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 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見

直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に

関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例をここに公布する。

  平成２３年１２月２０日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第２４号 

   障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策

を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法

律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例  

（津市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部

改正） 

第１条 津市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例 

（平成１８年津市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

  第１０条の２第２号中「第５条第１２項」を「第５条第１３項」に、「同

条第６項」を「同条第７項」に改める。 

第２条 津市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の 

一部を次のように改正する。 

第１０条の２第２号中「第５条第１３項」を「第５条第１２項」に改める。 

（津市保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３条 津市保育所の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第１１

８号）の一部を次のように改正する。 

  第５条中「第５１条第４号」を「第５１条第５号」に改める。 

（津市知的障害者一体型指定共同生活介護事業所等の設置及び管理に関する

条例の一部改正） 

第４条 津市知的障害者一体型指定共同生活介護事業所等の設置及び管理に関
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する条例（平成１８年津市条例第１３３号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「第５条第１０項」を「第５条第１１項」に、「同条第１６項」

を「同条第１７項」に改める。 

第５条 津市知的障害者一体型指定共同生活介護事業所等の設置及び管理に関

する条例の一部を次のように改正する。 

第２条中「第５条第１１項」を「第５条第１０項」に、「同条第１７項」

を「同条第１６項」に改める。 

第５条第１号ア中「第２２条第５項」を「第２２条第８項」に改める。 

第１４条第１項中「同条第５項」を「同条第４項」に改める。 

（津市重度心身障害者等介護手当の支給に関する条例の一部改正） 

第６条 津市重度心身障害者等介護手当の支給に関する条例（平成１８年津市

条例第２７２号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「第５条第１２項」を「第５条第１３項」に改める。 

第７条 津市重度心身障害者等介護手当の支給に関する条例の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第２項中「第５条第１３項」を「第５条第１２項」に改める。 

（津市障害者支援多機能型事業所の設置及び管理に関する条例の一部改正）

第８条 津市障害者支援多機能型事業所の設置及び管理に関する条例（平成２

１年津市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「第５条第６項」を「第５条第７項」に、「同条第１５項」を

「同条第１６項」に改める。 

第９条 津市障害者支援多機能型事業所の設置及び管理に関する条例の一部を

次のように改正する。 

  第２条中「同条第１６項」を「同条第１５項」に改める。 

  第５条第１号中「第２２条第５項」を「第２２条第８項」に改める。 

第１４条第１項中「同条第５項」を「同条第４項」に改める。 

   附 則 

 この条例中第１条、第４条、第６条及び第８条の規定は公布の日から、その

他の規定は平成２４年４月１日から施行する。 



津市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

平成２３年１２月２０日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第２５号 

津市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

津市災害弔慰金の支給等に関する条例（平成１８年津市条例第１０６号）の

一部を次のように改正する。   

第４条第１項第１号中「維持していた遺族」の次に「（兄弟姉妹を除く。以

下この項において同じ。）」を加え、同項に次の１号を加える。 

 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場

合であって兄弟姉妹（死亡者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じ

くしていた者に限る。）が存するときは、その者に対し、支給するものと

する。 

第４条第３項中「第１項」を「第１項第１号及び第２号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の津市災害弔慰金の支給等に関す

る条例の規定は、平成２３年３月１１日以後に生じた災害により死亡した市民

に係る災害弔慰金の支給について適用する。 



 津市農林事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２３年１２月２０日 

津市長 前 葉 泰 幸  

津市条例第２６号 

   津市農林事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例 

 津市農林事業分担金等徴収条例（平成１８年津市条例第１７２号）の一部を

次のように改正する。 

 第１条及び第３条第２号中「第９６条の４」を「第９６条の４第１項」に改

める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



 津市農業共済条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２３年１２月２０日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第２７号 

   津市農業共済条例の一部を改正する条例 

津市農業共済条例（平成１８年津市条例第１８５号）の一部を次のように改

正する。 

第３条第１項第２号中「による死亡」の次に「及び家畜伝染病予防法（昭和

２６年法律第１６６号）第５８条第１項（第４号に係る部分に限る。）の規定

による手当金、同条第２項の規定による特別手当金（次項第２号において「特

別手当金」という。）又は同法第６０条の２第１項の規定による補償金（次項

第２号において「補償金」という。）の交付の原因となる死亡」を加え、同条

第２項第２号中「陥ったとき」の次に「（特別手当金又は補償金の交付の原因

となると殺又は殺処分が行われることが判明したときを除く。）」を加える。 

第３５条第１項中「農作物共済の耕作」を「農作物の耕作」に改める。 

第５２条第１項第１号中「（昭和２６年法律第１６６号）」を削る。 

  附 則 

１ この条例は、三重県知事の認可のあった日から施行する。 

２ 改正後の第３条第１項第２号及び同条第２項第２号の規定は、平成２３年

７月１日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、同日前に

共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。この場

合において、平成２３年７月１日から同年９月３０日までの間に共済掛金期

間の開始する家畜共済については、第３条第２項第２号中「特別手当金又は

補償金の交付の原因となると殺又は殺処分が行われることが判明したとき」

とあるのは「家畜伝染病予防法第１６条第１項第１号の患畜若しくは同項第

２号の疑似患畜となったことを獣医師、当該家畜の所有者若しくは運送業者

が発見したとき又は同法第１７条の２第１項の規定により農林水産大臣が家

畜を指定家畜として指定したとき」と読み替えるものとする。 



 津市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

  平成２３年１２月２０日

                      津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第２８号                   

   津市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

津市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例（平成１８年津市条例第４

０号）の一部を次のように改正する。 

附則に次の見出し及び２項を加える。 

（平成２４年１月１日から同年２月２９日までの間に支給される給料月額の

特例） 

７ 平成２４年１月１日から同年２月２９日までの間に支給される市長の給料

月額については、第２条第１号及び附則第３項の規定にかかわらず、同項の

規定により算定した額から、同号に規定する額の１００分の１０に相当する

額を減じて得た額とする。 

８ 平成２４年１月１日から同年２月２９日までの間に支給される副市長の給

料月額については、第２条第２号及び附則第４項の規定にかかわらず、同項

の規定により算定した額から、同号に規定する額の１００分の１０に相当す

る額を減じて得た額とする。 

   附 則                                 

 この条例は、公布の日から施行する。



三重短期大学事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 平成２３年１２月２７日 

                     津市長 前 葉 泰 幸

津市規則第４６号 

   三重短期大学事務分掌規則の一部を改正する規則 

 三重短期大学事務分掌規則（平成１８年津市規則第２１４号）の一部を次の

ように改正する。 

    「         「         

別表中         を         に改める。 

           」         」 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

一般 

辞令 

一般 

一般 

印影印刷用

辞令 

一般 



 東日本大震災に対処するための津市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する

規則の特例に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２３年１２月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第４７号 

   東日本大震災に対処するための津市職員の勤務時間、休日及び休暇に関

する規則の特例に関する規則の一部を改正する規則 

 東日本大震災に対処するための津市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する

規則の特例に関する規則（平成２３年津市規則第３４号）の一部を次のように

改正する。 

 附則第２項中「平成２３年１２月３１日」を「平成２４年１２月３１日」に

改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



  津市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

   平成２３年１２月２８日                       

                      津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第４８号                            

   津市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則 

 津市職員の給与の支給に関する規則（平成１８年津市規則第２６号）の一部

を次のように改正する。 

第２４条第２項第２号中「職員）」の次に「（当該育児休業の承認に係る期

間（当該期間が２以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月

以下である職員を除く。）」を加える。 

  附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



津市告示第２４９号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項及び第１４条の規定

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２３年１２月２０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 

アスト公共自転車等駐車場 １２８ 平成２３年１２月 ５日 

アスト公共自転車等駐車場 ７０ 平成２３年１２月 ６日 

津駅西第一公共自転車等駐車場 ５３ 平成２３年１２月 ８日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ５ 平成２３年１２月１２日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２３年１２月１３日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２３年１２月１３日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年１２月１３日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２３年１２月１４日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年１２月１４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２５０号

平成２３年産水稲に係る農作物共済（一筆方式）の共済金の支払額を決定し

たので、津市農業共済条例（平成１８年津市条例第１８５号）第４１条の規定

により、農作物共済加入者ごとに、共済金の支払額、農作物共済減収量、共済

金の支払期日及び支払方法を別紙のとおり公表する。

平成２３年１２月２１日

津市長 前 葉 泰 幸



加入者 地区名
共済金の
支払額(円)

農作物共済
減収量(kg)

共済金の
支払期日

共済金の
支払方法

A1 津市　雲出島貫町 659,800 3,299 平成23年12月20日 口座振込

A2 津市　一身田大古曽 22,600 113 平成23年12月20日 口座振込

A3 津市　一身田中野 5,200 26 平成23年12月20日 口座振込

A4 津市　一身田中野 34,400 172 平成23年12月20日 口座振込

A5 津市　観音寺町 1,000 5 平成23年12月20日 口座振込

A6 津市　渋見町 28,800 144 平成23年12月20日 口座振込

A7 津市　納所町 64,000 320 平成23年12月20日 口座振込

A8 津市　納所町 20,800 104 平成23年12月20日 口座振込

A9 津市　半田 11,800 59 平成23年12月20日 口座振込

A10 津市　半田 27,600 138 平成23年12月20日 口座振込

A11 津市　半田 181,800 909 平成23年12月20日 口座振込

A12 津市　殿村 50,600 253 平成23年12月20日 口座振込

A13 津市　産品 51,800 259 平成23年12月20日 口座振込

A14 津市　産品 282,200 1,411 平成23年12月20日 口座振込

A15 津市　産品 42,000 210 平成23年12月20日 口座振込

A16 津市　産品 37,200 186 平成23年12月20日 口座振込

A17 津市　産品 29,000 145 平成23年12月20日 口座振込

A18 津市　産品 24,400 122 平成23年12月20日 口座振込

A19 津市　大里窪田町 45,400 227 平成23年12月20日 口座振込

A20 津市　大里睦合町 2,000 10 平成23年12月20日 口座振込

A21 津市　高野尾町 26,000 130 平成23年12月20日 口座振込

A22 津市　野田 246,600 1,233 平成23年12月20日 口座振込

A23 津市　一身田中野 7,000 35 平成23年12月20日 口座振込

B1 津市　久居元町 51,200 256 平成23年12月20日 口座振込

B2 津市　久居明神町 44,800 224 平成23年12月20日 口座振込

B3 津市　新家町 52,400 262 平成23年12月20日 口座振込

B4 津市　新家町 38,800 194 平成23年12月20日 口座振込

B5 津市　新家町 266,200 1,331 平成23年12月20日 口座振込

B6 津市　新家町 38,000 190 平成23年12月20日 口座振込

B7 津市　新家町 83,200 416 平成23年12月20日 口座振込

B8 津市　新家町 74,000 370 平成23年12月20日 口座振込

B9 津市　新家町 50,200 251 平成23年12月20日 口座振込

B10 津市　牧町 47,800 239 平成23年12月20日 口座振込

B11 津市　牧町 27,000 135 平成23年12月20日 口座振込

B12 津市　牧町 30,600 153 平成23年12月20日 口座振込

B13 津市　牧町 47,800 239 平成23年12月20日 口座振込

B14 津市　牧町 41,800 209 平成23年12月20日 口座振込

B15 津市　牧町 62,600 313 平成23年12月20日 口座振込

平成２３年産　水稲　加入者ごと共済金支払額一覧
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B16 津市　牧町 38,400 192 平成23年12月20日 口座振込

B17 津市　牧町 12,000 60 平成23年12月20日 口座振込

B18 津市　牧町 127,000 635 平成23年12月20日 口座振込

B19 津市　牧町 202,400 1,012 平成23年12月20日 口座振込

B20 津市　牧町 432,200 2,161 平成23年12月20日 口座振込

B21 津市　戸木町 28,600 143 平成23年12月20日 口座振込

B22 津市　戸木町 109,200 546 平成23年12月20日 口座振込

B23 津市　戸木町 96,200 481 平成23年12月20日 口座振込

B24 津市　庄田町 61,000 305 平成23年12月20日 口座振込

B25 津市　庄田町 120,400 602 平成23年12月20日 口座振込

B26 津市　庄田町 379,800 1,899 平成23年12月20日 口座振込

B27 津市　庄田町 141,200 706 平成23年12月20日 口座振込

B28 津市　庄田町 195,000 975 平成23年12月20日 口座振込

B29 津市　庄田町 69,400 347 平成23年12月20日 口座振込

B30 津市　庄田町 22,800 114 平成23年12月20日 口座振込

B31 津市　庄田町 58,600 293 平成23年12月20日 口座振込

B32 津市　森町 56,200 281 平成23年12月20日 口座振込

B33 津市　森町 4,200 21 平成23年12月20日 口座振込

B34 津市　久居一色町 22,600 113 平成23年12月20日 口座振込

B35 津市　稲葉町 12,600 63 平成23年12月20日 口座振込

B36 津市　稲葉町 4,200 21 平成23年12月20日 口座振込

B37 津市　榊原町 21,800 109 平成23年12月20日 口座振込

B38 津市　榊原町 316,000 1,580 平成23年12月20日 口座振込

B39 津市　榊原町 16,200 81 平成23年12月20日 口座振込

B40 津市　榊原町 19,800 99 平成23年12月20日 口座振込

B41 津市　榊原町 27,200 136 平成23年12月20日 口座振込

B42 津市　榊原町 13,000 65 平成23年12月20日 口座振込

B43 津市　榊原町 17,400 87 平成23年12月20日 口座振込

B44 津市　榊原町 242,400 1,212 平成23年12月20日 口座振込

B45 津市　榊原町 128,200 641 平成23年12月20日 口座振込

B46 津市　榊原町 19,400 97 平成23年12月20日 口座振込

B47 津市　榊原町 133,400 667 平成23年12月20日 口座振込

B48 津市　榊原町 62,400 312 平成23年12月20日 口座振込

B49 津市　榊原町 46,200 231 平成23年12月20日 口座振込

B50 津市　榊原町 59,600 298 平成23年12月20日 口座振込

B51 津市　榊原町 42,200 211 平成23年12月20日 口座振込

B52 津市　榊原町 85,400 427 平成23年12月20日 口座振込

B53 津市　榊原町 116,200 581 平成23年12月20日 口座振込
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B54 津市　榊原町 62,400 312 平成23年12月20日 口座振込

B55 津市　榊原町 31,400 157 平成23年12月20日 口座振込

B56 津市　榊原町 19,000 95 平成23年12月20日 口座振込

B57 津市　榊原町 24,400 122 平成23年12月20日 口座振込

B58 津市　榊原町 216,600 1,083 平成23年12月20日 口座振込

B59 津市　榊原町 25,600 128 平成23年12月20日 口座振込

B60 津市　榊原町 12,200 61 平成23年12月20日 口座振込

B61 津市　榊原町 28,600 143 平成23年12月20日 口座振込

B62 津市　須ヶ瀬町 64,800 324 平成23年12月20日 口座振込

B63 津市　須ヶ瀬町 1,800 9 平成23年12月20日 口座振込

B64 津市　須ヶ瀬町 4,600 23 平成23年12月20日 口座振込

B65 津市　稲葉町 285,925 11,437 平成23年12月20日 口座振込

B66 津市　榊原町 1,975 79 平成23年12月20日 口座振込

C1 津市　河芸町南黒田 8,200 41 平成23年12月20日 口座振込

C2 津市　河芸町高佐 169,800 849 平成23年12月20日 口座振込

C3 津市　河芸町三行 11,200 56 平成23年12月20日 口座振込

C4 津市　河芸町東千里 17,000 85 平成23年12月20日 口座振込

C5 津市　河芸町東千里 106,600 533 平成23年12月20日 口座振込

C6 津市　河芸町東千里 6,400 32 平成23年12月20日 口座振込

C7 津市　河芸町東千里 9,000 45 平成23年12月20日 口座振込

C8 津市　河芸町東千里 73,600 368 平成23年12月20日 口座振込

C9 津市　河芸町東千里 800 4 平成23年12月20日 口座振込

C10 津市　河芸町西千里 15,600 78 平成23年12月20日 口座振込

C11 津市　河芸町西千里 4,800 24 平成23年12月20日 口座振込

C12 津市　河芸町東千里 39,200 196 平成23年12月20日 口座振込

C13 津市　河芸町東千里 12,800 64 平成23年12月20日 口座振込

D1 津市　芸濃町林 31,800 159 平成23年12月20日 口座振込

D2 津市　芸濃町林 71,400 357 平成23年12月20日 口座振込

D3 津市　芸濃町岡本 25,800 129 平成23年12月20日 口座振込

D4 津市　芸濃町雲林院 6,000 30 平成23年12月20日 口座振込

D5 津市　芸濃町雲林院 12,400 62 平成23年12月20日 口座振込

E1 津市　美里町三郷 8,400 42 平成23年12月20日 口座振込

E2 津市　美里町三郷 11,400 57 平成23年12月20日 口座振込

E3 津市　美里町南長野 32,200 161 平成23年12月20日 口座振込

E4 津市　美里町北長野 26,800 134 平成23年12月20日 口座振込

E5 津市　美里町北長野 201,200 1,006 平成23年12月20日 口座振込

E6 津市　美里町桂畑 8,400 42 平成23年12月20日 口座振込

E7 津市　美里町桂畑 11,000 55 平成23年12月20日 口座振込
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E8 津市　美里町家所 71,200 356 平成23年12月20日 口座振込

E9 津市　美里町家所 88,200 441 平成23年12月20日 口座振込

E10 津市　美里町穴倉 236,600 1,183 平成23年12月20日 口座振込

E11 津市　美里町穴倉 63,000 315 平成23年12月20日 口座振込

E12 津市　美里町北長野 9,400 47 平成23年12月20日 口座振込

F1 津市　安濃町草生 3,600 18 平成23年12月20日 口座振込

F2 津市　安濃町草生 73,400 367 平成23年12月20日 口座振込

F3 津市　安濃町草生 5,400 27 平成23年12月20日 口座振込

F4 津市　安濃町草生 59,600 298 平成23年12月20日 口座振込

F5 津市　安濃町草生 89,200 446 平成23年12月20日 口座振込

F6 津市　安濃町草生 5,600 28 平成23年12月20日 口座振込

F7 津市　安濃町草生 13,200 66 平成23年12月20日 口座振込

F8 津市　安濃町中川 6,600 33 平成23年12月20日 口座振込

F9 津市　安濃町中川 36,000 180 平成23年12月20日 口座振込

F10 津市　安濃町中川 30,600 153 平成23年12月20日 口座振込

F11 津市　安濃町中川 26,200 131 平成23年12月20日 口座振込

F12 津市　安濃町川西 84,200 421 平成23年12月20日 口座振込

F13 津市　安濃町神田 10,600 53 平成23年12月20日 口座振込

F14 津市　安濃町浄土寺 4,200 21 平成23年12月20日 口座振込

F15 津市　安濃町連部 18,400 92 平成23年12月20日 口座振込

F16 津市　安濃町安濃 20,400 102 平成23年12月20日 口座振込

F17 津市　安濃町内多 45,800 229 平成23年12月20日 口座振込

F18 津市　安濃町内多 4,600 23 平成23年12月20日 口座振込

F19 津市　安濃町内多 57,800 289 平成23年12月20日 口座振込

F20 津市　安濃町内多 29,400 147 平成23年12月20日 口座振込

F21 津市　安濃町曽根 48,400 242 平成23年12月20日 口座振込

F22 津市　安濃町草生 456,800 2,284 平成23年12月20日 口座振込

F23 津市　安濃町中川 361,400 1,807 平成23年12月20日 口座振込

G1 津市　香良洲町（浜浦） 5,400 27 平成23年12月20日 口座振込

H1 津市　一志町大仰 36,600 183 平成23年12月20日 口座振込

H2 津市　一志町井関 24,600 123 平成23年12月20日 口座振込

H3 津市　一志町井関 55,800 279 平成23年12月20日 口座振込

H4 津市　一志町波瀬 7,000 35 平成23年12月20日 口座振込

H5 津市　一志町波瀬 43,600 218 平成23年12月20日 口座振込

H6 津市　一志町波瀬 15,600 78 平成23年12月20日 口座振込

H7 津市　一志町波瀬 38,000 190 平成23年12月20日 口座振込

H8 津市　一志町波瀬 8,800 44 平成23年12月20日 口座振込

H9 津市　一志町波瀬 38,800 194 平成23年12月20日 口座振込
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H10 津市　一志町波瀬 13,800 69 平成23年12月20日 口座振込

H11 津市　一志町波瀬 70,400 352 平成23年12月20日 口座振込

H12 津市　一志町波瀬 124,000 620 平成23年12月20日 口座振込

H13 津市　一志町波瀬 3,400 17 平成23年12月20日 口座振込

H14 津市　一志町波瀬 2,000 10 平成23年12月20日 口座振込

H15 津市　一志町波瀬 23,600 118 平成23年12月20日 口座振込

H16 津市　一志町虹が丘 24,400 122 平成23年12月20日 口座振込

H17 津市　一志町波瀬 71,400 357 平成23年12月20日 口座振込

H18 津市　一志町波瀬 12,400 62 平成23年12月20日 口座振込

H19 津市　一志町波瀬 1,400 7 平成23年12月20日 口座振込

H20 津市　一志町波瀬 10,000 50 平成23年12月20日 口座振込

H21 津市　一志町波瀬 42,200 211 平成23年12月20日 口座振込

H22 津市　一志町波瀬 44,800 224 平成23年12月20日 口座振込

H23 津市　一志町波瀬 16,200 81 平成23年12月20日 口座振込

H24 津市　一志町波瀬 24,000 120 平成23年12月20日 口座振込

H25 津市　一志町波瀬 314,000 1,570 平成23年12月20日 口座振込

H26 津市　一志町波瀬 26,800 134 平成23年12月20日 口座振込

H27 津市　一志町波瀬 14,600 73 平成23年12月20日 口座振込

H28 津市　一志町波瀬 39,400 197 平成23年12月20日 口座振込

H29 津市　一志町波瀬 48,800 244 平成23年12月20日 口座振込

H30 津市　一志町波瀬 6,000 30 平成23年12月20日 口座振込

H31 津市　一志町波瀬 82,800 414 平成23年12月20日 口座振込

H32 津市　一志町波瀬 40,400 202 平成23年12月20日 口座振込

H33 津市　一志町波瀬 27,600 138 平成23年12月20日 口座振込

H34 津市　一志町波瀬 18,400 92 平成23年12月20日 口座振込

H35 津市　一志町八太 21,000 105 平成23年12月20日 口座振込

H36 津市　一志町片野 51,600 258 平成23年12月20日 口座振込

H37 津市　一志町片野 133,000 665 平成23年12月20日 口座振込

H38 津市　一志町小山 800 4 平成23年12月20日 口座振込

H39 津市　一志町高野 500,600 2,503 平成23年12月20日 口座振込

H40 津市　一志町高野 25,600 128 平成23年12月20日 口座振込

H41 津市　一志町高野 27,000 135 平成23年12月20日 口座振込

H42 津市　一志町高野 142,800 714 平成23年12月20日 口座振込

H43 津市　一志町高野 5,600 28 平成23年12月20日 口座振込

H44 津市　一志町高野 52,600 263 平成23年12月20日 口座振込

H45 津市　一志町高野 5,200 26 平成23年12月20日 口座振込

H46 津市　一志町田尻 13,600 68 平成23年12月20日 口座振込

H47 津市　一志町田尻 78,600 393 平成23年12月20日 口座振込
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H48 津市　一志町田尻 30,000 150 平成23年12月20日 口座振込

H49 津市　一志町田尻 19,400 97 平成23年12月20日 口座振込

H50 津市　一志町其倉 7,200 36 平成23年12月20日 口座振込

H51 津市　一志町其倉 161,200 806 平成23年12月20日 口座振込

H52 津市　一志町虹が丘 45,800 229 平成23年12月20日 口座振込

I1 津市　白山町南家城 7,800 39 平成23年12月20日 口座振込

I2 津市　白山町北家城 11,400 57 平成23年12月20日 口座振込

I3 津市　白山町北家城 7,950 318 平成23年12月20日 口座振込

I4 津市　白山町北家城 42,000 210 平成23年12月20日 口座振込

I5 津市　白山町藤 4,400 22 平成23年12月20日 口座振込

I6 津市　白山町藤 6,600 33 平成23年12月20日 口座振込

I7 津市　白山町二俣 35,800 179 平成23年12月20日 口座振込

I8 津市　白山町二俣 115,600 578 平成23年12月20日 口座振込

I9 津市　白山町小杉 10,000 50 平成23年12月20日 口座振込

I10 津市　白山町川口 473,600 2,368 平成23年12月20日 口座振込

I11 津市　白山町川口 14,000 70 平成23年12月20日 口座振込

I12 津市　白山町二本木 77,800 389 平成23年12月20日 口座振込

I13 津市　白山町二本木 220,200 1,101 平成23年12月20日 口座振込

I14 津市　白山町二本木 462,600 2,313 平成23年12月20日 口座振込

I15 津市　白山町三ヶ野 20,000 100 平成23年12月20日 口座振込

I16 津市　白山町三ヶ野 183,600 918 平成23年12月20日 口座振込

I17 津市　白山町三ヶ野 96,800 484 平成23年12月20日 口座振込

I18 津市　白山町三ヶ野 127,800 639 平成23年12月20日 口座振込

I19 津市　白山町三ヶ野 61,800 309 平成23年12月20日 口座振込

I20 津市　白山町佐田 12,800 64 平成23年12月20日 口座振込

I21 津市　白山町佐田 18,200 91 平成23年12月20日 口座振込

I22 津市　白山町佐田 4,200 21 平成23年12月20日 口座振込

I23 津市　白山町佐田 200 1 平成23年12月20日 口座振込

I24 津市　白山町佐田 22,000 110 平成23年12月20日 口座振込

I25 津市　白山町中ノ村 58,800 294 平成23年12月20日 口座振込

I26 津市　白山町中ノ村 1,200 6 平成23年12月20日 口座振込

I27 津市　白山町中ノ村 33,400 167 平成23年12月20日 口座振込

I28 津市　白山町中ノ村 13,600 68 平成23年12月20日 口座振込

I29 津市　白山町南出 3,400 17 平成23年12月20日 口座振込

I30 津市　白山町二本木 45,600 228 平成23年12月20日 口座振込

I31 津市　白山町上ノ村 6,400 32 平成23年12月20日 口座振込

I32 津市　白山町八対野 66,400 332 平成23年12月20日 口座振込

I33 津市　白山町八対野 124,600 623 平成23年12月20日 口座振込



加入者 地区名
共済金の
支払額(円)

農作物共済
減収量(kg)

共済金の
支払期日

共済金の
支払方法

平成２３年産　水稲　加入者ごと共済金支払額一覧

I34 津市　白山町八対野 50,000 250 平成23年12月20日 口座振込

I35 津市　白山町八対野 51,400 257 平成23年12月20日 口座振込

I36 津市　白山町八対野 495,000 2,475 平成23年12月20日 口座振込

I37 津市　白山町八対野 15,725 629 平成23年12月20日 口座振込

I38 津市　白山町八対野 200 1 平成23年12月20日 口座振込

I39 津市　白山町八対野 12,200 61 平成23年12月20日 口座振込

I40 津市　白山町稲垣 65,200 326 平成23年12月20日 口座振込

I41 津市　白山町稲垣 11,000 55 平成23年12月20日 口座振込

I42 津市　白山町稲垣 2,800 14 平成23年12月20日 口座振込

I43 津市　白山町古市 4,200 21 平成23年12月20日 口座振込

I44 津市　白山町山田野 48,800 244 平成23年12月20日 口座振込

I45 津市　白山町山田野 5,800 29 平成23年12月20日 口座振込

I46 津市　白山町二本木 18,400 92 平成23年12月20日 口座振込

I47 津市　白山町川口 90,800 454 平成23年12月20日 口座振込

I48 津市　白山町南家城 97,600 488 平成23年12月20日 口座振込

I49 津市　白山町南家城 6,050 242 平成23年12月20日 口座振込

I50 津市　白山町南出 255,200 1,276 平成23年12月20日 口座振込

I51 津市　白山町佐田 8,600 43 平成23年12月20日 口座振込

J1 津市　美杉町八知 20,200 101 平成23年12月20日 口座振込

J2 津市　美杉町八知 70,000 350 平成23年12月20日 口座振込

J3 津市　美杉町八知 14,000 70 平成23年12月20日 口座振込

J4 津市　美杉町八知 4,600 23 平成23年12月20日 口座振込

J5 津市　美杉町八知 16,200 81 平成23年12月20日 口座振込

J6 津市　美杉町太郎生 32,000 160 平成23年12月20日 口座振込

J7 津市　美杉町太郎生 28,600 143 平成23年12月20日 口座振込

J8 津市　美杉町太郎生 3,000 15 平成23年12月20日 口座振込

J9 津市　美杉町太郎生 16,200 81 平成23年12月20日 口座振込

J10 津市　美杉町太郎生 400 2 平成23年12月20日 口座振込

J11 津市　美杉町太郎生 4,200 21 平成23年12月20日 口座振込

J12 津市　美杉町太郎生 1,400 7 平成23年12月20日 口座振込

J13 津市　美杉町三多気 3,200 16 平成23年12月20日 口座振込

J14 津市　美杉町石名原 49,200 246 平成23年12月20日 口座振込

J15 津市　美杉町石名原 69,400 347 平成23年12月20日 口座振込

J16 津市　美杉町石名原 42,400 212 平成23年12月20日 口座振込

J17 津市　美杉町石名原 25,000 125 平成23年12月20日 口座振込

J18 津市　美杉町石名原 158,400 792 平成23年12月20日 口座振込

J19 津市　美杉町石名原 10,600 53 平成23年12月20日 口座振込

J20 津市　美杉町石名原 5,200 26 平成23年12月20日 口座振込



加入者 地区名
共済金の
支払額(円)

農作物共済
減収量(kg)

共済金の
支払期日

共済金の
支払方法

平成２３年産　水稲　加入者ごと共済金支払額一覧

J21 津市　美杉町石名原 169,400 847 平成23年12月20日 口座振込

J22 津市　美杉町奥津 6,600 33 平成23年12月20日 口座振込

J23 津市　美杉町奥津 5,200 26 平成23年12月20日 口座振込

J24 津市　美杉町奥津 2,800 14 平成23年12月20日 口座振込

J25 津市　美杉町川上 149,800 749 平成23年12月20日 口座振込

J26 津市　美杉町川上 15,000 75 平成23年12月20日 口座振込

J27 津市　美杉町川上 21,600 108 平成23年12月20日 口座振込

J28 津市　美杉町川上 40,600 203 平成23年12月20日 口座振込

J29 津市　美杉町丹生俣 47,400 237 平成23年12月20日 口座振込

J30 津市　美杉町丹生俣 51,400 257 平成23年12月20日 口座振込

J31 津市　美杉町丹生俣 12,000 60 平成23年12月20日 口座振込

J32 津市　美杉町下多気 11,600 58 平成23年12月20日 口座振込

J33 津市　美杉町下多気 1,400 7 平成23年12月20日 口座振込

J34 津市　美杉町下之川 5,600 28 平成23年12月20日 口座振込

J35 津市　美杉町下之川 26,400 132 平成23年12月20日 口座振込

J36 津市　美杉町上多気 19,600 98 平成23年12月20日 口座振込

合計　　　　282 戸 17,568,825円 98,961kg



津市告示第２５１号 

 下記の者の平成２３年１２月１４日執行の預金差押の差押調書謄本は、国外

転出のため、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し出があればいつでも交付する。 

  平成２３年１２月２０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２５２号 

 下記の者の平成２３年１２月１４日執行の預金差押の配当計算書謄本および

充当通知書は、国外転出のため、送達することができないので、地方税法第２

０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し出があればいつでも交付する。 

  平成２３年１２月２０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 

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２５３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規定により、平

成２３年１２月１９日に市議会の議決を経た予算の要領を次のとおり公表する。 

  平成２３年１２月２２日 

津市長 前 葉 泰 幸 

平成２３年１２月１９日に議決を経た予算 

  平成２３年度津市一般会計補正予算（第５号） 

平成２３年度津市一般会計補正予算（第６号） 

平成２３年度津市モーターボート競走事業特別会計補正予算（第１号） 

平成２３年度津市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

平成２３年度津市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

平成２３年度津市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

平成２３年度津市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

平成２３年度津市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

平成２３年度津市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 平成２３年度津市椋本財産区特別会計補正予算（第１号） 



























































津市告示第２５４号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び同法施行令（昭和４

２年政令第２９２号）第１２条第１項の規定により、次のとおり住民票を職権

で消除したので同条第４項の規定により告示する。 

 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６０日以内に、津市長に対して異議申立てをすることができる。 

また、この異議申立てに対する決定書を受け取った日の翌日から起算して３

０日以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができる。 

なお、次のいずれかに該当するときは、当該異議申立てについての決定を経

ないで、審査請求をすることができる。 

(1) 異議申立てをした日の翌日から起算して３箇月を経過しても決定がない

とき。 

(2) その他異議申立てについての決定を経ないことにつき正当な理由がある

とき。 

平成２３年１２月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 職権消除した住民票 

住所 氏名 生年月日 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 



〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇
〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇 
〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇 
〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇 
〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇 
〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 



〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇 
〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇 
〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇 
〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇 
〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
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〇〇〇〇〇〇〇 
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２ 消除した年月日 

  平成２３年１２月２７日 



津市公告第２５２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２３年１２月２１日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２３年１２月１９日

２ 抑留期間 平成２３年１２月２７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

藤方

イングリッシ

ュポインター

茶白 オス 大 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１７０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２３年１２月２２日 

                         津市長 前 葉 泰 幸 

１ 工事完了年月日 

  平成２３年１２月２０日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市久居井戸山町字東野２８３番１ほか７筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市久居野村町５０６番地４ 

  株式会社プラスワン 

  代表取締役 神田 孝之 



津市公告第１７１号

 次のとおり一般競争入札を執行しますので、津市契約規則（平成１８年津市

規則第４０号）第４条の規定により公告します。

  平成２３年１２月２６日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 入札に付する事項

 件名  市有地売却に係る一般競争入札

 物件の概要 

２ 入札参加の資格

入札に参加できる者は、個人及び法人とし、次のいずれにも該当しない者

とします。

 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

 地方自治法施行令第１６７条の４（一般競争入札の参加者の資格に関す

る規定）に掲げる事項に該当する者 

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人又は

その他反社会的団体及びその構成員等である者 

 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福

祉を脅かすおそれのある団体に属する者

物件

番号
所  在  地 地目 面 積 用途地域

１

津市藤方字西大田 546 番 雑種地 5,621 ㎡
市街化区域

準工業地域

津市藤方字西大田 546 番 2 雑種地 226 ㎡
市街化区域

準工業地域

津市藤方字西大田 552 番 雑種地 5,759 ㎡
市街化区域

準工業地域

津市藤方字西大田 563 番 2 雑種地 8,441 ㎡
市街化区域

準工業地域

津市藤方字西大田 571 番 1 雑種地 10,516 ㎡
市街化区域

準工業地域



３ 入札参加相談・申込み 

 入札参加の相談・申込期間及び場所 

  ア 相談・申込期間  

平成２４年１月２７日(金)、２８日(土)、２９日（日）、３１日（火）、

２月１日（水）、２日（木） 

  イ 受付時間  

上記期日の午前９時から午後４時まで 

  ウ 相談・申込場所  

三重県津市藤方 637 番地（事務所棟２階） 

津市競艇事業部 競艇管理課 

 申込方法 

ア 入札参加希望者は、申込受付期間内に入札参加申込書、その他必要書

類を受付場所へ提出し、申込手続を済ませてください。 

イ ２者以上の共有による申込みはできません。 

ウ 郵送等による申込みはできません。 

 提出書類 

 ア 入札参加申込書（実印で押印のこと）（所定の様式） 

イ 印鑑登録証明書（法人の場合は印鑑証明書） 

  ※印鑑登録証明書は入札参加申込書に押印のもの。 

ウ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）（法人のみ） 

エ 身分証明書(破産に関する証明書)（個人のみ） 

※ 身分証明書は、本籍地の市区町村で交付してもらってください。 

  オ 市税の完納証明書、もしくは平成 21 年度分及び平成 22 年度分の 2 か

年の市税の納税証明書（個人・法人とも） 

※法人の代表者が津市で課税されている場合、その個人に係る証明書

の添付も必要です。 

カ 委任状及び受任者本人と確認できるもの（社員証・運転免許証などの

写し）（代理人により入札及び契約をしようとする場合のみ） 

キ 入札保証金に関する届出書 

※ 提出書類については原本を１部提出してください。 

なお、イ、ウ、エ、オについては、いずれも申込日において発行後３

か月以内のものに限ります。 



※ 一度御提出いただいた書類は、理由にかかわらず一切返却できません。 

 申込みに当たっての留意事項 

ア 売払物件については、現状での引渡しとなります。現状とは、｢物件

の現在における状況の姿のまま｣との意味であり、その状況を承知の上

入札してください。申込みに当たっては、必ず現地を事前に確認してく

ださい。 

イ 落札後の契約及び所有権移転登記は、原則として、入札参加申込書に

記載された申込者の名義で行います。 

ウ 入札参加申込の取下げは、申込みの受付期間内に限って行うことがで

きます。 

エ 郵送、電話（ファックスを含みます。）等による申込受付は行いませ

ん。 

オ 申込手続が完了したときは、一般競争入札参加者証をお渡ししますの

で、これを入札日に必ず持参してください。 

４ 現場説明会 

  入札物件の現地説明会は開催しませんので、御了承ください。 

※ 随時入札対象物件の敷地を見ていただくことは可能です。（立ち入り

は御遠慮ください。） 

５ 予定価格（最低入札価格）と入札保証金 

物件番号
予定価格

（最低入札価格）
入札保証金の額

１ １，０３４，６０３，８１４円 ５１，７３０，０００円

 入札参加希望者は、入札保証金として、上表の右欄に掲げる金額を入札

日までに現金又は地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５６

条第１項第１号に規定する小切手で、津市役所本庁舎１階の会計管理室で

納付してください。 

 入札保証金は、入札の終了後に所定の手続きを経て、指定の口座にお返

しします。 

ただし、落札者については、市有財産の売買仮契約を締結する際に、契

約保証金に充当します。 

 入札保証金には、利息を付しません。 



 落札者が正当な理由なく期限までに契約を締結しないときは、入札保証

金は、市に帰属することとなります。 

６ 入札及び開札

 日時及び時間

入  札  日 物件番号 入 札 執 行 時 間

平成２４年２月

６日（月）
１ 午前１０時００分から 

 入札場所  三重県津市西丸之内２３番１号

津市役所本庁舎７階 入札室 

 持参物等（当日入札場所にお持ちいただくもの）

 ア 入札参加者証

イ 入札書及び入札書用封筒（最低価格以上の入札金額を入札書に御記入

のうえ、入札用封筒に封緘・押印のうえお持ちください。）

ウ 入札者確認票

エ 実印（代理人により入札及び契約しようとする場合は委任状に押印さ

れている代理人の印）

オ 入札保証金納付書兼領収書

 入札書の提出

  ア 入札参加者は、指定された場所へ入札書を提出しなければなりません。

  イ 代理人が入札に参加する場合は、委任状を提出し、入札書には、代理

人名を記入し押印してください。

 入札の無効 

   次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。

   なお、入札の当日出席しなかった者又は入札執行時刻に遅刻した者は、

棄権とみなします。

ア 入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

イ 入札書に記名及び押印がないとき。

ウ 一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

エ 入札保証金を納付せず、又はその金額に不足があるとき。

オ 代理人による入札の場合において、委任状を提出しないとき。



カ 入札者及びその代理人が他の入札代理人となり、又は数人共同して入

札をしたとき。

キ 入札者の資格がない者が入札したとき。

ク 本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

ケ 鉛筆、シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に

記入したとき。

コ 入札書の金額が訂正されているとき。

サ 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したとき。

 開札

ア 入札締切り後直ちに入札者の面前で開札します。

イ 開札に出席しなかった場合は、開札の結果について異議を申し立てる

ことはできません。

 入札の中止等

   不正な行為により一般競争入札の公正な競争が妨げられると判断され

る場合、又は災害その他入札の実施が困難な特別の事情が生じた場合は、

入札を中止または延期することがあります。

７ 落札者の決定

 市が定める予定価格以上の最高の価格の入札者をもって落札者と決定

します。なお、予定価格につきましては、最低入札価格を予定価格としま

す。

 落札者となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに、

当該同価の入札者によるくじ引きによって落札者を決定します。なお、落

札者となる同価の入札をした者は、くじを引くことを辞退することはでき

ません。

ただし、この場合において、やむを得ずくじを引くことができない者が

あるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない津市職員にくじを引

かせます。

 落札者の決定は、開札後直ちに入札場所で行います。

 落札者には、入札終了後、契約手続の説明を行います。

 再度の入札につきましては、最低入札価格（予定価格）を公表している

ため実施しません。



８ 契約に付す条件

  買受人に対しては、契約において次の条件を付します。

 用途制限等

  ア 契約締結の日から５年間は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に

関する法律 (昭和２３年法律第１２２号 )第２条第１項に規定する風俗営

業、同条第４項に規定する接待飲食等営業、同条第５項に規定する性風

俗関連特殊営業その他これらに類する業、集団的又は常習的に暴力的不

法行為を行う恐れのある組織の事務所など公序良俗に反する業等の用

に供しないこと。

イ 市道藤方第１９号線、藤方第２１号線は、津警察署及び道路管理者

と協議し、道路幅員４ｍ以上の幅員が確保されるよう競売地側に道路

後退をすること。

ウ 市道藤方高茶屋小森町線は、道路台帳上管理幅員６．３ｍから６．９

ｍであるが、津警察署及び道路管理者と協議し、道路幅員６ｍ以上の幅

員が確保されるよう競売地側に道路後退をすること。

エ 市道塔世橋南郊線は、競売地隣接区間において、都市計画道路の事業

化の計画があるので、競売地の土地利用に際しては道路計画と整合を図

ること。

オ 排水路敷地の機能確保については、競売地内に有する排水路機能を、

土地利用に際し上流域の排水能力にも十分配慮し、公的管理が必要であ

ると認められる排水施設及び排水路敷地を津市に寄付又は帰属するこ

と。

カ 上記道路等の確保に際して必要な分筆登記経費は、買受人の負担とし、

分筆登記後は道路管理者等に寄付又は帰属により所有権を移転するこ

と。

キ 津市藤方西大田５４６番の用地内外には排水路機能を有する排水路

敷、排水路機能は有しているものの公図上排水路敷が存在しない排水路

が存在している。

これらの排水路機能が確保されるよう留意すること。

特に排水路敷地を有しない排水路については排水系路が確定しだい、

津市に寄付又は帰属すること。

ク 当該地内に新設道路を整備し、土地利用を図る場合、既存道路の利用

形態が変化することとなる場合、土地利用形態（開発形態）に応じて、



事業者の責において分筆登記し、道路用地は津市に所有権の寄付又は帰

属すること。

ケ 競売地に隣接する道路条件（接道要件等）は現状のままとすること。

コ 競売地の土地利用に際し、都市計画法、建築基準法、その他関係法令

を遵守し、道路後退、道路整備、排水施設整備が求められる場合におい

てもこれを優先すること。

  サ 上記の事項に違反したときは、市は、売払物件を買戻しすることがで

きます。この場合、利息を付さずに契約金額で買戻しするものとします。

    なお、この金額には買受人が投下した一切の費用は、含みません。

 契約の解除

  ア 買受人が契約書の各条項に違反したとき、指定した期日までに売買代

金等の支払いがなされないとき、又は契約に定められた義務を履行しな

いときは、市は契約を解除することができます。

  イ 上記により契約が解除されたときは、買受人は、市の指示する期間内

に自己の費用で土地を原状に回復して市に引き渡さなければなりませ

ん。

 実地調査の協力

   用途制限等の禁止条件の履行状況を確認するため、市の求めにより随時

登記事項証明書等の提出や実地調査等に協力していただく場合がありま

す。

 違約金

   上記 から までの条件に違反した場合は違約金として、売買代金の２

０パーセントに相当する額を支払っていただきます。 

９ 契約

 契約の締結

落札者は、落札内容をもって仮契約を締結し、その仮契約は津市議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１８年津

市条例第５３号）第３条の規定による津市議会の議決後直ちに本契約書と

しての効力が生ずるものとなります。

具体的な方法につきましては、追って御連絡させていただきます。

 契約の確定

   契約は、津市が落札者とともに市有財産売買仮契約書に記名押印し、議



会の議決を経たときに確定します。

 契約保証金

  ア 仮契約の締結後、入札保証金を契約保証金に充当します。入札保証金

の全額を契約保証金（契約代金の１０％とします。）とし、その差額に

つきましては、後日請求させていただきます。

  イ 契約保証金は、売買代金と契約保証金との差額の支払いと同時に、売

買代金に充当します。

  ウ 契約者が売買代金を支払期日までに納入しないなどの理由により、契

約を解除した場合は、契約保証金は津市に帰属します。

10 売買代金の支払期限

  売買代金は、平成２４年３月議会の議決以降、平成２４年４月３０日（月）

までに支払わなければなりません。

11 所有権の移転等

 売買代金の全額納付があったときに所有権が移転するものとし、移転完

了後に土地を引き渡すものとします。

 売払物件は、現状のまま引き渡すものとし、契約締結後、瑕疵が発見さ

れた場合、市は一切の責任を負いません。

 所有権の移転登記は、市が行いますが、所有権の移転登記に必要な登録

免許税（印紙税）は、落札者の負担となります。

12 契約費用及び公租公課等 

次に掲げる費用については、すべて買受人の負担となります。

 契約書に貼付する収入印紙

 所有権の移転登記に必要な登録免許税等

 所有権移転後の公租公課

 その他契約に要する費用

 物件引渡以後に必要となる費用

13 その他 

 入札に参加しようとする方は、記載された事項について熟知しておいて

ください。



 建物を建築するに当たっては、建築基準法 (昭和２５年法律第２０１号 )、
都市計画法 (昭和４３年法律第１００号 )等による指導がなされる場合があ
りますので、あらかじめ関係機関で確認してください。

 嵓問い合わせ先

     津市競艇事業部 競艇管理課 経営管理担当

     電話番号 ０５９－２２４－５１０５（直通）



津市公告第１７２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２３年１２月２８日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２３年１２月２６日

２ 抑留期間 平成２４年１月６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

半田

雑種 茶白 メス 中 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



津市水道局告示第２１号 

  津市水道局指定給水装置工事事業者に次のとおり指定したので、津市水道

局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４号）第

１０条第１号の規定により告示する。 

   平成２３年１２月２６日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎 

名  称 所 在 地 指定年月日 

長谷川電器株式会社 津市城山一丁目 16 番 22 号 平成２３年１２月１３日 



津市消防本部訓令第２号 

消防本部  

 津市消防表彰規程を次のように定める。 

  平成２３年１２月２８日 

津市消防長 山 口 精 彦   

津市消防表彰規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、消防表彰（以下「表彰」という。）について必要な事項

を定めるものとする。 

 （表彰） 

第２条 消防長又は消防署長は、津市消防職員（以下「職員」という。）で編

成した部隊、職員以外の個人又は職員以外で構成した団体であって、消防上

功労があると認められるもの（以下「被表彰者」という。）を表彰する。 

（表彰の種類） 

第３条 表彰は、次のとおりとする。 

 業績表彰 

 善行表彰 

 部隊表彰 

 消防協力者表彰 

 その他の表彰 

 （業績表彰） 

第４条 消防長が行う業績表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対し

て表彰状を授与して行う。 

 人命救助又は救急救護（以下「人命救助等」という。）に特に顕著な

業績があった職員 

 水火災その他災害の予防、警戒、鎮圧等（以下「火災予防等」とい

う。）に特に顕著な業績があった職員 

 消防事務又は消防業務に関する改善、能率増進、成績の向上又は士気

の向上に特に顕著な業績があった職員 

 消防機械器具又は消防施設に関する有効な発明若しくは考案又は改善

に特に顕著な業績があった職員 



 前各号に定める職員のほか、平素における勤務成績が優秀で職務に精励

し、かつ、特に顕著な業績があった職員 

２ 消防署長が行う業績表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対し

て表彰状を授与して行う。 

 人命救助等に顕著な業績があった職員 

 火災予防等に顕著な業績があった職員 

 消防事務又は消防業務に関する改善、能率増進、成績の向上又は士気の 

向上に顕著な業績があった職員 

 消防機械器具又は消防施設に関する有効な発明若しくは考案又は改善

に顕著な業績があった職員 

 前各号に定める職員のほか、平素における勤務成績が優秀で職務に精

励し、かつ、顕著な業績があった職員 

 （善行表彰） 

第５条 消防長が行う善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対し

て表彰状を授与して行う。 

 勤務時間外において人命救助等又は火災予防等に従事し、特に顕著な

功労があった職員 

 その他特に顕著な善行があった職員 

２ 消防署長が行う善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して

表彰状を授与して行う。 

 勤務時間外において人命救助等又は火災予防等に従事し、顕著な功労

があった職員 

 その他顕著な善行があった職員 

（部隊表彰） 

第６条 消防長が行う部隊表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員で編成

した部隊に対して表彰状を授与して行う。 

 人命救助等又は火災予防等の業績に際し、功労が特に顕著で他の模範

となった部隊 

 消防業務に関する競技会等において特に優れた成績を収めた部隊 

２ 消防署長が行う部隊表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員で編成し

た部隊に対して表彰状を授与して行う。 

 人命救助等又は火災予防等の業績に際し、功労が顕著で他の模範と

なった部隊 



 消防業務に関する競技会等において優れた成績を収めた部隊 

（消防協力者表彰） 

第７条 消防長が行う消防協力者表彰は、職員以外の個人又は職員以外で構成

した団体で次の各号のいずれかに該当するものに対して感謝状を授与して行

う。 

 人命救助等又は火災予防等に協力し、かつ、特に顕著な功労があった

もの 

 永年にわたり消防業務の推進改善に貢献があったもの 

 永年にわたり消防行政の発展に貢献があったもの 

２ 消防署長が行う消防協力者表彰は、職員以外の個人又は職員以外で構成し

た団体で次の各号のいずれかに該当するものに対して感謝状を授与して行う。 

 人命救助等又は火災予防等に協力し、かつ、顕著な功労があったもの 

 消防業務の推進改善に貢献があったもの 

 消防行政の発展に貢献があったもの 

（その他の表彰） 

第８条 消防長又は消防署長は、第４条から前条までの規定による表彰のほか、

特に必要があると認められるものを表彰することができる。 

（記念品） 

第９条 表彰状及び感謝状には、記念品を添えることができる。 

 （表彰の上申） 

第１０条 担当参事並びに津市消防本部（以下「本部」という。）の課長、室

長、担当副参事及び指令官並びに消防署の署長、副署長、担当副参事、指揮

隊長、分署長及び分遣所長（以下「所属長」という。）は、第３条各号に規

定する表彰に該当するものがあると認めるときは、表彰上申書（第１号様

式）により消防長又は消防署長に上申するものとする。 

（表彰審査委員会） 

第１１条 表彰の適正を図るため、津市消防表彰審査委員会（以下「委員会」

という。）を置く。 

２ 委員会は、消防長又は消防署長の諮問に応じ、前条の規定により上申され

た表彰に該当するものについて審査し、その結果を消防長に報告する。 

  （構成） 

第１２条 委員会は、消防長表彰に係る委員会及び消防署長表彰に係る委員会

とする。 



２ 消防長表彰に係る委員会及び消防署長表彰に係る委員会は、委員長、副委

員長及び委員で構成する。 

３ 消防長表彰に係る委員会の委員長には消防総務課及び予防課の事務を掌理

する消防次長を、副委員長には消防課及び通信指令課の事務を掌理する消防

次長を、消防署長表彰に係る委員会の委員長には第１０条の規定により上申

を受けた消防署長を、副委員長には当該消防署長の属する消防署の副署長を

もって充てる。 

４ 消防長表彰に係る委員会の委員には本部の課長及び消防署長を、消防署長

表彰に係る委員会の委員には、当該消防署長の属する消防署の分署長及び分

遣所長をもって充てる。 

 （委員長及び副委員長） 

第１３条 委員長は、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠

けたときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第１４条 委員会の会議（以下「会議」という）は、委員長が必要に応じて招

集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の審査は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委

員長の決するところによる。 

 （意見等） 

第１５条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者等を委員会に出席さ

せ、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 （委員会の庶務） 

第１６条 消防長表彰に係る委員会の庶務は、消防本部消防総務課において処

理する。 

２ 消防署長表彰に係る委員会の庶務は、各消防署において処理する。 

 （会議の省略） 

第１７条 委員長は、表彰事案の内容により、前条の会議を省略し、審査する

ことができる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、回議により審査に付することがで

きる。 

（被表彰者の死亡等） 



第１８条 被表彰者が、表彰前に死亡し、又は退職したときは、その者の遺族

又は職員であった者に対し表彰状又は感謝状を授与する。 

 （表彰を受けることができない者） 

第１９条 被表彰者が、次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を行わな

い。 

 刑事事件に関して起訴されたとき。 

 降任、降給又は免職の処分を受けたとき。 

 懲戒処分を受けたとき。 

 その他表彰することが不適当と認められるとき。 

 （表彰の報告） 

第２０条 消防署長は、表彰を行ったときは、速やかにその概要を記載した表

彰実施結果報告書（第２号様式）により消防長に報告しなければならない。 

 （記録） 

第２１条 消防総務課長は、表彰記録簿（第３号様式）を備え付け、表彰が行

われたときは、表彰の種類ごとに記録しなければならない。 

 （委任） 

第２２条 この訓令に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、消防長

が別に定める。 

   附 則 

１ この訓令は、平成２４年１月１日から施行する。 

２ 津市消防本部の表彰に関する訓令（平成１８年津市消防本部訓令第４号） 

は、廃止する。 



第１号様式（第１０条関係） 

表 彰 上 申 書 

年  月  日  

（宛先）消防長（（名称）消防署長） 

所属長 （氏 名）  

表 彰 の 種 類

被 上 申 者

（職員） 

所 属 、 階 級 、氏名及

び年齢 

（部署又は団体） 

部 署 又 は 団 体 名及び

代表者 

（職員以外の者） 

住 所 、 職 業、氏名

及び年齢 

平 素 の 勤 務 状 況

（職員の場合に記載） 

上 申 事 由

参 考 事 項

処理結果
表 彰 可

却 下

表彰記録  

登   載 

人事記録カード 

整     理 

年 月 日 年 月 日 



第２号様式（第２０条関係） 

年  月  日  

 （宛先）消防長 

消防署長 （氏 名）  

表彰実施結果報告書 

消防署長表彰を行ったので、津市消防表彰規程第２０条の規定により次の

とおり報告します。 

表 彰 の 種 類

（職員） 

所 属 、 階 級 、氏

名 及 び 年 齢

（部署又は団体） 

部署又は団体名及

び 代 表 者

（職員以外の者） 

住 所 、 職 業、

氏 名 及 び 年 齢

表 彰 年 月 日 年  月  日 

表 彰 の 内 容

備 考



第３号様式（第２１条関係） 

表 彰 記 録 簿（消防長・消防署長） 

番号
表 彰

年 月 日
表彰の種類

所 属 名 

（住 所） 
階 級

氏 名 

（団体名） 
記念品



津市監査委員告示第１１号 

平成２３年１１月７日付けで提出された「津市職員措置請求書」について、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第４項の規定に基づく監査

の結果を、同年１２月２２日付けで下記のとおり請求人に通知したので、同項

の規定に基づき、公表する。 

平成２３年１２月２８日 

津市監査委員 渡 邊   昇 

                                     津市監査委員  駒 田 修 一 

                                     津市監査委員 山 﨑 正 行 

                                     津市監査委員 田 矢 修 介 

記 

第１ 請求の受理 

１ 受理年月日 

津市職員措置請求書は、平成２３年１１月７日に受理した。 

２ 請求人 

住所 津市

氏名 田 中  守

３ 請求の概要 

津市職員措置請求書、事実を証する書面及び平成２３年１１月１５日に

提出された書面の内容から、本件監査請求の概要は、次のとおりである。

なお、平成２３年１１月１６日に請求人陳述の機会を設けたが、請求人

は欠席した。

（１）主張の要旨 

平成２２年１２月２４日付け津市指令高第１２２６号「平成２１年度

津市敬老事業補助金の返還に係る分割納付の許可について（通知）」に基

づき、同日に一身田地区社会福祉協議会（以下「一身田地区社協」とい

う。）から１７９，３６２円が返還されている。

当該返還金については、一身田地区社協の平成２２年度津市敬老事業



実績報告書（以下「本件実績報告書」という。）によれば、支出の部に記

載がない一方、一身田地区社協の平成２２年度収支決算報告によれば、

市への返還金１７９，３６２円に８５４，９６５円を加えた１，０３４，

３２７円が支出されているが、返還金に係る財源に合致する科目はない。

平成２２年１２月２４日に返還された１７９，３６２円は、市から返

還を求められた補助金の一部であるから、翌年度に交付された補助金の

中から支出されることは許されず、また、市等から交付された他の補助

金（社会福祉法人津市社会福祉協議会（以下「市社協」という。）の補助

金処理を含む。）からの流用も許されない。

ところが、一身田地区社協の平成２２年度収支決算報告の収入の部の

財源（科目）を見ると、返還金に充当できる科目はない。

仮に繰越金、参加者収入、雑収入を充当したとしても返還金額に不足

が生じるため、市、市社協、共同募金分配金から支出されているものと

しか解釈できない。

なお、繰越金は過去の市からの補助金が含まれるものであり、参加者

収入はそれぞれの目的で参加者から徴収したものであって、雑収入は預

金利息などであることから、いずれも返還金に充当できる性格のものと

見るには無理が生じる。

さらに、平成２２年度津市敬老事業補助金について、一身田地区社協

は、概算払により１，７８４，０００円を受領しているが、市の補助金

等で成り立っている市社協の傘下にある一身田地区社協の平成２２年度

収支決算報告に返還金として８５４，９６５円が計上されていることは、

目的外使用であるとともに、同金額の二重計上となる。

 （２）求める措置の内容

平成２２年度に一身田地区社協に交付した補助金等の公金から不正に

支出した金額を算定し、市が被った損害を補填するための必要な措置を

講ずべきことを請求する。

第２ 監査の実施 

１ 監査の対象事項

  本件監査請求の監査の対象事項について、本件監査請求は、適法な監査

請求であるのか否か、適法な監査請求であると認めたときは、平成２２年



度に一身田地区社協に交付した補助金等の公金から不正に返還金を支出し

た事実があるのか否か、とした。

２ 監査の手続 

本件監査請求の監査の手続について、監査対象部局を健康福祉部高齢福

祉課とし、関係文書の提出を求めるとともに、必要に応じて、同部福祉政

策課に関係文書の提出を求めた。 

また、法第１９９条第８項の規定に基づき、一身田地区社協の関係者に

証憑書類の提出等を求めた。 

第３ 監査の結果 

１ 確認した事実の概要

本件監査請求について、確認した事実の概要は、次のとおりである。

 （１）一身田地区社協からの返還（納入）金について

まず、平成２２年１２月２４日に一身田地区社協から１７９，３６２

円の納入があったことについて、当該納入金は、平成２１年度津市敬老

事業補助金に係る財務会計行為を対象とした監査請求の監査結果（勧告）

に基づき、市長が一身田地区社協に返還を求めた５７９，３６２円の一

部であって、分割納付の許可に従い、納入されたものである。

次に、平成２３年４月２８日に一身田地区社協から８５４，９６５円

の納入があったことについて、その経緯は次のとおりである。

健康福祉部の部次長は、平成２２年７月２１日付けで一身田地区社協

に平成２２年度津市敬老事業補助金１，７８４，０００円を交付決定す

ることを決裁し、高齢福祉課長は同月２６日付けで支出令令書（概算払）

を決裁、当該交付決定額は、同年８月５日に一身田地区社協に支払われ

た。

一身田地区社協の会長は、平成２３年３月２５日付けで事業規模の縮

小などを理由とする平成２２年度津市敬老事業計画変更承認申請書を提

出し、部次長は、同日付けで交付決定額１，７８４，０００円を９２９，

０３５円に変更することを決裁した。

一身田地区社協の会長は、平成２３年３月３１日付けで本件実績報告

書を提出し、部次長は、同日付けで変更後の交付決定額をもって交付確



定することを決裁し、概算払額が当該交付決定（確定）額を超過する額

８５４，９６５円について、一身田地区社協は、同年４月２８日に市に

納入（戻入）した。

本件実績報告書の内容（要旨について下表参照）については、収支決

算書の支出の部に計上された市費充当額の総額は９２９，０３５円で、

交付確定額と同額であり、支出項目ごとの経費の内容について、一身田

地区社協の証憑書類を調査したところ、いずれも一身田地区社協が敬老

事業として実施したとする「敬老のつどい」、「健康料理講習会」、「元気

づくり凧揚げ大会」に係る経費として支出されたものであることが認め

られるものであって、支出項目ごとの市費充当額は、それぞれの証憑書

類の金額の合計額と一致し、又はその範囲内であった。

【本件実績報告書の要旨】     （単位：円）

事業成果及び収支決算書

事

業

成

果

1 敬老のつどいの開催(開催日：平成 22 年 9 月 19 日 参加者：400

名(うち 70 歳以上の者 350 名)） 

2 健康料理講習会の開催(開催時期：平成 22 年 6 月～平成 23 年 2

月(5 回) 参加者：143 名(うち 70 歳以上の者 118 名)） 

3 元気づくり凧揚げ大会の開催（開催日：平成 23 年 2 月 12 日 参

加者：450 名(うち 70 歳以上の者 70 名)）

収 入 の 部 支 出 の 部

項 目 金 額 項 目 金 額 市費充当額

市 補 助 金 929,035 記念品代 332,800 332,800

一身田地区社協負担金 86,706 会場借上料  59,285  59,285

料理教室参加負担金 71,500 会場設営費  29,000  29,000

反 省 会 参 加 負 担 金 14,000 会場設営準備費  49,000  42,000

出演者謝礼 106,491 106,491

パンフレット印刷代  37,090  37,090

事務費   7,235   7,235

雑費   5,937   5,937

健康料理教室  193,166  121,666

元気づくり凧揚げ大会   194,749   187,531

食糧費   86,488         0

合 計 1,101,241 合 計 1,101,241   929,035



（２）平成２２年度の補助金等について

一身田地区社協の平成２２年度収支決算報告の収入の部に計上された

「助成金」（総額３，６１４，０００円）について、高齢福祉課、福祉政

策課の関係文書及び一身田地区社協の証憑書類を調査したところ、市が

交付したものについては、平成２２年度津市敬老事業補助金の概算払分

（１，７８４，０００円）（前記（１）参照）及び平成２２年度民生委員

候補者推薦事務委託料（８，０００円）であること、その余の１，８２

２，０００円（共同募金配分金を含む。）については、すべて市社協が交

付したものであることが認められた。

このうち、平成２２年度民生委員候補者推薦事務委託料については、

民生委員の一斉改選に伴い、健康福祉部福祉政策課長は、平成２２年５

月２４日に民生委員推薦準備会に関する説明会を開催し、当該説明会に

おいて、一身田地区民生委員推薦準備会に民生委員候補者推薦事務に係

る業務を委託した。同準備会の委員長は、同年７月２６日付けで当該委

託料の請求書（当該請求書は「委任状」を兼ねる様式で、当該委託料の

受領について、一身田地区社協の会長に委任したとしている。）を提出し、

福祉政策課長は、同日付けで支出命令書（前金払）を決裁、当該委託料

は、同年８月６日に一身田地区社協に支払われた。

２ 結論 

監査の結果、本件監査請求について、次のとおり判断した。 

（１）本件監査請求の適法性に係る判断 

本件監査請求のうち、市社協の補助金（共同募金配分金を含む。以下

同じ。）処理を対象とした監査請求並びに市の平成２２年度津市敬老事業

補助金（以下「本件補助金」という。）の交付決定、支出命令（概算払）

及び支払に係る財務会計行為並びに民生委員候補者推薦事務業務委託契

約の締結、支出命令（前金払）及び支払に係る財務会計行為を対象とし

た監査請求については、不適法な監査請求であると判断したので、監査

の対象とすることはできない。 

本件監査請求のうち、本件補助金に係る事業計画変更承認及び交付確

定に係る財務会計行為を対象とした監査請求については、適法な監査請

求であると判断したので、監査の対象とした。 

（２）適法な監査請求に係る判断



本件補助金に係る事業計画変更承認及び交付確定に係る財務会計行為

を対象とした監査請求について、請求人の主張は、認めることはできな

いものと判断した。

３ 結論に至った理由

（１）不適法な監査請求について 

ア 市社協の補助金処理を対象とした監査請求について

法第２４２条第１項の規定に基づく監査請求は、地方公共団体の長

その他の執行機関又は職員による違法又は不当な財務会計行為又は

公金の賦課等を怠る事実によって、当該地方公共団体が被った財産上

の損害を是正し、又は損害を被ることを防止するため、当該地方公共

団体の住民に監査請求する権能を与え、もって地方財務行政の適正な

運営を確保することを目的としたものであるが、市社協については、

社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０９条第１項の規定に基

づく団体（同法第２２条に定める社会福祉法人）であって、市とは別

の法人格を有するものである。このことから、市長又は市の職員によ

る市社協への補助金等に係る財務会計行為については、監査請求の対

象になり得るが、市社協の役職員（津市公益的法人等への職員の派遣

等に関する条例（平成１８年津市条例第３７号）第２条第１項の規定

に基づき派遣された市職員を含む。）が市社協の事業として行う補助

金処理については、社会福祉法に法第２４２条第１項の準用規定が存

在しない以上、監査請求の対象にはなり得ないものである。

以上のことから、市社協の補助金処理を対象とした監査請求につい

ては、不適法な監査請求であると判断した。

イ 本件補助金の交付決定、支出命令(概算払)及び支払に係る財務会計

行為並びに民生委員候補者推薦事務業務委託契約の締結、支出命令(前

金払)及び支払に係る財務会計行為を対象とした監査請求について

財務会計行為を対象とする監査請求は、「当該行為のあった日又は

終わった日から１年を経過したときは、これをすることができない」

（法第２４２条第２項本文）とする監査請求の期間制限を定めており、

監査請求が適法であるためには、同項ただし書が定める「正当な理由」

があるときを除き、監査請求期間内に行われたものであることが必要

である。



そして、「当該行為」とは、公金の支出は広義の意味において、支

出負担行為（支出の原因となる契約の締結等）、支出命令及び支払と

いった３つの財務会計行為の一連の手続ではあるものの、支出負担行

為及び支出命令は、普通地方公共団体の長の権限に属する一方、支払

については、会計管理者の権限に属し、その適用される財務会計法規

の内容も同一ではないため、それぞれに独立した財務会計行為をいう

ものと解するべきであり、監査請求期間は、それぞれ「当該行為」の

あった日から各別に計算すべきものと解するのが相当である。

これを本件監査請求について見ると、本件補助金の交付決定のあっ

た日は平成２２年７月２１日、支出命令（概算払）のあった日は同月

２６日、支払のあった日は同年８月５日であり、また、民生委員候補

者推薦事務業務委託契約の締結があった日は同年５月２４日、支出命

令（前金払）のあった日は同年７月２６日、支払のあった日は同年８

月６日であり、平成２３年１１月７日になされた本件監査請求は、こ

れらの財務会計行為のあった日からいずれも１年を経過した後、なさ

れたものであることが認められる。

そして、「正当な理由」については、請求人は何ら主張していない

が、「正当な理由」が認められるのは、当該行為が秘密裡になされ、

１年を経過して初めて明らかになった場合などが前提要件であり、こ

れらの財務会計行為は、財務関係法規の定めるところにより公然と行

われたもので、その過程において秘密裡に行われたという事実は認め

られないことから、「正当な理由」がないことは明らかというべきで

ある。

以上のことから、本件補助金の交付決定、支出命令（概算払）及び

支払に係る財務会計行為並びに民生委員候補者推薦事務業務委託契

約の締結、支出命令（前金払）及び支払に係る財務会計行為を対象と

した監査請求は、監査請求期間を経過してなされたものとして、不適

法な監査請求であると判断した。

（２）適法な監査請求について 

   請求人は、平成２２年１２月２４日に納入された平成２１年度津市敬

老事業補助金に係る返還金(１７９，３６２円)について、翌年度に交付

された補助金の中から支出されることは許されないと主張しているが、

確認した事実の概要で示したとおり、翌年度に支出されたのは本件補助



金のみであることが認められ、本件実績報告書の収支決算書の支出の部

に計上された市費充当額の総額９２９，０３５円は、交付確定額と同額

であり、当該市費充当経費は、いずれも一身田地区社協が敬老事業とし

て実施したとする各事業に係る経費であることが認められるのであって、

当該返還金の財源として使用した事実は認められない。

また、請求人は、繰越金は過去の市からの補助金が含まれるものであ

り、雑収入は預金利息などであることから、いずれも返還金に充当でき

る性格のものと見るには無理が生じると主張しているが、一身田地区社

協は、その会則の定め、総会の決議等により、各種の事業活動を自主的

に行う団体であり、平成２２年度収支決算報告の収入の部に計上された

繰越金は、前年度の事業活動の結果として発生した剰余金であって、一

身田地区社協が必要に応じて処分し得る性格を有するものである。雑収

入の預金利息については、本件補助金は概算払により、一身田地区社協

の会長名義の預金口座に入金されているが、本件補助金の交付決定及び

その条件に本件補助金に係る預金利息の取扱いに関する特段の定めはな

く、また、当該預金口座には、一身田地区社協の事業活動に伴う様々な

入金及び出金があり、一身田地区社協の資産である預金債権に係る利息

収入は、一身田地区社協が必要に応じて処分し得る性格を有するもので

ある。これらのことから、請求人の主張は独自の見解であって、これを

採用することはできない。

次に、請求人は、平成２３年４月２８日に納入された返還金(８５４，

９６５円)について、市社協と一身田地区社協の関係の観点から、一身田

地区社協の平成２２年度収支決算報告に返還金として計上されているこ

とは「目的外使用であるとともに、同金額の二重計上となる」と主張し

ている。当該主張は、住民監査請求制度の趣旨に照らし、その論旨は明

らかではないが、当該返還金は、本件補助金に係る事業計画変更承認及

び交付確定の手続の結果、市に納入されたものであり、これらの手続に

違法又は不当と評価し得る事実は認められないことから、本件補助金を

不正に使用したということはできない。

以上のことから、本件補助金に係る事業計画変更承認及び交付確定に

係る財務会計行為を対象とした監査請求について、請求人の主張は、認

めることはできないものと判断した。 

以上


