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津市告示第７８号

 災害対策基本法（昭和３６年１１月１５日法律第２２３号）第４９条の７第

２項の規定に基づき、指定避難所を次のように指定する。

  平成２６年４月１６日

津市長 前 葉 泰 幸

（津地域：６６ヶ所）  

番号 避難所 所在地 
収容人数 

（人） 

１ 豊が丘小学校 高野尾町３２１４－１ １，１９０

２ 高野尾出張所 高野尾町５４１７－１ ４０

３ 高野尾小学校 高野尾町５２６６－１ ７４０

４ 大里出張所 大里睦合町１２９２－１ ３０

５ 大里小学校 大里窪田町１８２１ ８６０

６ 豊里中学校 大里睦合町８２０－１ １，１００

７ 高田短期大学 一身田豊野１９５ ４７０

８ 高田中・高等学校 一身田町２８４３ １，６９０

９ 一身田中学校 一身田中野８８０－１ １，５１０

１０ 
一身田公民館（一身田出張

所） 
一身田町２９３－３ ６０

１１ 一身田小学校 一身田大古曽３５５ １，４１０

１２ 三重短期大学 一身田中野１５７ １，１７０

１３ 三重県総合文化センター 一身田上津部田１２３４ １，７００

１４ 白塚小学校 白塚町４４６３ １，２４０

１５ 白塚公民館（白塚出張所） 白塚町５２０５ ７０

１６ 栗真小学校 栗真中山町４５２ ６４０

１７ 栗真出張所 栗真町屋町８３６－１ ４０

１８ 三重県立国児学園 栗真町屋町５２４ ２５０

１９ 北立誠小学校 江戸橋一丁目３０ １，１７０

２０ アストプラザ 羽所町７００ ９２０

２１ 橋北中学校 桜橋二丁目３８－１ １，１７０

２２ 南立誠小学校 桜橋二丁目３９ ９３０

２３ 観音寺保育園 観音寺町６０４－７４ ９０

２４ 
三重大学教育学部附属小

学校 
観音寺町３５９ １，３３０

２５ 西が丘小学校 長岡町８００－４３７ １，６４０



番号 避難所 所在地 
収容人数 

（人） 

２６ 安東小学校 納所町２４５ ７７０

２７ 安東出張所 納所町２４９－６ ２０

２８ 櫛形市民館 分部２６２－１ ５０

２９ 櫛形出張所 分部１１９２－１ ２０

３０ 櫛形小学校 分部１２１１－１ １，１７０

３１ 西郊中学校 一色町２１９ １，４００

３２ 片田小学校 片田井戸町２２ ９２０

３３ 片田出張所 片田井戸町１６－１ ３０

３４ 神戸出張所 神戸７３９－１ ３０

３５ 神戸小学校 神戸３３２－１ １，７１０

３６ 
津市青少年野外活動セン

ター体育館 
神戸１６８０－１ ２９０

３７ 新町小学校 八町三丁目３－１ １，２３０

３８ 西橋内中学校 東古河町７－１ １，９５０

３９ 養正小学校 丸之内養正町１４－１ １，０２０

４０ 中央市民館 愛宕町２３３ ２９０

４１ 
贄崎地区防災コミュニテ

ィセンター 
港町１－２３ ８０

４２ 高洲町教育集会所 高洲町１５－３０ １８０

４３ さくら児童館 中河原２０７５ ３０

４４ 東橋内中学校 中河原３５６－２ ９００

４５ 敬和小学校 中河原４４５ １，３００

４６ 敬和公民館 寿町２１－２２ １６０

４７ 修成小学校 修成町９－１ １，２４０

４８ 三重県立津工業高等学校 半田５３４ ９５０

４９ 阿漕塚記念館 柳山津興６３２ ３０

５０ 
三重県立みえ夢学園高等

学校 
柳山津興１２３９ １，０６０

５１ 育生小学校 下弁財町津興１３５０ １，３５０

５２ 橋南中学校 
上弁財町津興２５３７－

４ 
１，２５０

５３ 三重県立聾学校 藤方２３０４－２ ２５０

５４ 藤水小学校 藤方１６２７ １，０７０

５５ 藤水出張所 藤方１４９１－２ ３０

５６ 南が丘小学校 垂水２５３８－１ １，７１０

５７ 南が丘中学校 垂水２６２２－１ ９３０



番号 避難所 所在地 
収容人数 

（人） 

５８ 
南郊公民館（高茶屋出張

所） 
高茶屋三丁目２５－６ ９０

５９ 高茶屋小学校 高茶屋三丁目１－１ １，９４０

６０ 南郊中学校 高茶屋四丁目４４－１ １，６１０

６１ 高茶屋市民センター 高茶屋四丁目３７－５９ ２５０

６２ 三重県立津高等技術学校 
高茶屋小森町１１７６－

２ 
２１０

６３ 雲出出張所 雲出本郷町１３８８－１ ３０

６４ 雲出小学校 雲出本郷町１１６４ ７３０

６５ 雲出市民センター 雲出本郷町１３８９ １２０

６６ 雲出市民館 雲出島貫町４８８－７ ７０

（久居地域：１５ヶ所） 

番号 避難所 所在地 
収容人数 

（人） 

１ 久居体育館 久居野村町８７７－１ ８７０

２ 立成小学校 久居野村町５６０ １，３７０

３ 成美小学校 久居新町７３７ ２，１６０

４ 久居東中学校 久居井戸山町７２１－１ １，８６０

５ 桃園小学校 新家町１３５０ ９１０

６ 久居公民館 久居元町２３５４ ３００

７ 
三重県立久居農林高等学

校体育館 
久居東鷹跡町１０５ ７８０

８ 久居中学校 久居西鷹跡町４９４ ２，４９０

９ 
三重県立久居高等学校体

育館 
戸木町３５６９－１ ５２０

１０ 栗葉小学校 森町２７０ １，４６０

１１ 久居西中学校 久居一色町９４０ １，５００

１２ 榊原小学校 榊原町５８４８ ９００

１３ 誠之小学校 久居西鷹跡町４２４ １，７２０

１４ 久居総合福祉会館 久居東鷹跡町２０－２ ６１０

１５ 戸木小学校 戸木町８８０ ９１０

（河芸地域：７ヶ所） 



番号 避難所 所在地 
収容人数 

（人） 

１ 河芸公民館 河芸町浜田７４２ ５１０

２ 河芸体育館 河芸町浜田７７４ ６８０

３ 朝陽中学校 河芸町上野２０１０ １，２４０

４ 豊津小学校 河芸町一色１６８０ ７１０

５ 上野小学校 河芸町上野２９６３ ９７０

６ 黒田小学校 河芸町北黒田１０９－１ ９３０

７ 千里ヶ丘小学校 河芸町千里ヶ丘１３ １，０７０

（芸濃地域：７ヶ所） 

番号 避難所 所在地 
収容人数 

（人） 

１ 芸濃小学校 芸濃町椋本５０４７ ９１０

２ 芸濃総合文化センター 芸濃町椋本６８２４ １，８４０

３ 芸濃中学校 芸濃町椋本５１４７ １，３３０

４ 明小学校 芸濃町林３２５ ６２０

５ （旧）安西小学校 芸濃町北神山３１０ ６１０

６ （旧）雲林院小学校 芸濃町雲林院５６６ ６６０

７ 錫杖湖水荘 芸濃町河内６７９ ２００

（美里地域：５箇所） 

番号 避難所 所在地 
収容人数 

（人） 

１ 美里社会福祉センター 美里町三郷４６－３ １９０

２ 長野小学校 美里町北長野１４３５ ７８０

３ 高宮小学校 美里町足坂５８５ ７３０

４ 辰水小学校 美里町家所２０４５ ７９０

５ 美里中学校 美里町三郷８４ ６６０

（安濃地域：１２ヶ所） 

番号 避難所 所在地 
収容人数 

（人） 

１ 草生小学校 安濃町草生４２０９ ６５０

２ 草生公民館 安濃町草生４２４９－１ ７０

３ 村主小学校 安濃町連部６８ ５６０



番号 避難所 所在地 
収容人数 

（人） 

４ 村主公民館 安濃町連部６９－１ ８０

５ 安濃小学校 安濃町内多４５１ ６２０

６ 安濃公民館 安濃町内多３６５３ ９０

７ 明合小学校 安濃町粟加９７８ ６１０

８ 明合公民館 安濃町粟加９７８ ７０

９ 東観中学校 
安濃町東観音寺４９４－

１ 
１，４１０

１０ 
安濃中央総合公園内体育

館 
安濃町田端上野８１８ １，８７０

１１ 安濃交流会館 安濃町東観音寺５１－３ １６０

１２ サンヒルズ安濃 安濃町東観音寺４１８ １，１３０

（香良洲地域：７ヶ所） 

番号 避難所 所在地 
収容人数 

（人） 

１ 香良洲小学校 香良洲町２１９０－１ １，１９０

２ 香海中学校 香良洲町１２８ １，４８０

３ 香良洲公民館 香良洲町１８７６－１ １８０

４ 
香良洲歴史資料館（若桜会

館） 
香良洲町６３２０ １１０

５ まつぼっくり作業所 香良洲町５７２２ １６０

６ 香良洲体育館 香良洲町３９５２－９０ ５００

７ サンデルタ香良洲 香良洲町２１６７ ６７０

（一志地域：１１ヶ所） 

番号 避難所 所在地 
収容人数 

（人） 

１ （旧）大井小学校 一志町大仰３２６ ７４０

２ 一志東小学校 一志町八太７８５－１ １，２９０

３ 一志西小学校 一志町田尻３５３－１ １，１８０

４ （旧）波瀬小学校 一志町波瀬２２３６ ７３０

５ 一志中学校 一志町高野２６０９ １，３７０

６ 大井公民館 一志町大仰２１７－１ ２００



番号 避難所 所在地 
収容人数 

（人） 

７ 
コミュニティプラザ川合

（川合公民館） 
一志町八太１００８－１ ３００

８ 一志高岡公民館 一志町田尻６０５－２ ４５０

９ 波瀬ふれあい会館 一志町波瀬２２３２－２ ２１０

１０ とことめの里一志 一志町井関１７９２ ８９０

１１ 一志体育館 
一志町高野１６０－７２

８ 
１，０８０

（白山地域：１３ヶ所）  

番号 避難所 所在地 
収容人数 

（人） 

１ 家城小学校 白山町南家城６４７ ７００

２ 家城公民館 白山町南家城８５１－３ ６０

３ 元取公民館 白山町城立３０５ ８０

４ 大三小学校 白山町二本木２９６ ８６０

５ 大三公民館 
白山町二本木１００１－

２５３ 
６０

６ 白山中学校 白山町川口４７１－６ １，８００

７ 白山公民館 白山町川口８９７ ２３０

８ 川口小学校 白山町川口１９９１ ６００

９ 倭小学校 白山町上ノ村１８３ １，４００

１０ 倭公民館 白山町中ノ村５８１ ７０

１１ 八ツ山小学校 白山町八対野２４８０ ５１０

１２ 八ツ山公民館 白山町八対野９９４－１ ６０

１３ 白山体育館 白山町古市８０８ ７００

（美杉地域：２２ヶ所） 

番号 避難所 所在地 
収容人数 

（人） 

１ 竹原地域住民センター 美杉町竹原２７７７ １９０

２ 
竹原コミュニティ防災セ

ンター 
美杉町竹原２４１－１ ２０

３ 竹原多目的集会所 美杉町竹原２８２１ １００

４ 美杉竹原体育館 美杉町竹原２７９６ ２４０

５ 美杉総合文化センター 美杉町八知５５８０－２ ２３０



番号 避難所 所在地 
収容人数 

（人） 

６ 美杉中学校 美杉町八知５８００ １，１８０

７ 太郎生多目的集会所 美杉町太郎生２１２０ １６０

８ （旧）太郎生小学校 
美杉町太郎生２１２８－

１ 
５００

９ 伊勢地地域住民センター 美杉町石名原１６８１ ８０

１０ 伊勢地多目的集会所 美杉町石名原１５８３ １００

１１ 美杉伊勢地体育館 
美杉町石名原１５８１－

２ 
２４０

１２ 八幡地域住民センター 美杉町奥津１２８８－８ ８０

１３ 八幡生活改善センター 美杉町奥津１２９４ ６０

１４ 
美杉高齢者婦人センター

「しゃくなげ会館」 
美杉町川上３３７２ １２０

１５ 
美杉高齢者生活福祉セン

ター 
美杉町奥津９２９ ６０

１６ 美杉小学校 美杉町奥津１０２５ ７３０

１７ 多気地域住民センター 美杉町上多気１０３１ １００

１８ 丹生俣多目的集会所 
美杉町丹生俣１３６０－

２ 
８０

１９ 美杉多気体育館 
美杉町上多気１０４２－

５ 
２２０

２０ 下之川地域住民センター 美杉町下之川６１１５ ６０

２１ 下之川生活改善センター 美杉町下之川１８７５ ６０

２２ 美杉下之川体育館 
美杉町下之川６０９８－

２ 
２６０



津市告示第７９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１８年津市告示第５２５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２６年４月１７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  岡南区自治会 

  三重県津市安濃町川西４２番地 

   代表者 中 山 秀 樹 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
眞 柄 幸 佳 

三重県津市安濃町川西１０１番地 

変更後 
中 山 秀 樹 

三重県津市安濃町川西５４番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２６年３月２３日の定期総会において新

任され、平成２６年４月１日から就任することになったため。 



津市告示第８０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１８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２６年４月１７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  片田町自治会 

  三重県津市片田町４４番地１ 

   代表者  本 範雄 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
清水 一郎 

三重県津市片田町２２９番地 

変更後 
本 範雄 

三重県津市片田町４４番地１ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２６年４月６日の定期総会において改選

されたため。 



津市告示第８１号 

平成２６年産の大豆に適用する単位当たり共済金額等を津市農業共済条例第

１１０条第２項の規定により次のとおり告示する。 

平成２６年４月１８日 

津市長 前 葉 泰 幸   

共済目的 

の種類等
区域 引受方式 単位当たり共済金額 

共 済 

掛金率

農家負 

担共済 

掛金率

大豆１類 津市 

半相殺 

交付農業者以外 

円

1,090 

％

6.6 

％

2.970 

交 付 農 業 者 3,100 6.6 2.970 

種 子 用 3,600 6.6 2.970 

全相殺 

交付農業者以外 1,090 8.4 3.780 

交 付 農 業 者 3,100 8.4 3.780 

種 子 用 3,600 8.4 3.780 

一 筆 

交付農業者以外 1,090 6.2 2.790 

交 付 農 業 者 3,100 6.2 2.790 

種 子 用 3,600 6.2 2.790 

この表において「単位当たり」とは、１０キログラム当たりとする。 

交付農業とは、経営所得安定対策実施要綱（平成２３年４月１日付け２２経営

第７１３３号農林水産省事務次官依命通知）第７の４の畑作物の直接支払交付金

の交付申請をし、かつ、その交付を受ける者をいう。 



津市告示第８２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８年芸濃町告示第６０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２６年４月１８日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  楠原区自治会 

  三重県津市芸濃町楠原４８８番地２ 

   代表者 林 重一 

２ 変更に係る事項   

 代表者の氏名及び住所   

変更前 
柴田 昌之 

三重県津市芸濃町楠原１２０３番地 

変更後 
林 重一 

三重県津市芸濃町楠原４８８番地２ 

３ 変更理由及び年月日 

  平成２６年３月２１日に定期総会において、平成２６年４月１日就任 



津市告示第８３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４８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２６年４月１８日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  多門区自治会 

  三重県津市芸濃町多門１４番地２ 

   代表者 岡本 隆夫 

２ 変更に係る事項   

 代表者の氏名及び住所   

変更前 
駒田 弘行 

三重県津市芸濃町多門８７４番地 

変更後 
岡本 隆夫 

三重県津市芸濃町多門１４番地２ 

３ 変更理由及び年月日 

  平成２６年３月３０日定期総会において、平成２６年４月１日就任 



津市告示第８４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８年芸濃町告示第１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２６年４月１８日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  椋本第二自治会 

  三重県津市芸濃町椋本５２０番地１ 

   代表者 駒田 巧 

２ 変更に係る事項   

 代表者の氏名及び住所   

変更前 
堀 巌 

三重県津市芸濃町椋本５７４番地 

変更後 
駒田 巧 

三重県津市芸濃町椋本５２０番地１ 

３ 変更理由及び年月日 

  平成２５年３月３１日定期総会において、平成２５年４月１日就任 



津市告示第８５号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項の規定に基づき撤去

し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２項の規定により次の

とおり告示する。 

 平成２６年４月２１日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ４月 ３日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ４月 ３日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ４月 ４日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ４月 ８日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ７ 平成２６年 ４月 ８日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ４月 ８日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ４月 ９日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ４月 ９日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ４月１１日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第８６号 

 下記の者の差押調書（謄本）及び配当計算書（謄本）、充当通知書は、住所

居所不明のため、送達することができないので、地方税法第２０条の２の規定

により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２６年４月２２日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 差押調書（謄本）、配当

計算書（謄本）、充当通

知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第８７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１６年芸濃町告示第２９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２６年４月２３日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  中瀬古自治会 

  三重県津市芸濃町雲林院６４３番地 

   代表者 杉谷 守 

２ 変更に係る事項   

 代表者の氏名及び住所   

変更前 
松谷 敏雄 

三重県津市芸濃町雲林院５３８番地１ 

変更後 
杉谷 守 

三重県津市芸濃町雲林院６４３番地 

３ 変更理由及び年月日 

  平成２６年４月６日に中瀬古自治会規約第１２条に規定する役員の任期満

了に伴う改選のため。 



津市告示第８８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１８年津市告示第４９１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２６年４月２３日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  岩原区自治会 

  三重県津市芸濃町椋本４６８５番地５ 

   代表者 長谷川 幸愛 

２ 変更に係る事項   

 代表者の氏名及び住所   

変更前 
山田 祐 

三重県津市芸濃町椋本３８５５番地１６ 

変更後 
長谷川 幸愛 

三重県津市芸濃町椋本４６８５番地５ 

３ 変更理由及び年月日 

  平成２６年３月２３日定期総会において、平成２６年４月１日就任 



津市告示第８９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９年白山町告示第７９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２６年４月２４日

                      津市長 前 葉 泰 幸

１ 届出者

  白山町馬場自治会

  三重県津市白山町川口１２６０番地２

   代表者 宮 田 長 生

２ 変更に係る事項

  代表者の氏名及び住所

変更前
 北 川 光 彦

 三重県津市白山町川口１２３６番地

変更後
 宮 田 長 生

 三重県津市白山町川口１２４９番地

３ 変更の理由及び年月日

平成２６年４月１４日に、代表者が総会において新任されたため。



津市告示第９０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１６年美杉村告示第６５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２６年４月２５日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 届出者

  小西地区

  三重県津市美杉町八知１５１３番地

  代表者 田 中 省 一

２ 変更に係る事項

(1) 代表者の氏名及び住所

変 更 前
山本 節生

三重県津市美杉町八知１４１５番地

変 更 後
田中 省一

三重県津市美杉町八知１６２７番地

３ 変更の理由及び年月日

  通常総会において、平成２６年４月１日から新任



津市告示第９１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１４年美杉村告示第１７５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２６年４月２５日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 届出者

  三谷組自治会

  三重県津市美杉町下之川５６８８番地１

  代表者 松 浦 邦 夫

２ 変更に係る事項

代表者の氏名及び住所

変 更 前
水谷 邦郎

三重県津市美杉町下之川５９５８番地

変 更 後
松浦 邦夫

三重県津市美杉町下之川５９６２番地

３ 変更の理由及び年月日

  通常総会において、平成２６年４月１日から新任



津市告示第９２号 

 下記の者の交付要求通知書は、住所居所不明のため、送達することができな

いので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２６年４月２５日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○ ○○ ○○○○○ 交付要求通知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第９３号 

 下記の者の差押調書謄本は、住所居所不明のため、送達することができない

ので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２６年４月２５日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○ 

○○ ○○○○○ ○○

○○○ ○○○○○○○
差押調書謄本 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第９４号 

 下記の者の配当計算書謄本、充当通知書及び差押調書謄本は、住所居所不明

のため、送達することができないので、地方税法第２０条の２の規定により公

示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２６年４月２５日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○ ○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

配当計算書謄本 

充当通知書 

差押調書謄本 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第９５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１７年芸濃町告示第６５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２６年４月２５日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  忍田区自治会 

  三重県津市芸濃町忍田２０２番地２ 

   代表者 蟻戸 昭彦 

２ 変更に係る事項   

 代表者の氏名及び住所   

変更前 
田中 千光 

三重県津市芸濃町忍田２４５番地 

変更後 
蟻戸 昭彦 

三重県津市芸濃町忍田２０２番地２ 

３ 変更理由及び年月日 

  平成２６年４月１日に忍田区自治会規約第１２条に規定する役員の任期満

了に伴う改選のため。 



津市告示第９６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２２８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２６年４月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  常垣内自治会 

  三重県津市納所町２８８番地 

   代表者 辻 信夫 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
井 田 友 幸 

三重県津市納所町２５４番地 

変更後 
辻 信 夫 

三重県津市納所町２８８番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が任期満了により交代し、平成２６年３月９日に

改選されたため。 



津市告示第９７号

 津市美里保健センター運動施設の使用料の徴収事務を次の者に委託したので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定により

告示する。

  平成２６年４月３０日 

津市長 前 葉 泰 幸  

名      称 所   在   地

株式会社ジャパンスポーツ運営 津市西古河町４番１２号



津市公告第６２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ましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２６年４月１７日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２６年４月１５日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市高茶屋小森町字北端２６０７番１ほか４筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市高茶屋２丁目４番６号

北村 修 

  津市高茶屋２丁目４番６号 

  北村 順子 

津市高茶屋２丁目１番３号 

  森田 佳代子 

津市高茶屋２丁目３番７号 

  大西 敦子 























































津市公告第６４号 

 国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の４第１項の規定により、

次の区域の地籍調査を実施しますので、同法第７条の規定により、次のとおり

公告します。 

  平成２６年４月２３日  

                  津市長 前 葉 泰 幸  

１ 事業計画が公示された年月日 

  平成２６年４月１１日 

２ 調査を実施する者の名称 

  津市 

３ 調査区域 

  林川原⑥、口佐田、一区、高茶屋Ａ２、高茶屋Ａ３ 

４ 調査期間 

  公告の日から平成２７年３月３１日まで 



津市公告第６５号 

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第３項及び第１１条の

２第１２項の規定により、住民基本台帳閲覧状況について、別紙のとおり公告

します。 

平成２６年４月２４日 

津市長 前 葉 泰 幸 



住民基本台帳閲覧事項明細

NO 閲覧機関の名称 請求事由の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲

久居西鷹跡町
20歳以上
16名

()内各43名　計129名
美川町
7歳以上
12名

85名
渋見町
明治～平成18年生まれの人
14名
白塚町
20歳以上
28名
櫛田川沿い地区
20歳以上
137名
南が丘一丁目、二丁目
16歳以上
14名
高茶屋六丁目、七丁目
25歳以上44歳以下
24名
庄田町
20歳以上
26名
庄田町
20歳以上
26名

(三重町津興、船頭町津興、南丸之内)(久居幸町、
久居旅籠町、久居東鷹跡町)(片田新町、河辺町)

平成25年6月4日

11
独立行政法人国立病院機構久里浜医
療センター（ 中央調査社）

飲酒と生活習慣に関する調査 平成25年6月25日

国土交通省官公庁
㈱インテージリサーチ

旅行・観光消費動向調査 平成25年5月21日

8
野村総合研究所
（ 中央調査社）

テレビ視聴に関する調査 平成25年5月22日

内閣府
（ 中央調査社）

国民生活に関する世論調査 平成25年5月15日

(産品、片田薬王寺、片田久保町、片田町、片
田井戸町

9

1
金融広報中央委員会
（㈱日本リサーチセンター）

家計の金融行動に関する世論調査 平成25年4月24日

2
総務省統計局統計調査部
（㈱サーベイリサーチセンター）

家計消費状況調査 平成25年5月8日

7
国土交通省
㈱フリースタッフ

河川環境整備事業（櫛田川）に関す
るアンケート調査

平成25年5月22日

5 ＮＨＫ津放送局 6月全国個人視聴率調査 平成25年5月10日

6

3
ＮＨＫ放送文化研究所
（ 中央調査社）

2013年6月全国放送サービス接触状
況調査

平成25年5月15日

4

独立行政法人労働政策研究・研修機
構（㈱日経リサーチ）

若年期の職業経歴と現在の働き方に
関するアンケート調査

平成25年5月31日

10
日本銀行情報サービス局
（㈱日本リサーチセンター）

生活意識に関するアンケート調査

1



住民基本台帳閲覧事項明細

NO 閲覧機関の名称 請求事由の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲

夢が丘一丁目
16歳以上（9月末時点）
12名
中河原
20歳以上
16名
芸濃町林、美杉町太郎生
15歳以上
44名
分部
20歳以上
17名
新町1丁目、2丁目
16歳以上（8月1日現在）
43名
高茶屋小森町
20歳以上（10月末時点）
15名
渋見町
明治～平成18年生まれの人
12名
栗真町屋町
20歳以上（9月1日現在）
17名
野田
16歳以上（平成9年12月31日生まで）

12名
芸濃町椋本
15歳以上64歳以下
14名
神納町、北河路町、大字南河路
18歳以上（9月末時点）
13名

15
内閣府
（(一社)新情報センター）

国立公園に関する世論調査 平成25年7月17日

16
総務省統計局統計調査部
（㈱サーベイリサーチセンター、㈱
インテージリサーチ）

家計消費状況調査 平成25年8月20日

13
内閣府
（ 中央調査社）

子どもの安全に関する世論調査 平成25年6月25日

14
朝日新聞社
（ 中央調査社）

2013年新聞及びウェブ利用に関する
総合調査

平成25年7月10日

12 毎日新聞社

19
内閣府
（(一社)新情報センター）

外交に関する世論調査

20
ＮＨＫ放送文化研究所
（㈱日本リサーチセンター）

テレビ視聴とメディアについての調
査

平成25年9月11日

17
日本銀行情報サービス局
（㈱日本リサーチセンター）

生活意識に関するアンケート調査 平成25年8月27日

18 ＮＨＫ津放送局 11月全国個人視聴率調査 平成25年9月4日

平成25年9月11日

読書世論調査 平成25年6月5日

21
独立行政法人　国立精神・神経医療
研究センター
（(一社)新情報センター）

飲酒・喫煙・くすりの使用について
のアンケート調査

平成25年9月24日

22
内閣府
（(一社)中央調査社）

民法の成年年齢に関する世論調査 平成25年9月26日

2



住民基本台帳閲覧事項明細

NO 閲覧機関の名称 請求事由の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲

南が丘四丁目
16歳以上（平成9年12月末日生まで）

12名
河辺町
30歳以上64歳以下

20名
観音寺町
16歳以上（平成9年12月末日生まで）

12名
白塚町　　21名

芸濃町椋本
20歳以上（平成5年10月末日生まで）

28名
大谷町、桜橋一丁目～三丁目　20名

（八町一丁目）（久居鷹跡町、久居本町）

16歳以上（10月1日時点）
()内各43名　計86名
一身田豊野

20歳以上（10月31日時点）
14名
高茶屋小森町　27名

南中央
16歳以上(平成9年12月末日生まで)
14名
岩田
15歳以上
25名

15歳以上79歳以下（平成8年11月1日生まれ～平成10
年10月末日生まれまで）

10歳以上17歳以下（平成7年11月2日生まれ～
平成15年11月1日生まれ）

27
（一財）ゆうちょ財団
（㈱日本リサーチセンター）

家計と貯蓄に関する調査

内閣府
（㈱日本リサーチセンター）

青少年のインターネット利用環境実
態調査

平成25年10月16日28

31
内閣府
（㈱日本リサーチセンター）

高齢期に向けた「備え」に関する意
識調査

23
ＮＨＫ放送文化研究所
（(一社)中央調査社）

国への帰属意識に関する国際比較調
査

平成25年9月26日

24
日本銀行情報サービス局
（㈱日本リサーチセンター）

教育と仕事に関する全国調査 平成25年9月20日

25
ＮＨＫ放送文化研究所
（(一社)中央調査社）

防災とエネルギー調査 平成25年10月30日

26
(一社)日本新聞協会
（(一社)中央調査社）

メディアの接触と評価に関する調査 平成25年10月30日

平成25年10月16日

平成25年11月7日

32
日本放送協会
野村総合研究所
（(一社)中央調査社）

テレビ視聴に関する調査 平成25年11月13日

29
内閣府
（㈱サーベイリサーチセンター、㈱
インテージリサーチ）

家計消費状況調査 平成25年10月29日

30
内閣府
（(一社)中央調査社）

防災に関する世論調査 平成25年11月13日

33
消費者庁
（(一社)新情報センター）

消費者意識基本調査 平成25年11月21日

35歳以上64歳以下（昭和23年10月2日生まれ～
昭和53年10月1日生まれ）

3



住民基本台帳閲覧事項明細

NO 閲覧機関の名称 請求事由の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲

大里窪田町
20歳以上
14名
河芸町杜の街一丁目
20歳以上(平成5年12月末日生まで)
17名
新家町
20歳以上(平成5年12月末日生まで)
19名
城山二丁目、三丁目
20歳以上(平成6年1月末日生まで)
15名
南丸之内
20歳以上(平成5年12月末日生まで)
37名
久居(中町､幸町､旅籠町､寺町､烏木町)

大正13年5月1日生～平成6年4月30日生
市全域
20歳以上(平成5年4月1日生まで)
192名
観音寺町、久居烏木町
16歳以上（平成26年1月1日時点）
各町43名
渋見町
平成10年4月2日生～平成16年4月1日生
20名

高洲町･上弁財町津興の単身世帯40名、柳
山津興･東丸之内の単身世帯40名

美川町、下弁財津興、久居新町、一志町井
生　80名

40歳以上79歳以下（昭和9年2月1日生まれ
～昭和49年1月31日生まれ）　30名

35
内閣府
（(一社)中央調査社）

消費者行政の推進に関する世論調査 平成25年11月28日

36
明治国際医療大学
ＮＨＫ放送文化研究所
（(一社)中央調査社）

生活意識に関する調査 平成25年11月28日

34
国土交通省
（(一社)新情報センター）

土地問題に関する国民の意識調査 平成25年11月21日

39
学校法人自治医科大学
（㈱日本リサーチセンター）

ロコモティブシンドロームに関する
疫学研究（健康と運動器症状につい
てのアンケート調査）

平成25年12月18日

40
日本たばこ産業㈱
（㈱ビデオリサーチ）

2014「全国たばこ喫煙者率調査」 平成25年12月25日

37
日本銀行情報サービス局
（㈱日本リサーチセンター）

生活意識に関するアンケート調査 平成25年11月27日

38
内閣府
（(一社)中央調査社）

社会意識に関する世論調査 平成25年12月10日

43
内閣府
（(一社)新情報センター）

小学生、中学生の意識に関する調査 平成26年1月29日

44
内閣府
（(一社)新情報センター）

消費動向調査 平成26年1月29日

41
総務省情報通信国際戦略局
（㈱日本リサーチセンター）

通信利用動向調査

42
総務省統計局
（㈱サーベイリサーチセンター、㈱
インテージリサーチ）

家計消費状況調査 平成26年1月29日

平成25年12月25日･26日

4



住民基本台帳閲覧事項明細

NO 閲覧機関の名称 請求事由の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲

町屋町
70歳､77歳､80歳､88歳､90歳

桜田町、桜橋1丁目

20歳以上(平成6年4月30日生まで)
15名
下弁財町津興
16歳以上(平成10年12月末日生まで)
12名
高野尾町
20歳以上(平成6年5月末日生まで)
22名
河芸町南黒田
満65歳

芸濃町萩野地区

芸濃町林地区
70歳以上

美里町南長野
満60歳

清水・シャローム佐倉団地

曽根

グリーンタウン榊原の住民のうちの
対象者

平成26年3月20日

45 長寿会
町屋町内の節目のお祝いと親睦のた
めの長寿会開催に係る調査

平成26年2月17日

46
日本銀行情報サービス局
（㈱日本リサーチセンター）

生活意識に関するアンケート調査 平成26年2月20日

55 グリーンタウン榊原自治会 自治会防災会再編資料調査 平成25年12月18日

51 林地区自治会 敬老会の参加対象者調査 平成26年3月24日

52 南長野老人クラブ 老人クラブ名簿作成 平成26年3月3日

53 清水子供会 新規加入者案内調査 平成26年1月28日

54 曽根子供会 新規加入者案内調査 平成26年3月20日

49 南黒田老人クラブ 老人クラブ会員把握調査 平成26年3月6日

50 萩野地区自治会
自治会会員名簿の作成（会員の加
除）

平成25年4月17日

47
ＮＨＫ放送文化研究所
（(一社)中央調査社）

市民意識に関する国際比較調査 平成26年2月28日

48
金融広報中央委員会
（㈱日本リサーチセンター）

家計の金融行動に関する世論調査

5



住民基本台帳閲覧事項明細

NO 閲覧機関の名称 請求事由の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲

グリーンタウン榊原自治会

65

66

62

63

64

59

60

61

57

58

56 グリーンタウン榊原自治会 自治会防災会設立参考資料調査 平成26年1月16日

6



津市公告第６６号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２６年４月２５日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２６年４月２１日

２ 抑留期間 平成２６年４月２８日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 
津市芸濃町

林 
ビーグル 白黒茶 雄 中型 

９１日

以上 
首輪あり 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第６７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ましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２６年４月２８日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２６年４月２３日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市久居野村町字北八丁８６４番３、８６５番１ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２４番１６号

積和不動産中部株式会社 

  代表取締役 山本 保明 



津市公告第６８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ましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２６年４月３０日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２６年４月２４日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市香良洲町字中タゝラ１７７４番１ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  鈴鹿市阿古曽町８番１８号

ハウスセンターオカベ株式会社 

  代表取締役 岡部 勇 



津市水道局公告第３号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２６年４月２１日 

津市水道事業管理者 佐 治 輝 明  

記 

別紙のとおり 













津市教育委員会告示第９号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２６年４月２２日

  津市教育委員会

                        委員長 石 井 雅 子

１ 招集の日時 平成２６年４月２３日（水） 午後４時から

２ 招集の場所 教育委員会室

３ 会議の事件 津市教育支援委員会委員の委嘱について


