）、午後６
時30分〜8時30分　ところ／賓
日館　内容／落語会　入場料／
前売り2,000円（当日2,500円）

絽
ろ

ミニ着物と夏飾り展
とき／６月17日（土）〜７月９
日（日）、午前9時〜午後4時30
分　ところ／賓日館　内容／南
部美智代さんによるミニ着物と
夏のつるし飾りの展示　入場料／
賓日館への入館料として300円

さつき花季展
伊勢さつき愛好会・川井さん
（℡25−4773）
と き ／ ５月26日（金）〜28日
（日）、午前10時〜午後９時（28
日（日）は午後７時まで）　とこ
ろ／伊勢みそのショッピングセ
ンター　内容／会員が丹精込め
て仕上げた盆栽の作品展

伊勢保健衛生専門学校　看護学科
「文化祭　笑顔笑福　2006」
伊勢保健衛生専門学校（℡22−
2563）
とき／６月３日（土）、午前９時30
分〜午後２時　ところ／伊勢保健
衛生専門学校（黒瀬町562-13）
内容／テーマ「笑い・癒し・健
康」、大道芸人による楽しいパ
フォーマンスもあります

河崎蔵くら寄席
ＮＰＯ法人伊勢河崎まちづくり衆

（℡22−4810）
とき／５月28日（日）、午後２
時〜　ところ／伊勢河崎商人館
内 容 ／寝床の会による落語
参加費／ 100円

ボーイスカウトと一緒に
野外クッキング
ボーイスカウト日本連盟伊勢
第７団（℡24−1111）
とき／６月11日（日）、午前10
時〜　ところ／神宮育成会館
（岡本町 313）　対象／幼稚園・
保育園児（年長組）・小学１年
生〜４年生の男児

職長・安全衛生責任者
教育講習会
三重県建設労働組合伊勢支部
（℡23−5535）
とき／６月12日（月）・13日（火）、
午前９時〜午後５時　ところ／
三重県建設労働組合伊勢支部・
第２会館（一之木４丁目644-3）
定員／40人（先着順）　受講料／
7,500円（教材費含む）　申込／
印章、受講料、写真（2.4㎝×3.0㎝）
２枚を持参して同支部へ

３B 体操セミナー
（社）日本３Ｂ体操協会三重県支部
中 南 勢 グ ル ー プ・ 中 村 さ ん

（℡37−5778）
とき／６月18日（日）、午前10
時〜正午　ところ／サンライフ
伊勢　内容／心地よい運動で、
心も体も伸び伸びリフレッシュ
しましょう　参加費／500円　
持ち物／体育館シューズ、運動
のできる服装

発行／伊勢市　編集／総合政策推進部秘書広報課　TEL21−5515（広報広聴係）

５月17日（水）
いせトピア指導者養成講座　19：30〜
生涯学習センターいせトピア
【問い合わせ】生涯学習センターいせトピア
　　　　　　　（℡21−0900)

イベントカレンダー（５/15 〜）

イベント掲示板イベント掲示板
〈参加費などの記載のないものは無料〉

６月１日（木）
一日健康ウォーキング（筋向橋・高柳コース）
19：30〜　市役所前集合
【問い合わせ】生涯学習・スポーツ課
　　　　　　　（℡21−5624）

イベントカレンダー（５/15 〜）


