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放置自転車等の撤去及び保管

参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の
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条件付一般競争入札執行
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平成25年6月分津市農用地利用集積計画の決定

参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙における開票立会人のくじを行う場所及び日時

参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙における投票所



津市告示第１７７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２２年津市告示第４２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２５年７月４日 

                         津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  小野平区自治会 

  三重県津市芸濃町小野平１２２番地１ 

   代表者 吉川  創 

２ 変更に係る事項   

 代表者の氏名及び住所   

変更前 
近澤 順道 

津市芸濃町小野平５００番地 

変更後 
吉川  創 

津市芸濃町小野平１２２番地１ 

３ 変更理由及び年月日 

  平成２５年４月１４日定期総会において平成２５年４月１５日新任 



津市告示第１７８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２５年７月４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３８５５番地１６ 

   代表者 山田  祐 

２ 変更に係る事項   

 代表者の氏名及び住所   

変更前 
楠井 文一 

津市芸濃町椋本３９０５番地１ 

変更後 
山田  祐 

津市芸濃町椋本３８５５番地１６ 

２ 変更理由及び年月日 

  平成２５年３月２４日定期総会において、平成２５年４月１日新任 



津市告示第１７９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１４１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２５年７月４日 

                          津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  河内下自治会 

  三重県津市芸濃町河内１０６番地 

   代表者 松井 靖弘 

２ 変更に係る事項   

 代表者の氏名及び住所   

変更前 
落合  実 

津市芸濃町河内３３７番地２ 

変更後 
松井 靖弘 

津市芸濃町河内１０６番地  

３ 変更理由及び年月日 

  平成２５年４月８日定期総会において、平成２５年４月１日新任 



津市告示第１８０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２０年津市告示第９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２５年７月４日 

                         津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  椋本 10-2 自治会 

  三重県津市芸濃町椋本６１２６番地２ 

   代表者 小粥 寿次 

２ 変更に係る事項   

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
小粥  攻 

津市芸濃町椋本６１２２番地５ 

変更後 
小粥 寿次 

津市芸濃町椋本６１２６番地２ 

３ 変更理由及び年月日 

  平成２５年３月３０日定期総会において平成２５年４月１日新任 



津市告示第１８１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６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２５年７月４日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  豊久野自治会 

  三重県津市芸濃町椋本２９７５番地１ 

   代表者 沼  茂 

２ 変更に係る事項   

 代表者の氏名及び住所   

変更前 
伊藤 武夫 

津市芸濃町椋本３７１７番地 

変更後 
沼  茂 

津市芸濃町椋本２９７５番地１ 

 ３ 変更理由 

  平成２５年３月２４日定期総会において平成２５年４月１日新任 



津市告示第１８２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年芸濃町告示第２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２５年７月４日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  北神山区自治会 

  三重県津市芸濃町北神山４０１番地 

   代表者 澤田  稔 

２ 変更に係る事項   

 代表者の氏名及び住所   

変更前 
田中  猛 

津市芸濃町北神山３４９番地２ 

変更後 
澤田  稔 

津市芸濃町北神山４０１番地 

 ３ 変更理由及び年月日 

  平成２５年４月７日定期総会において、平成２５年４月１日新任 



津市告示第１８３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１３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２５年７月５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 

高茶屋小森町地内 １ 平成２５年 ６月 ３日 

西丸之内地内 １ 平成２５年 ６月 ７日 

一身田平野地内 １ 平成２５年 ６月１２日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２５年 ６月１７日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ６月１８日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２５年 ６月１９日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ６月２０日 

河芸町東千里地内 １０ 平成２５年 ６月２１日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ６月２４日 

八幡町地内 １ 平成２５年 ６月２４日 

半田地内 １ 平成２５年 ６月２４日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ６月２５日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２５年 ６月２５日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ６月２７日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ６月２７日 

白塚町地内 １ 平成２５年 ６月２７日 

高茶屋小森町地内 ４ 平成２５年 ６月２７日 

久居中町地内 ２ 平成２５年 ６月２７日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２５年 ６月２８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１８４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２５年６月２６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２５年７月５日 

津市長 前 葉 泰 幸 

平成２５年６月２６日に議決を経た予算 

  平成２５年度津市一般会計補正予算（第１号） 

  平成２５年度津市一般会計補正予算（第２号） 

  平成２５年度津市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 



平成２５年度津市一般会計補正予算（第１号） 

 平成２５年度津市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１８３，９４１千円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０５，８００，３１０千円と

する。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の廃止、変更は、「第２表地方債補正」による。 

                      津市長 前 葉 泰 幸   









平成２５年度津市一般会計補正予算（第２号） 

 平成２５年度津市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１７，２６０千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０５，９１７，５７０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

                      津市長 前 葉 泰 幸   





平成２５年度津市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 平成２５年度津市の下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１４０，０００千円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１，３９７，９１４千円とす

る。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。 

                      津市長 前 葉 泰 幸   







津市告示第１８５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２０年津市告示第４５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２５年７月９日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  椋本第４部自治会 

  三重県津市芸濃町椋本１９００番地 

   代表者 横山 和俊 

２ 変更に係る事項   

 代表者の氏名及び住所   

変更前 
横山  八 

津市芸濃町椋本６１６５番地１ 

変更後 
横山 和俊 

津市芸濃町椋本１９００番地 

３ 変更理由及び年月日 

  平成２５年３月２４日定期総会において、平成２５年４月１日新任 



津市告示第１８６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１４２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２５年７月９日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  中縄区自治会 

  三重県津市芸濃町中縄１８３番地 

   代表者 嶋田 克実 

２ 変更に係る事項   

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
家木 泰範 

津市芸濃町中縄１４５番地 

変更後 
嶋田 克実 

津市芸濃町中縄１８３番地 

３ 変更理由 

  平成２５年３月１７日定期総会において平成２５年４月１日新任 



津市告示第１８７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１９年津市告示第１５６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２５年７月９日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  市場自治会 

  三重県津市芸濃町雲林院３６３番地 

   代表者 浅井  靖 

２ 変更に係る事項   

区域 

変更前 

本会の区域は、津市芸濃町雲林院 175-1 番地、248 番地、

303 番地、661-2 番地、658 番地、398 番地、2738 番地を結んだ

区域内とする。 

変更後 

本会の区域は、津市芸濃町雲林院 194 番地、175-1 番地、

248 番地、303 番地、661-2 番地、658 番地、398 番地を結んだ

区域内とする。 

代表者の氏名及び住所   

変更前 
松谷  守 

津市芸濃町雲林院３３１番地３ 

変更後 
浅井  靖 

津市芸濃町雲林院３６３番地 

３ 変更理由及び年月日 

地縁による団体の区域及び代表が、平成２５年３月３１日の定期総会にお

いて変更になったため。代表者は平成２５年３月３１日新任 



津市告示第１８８号 

下記の者の配当計算書謄本および充当通知書は、住所居所不明等のため送達

することができないので、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条

により準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定に

より公示送達する。 

なお、この公示送達にかかる関係書類は、津市健康福祉部介護保険課で保管

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２５年７月１０日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

１ 送達を受けるべき者の住所 ○○○○○○○○○○○○○○  

○○○○○○○   

２ 送達を受けるべき者    ○○ ○○ 



津市告示第１８９号  

 下記の者の差押調書（謄本）、配当計算書（謄本）、充当通知書及び参加差押

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、国民健康保険

法（昭和１３年法律第６０号）第７８条により準用する地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）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、津市健康福祉部保険医療助成課で保

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２５年７月１１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 

津市長岡町８００番地１６１ 有限会社昭和商事 参加差押通知書 

○○○○○○○○○○○ ○

○○○○○○○○○○○○○

○○○○ 

○○○○○○○○ ○○

○○○○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 

○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 



津市告示第１９０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６年津市告示第７５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２５年７月１１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  片田志袋団地自治会 

  津市片田志袋町３００番地の３６ 

   代表者 大久保 喜一 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
田中 克利 

三重県津市片田志袋町３００番地の１４６ 

変更後 
大久保 喜一 

三重県津市片田志袋町３００番地の３６ 

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２５年４月７日の定期総会において改選

されたため。 



津市告示第１９１号 

 下記の者の市民税・県民税督促状は、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２５年７月１１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 

○○○○○○○ ○ ○ 市民税・県民税督促状 

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１９２号 

 下記の者の差押調書（謄本）及び配当計算書（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２５年７月１１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） 

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１９３号 

 下記の者の平成２５年度固定資産税・都市計画税納税通知書は、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（昭和２５年法律第２２６

号）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、津市政策財務部資産税課で保管し、

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２５年７月１２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 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○ 
○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 



○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ ○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○ ○○ 

津市白山町 734 番地 有限会社 S・K・O 

津市一志町井関 82 番地 有限会社 マルサ 

○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 



津市公告第１０４号 

 次のとおり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。以下「施行令」という。）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。以下「規則」という。）第４条の

規定により公告します。 

  平成２５年７月１日 

                     津市長 前 葉 泰 幸    

１ 入札に付する事項 

 件  名 心電図伝送システムの購入  

 規  格 詳細は仕様書参照  

 数  量 ４組 

 納入期限 平成２５年１２月２７日 

 納入場所 津市消防本部（津市久居明神町２２７６番地） 

２ 入札参加者に必要な資格 

  本件の条件付一般競争入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当

する者とします。 

 施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

 本公告日において、平成２５年度津市競争入札参加資格者名簿（物品・

業務委託）に、「衛生・医療用品（特定保守管理医療機器）」を希望業種

とし、市内又は準市内業者として登載されていること。 

 本公告から入札までの期間において、本市から指名停止等を受けていな

いこと。 

 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく会社更生手続開始を

申し立てた者若しくは決定を受けた者又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づく再生手続開始を申し立てた者若しくは決定を受けた者

でないこと。 

 手形交換所から取引停止処分を受けるなど経営状態が著しく不健全でな

いこと。 

 薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第３９条第１項に規定する高度管

理医療機器等の販売業又は販売業・賃貸業の許可を受けたもの。 

３ 入札参加者心得、契約条項、仕様書その他入札に必要な事項を示す期間及

び場所 



 期 間  平成２５年７月１日から同月１９日まで(土日祝日を除く) 

 時 間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 場 所  津市消防本部消防総務課 

４ 質疑等の受付 

 提出期限 平成２５年７月９日 正午まで 

 方  法 質疑等は、公告において示す参加資格要件を有する者に限っ 

て指定の質問書により持参若しくはＦＡＸで受け付けます。電 

話、口頭、電子メール等によるものや、提出期限を過ぎて提出 

されたものは受け付けません。 

        なお、ＦＡＸの場合は、質問書の提出期限必着とし、必ず電 

話により着信の確認を行ってください。 

 提出場所 津市消防本部消防総務課 

 入札参加者は、入札後において、仕様書等（仕様書、関係書類、図面、

現場がある場合はそれらを含む。）についての不明を理由として異議を申し

立てることができないため、質問がある場合は、上記のとおり期限までに質

問書を提出してください。 

５ 質疑等に対する回答 

  質疑等に対する回答は、平成２５年７月１２日から同月１７日まで（土日

祝日を除く）の期間に、回答書を津市消防本部消防総務課で配付します。 

  回答に当たっては、質疑等を行った者の名称等は公表しません。また、意 

 見の表明と解されるものについては、回答しない場合があります。 

  なお、回答に対する再度の質問は認めませんので、質問書には質問内容を 

 明確に記載し提出してください。 

６ 入札参加資格の確認等 

 本件の条件付一般競争入札に参加しようとする者は、入札参加申込書等

を提出し、入札参加資格の確認を受けなければなりません。 

  ア 提出期限  平成２５年７月１９日 午後５時１５分まで 

  イ 提出場所  津市消防本部消防総務課 

  ウ 提出方法  持参によるものとし、郵送によるものは受け付けません。 

 提出書類 

   津市条件付一般競争入札参加申込書 

 入札参加資格の審査結果については、参加申し込みのあった者全員に文

書により通知します。 

７ 入札及び開札の日時 



  平成２５年７月２６日 午前１０時から 

８ 入札及び開札の場所 

  津市消防本部会議室（２階） 

９ 入札保証金 

  免除 

10 入札の無効 

  規則第１９条各号のいずれかに該当する入札は無効とします。 

11 契約保証金 

  契約金額の１００分の１０以上。 

ただし、規則第２８条第１項各号のいずれかに該当する場合は免除としま

す。 

12 その他の注意事項 

 指定の入札書により、仕様書に基づき入札金額等を記載の上、封書し、

件名、入札者の商号（名称）を記入し、入札を行ってください。 

 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税対象事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を

入札書に記載してください。 

なお、落札は、予定価格の範囲内で最低価格入札者とします。 

 再度入札を行う場合がありますので、入札書の予備を用意してください。 

 最低価格入札者が２者以上の場合は、くじ引きにより落札者を決定しま 

す。 

 落札者は、仮契約締結までに落札金額の根拠となった積算内訳書を提出 

してください。 

 この契約の締結については、議会の議決を要するものであるため、落札 

後速やかに仮契約を締結し、当該議決を経た後直ちに本契約とします。 

 この入札に係る費用は、すべて入札参加者の負担とします。 

 天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができないときは、 

入札を延期又は中止することがあります。 

 その他、入札参加者は、別添「条件付一般競争入札参加者心得」に留意 

の上、入札を行ってください。 



 【問い合わせ先】 

              津市消防本部 消防総務課企画調整担当 

              電話番号 ０５９－２５４－０３５２ 

              ＦＡＸ  ０５９－２５６－７７５５ 



津市公告第１０５号 

 次のとおり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。以下「施行令」という。）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。以下「規則」という。）第４条の

規定により公告します。 

  平成２５年７月１日 

                     津市長 前 葉 泰 幸    

１ 入札に付する事項 

 件  名 はしご付消防自動車の購入  

 規  格 詳細は仕様書参照  

 数  量 １台 

 納入期限 平成２６年２月２８日 

 納入場所 津市消防本部（津市久居明神町２２７６番地） 

２ 入札参加者に必要な資格 

  本件の条件付一般競争入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当

する者とします。 

 施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

 本公告日において、平成２５年度津市競争入札参加資格者名簿（物品・

業務委託）に、「特殊車両（消防車）」を希望業種とし、市内又は準市内

業者として登載されていること。 

 本公告から入札までの期間において、本市から指名停止等を受けていな

いこと。 

 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく会社更生手続開始を

申し立てた者若しくは決定を受けた者又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づく再生手続開始を申し立てた者若しくは決定を受けた者

でないこと。 

 手形交換所から取引停止処分を受けるなど経営状態が著しく不健全でな

いこと。 

３ 入札参加者心得、契約条項、仕様書その他入札に必要な事項を示す期間及

び場所 

 期 間  平成２５年７月１日から同月１９日まで(土日祝日を除く) 

 時 間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 



 場 所  津市消防本部消防総務課 

４ 質疑等の受付 

 提出期限 平成２５年７月９日 正午まで 

 方  法 質疑等は、公告において示す参加資格要件を有する者に限っ 

て指定の質問書により持参若しくはＦＡＸで受け付けます。電 

話、口頭、電子メール等によるものや、提出期限を過ぎて提出 

されたものは受け付けません。 

        なお、ＦＡＸの場合は、質問書の提出期限必着とし、必ず電 

話により着信の確認を行ってください。 

 提出場所 津市消防本部消防総務課 

 入札参加者は、入札後において、仕様書等（仕様書、関係書類、図面、

現場がある場合はそれらを含む。）についての不明を理由として異議を申し

立てることができないため、質問がある場合は、上記のとおり期限までに質

問書を提出してください。 

５ 質疑等に対する回答 

  質疑等に対する回答は、平成２５年７月１２日から同月１７日まで(土日

祝日を除く)の期間に、回答書を津市消防本部消防総務課で配付します。 

  回答に当たっては、質疑等を行った者の名称等は公表しません。また、意 

 見の表明と解されるものについては、回答しない場合があります。 

  なお、回答に対する再度の質問は認めませんので、質問書には質問内容を 

 明確に記載し提出してください。 

６ 入札参加資格の確認等 

 本件の条件付一般競争入札に参加しようとする者は、入札参加申込書等

を提出し、入札参加資格の確認を受けなければなりません。 

  ア 提出期限  平成２５年７月１９日 午後５時１５分まで 

  イ 提出場所  津市消防本部消防総務課 

  ウ 提出方法  持参によるものとし、郵送によるものは受け付けません。 

 提出書類 

   津市条件付一般競争入札参加申込書 

 入札参加資格の審査結果については、参加申し込みのあった者全員に文

書により通知します。 

７ 入札及び開札の日時 

  平成２５年７月２６日 午前１０時３０分から 

８ 入札及び開札の場所 



  津市消防本部会議室（２階） 

９ 入札保証金 

  免除 

10 入札の無効 

  規則第１９条各号のいずれかに該当する入札は無効とします。 

11 契約保証金 

  契約金額の１００分の１０以上。 

ただし、規則第２８条第１項各号のいずれかに該当する場合は免除としま

す。 

12 その他の注意事項 

 指定の入札書により、仕様書に基づき入札金額等を記載の上、封書し、

件名、入札者の商号（名称）を記入し、入札を行ってください。 

 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税対象事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を

入札書に記載してください。 

なお、落札は、予定価格の範囲内で最低価格入札者とします。 

 再度入札を行う場合がありますので、入札書の予備を用意してください。 

 最低価格入札者が２者以上の場合は、くじ引きにより落札者を決定しま 

す。 

 落札者は、仮契約締結までに落札金額の根拠となった積算内訳書を提出 

してください。 

 この契約の締結については、議会の議決を要するものであるため、落札 

後速やかに仮契約を締結し、当該議決を経た後直ちに本契約とします。 

 この入札に係る費用は、すべて入札参加者の負担とします。 

 天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができないときは、 

入札を延期又は中止することがあります。 

 その他、入札参加者は、別添「条件付一般競争入札参加者心得」に留意 

の上、入札を行ってください。 



 【問い合わせ先】 

              津市消防本部 消防総務課企画調整担当 

              電話番号 ０５９－２５４－０３５２ 

              ＦＡＸ  ０５９－２５６－７７５５ 

































































津市公告第１０９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２５年７月４日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２５年６月２８日

２ 抑留期間 平成２５年７月５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 

河芸町中別

保 

雑種 白 雌 中型 
９１日

以上 
首輪あり 

２ 
津市 

半田 
雑種 茶 雌 中型 

９１日

以上 
首輪なし 

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１１０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２５年７月８日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２５年６月２８日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市久居野村町字八丁８１６番１ほか２筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  松阪市中央町３８４－１ 

  株式会社オーミヤ建設 

代表取締役 西岡 英之 



津市公告第１１１号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定によ

り公告します。

  平成２５年７月１０日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市公告第１１２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２５年７月１１日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２５年７月１０日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市久居野村町字生子８９１番２ほか１８筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市桜橋二丁目１７８－１ 

  大和ハウス工業株式会社三重支店 

支店長支配人 服田 康之 



津市水道局公告第９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２５年７月８日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎  

記 

別紙のとおり 























津市選挙管理委員会告示第４９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（平成１６年法律第５９号）第４条第

１項及び第５条第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５条第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２５年津市選挙管理委員会告示第３９号は、廃止する。

  平成２５年７月３日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ ５０分の１の数       ４，６１０人 

２  ６分の１の数     ３８，４１６人 

３  ３分の１の数     ７６,８３１人



津市選挙管理委員会告示第５０号

 平成２５年７月２１日執行の参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表

選出議員選挙における開票の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６４条の規定により告示する。

  平成２５年７月４日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 開票の場所  津市安濃中央総合公園内体育館  

２ 開票の日時  平成２５年７月２１日 午後９時３０分から 



津市選挙管理委員会告示第５１号

 平成２５年７月２１日執行の参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表

選出議員選挙おける開票管理者及び開票管理者に事故があり、又は開票管理者

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６８条の規定により告示する。

  平成２５年７月４日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 開票管理者

     住 所  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

     氏 名  坂 口 賢 次

２ 開票管理者に事故があり、又は開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

     住 所  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

     氏 名  鈴 木 捷 功



津市選挙管理委員会告示第５２号

 平成２５年７月２１日執行の参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表

選出議員選挙における開票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６２条第６

項の規定により告示する。

  平成２５年７月４日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

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２５年７月１８日 午後５時３０分



津市選挙管理委員会告示第５３号

 平成２５年７月２１日執行の参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表

選出議員選挙おける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４１条第１項の規定により告示する。

  平成２５年７月４日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 別紙のとおり



地域  投票区  投　票　所　名　称　・　施　設 所　　　　　在　　　　　地

1  津市社会福祉センター 津市丸之内２７番１０号

2  津市立養正小学校  体　育　館 津市丸之内養正町１４番１号

3  津市相愛保育園 津市相生町７７番地

4  津市立敬和小学校  体　育　館 津市中河原４４５番地

5  津市敬和公民館 津市寿町２１番２２号

6  津市橋南会館 津市船頭町津興１５３５番地２７

7  津市阿漕塚記念館 津市柳山津興６２２番地

8  津市立育生小学校  会　議　室 津市下弁財町津興１３５０番地

9  津市立橋南中学校 木　工　室 津市上弁財町津興２５３７番地４

10  津市ふれあい会館 津市本町３５番３号

11  津市橋南公民館 津市幸町１８番２２号

12  名古屋文化学園津幼稚園 津市南新町２番9号

13  津市立新町小学校  会　議　室 津市八町三丁目３番１号

14  津市立西橋内中学校  被　服　室 津市東古河町７番１号

15  三重大学附属幼稚園 津市観音寺町５２３番地

16  三重県栄町庁舎（旧三重県民サービスセンター） 津市栄町一丁目９５４番地

17  津市立南立誠小学校 会　議　室 津市桜橋二丁目３９番地

18  津市アストプラザ  ４階研修室A 津市羽所町７００番地

19  津市津西会館 津市一身田上津部田１３５５番地５

20  津市立西が丘小学校  体　育　館 津市長岡町８００番地４３７

21  上浜団地集会所 津市上浜町四丁目49番地

22  津市立北立誠小学校  体　育　館 津市江戸橋一丁目３０番地

23  津市立雲出幼稚園 津市雲出本郷町１１６５番地

24  津市城山会館 津市城山二丁目２０番３号

25  津市南郊公民館 津市高茶屋三丁目２５番６号

26  三重県工業研究所 津市高茶屋五丁目５番４５号

27  津市立藤水小学校  体　育　館 津市藤方１６２７番地

28  津市南が丘会館 津市垂水２８８２番地１

29  津市立南が丘小学校  体　育　館 津市垂水２５３８番地１

30  津市立神戸小学校  体　育　館 津市神戸３３２番地１

31  泉ヶ丘集会所 津市野田２１番地７９２

32  津市立片田小学校  体　育　館 津市片田井戸町２２番地

33  津市立櫛形小学校  教　　　室 津市分部１２１１番地１

34  津市立安東小学校  体　育　館 津市納所町２４５番地

35  緑の街集会所 津市河辺町３５１１番地７

36  津市立一身田小学校  体　育　館 津市一身田大古曽３５５番地

37  津市一身田公民館 津市一身田町２９３番地３

38  豊野会館 津市一身田豊野１４０６番地４７９

39  町屋会館 津市栗真町屋町７１４番地１

40  津市栗真保育園 津市栗真小川町２７４番地

41  津市白塚公民館 津市白塚町５２０５番地

42  津市白塚市民センター 津市白塚町２１１１番地

43  白塚団地第２自治会集会所 津市白塚町５８番地１５

44  津市立大里小学校 会　議　室 津市大里窪田町１８２１番地

45  津市高野尾転作促進技術研修所 津市高野尾町５４１７番地

46  津市豊が丘会館 津市高野尾町３００６番地４２９

47  中別保公民館 津市河芸町中別保２０３４番地３

48  津市立豊津小学校  体　育　館 津市河芸町一色１６８０番地

49  津市立上野小学校  体　育　館 津市河芸町上野２９６３番地

50  東千里公民館 津市河芸町東千里７５９番地

51  津市立千里ヶ丘小学校  体　育　館 津市河芸町千里ヶ丘１３番地

52  津市立黒田小学校  体　育　館 津市河芸町北黒田１０９番地１

53  南黒田公民館 津市河芸町南黒田４４２番地１

54  三行地区農業構造改善センター 津市河芸町三行１２２８番地１

55  津市芸濃総合文化センター ホール 津市芸濃町椋本６８２４番地

56  津市立明小学校 体　育　館 津市芸濃町林325番地

57  旧安西小学校 津市芸濃町北神山310番地

58  津市雲林院福祉会館 津市芸濃町雲林院1019番地

59  津市落合の郷 管　理　棟 津市芸濃町河内900番地

60  津市美里ふるさと資料館 津市美里町北長野１４４５番地

61  津市立高宮公民館 津市美里町足坂５６０番地２

62  津市立みさと幼稚園 津市美里町家所２０５４番地

津

河芸

芸濃

美里

1



地域  投票区  投　票　所　名　称　・　施　設 所　　　　　在　　　　　地

63  津市草生公民館 多目的ホール 津市安濃町草生4249番地1

64  津市村主公民館 多目的ホール 津市安濃町連部69番地1

65  津市安濃公民館 多目的ホール 津市安濃町内多3653番地

66  津市明合公民館 研　修　室 津市安濃町粟加978番地

67  津市久居庁舎 １階ロビー 津市久居東鷹跡町２４６番地

68  津市立誠之小学校 体　育　館 津市久居西鷹跡町４２４番地

69  津市立成美小学校 体　育　館 津市久居新町737番地

70  津市立立成小学校 大会議室 津市久居野村町５６０番地

71  久居さくらが丘集会所 津市久居桜が丘町１８１３番地５

72  津市立密柑山幼稚園 津市久居北口町５５４番地２

73  津市北部保育園 津市久居北口町８５９番地３

74  津市元町地区集会所 津市久居元町２０９９番地２

75  津市須ヶ瀬構造改善センター 津市須ヶ瀬町１６１０番地７

76  木造区集会所 津市木造町１５８１番地

77  津市桃園情報センター 津市新家町１３６５番地５

78  津市こべき保育園 津市久居元町２３１４番地１７

79  津市立戸木小学校 体　育　館 津市戸木町８８０番地

80  津市七栗産業会館 津市庄田町５１７番地１

81  津市立栗葉幼稚園 津市森町２８４番地１

82  一色公会所 津市久居一色町７６６番地２

83  下稲葉公会所 津市稲葉町２００番地

84  上稲葉ふれあい会館 津市稲葉町２７６４番地１

85  津市榊原農民研修所 津市榊原町５１０４番地

86  津市下村教育集会所 津市榊原町８１６１番地２

87  寺野垣内集会所 津市榊原町４６９６番地１

88  津市榊原上教育集会所 津市榊原町１０２９５番地１

89  津市香良洲公民館 津市香良洲町１８７６番地１

90  津市立香海中学校 体　育　館 津市香良洲町１２８番地

91  井生公会所 津市一志町井生２６９１番地

92  津市大井公民館 津市一志町大仰２１７番地１

93  井関公会所 津市一志町井関１５５０番地

94  津市波瀬ふれあい会館 津市一志町波瀬２２３２番地２

95  室の口公民館 津市一志町波瀬６４０１番地８

96  津市川合文化会館 津市一志町八太４２０番地４

97  津市庄村集会所 津市一志町庄村２４４番地１

98  津市高岡老人憩いの家 津市一志町高野１３２１番地１

99  津市一志高岡公民館 ホール 津市一志町田尻６０５番地２

100  津市一志体育館 サブアリーナ 津市一志町高野１６０番地７２８

101  津市小山集会所 津市一志町小山４０１番地１

102  虹が丘集会所 津市一志町虹が丘５番地７

103  津市元取公民館 津市白山町城立３０５番地

104  津市立家城小学校 体　育　館 津市白山町南家城６４７番地

105  津市立川口小学校 体　育　館 津市白山町川口１９９１番地

106  津市大三農村集落多目的共同利用施設 ホール 津市白山町二本木1001番地253

107  津市三ケ野集会所 津市白山町三ケ野２７７３番地１

108  津市倭公民館 津市白山町中ノ村５８１番地

109  津市八ツ山農村集落多目的共同利用施設 ホール 津市白山町八対野９９４番地１

110  津市竹原多目的集会所 津市美杉町竹原２８２１番地

111  津市美杉総合開発センター 津市美杉町八知５８２８番地１

112  津市太郎生多目的集会所 津市美杉町太郎生２１２０番地

113  下太郎生中農業集落多目的集会所 津市美杉町太郎生４４７３番地３

114  津市伊勢地地域住民センター 津市美杉町石名原１６８１番地

115  津市八幡地域住民センター 津市美杉町奥津１２８８番地８

116  津市美杉高齢者婦人センター「しゃくなげ会館」 津市美杉町川上３３７２番地

117  津市丹生俣多目的集会所 津市美杉町丹生俣１３６０番地２

118  津市多気地域住民センター 津市美杉町上多気１０３１番地

119  津市下之川地域住民センター 津市美杉町下之川６１１５番地

計

香良洲

一志

白山

美杉

安濃

久居
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津市選挙管理委員会告示第５４号

 平成２５年７月２１日執行の参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表

選出議員選挙おける選挙期日の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公職選

挙法（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び同施行令第２４条第１

項の規定により次のとおり選任したので、同施行令第２５条の規定により告示

する。

  平成２５年７月４日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 別紙のとおり



氏名 住所 氏名 住所

1 前田　健 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 三宅　正則 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

2 吉住　充弘 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤具　佐奈江 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

3 岸田　慶仁 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 倉谷　直樹 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

4 浅生　伸之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中津　宜大 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

5 家城　覚 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中原　賢二 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

6 瀧　宣彦 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 森平　敦史 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

7 坂倉　誠 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 紀平　浩司 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

8 藤田　善樹 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷口　浩規 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

9 中井　征喜 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡林　洋子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

10 松田　孝行 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松井　誠 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

11 出口　真也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 加藤　充孝 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

12 木下　一大 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 古市　和久 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

13 濵田　耕二 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山口　尚利 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

14 山口　滋人 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 片岡　伸介 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

15 前田　裕久 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木　弘一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

16 櫻井　隆弘 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 川北　江利子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

17 奥田　寛次 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山本　直規 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

18 江﨑　浩昭 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤森　美穂子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

19 森　康浩 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 野村　三枝 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

20 真柄　利光 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中川　裕也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

21 橋本　知巳 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 脇田　光之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

22 澤口　太 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 宮本　達也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

23 福井　泰宏 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 濱村　章史 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

24 戸上　喜之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中西　俊之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

25 山本　裕介 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 辻岡　和也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

26 草深　寿雄 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡﨑　篤史 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

27 宮田　雅司 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 橋本　直樹 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

28 米山　浩之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 川邊　純二 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

29 中村　光司 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 西澤　幸生 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

30 鎌田　健一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷中　勝則 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

31 川邊　勝利 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 西牟田　清文 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

32 武川　明広 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 黒川　浩伸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

33 三松　正幸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木　宏明 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

34 坂越　健二 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 増田　繁樹 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

35 中西　友幸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 原田　浩治 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

36 藤井　孝則 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　巧 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

37 川原田　吉光 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 服部　顕 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

38 小宮　伸介 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 髙木　伸幸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

39 藤井　政弘 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 赤塚　真一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

40 伊藤　伸一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 落合　勝利 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

41 水谷　隆彦 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 濵口　淑子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

42 西口　哲司 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 濵口　忠成 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

43 加藤　雅司 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 酒井　亮 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

44 小菅　武 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岩野　伸郎 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

45 伊藤　英明 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 樽井　裕信 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

46 勝田　秀貴 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 西川　誠 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

47 倉田　和実 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 若林　麻衣子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

48 大西　寛章 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 清水　克真 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

49 岡　則幸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 丹羽　敬二 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

50 駒田　好彦 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　啓太 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

51 倉田　猛司 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長井　新治 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

52 長谷川　厚志 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 髙橋　豊人 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

53 笠井　洋幸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 青　百合恵 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

投票区
投票管理者 職務代理者



氏名 住所 氏名 住所
投票区

投票管理者 職務代理者

54 松下　貴史 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木　たか子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

55 藤谷　弘一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 木下　信人 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

56 佐野　雅彦 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林　孝弘 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

57 豊濱　博幸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 油田　秀紀 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

58 松本　良由喜 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松本　公伸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

59 落合　毅人 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 吉川　雅德 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

60 小川　幸則 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 辻本　恵子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

61 谷口　竜二郎 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 不破　孝幸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

62 小林　玉季 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 今井　一則 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

63 紀平　久樹 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 紀平　浩司 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

64 若林　勤也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　秀和 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

65 長谷川　稔 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 荒木　康 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

66 宮田　真伸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 新屋　吉隆 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

67 鈴村　正純 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山口　直美 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

68 前田　達 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前川　秀樹 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

69 大西　直彦 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷口　弘明 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

70 海津　正周 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山口　隆司 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

71 伊藤　美智 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 多門　伸浩 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

72 松下　浩己 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 森川　浩好 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

73 川合　芳明 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷口　大悟 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

74 上野毛戸　いずみ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 村田　展拡 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

75 南条　弥生 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 高士　健一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

76 垣野　哲也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 大西　康裕 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

77 下里　秀紀 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 真田　貴之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

78 橋本　剛至 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 関岡　宏幸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

79 松永　正春 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 大井　清 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

80 岸江　一浩 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 佐野　隆之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

81 中村　哲也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小坂　明子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

82 木村　みどり 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 渡邉　進 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

83 西山　直美 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松島　正則 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

84 水野　浩哉 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 西山　正廣 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

85 山出　正己 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中山　貴博 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

86 森　孝之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長谷川　勝由 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

87 小瀬古　桂子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山川　隆宏 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

88 水谷　勉 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 横山　美紀子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

89 伊藤　哲也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岩城　孝 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

90 奥野　昌也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小野　真裕 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

91 伊勢野　久好 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 町野　倫也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

92 藤田　定彦 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 木村　進治 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

93 片山　公子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鯖戸　嘉典 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

94 辻村　繁之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 宮路　さち子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

95 松室　晃 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 平山　恭浩 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

96 森澤　啓 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 成相　公洋 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

97 中廣　保治 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 舘　伸明 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

98 長江　英明 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長脇　弘幸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

99 鈴木　正則 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 加賀　康介 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

100 森田　徹 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 竹内　俊晴 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

101 前田　博之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小津　哲也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

102 奥野　芳章 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 徳井　孝文 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

103 辻岡　賢二 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 嶋田　浩幸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

104 飯田　精一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中西　智徳 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

105 大川　祐喜 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 廣瀬　みすず 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

106 松田　正義 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　宏樹 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇



氏名 住所 氏名 住所
投票区

投票管理者 職務代理者

107 木村　重好 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 瀬田　義久 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

108 伊藤　勲 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 村山　昌之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

109 細井　勝義 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 西川　直希 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

110 溝口　咲子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 奥村　昌弘 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

111 水谷　明 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木　逸子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

112 井上　博之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 廣田　耕次 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

113 今井　啓人 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 今井　博之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

114 佐野　栄志 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松本　巧也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

115 藤田　千晃 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 石淵　誠人 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

116 藤田　泰大 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 佐野　千奈 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

117 芝山　秀樹 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 磯田　秀和 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

118 菊田　文雄 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 木下　誠 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

119 澤　栄理子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 芝山　弘行 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇



津市選挙管理委員会告示第５５号

 平成２５年７月２１日執行の参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表

選出議員選挙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項による読み替え後の第４１条第１

項の規定により告示する。

  平成２５年７月４日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

期日前投票所名 
期日前投票所を 

設ける期間 
期日前投票所の場所 

投票できる選挙人が登載

されている選挙人名簿の

投票区 

第１期日前投票所 
平成２５年７月５日から 

同年７月２０日まで 

津市本庁舎８階 

 大会議室Ｂ 
第１～第１１９投票区 

第２期日前投票所 
平成２５年７月５日から 

同年７月２０日まで 

津市河芸庁舎１階 

 防災研修室 
第１～第１１９投票区 

第３期日前投票所 
平成２５年７月５日から 

同年７月２０日まで 

津市芸濃庁舎２階 

 防災会議室 
第１～第１１９投票区 

第４期日前投票所 
平成２５年７月５日から 

同年７月２０日まで 

津市美里庁舎１階 

 会議室 
第１～第１１９投票区 

第５期日前投票所 
平成２５年７月５日から 

同年７月２０日まで 

津市安濃庁舎２階 

 会議室１・２ 
第１～第１１９投票区 

第６期日前投票所 
平成２５年７月５日から 

同年７月２０日まで 

津市久居庁舎４階 

 多目的室 
第１～第１１９投票区 

第７期日前投票所 
平成２５年７月５日から 

同年７月２０日まで 

津市香良洲公民館１階 

 大会議室 
第１～第１１９投票区 

第８期日前投票所 
平成２５年７月５日から 

同年７月２０日まで 

津市一志庁舎１階 

 住民活動室 
第１～第１１９投票区 

第９期日前投票所 
平成２５年７月５日から 

同年７月２０日まで 

津市白山庁舎２階 

 ２０３会議室 
第１～第１１９投票区 

第 10 期日前投票所 
平成２５年７月５日から 

同年７月２０日まで 

津市美杉総合開発センタ

ー１階  会議室 
第１～第１１９投票区 



津市選挙管理委員会告示第５６号

 平成２５年７月２１日執行の参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表

選出議員選挙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公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第４８条の２第２項の規定により読み替えて適

用される同法第３７条第２項及び同施行令第２４条第１項の規定により次のと

おり選任したので、同施行令第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２５年７月４日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 別紙のとおり



氏　名 氏　名
7月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡本　祐次 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 瀧　宣彦
7月6日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中川　幹夫 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇松下　裕輔
7月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 川井　正美 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林　大介
7月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 阿曽　正夫 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 篠原　一博
7月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡　静美 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長谷川　美穂子
7月10日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 佐野　繁 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　巧
7月11日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 須山　美智子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇竹谷　吉聡
7月12日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中川　幹夫 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木　宏明
7月13日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 奥山　貴治 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 日比　孝明
7月14日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡本　祐次 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 村田　雅章
7月15日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 川井　正美 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長谷　祥元
7月16日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 須山　美智子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 江角　綾子
7月17日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中村　桂子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇畑　克典
7月18日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中川　幹夫 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 野田　遊喜
7月19日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 阿曽　正夫 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷口　辰也
7月20日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 奥山　貴治 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 笹井　新子

氏　名 氏　名
7月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 河戸　一 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 猪飼　康弘
7月6日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木　捷功 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松下　貴史
7月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長井　三喜夫 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 丹羽　謙二
7月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 河戸　一 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 稲垣　素子
7月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長井　喜久 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 草深　寿雄
7月10日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木　捷功 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 庄村　典子
7月11日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 河戸　和治 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 伊藤　伸一
7月12日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 河戸　一 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 杉野　浩也
7月13日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木　捷功 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 小野　慎一
7月14日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 相松　正美 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 畑　育代
7月15日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長井　喜久 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 西口　哲司
7月16日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長井　三喜夫 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡　孝充
7月17日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 河戸　一 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 稲垣　典夫
7月18日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 河戸　和治 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 稲垣　素子
7月19日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木　捷功 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 高橋　祥公
7月20日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長井　三喜夫 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 今村　義正

氏　名 氏　名
7月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中村　嘉次 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 木下　信人
7月6日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　文吾 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　弘一
7月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 林　信郎 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇村井　雅道
7月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 篠原　義生 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 木下　信人
7月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 林　信郎 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇松本　公伸
7月10日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　文吾 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　徳秋
7月11日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 林　信郎 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤谷　弘一
7月12日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 篠原　義生 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 佐野　雅彦
7月13日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中村　嘉次 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 佐野　雅彦
7月14日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　文吾 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 浅井　恵子
7月15日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中村　嘉次 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 駒田　勝巳
7月16日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 篠原　義生 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 才戸　めぐみ
7月17日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　文吾 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木　秀昭
7月18日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中村　嘉次 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中村　良訓
7月19日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 林　信郎 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 滝沢　隆喜
7月20日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 篠原　義生 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 駒田　勝巳

氏　名 氏　名
7月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 若浪　常 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷口　弘明
7月6日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 吉川　一生 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 細野　雅司
7月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 高岡　俊明 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤田　行正
7月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山原　敏昭 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 細野　雅司
7月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池村　博 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　啓太
7月10日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 増井　みどり 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林　孝弘
7月11日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷口  松雄 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 吉川　雅徳
7月12日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 吉川　一生 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山川　稔也
7月13日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 高岡　俊明 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤田　行正
7月14日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 増井　みどり 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷口　竜二郎
7月15日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 若浪　常 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林　玉季
7月16日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池村　博 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤川　龍作
7月17日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山原　敏昭 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 峰田　敏也
7月18日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中森　長郎 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 吉川　雅徳
7月19日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷口  松雄 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林　孝弘
7月20日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中森　長郎 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 宮田　真伸

投票管理者 職務代理者

投票管理者 職務代理者

第１期日前投票所

職務を行う
べき日

第２期日前投票所

職務を行う
べき日

職務代理者
住　所

住　所 住　所

投票管理者
住　所

住　所 住　所

投票管理者 職務代理者

第３期日前投票所

職務を行う
べき日

第４期日前投票所

職務を行う
べき日 住　所 住　所



氏　名 氏　名
7月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 紀平　芳久 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 若林　厚子
7月6日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　肇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 紀平　浩司
7月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小泉　秀善 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 内藤　健次
7月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 紀平　芳久 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　章
7月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小泉　秀善 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松島　明彦
7月10日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　肇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 内藤　健次
7月11日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 黒川　司 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 野田　重實
7月12日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 野田　隆夫 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 新屋　吉隆
7月13日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 杉本　弘 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小柴　恵美子
7月14日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 篠原　百利 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　章
7月15日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 倉田　則文 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 糸川　綾子
7月16日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 野田　隆夫 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 若林　厚子
7月17日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 杉本　弘 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 紀平　久樹
7月18日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 篠原　百利 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小宮　克之
7月19日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 倉田　則文 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松島　明彦
7月20日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 野田　隆夫 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 若林　厚子

氏　名 氏　名
7月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 下井　宗男 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 高士　健一
7月6日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 西川　政良 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　康一
7月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 森　正美 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　康一
7月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 奥山　龍也 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 伊勢野　久好
7月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 久世　眞澄 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 浅見　寿明
7月10日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中島　久 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 高士　健一
7月11日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 西川　政良 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 伊勢野　久好
7月12日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 箕田　伸夫 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小津　哲也
7月13日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 上野　豊 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　康一
7月14日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池田　博昭 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　康一
7月15日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 下井　宗男 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　康一
7月16日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中島　久 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 野村　日鶴
7月17日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 森　正美 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 橋本　知巳
7月18日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 西尾　明 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小津　哲也
7月19日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 上野　豊 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中村　哲也
7月20日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池田　博昭 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 堤　佳代

氏　名 氏　名
7月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 倉田　一幸 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中山　隆司
7月6日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 土性　正一 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 東山　準也
7月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 久田　英子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小津　充弘
7月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　正美 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 八太　伸介
7月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 倉田　一幸 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 北浦　雅代
7月10日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 土性　正一 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 東山　準也
7月11日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 久田　英子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 八太　伸介
7月12日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　正美 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 北山　良樹
7月13日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 倉田　一幸 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤川　圭司
7月14日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 土性　正一 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 東山　準也
7月15日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 久田　英子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 東山　準也
7月16日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　正美 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 八太　伸介
7月17日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 倉田　一幸 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 東山　準也
7月18日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 土性　正一 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 高橋　純也
7月19日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 久田　英子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 東山　準也
7月20日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　正美 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中山　隆司

氏　名 氏　名
7月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 徳田　博之 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　佳基
7月6日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池田　節子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　佳基
7月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　久志 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　博之
7月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 徳田　博之 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　佳基
7月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 徳田　博之 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　博之
7月10日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　久志 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　博之
7月11日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 徳田　博之 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 辻井　美有樹
7月12日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池田　節子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　博之
7月13日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池田　節子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　佳基
7月14日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　久志 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　博之
7月15日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　久志 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　佳基
7月16日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池田　節子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　博之
7月17日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池田　節子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　佳基
7月18日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 徳田　博之 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　博之
7月19日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池田　節子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 辻井　美有樹
7月20日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　久志 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　博之

第６期日前投票所

職務を行う
べき日

第５期日前投票所

職務を行う
べき日

投票管理者 職務代理者
住　所 住　所

投票管理者 職務代理者

第８期日前投票所

職務を行う
べき日

投票管理者 職務代理者

住　所 住　所

住　所 住　所

住　所 住　所

投票管理者 職務代理者

第７期日前投票所

職務を行う
べき日



氏　名 氏　名
7月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 上嶋　勝哉 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林　俊之
7月6日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 多上　光久 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 伊藤　勲
7月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 竹田　秀隆 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 細井　勝義
7月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 川上　英生 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇村山　昌之
7月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 諸木　洋巳 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松田　正義
7月10日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 上嶋　千利 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤川　圭司
7月11日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 今井　直毅 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 飯田　精一
7月12日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 川井　春生 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 細井　勝義
7月13日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 永岡　矢太郎 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松田　正義
7月14日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 上嶋　勝哉 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 飯田　精一
7月15日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 多上　光久 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 嶋田　浩幸
7月16日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 諸木　洋巳 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林　俊之
7月17日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 川井　春生 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 嶋田　浩幸
7月18日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池田　昌司 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 飯田　精一
7月19日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 宇川　孝 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤川　圭司
7月20日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中山　大藏 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松田　澄子

氏　名 氏　名
7月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡田 郁子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 芝山 由佳子
7月6日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 横谷 周 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 磯田 秀和
7月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 深田 萬里子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 芝山 由佳子
7月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 大西 順子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 波多野 裕三
7月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中 通禮 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松本 巧也
7月10日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤田 清志 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松永 邦彦
7月11日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 横谷 周 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤 正樹
7月12日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡田 郁子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 波多野 裕三
7月13日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤田 清志 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松永 邦彦
7月14日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中 通禮 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 向田 早永
7月15日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 深田 萬里子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松本 巧也
7月16日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡田 郁子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 向田 早永
7月17日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤田 清志 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 芝山 弘行
7月18日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中 通禮 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 今井 啓人
7月19日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 大西 順子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 磯田 秀和
7月20日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 横谷 周 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 今井 啓人

第１０期日前投票所

職務を行う
べき日

投票管理者 職務代理者
住　所 住　所

投票管理者 職務代理者
住　所 住　所

第９期日前投票所

職務を行う
べき日



津市選挙管理委員会告示第５７号

 平成２５年７月２１日執行の参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表

選出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

変更したので、公職選挙施行令（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２５年７月４日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

別紙のとおり



期日前投票管理者

第４期日前投票所

職 務 を 行
うべき日

辞任する者 新たに選任する者

7 月 14 日 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

増井 みどり

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

中森 長郎

期日前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

第７期日前投票所

職 務 を 行
うべき日

辞任する者 新たに選任する者

７月５日
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

中山 隆志

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

北山 俊一


