
　　　　月　　曜　　日

告　示

・市道路線の区域変更

・市道路線の供用開始

・認可地縁団体の告示事項に変更があった旨の告示

・津市情報公開条例第２４条第１項の規定に基づく出資法人等の指定

・津新町駅周辺における自転車等放置禁止区域の指定

・撤去自転車等の保管に係る告示

・平成１８年度の津市営住宅の近傍同種の住宅の家賃

・撤去自転車等の保管に係る告示

・撤去自転車等の保管に係る告示

・撤去自転車等の保管に係る告示

・市道路線の区域変更

・要保護児童対策地域協議会の設置

公　告

・建築基準法第４８条第１項ただし書の規程による建築許可申請に係る公開による意見の聴取会の開催

・開発行為に関する工事の完了

・都市公園の区域変更

選管告示

・津市選挙投票区の一部改正

・津市長選挙及び津市議会議員選挙における投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任について

・選挙権を有する者の総数の５０分の１の数及び６分の１の数並びに３分の１の数について

・津市長選挙の選挙期日について

・津市議会議員選挙の選挙期日について

・津市長選挙における選挙運動に関する支出金額の制限額について

・津市議会議員選挙における選挙運動に関する支出金額の制限額について

・津市長選挙及び津市議会議員選挙における期日前投票所の決定について

・津市長選挙及び津市議会議員選挙における期日前投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任について

・津市長選挙及び津市議会議員選挙における開票事務と選挙会事務の合同について

・津市長選挙及び津市議会議員選挙における投票の順序について

・津市長選挙及び津市議会議員選挙における開票の順序について

・津市長選挙及び津市議会議員選挙における選挙会の場所及び日時について

津市長選挙長告示

・津市長選挙における選挙立会人のくじを行う場所及び日時について

・津市長選挙における候補者の届出について

津市議会議員選挙長告示
・津市議会議員選挙における選挙立会人のくじを行う場所及び日時について

　津市インターネット版公報

　　　　第　　３　　号

平成　１８　年　２　月　　６　日
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・津市議会議員選挙における候補者の届出について
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津市告示第６１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設管理課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成１８年１月２３日 

 

                  津市長職務執行者 近 藤 康 雄 

 

１ 路線名  3313 安東贄崎線 

  道路の区域 

区       域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ）

津市観音寺町字東浦５００番地１から 

津市観音寺町字東浦５００番地１２まで 
旧 19.0  ～  23.1 46.9 

津市観音寺町字東浦５００番地１から 

津市観音寺町字東浦５００番地１２まで 
新 19.0  ～ 23.1 46.9 

（平成１８年１月２３日 掲示済） 
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津市告示第６２号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を開始した。 

 その関係図面は、津市建設部建設管理課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成１８年１月２３日 

 

                  津市長職務執行者 近 藤 康 雄 

 

整理番号 路線名 供用開始の区間 供用開始年月日

津市観音寺町字東浦５

００番１から 
３３１３ 安東贄崎線 

津市観音寺町字東浦５

００番１２まで 

平成１８年 

１月２３日 

（平成１８年１月２３日 掲示済） 
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津市告示第６３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年津市告示第２９５号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る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。  
  平成１８年１月２３日  

 
津市長職務執行者 近 藤 康 雄   

 
１ 届出者  
  産品自治会  
  三重県津市産品１５９３番地  
   代表者 野 田 晃 久  
２ 変更に係る事項  

変 
更 

前 
水 谷 正 行  
津市産品４３５番地  

代 表 者 の 氏

名及び住所  変 

更 

後 

野 田 晃 久  
津市産品３９８番地  

３ 変更の年月日  
  平成１８年１月２日  
４ 変更の理由  
  定期総会において新任  

（平成１８年１月２３日 掲示済）  
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津市告示第６４号  
 津市情報公開条例第２４条第１項の規定に基づく出資法人等の指定について

次のように定める。  
  平成１８年１月２３日  

 
                   津市長職務執行者 近藤 康雄  

 
   津市情報公開条例第２４条第１項の規定に基づく出資法人等の指定  
 津市情報公開条例（平成１８年津市条例第２２号）第２４条第１項の市長が

別に定めるものを次のように定める。  
 津市土地開発公社  
 社会福祉法人津市社会福祉事業団  
 財団法人津市社会教育振興会  
 株式会社津市伊勢湾ヘリポート  
 青山高原保健休養地管理株式会社  
 社会福祉法人津市社会福祉協議会  
 社団法人津市シルバー人材センター  

（平成１８年１月２３日 掲示済）  
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津市告示第６５号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第９条第１項の規定により、自転車等の放置禁止区域を次のとおり指定したの

で、同条第 2 項の規定により告示する。  
  平成１８年１月２４日  

 
津市長職務執行者 近 藤 康 雄  

 
指 定 場 所  

 指定の効力発生年月日          
              指定区域の名称   区 域 図  
  平成１８年４月１日   津新町駅周辺  別図のとおり  

（平成１８年１月２４日 掲示済）  
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津市告示第６６号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年１月２４日  

 
津市長職務執行者 近 藤 康 雄   

 
１ 撤去した年月日 平成１８年１月２４日  
２ 保管期間 撤去日より１８０日間  
３ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年１月２４日 掲示済）  
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津市告示第６７号  
津市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第２１５号）

第１６条第２項及び津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１

８年津市規則第２０３号）第１４条第１項の規定に基づき、平成１８年度の津

市市営住宅の近傍同種の住宅の家賃を次のとおり定めた。 

平成１８年１月２６日 

 
津市長職務執行者  近 藤 康 雄  

 

名   称 近傍同種の住宅の家賃 

白塚団地１号館 33,500 円 

白塚団地２号館 33,500 円 

白塚団地３号館 33,800 円 

白塚団地４号館 39,500 円 

白塚団地５号館 40,200 円 

一身田アパート 39,300 円 

上浜町六丁目住宅 7,700 円 

旭町ＣＢアパート 11,900 円 

下部田簡耐住宅 7,800 円 

大井アパート 24,900 円 

大井住宅 １ 34,000 円 

大井住宅 ２ 34,000 円 

大井住宅 ３ 35,000 円 

大井住宅 ４ 35,000 円 

大井住宅 ５ 40,100 円 

大井住宅 ６ 40,100 円 

大井住宅 ７ 42,000 円 

大井住宅 ８ 42,000 円 

高洲町アパート１号館 15,500 円 

高洲町アパート２号館 18,200 円 

高洲町アパート３号館 23,600 円 

高洲町アパート４号館 24,900 円 

高洲町アパート５号館 24,900 円 

高洲住宅 １ 38,000 円 
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高洲住宅 ２ 38,000 円 

高洲住宅 ３ 40,700 円 

高洲住宅 ４ 41,900 円 

新町１号館アパート 17,800 円 

新町２号館アパート 17,200 円 

新町３号館アパート 15,400 円 

新町４号館アパート 15,400 円 

千鳥アパート 44,300 円 

阿漕簡耐住宅 12,200 円 

阿漕 B 住宅 9,400 円 

阿漕 C 住宅 9,400 円 

阿漕１号館アパート 14,900 円 

阿漕２号館アパート 15,700 円 

南阿漕１号館 29,400 円 

南阿漕２号館 33,000 円 

朝汐１号館アパート 12,600 円 

朝汐２号館アパート 13,700 円 

朝汐３号館アパート 14,400 円 

藤水団地１号館 42,700 円 

藤水団地２号館 １ 41,000 円 

藤水団地２号館 ２ 46,000 円 

上弁財団地１号館 50,900 円 

上弁財団地２号館 １ 51,500 円 

上弁財団地２号館 ２ 42,400 円 

ぜにやま団地１号館 11,100 円 

ぜにやま団地２号館 12,300 円 

ぜにやま団地３号館 12,000 円 

ぜにやま団地４号館 13,400 円 

ぜにやま団地５号館 12,800 円 

ぜにやま団地６号館 14,800 円 

ぜにやま団地７号館 15,300 円 

ぜにやま団地８号館 15,700 円 

ぜにやま団地９号館 16,300 円 

ぜにやま団地 10 号館 16,300 円 

10



ぜにやま団地 11 号館 16,300 円 

ぜにやま団地 12 号館 17,800 円 

ぜにやま団地 13 号館 22,700 円 

ぜにやま団地 14 号館 22,700 円 

ぜにやま団地 15 号館 24,900 円 

ぜにやま団地 16 号館 25,900 円 

ぜにやま団地 17 号館 27,700 円 

ぜにやま団地 18 号館 27,700 円 

ぜにやま団地 19 号館 27,700 円 

垂水 D 住宅 9,100 円 

藤方団地１号館 29,000 円 

藤方団地２号館 29,200 円 

藤方団地３号館 29,200 円 

藤方団地４号館 29,200 円 

東城山簡耐住宅 14,200 円 

城山アパート 12,100 円 

西城山１号館アパート 15,200 円 

西城山２号館アパート 15,200 円 

西城山３号館アパート 15,500 円 

西城山４号館アパート 15,500 円 

西城山５号館アパート 15,500 円 

西城山６号館アパート 15,500 円 

小森団地１号館 45,800 円 

小森団地２号館 42,600 円 

小森 A 住宅 7,200 円 

高茶屋住宅 7,900 円 

里ノ上 A 住宅 7,900 円 

里ノ上 B 住宅 8,200 円 

雲出１号館 １ 73,300 円 

雲出１号館 ２ 68,800 円 

雲出１号館 ３ 68,100 円 

雲出１号館 ４ 68,100 円 

雲出１号館 ５ 70,600 円 

雲出２号館 １ 75,400 円 
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雲出２号館 ２ 66,300 円 

雲出２号館 ３ 65,300 円 

雲出２号館 ４ 66,300 円 

雲出２号館 ５ 65,300 円 

雲出２号館 ６ 68,900 円 

雲出２号館 ７ 75,400 円 

野村団地 9,400 円 

野村東団地 9,400 円 

相川団地 12,100 円 

森団地 １ 8,200 円 

森団地 ２ 8,700 円 

森団地 ３ 12,900 円 

森団地 ４ 13,200 円 

森団地 ５ 8,700 円 

森団地 ６ 16,100 円 

森団地 ７ 14,500 円 

森団地 ８ 16,100 円 

中町団地 A 27,200 円 

中町団地 B 28,900 円 

相川西団地 A 28,600 円 

相川西団地 B 36,300 円 

明神団地 42,200 円 

北口団地 A 37,600 円 

北口団地 B 41,000 円 

桃里団地 A 43,800 円 

桃里団地 B 51,100 円 

桃里団地 C 45,000 円 

桃里団地 D １ 98,900 円 

桃里団地 D ２ 81,400 円 

桃里団地 D ３ 81,600 円 

桃里団地 D ４ 97,900 円 

中別保住宅 10,000 円 

青木団地 １ 18,300 円 

青木団地 ２ 18,300 円 
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藤ヶ丘団地 １ 31,400 円 

藤ヶ丘団地 ２ 31,400 円 

殿町住宅 41,000 円 

新横山住宅 40,800 円 

美里第１住宅 A 棟 35,100 円 

美里第１住宅 B 棟 35,100 円 

美里第２住宅１号館 19,600 円 

美里第２住宅２号館 19,600 円 

片野団地 38,900 円 

新沢田団地 32,700 円 

奥津団地 5,600 円 

下之川団地 5,300 円 

（平成１８年１月２６日 掲示済）  
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津市告示第６８号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年１月２６日  

 
津市長職務執行者 近 藤 康 雄   

 
１ 撤去した年月日 平成１８年１月２６日  
２ 保管期間 撤去日より１８０日間  
３ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年１月２６日 掲示済）  
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津市告示第６９号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年１月２７日  

 
津市長職務執行者 近 藤 康 雄   

 
１ 撤去した年月日 平成１８年１月２７日  
２ 保管期間 撤去日より１８０日間  
３ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年１月２７日 掲示済）  
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津市告示第７０号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年１月３０日  

 
津市長職務執行者 近 藤 康 雄   

 
１ 撤去した年月日 平成１８年１月３０日  
２ 保管期間 撤去日より１８０日間  
３ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年１月３０日 掲示済）  
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津市告示第７１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設管理課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成１８年１月３１日 

 

                  津市長職務執行者 近 藤 康 雄 

 

１ 路線名  3314 納所町第１号線 

  道路の区域 

区       域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ）

津市納所町字常２５４番１から 

津市納所町字常３１６番１まで 
旧 2.0  ～  2.5 237.7 

津市納所町字常２５４番１から 

津市納所町字常３１６番１まで 
新 4.0  ～ 7.8 237.7 

 

２ 路線名  3324 北河路橋安東小学校線 

  道路の区域 

区       域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ）

津市納所町字常３３８番地から 

津市納所町字常３３８番地まで 
旧 4.0  ～  4.5 30.8 

津市納所町字常３３８番地から 

津市納所町字常３３８番地まで 
新 4.0  ～ 5.2 30.8 

（平成１８年１月３１日 掲示済） 
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津市告示第７２号  
 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第２５条の２に定める要保護児童対

策地域協議会として津市児童虐待防止等ネットワークを設置したので、児童福

祉法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 11 号）第２５条の２に定める次の各号に

掲げる事項を告示する。  
  平成１８年１月３１日  

 
津市長職務執行者 近藤康雄   

 
１ 要保護児童対策地域協議会の設置  

児童福祉法第２５条の２第１項等の規定に基づき、関係機関、団体等の連

携を強化し、要保護児童等への適切な対応及び家庭への支援並びに配偶者

等からの暴力による被害者の保護を図るため、平成１８年１月１日、要保

護児童対策地域協議会として津市児童虐待防止等ネットワークを設置し

た。  
２ 要保護児童対策地域協議会の名称  
  津市児童虐待防止等ネットワーク  
３ 要保護児童対策地域協議会に係る調整機関の名称  
  津市健康福祉部こども家庭課  
４ 要保護児童対策地域協議会を構成する関係機関の名称及び関係機関ごとの

「国又は地方公共団体・法人・その他のもの」の別  

関係機関の名称  
国 又 は 地 方 公 共 団 体 の 機

関･法人・その他の者の別  

三重県中勢児童相談所  
三重県女性相談所  
三重県津地方県民局保健衛生室  
三重県津警察署  
三重県津南警察署  
社団法人津地区医師会  
社団法人久居一志地区医師会  
社会福祉法人みどり自由学園  
社会福祉法人聖マツテヤ子供の家  
津市たるみ児童福祉会館  
社会福祉法人里山学園  

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

法人  
法人  
法人  
法人  
国又は地方公共団体の機関

法人  
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社会福祉法人真盛学園  
社会福祉法人三重清暉会みのり苑  
津市健康福祉部こども家庭課  
津市久居総合支所福祉課  
津市河芸総合支所市民福祉課  
津市芸濃総合支所市民福祉課  
津市美里総合支所市民福祉課  
津市安濃総合支所市民福祉課  
津市香良洲総合支所市民福祉課  
津市一志総合支所市民福祉課  
津市白山総合支所市民福祉課  
津市美杉総合支所市民福祉課  
津市健康福祉部高齢・障がい福祉課  
津市健康福祉部援護課  
津市健康福祉部保健センター  
津市教育委員会事務局教育研究支援課  
津市教育委員会事務局生涯学習スポーツ

課  
津市教育委員会事務局人権教育課  
津市市民部人権課  
津市市民部男女共同参画室  
社会福祉法人白蓮福祉会白塚愛児園  
社会福祉法人高田福祉事業協会高田保育

園  
社会福祉法人白蓮福祉会津愛児園  
社会福祉法人カトリック京都司教区カリ

タス会津カトリック保育園  
社会福祉法人清泉福祉会清泉愛育園  
社会福祉法人新町福祉会さつき保育園  
財団法人三重保育院  
財団法人三重保育院乳児保育所  
社会福祉法人ほだいじ福祉会ぼだいじ保

育園  
社会福祉法人鈴の木会片田保育園  
社会福祉法人桃郷福祉会つ保育園  

法人  
法人  
国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

 
国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

法人  
法人  

 
法人  
法人  

 
法人  
法人  
法人  
法人  
法人  

 
法人  
法人  
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社会福祉法人泉福祉会泉ヶ丘保育園  
社会福祉法人津栄社会福祉事業協会大里

保育園  
社会福祉法人若草福祉会公園西保育園  
社会福祉法人洗心福祉会豊野保育園  
社会福祉法人洗心福祉会豊野保育園はな

こま分園  
社会福祉法人島井福祉会ひかり保育園  
社会福祉法人藤水福祉会藤水保育園  
社会福祉法人三重清暉会志登茂保育園  
社会福祉法人上浜福祉会上浜保育園  
社会福祉法人藤水福祉会風の子藤水保育

園  
社会福祉法人すぎのこ福祉会すぎのこ保

育園  
社会福祉法人自由学苑福祉会久居保育園  
社会福祉法人豊津児童福祉会ゆたか保育

園   
社会福祉法人影重社会福祉事業協会さく

ら保育園  
社会福祉法人豊津児童福祉会杜の街ゆた

か保育園  
社会福祉法人新町福祉会美里さつき保育

園  
津市栗真保育園  
津市立誠保育園  
津市観音寺保育園  
津市高洲保育園  
津市相愛保育園  
津市中央保育園  
津市新町保育園  
津市乙部保育園  
津市橋南保育園  
津市高茶屋保育園  
津市雲出保育園  

法人  
法人  

 
法人  
法人  
法人  

 
法人  
法人  
法人  
法人  
法人  

 
法人  

 
法人  
法人  

 
法人  

 
法人  

 
法人  

 
国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関
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津市ひとみね保育園  
津市北部保育園  
津市北口保育園  
津市野村保育園  
津市こべき保育園  
津市千里ヶ丘保育園  
津市上野保育園  
津市芸濃保育園  
津市安濃保育園  
津市香良洲保育園  
津市高野保育園  
津市川合保育園  
津市倭保育園  
津市川口保育園  
津市家城保育園  
津市八知保育園  
津市太郎生保育園  
津市多気保育園  
津市八幡保育園  
学校法人専修学園高田幼稚園  
学校法人美良学園美良幼稚園  
学校法人日本聖公会三重学園聖ヤコブ幼

稚園  
宗教法人四天王寺四天王幼稚園  
学校法人近畿福音ルーテル学園ルーテル

二葉幼稚園  
学校法人真盛学苑龍宝幼稚園  
学校法人大川学園大川幼稚園  
学校法人山田学園清泉幼稚園  
学校法人松ヶ谷学園ふたば幼稚園  
学校法人名古屋文化学園津幼稚園  
学校法人大川学園津西幼稚園  
学校法人藤学園藤幼稚園  
学校法人野辺野学園のべの幼稚園  
学校法人日生学園日生学園附属幼稚園  

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

法人  
法人  
法人  

 
法人  
法人  

 
法人  
法人  
法人  
法人  
法人  
法人  
法人  
法人  
法人  
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三重大学教育学部附属幼稚園  
津市立修成幼稚園  
津市立北立誠幼稚園  
津市立南立誠幼稚園  
津市立敬和幼稚園  
津市立育生幼稚園  
津市立新町幼稚園  
津市立藤水幼稚園  
津市立高茶屋幼稚園  
津市立神戸幼稚園  
津市立安東幼稚園  
津市立櫛形幼稚園  
津市立雲出幼稚園  
津市立片田幼稚園  
津市立大里幼稚園  
津市立高野尾幼稚園  
津市立白塚幼稚園  
津市立巽ヶ丘幼稚園  
津市立蜜柑山幼稚園  
津市立桃園幼稚園  
津市立戸木幼稚園  
津市立栗葉幼稚園  
津市立榊原幼稚園  
津市立のむら幼稚園  
津市立豊津幼稚園  
津市立上野幼稚園  
津市立黒田幼稚園  
津市立千里ヶ丘幼稚園  
津市立椋本幼稚園  
津市立明幼稚園  
津市立雲林院幼稚園  
津市立安西幼稚園  
津市立みさと幼稚園  
津市立草生幼稚園  
津市立村主幼稚園  

法人  
国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

22



津市立安濃幼稚園  
津市立明合幼稚園  
津市立香良洲幼稚園  
津市立大井幼稚園  
津市立波瀬幼稚園  
津市立川合幼稚園  
津市立高岡幼稚園  
津市立川口幼稚園  
津市立大三幼稚園  
津市立八ツ山幼稚園  
三重大学教育学部附属小学校  
津市立養正小学校  
津市立修成小学校  
津市立南立誠小学校  
津市立北立誠小学校  
津市立敬和小学校  
津市立育生小学校  
津市立新町小学校  
津市立藤水小学校  
津市立高茶屋小学校  
津市立神戸小学校  
津市立安東小学校  
津市立櫛形小学校  
津市立雲出小学校  
津市立一身田小学校  
津市立白塚小学校  
津市立栗真小学校  
津市立片田小学校  
津市立大里小学校  
津市立高野尾小学校  
津市立西が丘小学校  
津市立豊が丘小学校  
津市立南が丘小学校  
津市立高茶屋小学校あすなろ分校  
津市立栗真小学校国児分校  

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関
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津市立誠之小学校  
津市立成美小学校  
津市立桃園小学校  
津市立戸木小学校  
津市立栗葉小学校  
津市立榊原小学校  
津市立立成小学校  
津市立豊津小学校  
津市立上野小学校  
津市立黒田小学校  
津市立千里ヶ丘小学校  
津市立椋本小学校  
津市立明小学校  
津市立雲林院小学校  
津市立安西小学校  
津市立長野小学校  
津市立高宮小学校  
津市立辰水小学校  
津市立草生小学校  
津市立村主小学校  
津市立安濃小学校  
津市立明合小学校  
津市立香良洲小学校  
津市立大井小学校  
津市立波瀬小学校  
津市立川合小学校  
津市立高岡小学校  
津市立家城小学校  
津市立川口小学校  
津市立大三小学校  
津市立倭小学校  
津市立八ツ山小学校  
津市立美杉東小学校  
津市立太郎生小学校  
津市立美杉南小学校  

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関
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学校法人高田学苑高田中学校  
学校法人セントヨゼフ女子学園セントヨ

ゼフ中学校  
三重大学教育学部附属中学校  
津市立橋北中学校  
津市立東橋内中学校  
津市立西橋内中学校  
津市立橋南中学校  
津市立南郊中学校  
津市立西郊中学校  
津市立一身田中学校  
津市立豊里中学校  
津市立南が丘中学校  
津市立南郊中学校あすなろ分校  
津市立一身田中学校国児分校  
津市立久居中学校  
津市立久居西中学校  
津市立久居東中学校  
津市立朝陽中学校  
津市立芸濃中学校  
津市立美里中学校  
津市立東観中学校  
津市立香海中学校  
津市立一志中学校  
津市立白山中学校  
津市立美杉中学校  
三重大学教育学部附属養護学校  
三重県立盲学校  
三重県立聾学校  
三重県立城山養護学校  
三重県立草の実養護学校  
三重県立緑ヶ丘養護学校  
三重県立稲葉養護学校  
その他市長が指定する者  

法人  
法人  

 
国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

国又は地方公共団体の機関

その他の者  

（平成１８年１月３１日 掲示済）  
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津市公告第３号  
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４８条第１３項の規定に基づ

く公開による意見の聴取を行うので、同条第１４項の規定により次のとおり

公告する。  
  平成１８年１月２５日  
 

津市長職務執行者 近藤 康雄   
 
１ 許可に係る建築物の建築（増築）の計画  
 (1) 建築主    津市渋見町字小谷６９３番地１  

三重テレビ放送株式会社 代表取締役 城田 隆  
 (2) 建築場所   津市渋見町字小谷６９３－１、６９３－３、  

６９３－８、６９４－１、７０１－２  
 (3) 建築物  
  ア 用  途  事務所  
  イ 構  造  鉄骨造２階建  
  ウ 延べ面積  １９３．２８平方メートル  
２ 意見の聴取の事項  
  第一種低層住居専用地域内における建築物の建築（増築）に係る許可に

利害関係を有する者の意見  
３ 意見の聴取の日時  
  平成１８年１月３１日 午後２時３０分から  
４ 意見の聴取の場所  
  津市羽所町７００ アスト津 ５階 研修室Ｂ  

（平成１８年１月２５日 掲示済）  
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津市公告第４号  
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告する。  
  平成１８年１月３０日  

 
津市長職務執行者 近 藤 康 雄   

 
１ 工事完了年月日  
  平成１８年１月２３日  
２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

津市芸濃町椋本字東三ツ谷５４７８ほか２筆  
３ 許可を受けた者の住所及び氏名  

津市河芸町東千里字大橋２１７－２  
河芸運輸株式会社  

         
(平成１８年 1 月３０日掲示済 ) 
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津市公告５号  
 津市都市公園条例（平成１８年１月１日条例１９７号）第２条に基づき、都

市公園の区域を変更したので、次のとおり公告する。  
  平成１８年１月３１日  

 
津市長職務執行者 近 藤 康 雄  

 
１ 都市公園の名称、位置及び区域  

 

都市公園の名称  位  置  区  域  

贄  崎  児  童  遊  び  場  津市港町２２５２番地  別紙のとおり  

 
２ 関係図書の縦覧場所  

津市都市計画部公園緑地課  
（平成１８年１月３１日 掲示済）  
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津市選挙管理委員会告示第３７号 

津市選挙投票区（平成１８年津市選挙管理委員会告示第３号）の一部を次の

ように改正する。 

    平成１８年１月２７日 

 

                                            津市選挙管理委員会 

                                            委員長 大 橋 達 郎 

 

 表第４４投票区の項中「かわきた苑」の次に「、あのつ台三丁目」を加え、

同表第６４投票区の項中「浄土寺」の次に「、ヒーリングパーク」を加える。 

 

（平成１８年１月２７日 掲示済）  
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津市選挙管理委員会告示第３８号 

 平成１８年２月５日執行予定の津市長選挙及び津市議会議員選挙における投

票管理者及び投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において

その職務を代理すべき者を次のとおり選任したので、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する。 

  平成１８年１月２８日 

 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 大 橋 達 郎 
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津市選挙管理委員会告示第３９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１項

並びに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１

項及び第４条の２第１項の規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の

数、同法第４条第１１項及び第４条の２第１５項の規定による選挙権を有する

者の総数の６分の１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、

第８１条第１項、第８６条第１項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）第８条第１項の規定による選挙権を有する者

の総数の３分の１の数を次のとおり告示する。 

  平成１８年１月２８日 

 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 大 橋 達 郎 

 

１ ５０分の１の数   ４，６１７人        

２ ６分の１の数     ３８，４７０人 

３ ３分の１の数     ７６，９４０人  

（平成１８年１月２８日 掲示済）  
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津市選挙管理委員会告示第４０号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３３条第３項の規定により、市

設置による津市長の選挙を次のとおり定めたので、同条第５項の規定により告

示する。 

  平成１８年１月２９日 

 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 大 橋 達 郎 

 

 選  挙  期  日  平成１８年２月５日  

（平成１８年１月２９日 掲示済）  
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津市選挙管理委員会告示第４１号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３３条第３項の規定により、市

設置による津市議会議員の一般選挙を次のとおり定めたので、同条第５項の規

定により告示する。 

  平成１８年１月２９日 

 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 大 橋 達 郎 

 

 選  挙  期  日  平成１８年２月５日  

（平成１８年１月２９日 掲示済）  
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津市選挙管理委員会告示第４２号 

 平成１８年２月５日執行の津市長選挙における候補者１人の選挙運動に関す

る支出金額の制限額を公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１９４条第

１項第４号及び公職選挙法施行令（昭和２５年政令８９号）第１２７条の規定

により次のとおり定めたので、同法第１９６条の規定により告示する。 

  平成１８年１月２９日 

 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 大 橋 達 郎 

 

 支出金額の制限額  １８，６００，０００円 

（平成１８年１月２９日 掲示済）  
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津市選挙管理委員会告示第４３号 

 平成１８年２月５日執行の津市議会議員選挙における候補者１人の選挙運動

に関する支出金額の制限額を公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１９

４条第１項第３号及び公職選挙法施行令（昭和２５年政令８９号）第１２７条

第１項の規定により次のとおり定めたので、同法第１９６条の規定により告示

する。 

  平成１８年１月２９日 

 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 大 橋 達 郎 

 

 支出金額の制限額  ５，２４３，２００円 

（平成１８年１月２９日 掲示済）  
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津市選挙管理委員会告示第４４号

平成１８年２月５日執行の津市長選挙及び津市議会議員選挙における期日前

投票所を次のとおり定めたので、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第

４８条の２第３項により準用する第４１条第１項の規定により告示する。

平成１８年１月２９日

津市選挙管理委員会

委員長 大 橋 達 郎

期日前投票所を 投票できる選挙人が登載され
期日前投票所名 期日前投票所の場所

設ける期間 ている選挙人名簿の投票区

平成１８年１月３０日 津市本庁舎８階
第１期日前投票所 第１～第１３１投票区

から同年２月４日まで 大会議室Ｂ

平成１８年１月３０日 津市河芸庁舎１階
第２期日前投票所 第４７～第５４投票区

から同年２月４日まで 防災研修室

平成１８年１月３０日 津市芸濃庁舎１階
第３期日前投票所 第５５～第５９投票区

から同年２月４日まで 多目的会議室

平成１８年１月３０日 津市美里社会福祉センター
第４期日前投票所 第６０～第６２投票区

から同年２月４日まで １階 集会室

平成１８年１月３０日 津市サンヒルズ安濃
第５期日前投票所 第６３～第６６投票区

から同年２月４日まで ２階 大会議室

平成１８年１月３０日 津市久居庁舎３階
第６期日前投票所 第６７～第８８投票区

から同年２月４日まで ３０１会議室

平成１８年１月３０日 津市香良洲中央公民館
第７期日前投票所 第８９～第９０投票区

から同年２月４日まで １階 大会議室

平成１８年１月３０日 津市一志庁舎
第８期日前投票所 第９１～第１０６投票区

から同年２月４日まで １階 応接室

平成１８年１月３０日 津市白山庁舎２階
第９期日前投票所 第１０７～第１１６投票区

から同年２月４日まで ２０３会議室

平成１８年１月３０日 津市美杉総合開発センター
第 期日前投票所 第１１７～第１３１投票区10

から同年２月４日まで １階 会議室

（平成１８年１月２９日 掲示済）
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津市選挙管理委員会告示第４５号 

 平成１８年２月５日執行の津市長選挙及び津市議会議員選挙における期日前

投票所の投票管理者及び投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場

合においてその職務を代理すべき者を次のとおり選任したので、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

規定により告示する。 

  平成１８年１月２９日 

 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 大 橋 達 郎 
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津市選挙管理委員会告示第４６号 

 平成１８年２月５日執行の津市長選挙及び津市議会議員選挙における開票の

事務は、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第７９条第１項の規定によ

り選挙会の事務に併せて行うこととするので、同条第２項の規定により告示す

る。 

  平成１８年１月２９日 

 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 大 橋 達 郎 

 

（平成１８年１月２９日 掲示済）  
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津市選挙管理委員会告示第４７号 

 平成１８年２月５日執行の津市長選挙及び津市議会議員選挙の同時選挙にお

ける投票の順序は、津市長選挙の投票を先に行う。 

  平成１８年１月２９日 

 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 大 橋 達 郎 

 

（平成１８年１月２９日 掲示済）  
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津市選挙管理委員会告示第４８号 

 平成１８年２月５日執行の津市長選挙及び津市議会議員選挙の同時選挙にお

ける開票の順序は、津市長選挙の開票を先に行う。 

  平成１８年１月２９日 

 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 大 橋 達 郎 

 

（平成１８年１月２９日 掲示済）  
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津市選挙管理委員会告示第４９号 

 平成１８年２月５日執行の津市長選挙及び津市議会議員選挙における選挙会

の場所及び日時を次のとおり定める。 

  平成１８年１月２９日 

 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 大 橋 達 郎 

 

１ 場 所  津市安濃中央総合公園内体育館 

２ 日 時  平成１８年２月５日 午後９時３０分  

（平成１８年１月２９日 掲示済）  
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津市長選挙選挙長告示第１号 

 平成１８年２月５日執行の津市長選挙における選挙立会人となるべき者のく

じを行う場所及び日時を次のとおり定めたので公職選挙法（昭和２５年法律第

１００号）第７６条において準用する同法第６２条第６項の規定により告示す

る。 

  平成１８年１月２９日 

 

津市長選挙 

                      選挙長 大 橋 達 郎 

 

 

１ くじを行う場所  津市本庁舎８階大会議室Ａ 

２ くじを行う日時  平成１８年２月２日午後５時３０分 

（平成１８年１月２９日 掲示済）  
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津市長選挙選挙長告示第２号 

 平成１８年２月５日執行の津市長選挙における候補者として次のように届出

があったので、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第８６条の４第１１

項の規定により告示する。 

  平成１８年１月２９日 

 

津市長選挙 

                      選挙長 大 橋 達 郎 
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届出
受理
番号

届出年月日
届出
の別

候補者氏名 本籍 住所 生年月日 党派 職業

1
平成18年
1月29日

本人
届出

みぞぐち　昭三
三重県津市雲出島貫町
４９８番地

津市柳山津興
３１９番地９

昭和24年5月26日 無所属 無職

2
平成18年
1月29日

本人
届出

まつだ　直久
三重県津市北町津
１５４２番地

津市一志町小山
８５４番地８８

昭和29年5月8日 無所属 無職

3
平成18年
1月29日

本人
届出

おぐら　昌行
三重県津市乙部
７２８番地

津市乙部
２１番２８号

昭和22年1月4日 無所属
かめやま美術館
館長

        （平成１８年１月２９日　掲示済）

50



 

 

津市議会議員選挙選挙長告示第１号 

 平成１８年２月５日執行の津市議会議員選挙における選挙立会人となるべき

者のくじを行う場所及び日時を次のとおり定めたので公職選挙法（昭和２５年

法律第１００号）第７６条において準用する同法第６２条第６項の規定により

告示する。 

  平成１８年１月２９日 

 

津市議会議員選挙 

                      選挙長 大 橋 達 郎 

 

 

１ くじを行う場所  津市本庁舎８階大会議室Ａ 

２ くじを行う日時  平成１８年２月２日午後５時３０分 

（平成１８年１月２９日 掲示済）  
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津市議会議員選挙選挙長告示第２号 

 平成１８年２月５日執行の津市議会議員選挙における候補者として次のよ

うに届出があったので、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第８６条の

４第１１項の規定により告示する。 

  平成１８年１月２９日 

 

津市議会議員選挙 

                      選挙長 大 橋 達 郎 
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届出
受理
番号

届　出
年月日

届出
の別

候補者氏名 本籍 住所 生年月日 党派 職業

1
平成18年
1月29日

本人
届出

佐藤　ゆうき
三重県津市須ヶ瀬町
９１１番地

津市須ヶ瀬町
９１１番地

昭和42年9月1日 民主党 無職

2
平成18年
1月29日

本人
届出

田村　宗博
三重県津市河辺町
１７７７番地

津市河辺町
１７７７番地

昭和23年10月5日 無所属 造園石材業

3
平成18年
1月29日

本人
届出

川崎　正次
佐賀県杵島郡白石町大字堤
１０２３番地

津市片田新町
８８番地１１

昭和33年1月4日 無所属
松下電工㈱津工
場社員

4
平成18年
1月29日

本人
届出

永田　正
三重県津市美里町家所
２４９７番地

津市美里町家所
２４９７番地

昭和17年5月25日 無所属 農業

5
平成18年
1月29日

本人
届出

藤本　ともこ
三重県津市安濃町田端上野
８７４番地１２２

津市安濃町田端上野
８７４番地１２２

昭和36年2月5日 日本共産党 無職

6
平成18年
1月29日

本人
届出

山﨑　正行
三重県津市一志町井関
１９３番地

津市一志町井関
１９３番地

昭和19年11月8日 無所属 会社員

7
平成18年
1月29日

推薦
届出

海野　たけし
三重県津市安濃町粟加
４５７番地

津市安濃町粟加
４５７番地

昭和17年10月12日 無所属 農業

8
平成18年
1月29日

本人
届出

多田　まさとし
三重県津市白山町佐田
１２８３番地１２

津市白山町佐田
１２８３番地１２

昭和17年10月19日 無所属 無職

9
平成18年
1月29日

本人
届出

くらた　寛次
三重県津市美杉町川上
１４１２番地

津市美杉町川上
１４１２番地

昭和23年2月6日 無所属 会社員

10
平成18年
1月29日

本人
届出

海住　ふじ子
三重県津市美杉町下多気
４５２番地

津市美杉町下多気
４５２番地

昭和11年10月13日 無所属 農業

11
平成18年
1月29日

本人
届出

松島　なおかず
三重県津市香良洲町
３９８６番地

津市香良洲町
３９４９番地７

昭和33年6月10日 無所属 旅館業

12
平成18年
1月29日

本人
届出

加藤　美江子
愛知県豊明市阿野町明定
１４番地

津市渋見町
３０８番地８

昭和29年5月9日 公明党 無職

13
平成18年
1月29日

本人
届出

和田　甲子雄
三重県津市河芸町東千里
８番地１１

津市河芸町東千里
８番地１１

昭和22年12月11日 日本共産党 無職

14
平成18年
1月29日

本人
届出

山口　のぶかず
三重県津市久居二ノ町
１６８８番地１

津市久居二ノ町
１６８８番地１

昭和27年4月8日 無所属 建築設計業

15
平成18年
1月29日

本人
届出

たばた　たかと
三重県津市雲出本郷町
１４６１番地５０

津市雲出本郷町
１４６１番地５０

昭和39年8月10日 無所属
JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
㈱津製作所社員

16
平成18年
1月29日

本人
届出

豊田　みつはる
三重県津市白塚町
９２１番地１

津市白塚町
９２８番地

昭和23年11月21日 日本共産党 政党役員

17
平成18年
1月29日

本人
届出

小津　みつし
三重県津市戸木町
１７７８番地

津市戸木町
１７７８番地

昭和29年3月11日 無所属 アパート経営

18
平成18年
1月29日

本人
届出

箕田　まさき
三重県津市美里町北長野
４７２番地

津市美里町北長野
５００番地

昭和17年1月1日 無所属 会社役員

19
平成18年
1月29日

本人
届出

赤野　利彦
三重県津市美杉町八知
７１１０番地

津市美杉町八知
７１１０番地

昭和21年8月16日 無所属 農林業

20
平成18年
1月29日

本人
届出

岡村　たけし
三重県津市新東町塔世
８３３番地

津市半田
１９３２番地

昭和25年5月7日 自由民主党 会社顧問

21
平成18年
1月29日

本人
届出

横山　あつ子
三重県津市河芸町千里ヶ丘
７８番地１３

津市河芸町千里ヶ丘
７８番地１３

昭和28年6月27日 公明党 団体役員

22
平成18年
1月29日

本人
届出

藤川　啓志
三重県津市香良洲町
１２２９番地１９

津市香良洲町
１２２９番地１９

昭和24年7月20日 無所属 会社員

23
平成18年
1月29日

本人
届出

丸山　弘員
三重県津市安濃町川西
１５３３番地

津市安濃町川西
１５３２番地

昭和29年5月9日 無所属 農業

24
平成18年
1月29日

本人
届出

中村　まさはる
三重県津市高茶屋小森町
１７０７番地２７２

津市高茶屋小森町
１７０７番地２７２

昭和25年1月1日 無所属
自営業（タバコ
販売）
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25
平成18年
1月29日

本人
届出

別所　かんじ
三重県津市西丸之内
９番

津市西丸之内
９番１号

昭和14年10月4日 無所属
商店街振興組合
理事長

26
平成18年
1月29日

本人
届出

前田　さとし
三重県津市南中央
６番

津市栄町二丁目
３６４番地

昭和36年1月13日 無所属 広告制作業

27
平成18年
1月29日

本人
届出

松島　治男
三重県津市久居幸町
１１０４番地１

津市久居桜が丘町
１７１１番地６５

昭和26年3月3日 無所属 行政書士

28
平成18年
1月29日

本人
届出

前田　勝彦
三重県津市中河原
２１０番地

津市相生町
２５７番地

昭和16年1月4日 無所属 無職

29
平成18年
1月29日

本人
届出

竹沢　陽一
三重県伊賀市小田町
２０８番地２

津市白塚町
１１８２番地４７

昭和24年9月30日 公明党 団体役員

30
平成18年
1月29日

本人
届出

川瀬　利夫
三重県津市八町一丁目
３３番地

津市八町一丁目
１０番１３号

昭和16年1月13日 無所属 保険代理業

31
平成18年
1月29日

本人
届出

水谷　保
三重県津市河芸町中別保
２４４５番地

津市河芸町中別保
２４４５番地２

昭和11年5月5日 無所属 無職

32
平成18年
1月29日

本人
届出

楠井　文一
三重県津市芸濃町椋本
３９１２番地

津市芸濃町椋本
３９０５番地１

昭和23年4月26日 無所属 会社役員

33
平成18年
1月29日

推薦
届出

杉谷　育生
三重県津市芸濃町雲林院
５９４番地

津市芸濃町雲林院
５９４番地

昭和21年6月3日 無所属 農業

34
平成18年
1月29日

本人
届出

桂　三発
三重県津市安濃町草生
４３４５番地

津市安濃町安部
６２３番地

昭和39年1月18日 無所属 落語家

35
平成18年
1月29日

本人
届出

ほりやま　清信
三重県津市久居元町
２０８７番地

津市久居元町
２０８７番地

昭和33年1月16日 日本共産党 団体職員

36
平成18年
1月29日

本人
届出

浜口　としあき
三重県津市河芸町中別保
１６８７番地１

津市河芸町中別保
２４６３番地

昭和22年8月28日 無所属 無職

37
平成18年
1月29日

本人
届出

岡野　しげき
三重県津市一志町大仰
６７番地

津市一志町大仰
７４番地

昭和17年10月25日 無所属 無職

38
平成18年
1月29日

本人
届出

長野　としたか
三重県津市安濃町草生
１９５３番地２

津市安濃町草生
１９５３番地２

昭和15年8月2日 無所属 農業

39
平成18年
1月29日

本人
届出

田中　守
三重県津市高茶屋二丁目
２５３５番地

津市高茶屋小森町
２６１９番地５

昭和17年10月6日 無所属 行政書士

40
平成18年
1月29日

本人
届出

小菅　雅司
三重県津市東丸之内
１６４番地

津市東丸之内
６番１５号

昭和37年3月28日 無所属 無職

41
平成18年
1月29日

推薦
届出

小野　きんいち
三重県津市桜橋二丁目
６１番地

津市桜橋二丁目
６１番地

昭和29年6月2日 自由民主党 会社役員

42
平成18年
1月29日

本人
届出

川口　優
三重県津市芸濃町椋本
９０１番地１

津市芸濃町椋本
９０１番地１

昭和25年2月10日 無所属 建設業

43
平成18年
1月29日

本人
届出

岡　幸男
三重県津市一身田町
６２６番地

津市一身田町
６２６番地

昭和29年4月6日 無所属 菓子製造販売業

44
平成18年
1月29日

本人
届出

川口　かずお
三重県津市木造町
２４９２番地

津市木造町
２５０９番地４

昭和23年12月4日 無所属 会社顧問

45
平成18年
1月29日

本人
届出

平岡　ますお
三重県津市久居桜が丘町
１７１１番地５１

津市久居桜が丘町
１７１１番地５１

昭和25年2月5日 公明党 無職

46
平成18年
1月29日

本人
届出

石井　ひでき
三重県津市芸濃町林
５７６番地

津市芸濃町林
５７６番地

昭和17年11月21日 無所属 農業

47
平成18年
1月29日

本人
届出

落合　ひさし
三重県津市河芸町浜田
６６３番地１

津市河芸町浜田
６６２番地３

昭和12年10月5日 無所属 無職

48
平成18年
1月29日

本人
届出

大野　ひろし
三重県津市白山町三ヶ野
２９０３番地１

津市白山町三ヶ野
２９０３番地１

昭和20年8月18日 無所属 農業法人理事

49
平成18年
1月29日

本人
届出

つぼい　年明
三重県津市雲出長常町
８５８番地４

津市雲出長常町
８５８番地４

昭和22年2月12日 公明党 団体職員
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50
平成18年
1月29日

本人
届出

岡本　ちじゅん
三重県津市白山町岡
２４６番地

津市白山町岡
２４６番地

昭和24年7月21日 無所属 僧侶

51
平成18年
1月29日

本人
届出

中川　たかゆき
三重県津市大里山室町
１４３５番地

津市大里山室町
１４３５番地

昭和12年5月5日 無所属 農業

52
平成18年
1月29日

本人
届出

岡　かつし
三重県津市須ヶ瀬町
１６２６番地

津市須ヶ瀬町
１６２６番地

昭和17年2月11日 無所属 ジップ整体師

53
平成18年
1月29日

本人
届出

水谷　友紀子
三重県津市野田
２１番地１４７

津市野田
２１番地１４７

昭和38年2月19日 無所属 無職

54
平成18年
1月29日

本人
届出

田矢　しゅうす
け

三重県津市半田
７６６番地２

津市半田
７６６番地２

昭和46年12月11日 無所属 無職

55
平成18年
1月29日

本人
届出

ふじた　武
三重県津市美杉町八知
３８９５番地

津市美杉町八知
３８９５番地

昭和17年12月7日 無所属 農業

56
平成18年
1月29日

本人
届出

村田　あきひさ
三重県津市丸之内
２１０５番地２９

津市丸之内
２１番３１号

昭和23年9月21日 自由民主党 会社役員

57
平成18年
1月29日

本人
届出

植田　ゆきひろ
三重県津市庄田町
２５３８番地２

津市庄田町
２５３８番地２

昭和16年12月8日 無所属 植田酒店経営

58
平成18年
1月29日

本人
届出

八太　正年
三重県津市久居新町
１０６４番地３

津市久居新町
１０６４番地３

昭和17年12月15日 自由民主党 会社役員

59
平成18年
1月29日

本人
届出

鈴木　まさひこ
三重県津市一身田平野
１３３番地３

津市一身田町
２７９０番地

昭和31年1月26日 日本共産党 無職

60
平成18年
1月29日

本人
届出

太田　ますかず
三重県津市香良洲町
１５８６番地９

津市香良洲町
１５８６番地９

昭和25年10月24日 無所属 無職

61
平成18年
1月29日

本人
届出

田中　かつひろ
三重県津市一身田中野
４８６番地３

津市南が丘四丁目
２４番地１３

昭和32年10月11日 無所属 建築業

62
平成18年
1月29日

本人
届出

はしむら　清悟
三重県津市白塚町
１番地１２９

津市白塚町
１番地１２９

昭和24年1月31日 民主党 会社員

63
平成18年
1月29日

本人
届出

たらお　恵三子
三重県津市東丸之内
６２８番地

津市半田
３４２４番地４１

昭和26年1月24日 無所属 無職

64
平成18年
1月29日

本人
届出

山岡　よしお
三重県津市上浜町二丁目
６２番地

津市上浜町二丁目
６２番地

昭和10年4月15日 無所属 呉服商

65
平成18年
1月29日

本人
届出

柏木　はるみ
三重県津市垂水
２６７０番地４６

津市柳山津興
３３９番地３

昭和24年3月31日 無所属 無職

66
平成18年
1月29日

本人
届出

山口　てつじ
三重県津市白山町八対野
１７８番地４

津市白山町八対野
１７８番地４

昭和43年5月15日 無所属 会社役員

67
平成18年
1月29日

本人
届出

青木　秀晃
三重県津市一志町小山
３９０番地

津市一志町小山
３９０番地

昭和42年2月1日 無所属 会社員

68
平成18年
1月29日

本人
届出

辻　みつ子
三重県津市久居持川町
２２７７番地１

津市久居持川町
２２７７番地１

昭和20年10月11日 無所属 無職

69
平成18年
1月29日

本人
届出

藤岡　和美
三重県津市久居寺町
１２１８番地

津市久居野村町
３７２番地２９１

昭和21年6月20日 無所属
特定非営利活動
法人理事長

70
平成18年
1月29日

本人
届出

犬飼　一秋
愛知県名古屋市港区小賀須
四丁目１１３０番地

津市南丸之内
１番１０号

昭和4年10月22日 無所属 無職

71
平成18年
1月29日

本人
届出

青　とおる
三重県津市河芸町上野
１６１６番地５

津市河芸町上野
１６１６番地５

昭和24年5月16日 無所属 会社員

                 （平成１８年１月２９日　掲示済）
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