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仕事と家庭、どっちも大事！！
自転車・バイクは自転車等駐車場へ
火災の増える季節に備えて
Photo ホット ほっと
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情報最前線
各種お知らせ
まちの伝言板など
緊急医など

書のまち春日井

穏やかな好天に恵まれた「体育の日」。総合体育館とサンフロッグ春日井で「わくわく体験！
Ａｃｔｉｖｅ Ｓｐｏｒｔｓ」が行われ、子どもからお年寄りまで多くの皆さんが来場しました。レクリエー
ションスポーツに挑戦する「レッツチャレンジコーナー」などいろいろなニュースポーツを体験
し、友達同士や家族連れでスポーツの秋を満喫していました。

春日井の魅力シリーズvol.1



今からさかのぼること約１１００年、三跡の一人として名高い小野道風が誕生しまし
た。道風が誕生した地はここ春日井であると言い伝えられており、市では「書の
まち春日井」をキャッチフレーズに書道文化の振興に力を入れています。今回の
特集では、市が全国に発信している「書のまち春日井」について紹介します。 

　遣隋使で有名な小野妹子や、百人一首に歌
を残す小野篁（たかむら）の子孫にあたり、平
安時代中期（西暦894年）に、現在の松河戸町で
生まれ、10歳のころ京に上ったとされています。
その後、醍醐天皇に書の腕前を認められ、公
文書の清書などを担当しました。道風は、中
国の王羲之の生まれ変わりと言われましたが、
中国風の書を学んで和様の書（日本風の書）を
創始しました。道風と、和様の書を受け継い
で完成させた藤原佐理、藤原行成は三跡と称
されています。書風は優美で人間味あふれる
筆遣いが特徴といえます。紫式部の「源氏物語」
にも道風の書に関わるくだりが出てくること
からも、当時、道風の書風の人気が高かった
ことがうかがわれます。 

一口メモ・三筆と三跡 
平安時代の初期に優れた書を書いた空海、嵯峨
天皇、橘逸勢の3人を三筆といいます。三筆の書
は中国風で、三跡の書とはかなり違っています。 

　市内に点在
するフォリー。
三ツ又ふれあ
い公園のフォ
リーは「柳とカ
エル」をモチー
フにしたもの
です。 

小野道風像（観音寺蔵） 　小野道風が傘をさし、柳の
枝に跳びつこうとしているカ
エルを見つめる絵をどこかで
見たことがあるかもしれませ
ん。この図は道風にまつわる
逸話に基づいており、雨の日、
垂れた柳の枝目がけて懸命に
跳ぶカエルを見て、「跳びつけるわけはないの
に…」と思っていたところ、ある瞬間、カエル
が枝に跳びつくことができ、道風は、限界と
思っていることも努力次第で超えることがで
きると悟ったとされています。「蛙から　ひょ
いと悟って　書き習い」と古川柳に詠まれ、戦
前には教科書に取り上げられていたことから、
中高年の皆さんにはよく知られていると思い
ますが、若い世代にもぜひ伝えていきたい話
です。 

春日井の魅力シリーズVol.1

揮毫大会の様子 

審査の様子 
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　「かすがいオペラ小野道風・しずく柳」が制作
され、愛知万博などで公演されました。 

　小野道風公遺徳顕彰会の主催により、
昭和11年からの歴史を持つ書道大会で、
太平洋戦争や伊勢湾台風の被害にあって
も絶えず続けられてきました。県内の小
中学校から選出された各学年の代表2人
が参加し、課題の字句を手本なしでその
場で書きます。初回からの優秀作品は小
野小学校に保存され、書道教育史の変遷
を知るうえでも貴重な資料になっています。 

　道風記念館が開館以来行っている全国公募の
書道展であり、課題の道風筆・伝道風筆の書の
原寸大臨書作品を募集し、一般部優秀に選ばれ
た作品は同記念館で永年保存しています。 
と　き　平成22年1月15日（金）～2月7日（日）午
　　　　前9時～午後4時30分 
ところ　道風記念館 

揮毫大会の様子揮毫大会の様子 

審査の様子審査の様子 

揮毫大会の様子 

審査の様子 
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企画展「おののとうふう」道風くん修行場にて 

１１月１３日（金）から特別展が始まります。詳しくは 
１６ページを見てください。 

　道風記念館は、全国的にも数少ない書道専門の美
術館です。「伝小野道風筆本阿弥切」「伝小野道風筆
八幡切」をはじめ約2400点の書を収蔵し、道風筆の
古筆（複製）などを常設展示しており、道風の書風
に触れることができます。また、書に関する展覧
会などさまざまな行事を行っており、市民の皆さ
んが書道文化を身近に感じることができます。 

　道風記念館付近
一帯は小野道風公
誕生伝説地としての、
道風にまつわるス
ポットがいくつか
あります。 

道風の像、筆塚（使い古した筆を
供養する塚）があります。 

観音寺 

この辺りが道風の屋敷跡だった
と伝えられています。 

小野社 
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　書は極めようとすればその道は厳しく険しいものですが、わた
したちはもっと気軽に書に親しんでもいいのかもしれません。毛
筆を手に取って、年賀状や書き初めを書いてみる、あるいは「○
○のために」という気持ちを横に置いて、無心に書いてみる、と
いう取り組みもいいかもしれません。 
　「書のまち春日井」は皆さんの心の中にあります。 

道風くんはどこに行っても大人気 

■額面８０円 
　１０枚セット 
　１２００円 

５００円 

（１１月１日から） 

※市役所情報コーナーでも販売しています 

４００円 

２００円 ２００円 

５００円 ５０円 

■額面５０円 
　１０枚セット 
　９００円 

ピンバッジ 

漢字練習帳 自由帳 オリジナルフレーム切手 

クリスタル文鎮 プチタオル 鉛筆 

限定！
 

限定！
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～住宅の耐震診断
　　 ・改修をしましょう

～ワーク・ライフ・バランスで生き生きとした毎日を

共働き世帯が増加している中、男女を問わず、仕事と家庭を両立したライフスタイルを求めている人が増え
てきています。これは仕事と家庭をうまく両立してこそ、生き生きとした毎日が過ごせると考える人が多い
からでしょう。そこで、市内でワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭の調和）を図りながら働いている人に
話を伺いました。

市ではワーク・ライフ・バランスについてのセミナーを行います。詳しくは14ページを見てください。

子育てを経験して仕事と家庭に張り合いが出ました
　SUNX㈱〈牛山町〉の生産企画課に勤務する畠中厚子さんは、昨年
5月から産児休暇を取り、女児を出産、7月から育児休暇制度を取得し、
今年5月下旬に職場復帰しました。仕事、家事、育児、すべてに前
向きに取り組んでいる畠中さんに、現在の心境を聞きました。

会社からはこんな声が…平成18年に育児休暇などの制度や職場環境を見直し、県から
ファミリー・フレンドリー企業（※）の認証を受けました。その後、育児休暇の取得者
が増え、結婚・出産による退職者が減りました。また、職場内に育児休暇に対する理
解も深まりました。
※仕事と育児、介護とを両立させるさまざまな制度を導入し、労働者が多様かつ柔軟
な働き方を選択できるような取り組みを行っている企業で、現在、市内に14社あります。

－育児休暇制度を使おうと思った理由は？
　両親が、遠方にいるので不安もありましたが、
出産した後も働こうと決めていました。夫も共
働きを続けることに賛成で、家事や育児に協力
的だったのでこの制度を使おうと思いました。
－周囲の反応はどうでしたか？
　会社でもすでに制度を活用している人がいて、
周囲にもすんなり受け入れられました。また、
職場復帰の際も休暇前と同じように迎えてくれ
ました。
－今はどのような勤務形態なのですか？
　子どもを保育園へ送迎するため、短時間勤務
制度を利用し、午前9時45分～午後4時30分の6
時間勤務をしています。

－仕事の調整はどうしていますか？
　毎朝、1日のスケジュールを立てて、時間内
に仕事を終わらせるように計画的に取り組んで
います。職場の人にも調整や協力をしてもらい
ながら、残業せず働かせていただいています。
－ワーク・ライフ・バランスを実践することで
生活に変化はありましたか？
 　育児時間が取れるよう、仕事も家庭も以前
よりも工夫して短時間にできるよう心掛けるよ
うになり、生活の中で時間がうまく使えるよう
になりました。今は、とても充実しています。
－今後、ワーク・ライフ・バランスを実践した
いと思っている人にメッセージはありますか？
　周りの環境が良かったこともありますが、子
育てと仕事を両立することで時間の使い方など、
より充実した生活が送れるのではないかと思い
ます。

男女共同参画推進月間パネル展 　11月は市の男女共同参画推進月間です。男女共同参画に関
する４コマ漫画や紙芝居、かるたなどの展示を行っています。

11 ／ 18（水）～ 23（祝）鷹来公民館
11／ 26（木）～ 30（月）市役所市民ホール

11／ 1（日）～ 5（木）東部市民センター
11／ 7（土）～ 15（日）レディヤンかすがい

、どっちも大事！！と仕事 家庭

問い合わせ▶男女共同参画課（☎85－6152）、経済振興課（☎85－6246）
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無料の駐車場…交通対策課(☎85－6051)
有料の駐車場…①JR春日井駅北口自転車等駐車場(☎82－1147)、②高蔵寺駅北口自転車駐
車場(☎51－5559)、③～⑦高蔵寺駅北口バイク駐車場(☎52－0355)、⑧⑨高蔵寺駅南口自転
車駐車場(☎51－7703)

問い合わせ▶

11月は放置自転車クリーンキャンペーン月間です。自転車やバイクが駅前や道路などに放置されると、緊
急車両や歩行者などの通行の支障になります。必ず自転車等駐車場に駐車しましょう。

名鉄小牧線やＴＫＪ城北線各駅周辺にも自転車等駐車場がありますので利用してください。
○駐車場ではマナーを守り、1台でも多く駐車できるよう、きちんと整列して置きましょう
○盗難防止のために、ワイヤー錠などでツーロックをしましょう

JR高蔵寺駅

新池

二反田
池

高蔵寺中

②②

③③
⑤⑤ ⑥⑥

⑦⑦

⑧⑧ ⑨⑨

②

③

④④④ ⑤ ⑥

⑦

⑧ ⑨

JR勝川駅

ルネック

ホテルプラザ勝川ホテルプラザ勝川ホテルプラザ勝川

かすがいげんきっ子センターかすがいげんきっ子センターかすがいげんきっ子センター

県道内津 ・ 勝川線

号

地蔵川

八光公園八光公園八光公園
大和公園大和公園大和公園

前や道路などに放置されると、緊

JR春日井駅 JR神領駅

春日井駅前
児童遊園

①①①

東
名
東
名
高
速
道
路

高
速
道
路

東
名
高
速
道
路

…自転車駐車場
…バイク駐車場
…自転車・バイク
　駐車場

※　　　 で囲まれたエリア
　にある駐車場は有料です
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　9月15日に大阪市で、放置されていた消火器が破裂し、近くにいた小学生の頭部を直撃して重体とな
る事故がありました。火災が多くなる季節に備え、消火器の正しい保管方法を学び、日常の点検を行
いましょう。

使用に耐えない変形

使用に耐えない鋭い傷

さびを落としても腐食の残るもの

溶接部とその周辺の腐食

あばた状の腐食

層状はく離の腐食

消火器は誰もが見やすく、使いやすい所に置きましょう。
雨、風にさらされる場所、湿気の多い場所などを避けてください。
次のような消火器は、処分（注）し、新しいものに交換してください。

消火器の取り扱いはここがポイントです！

あなたの家の消火器は大丈夫ですか？

　家庭で使用する消火器について、消防法では有
効期限は定めていませんが、日本消火器工業会は、
消火器の耐用年数を8年としています。また、使用
期限が過ぎた古いものや、期限内でも腐食したり、
傷、変形があるものは「いざ」という時に使えなか
ったり、本体が破裂して思わぬけがをしたりする
ことがあります。詳しくは製造メーカーに問い合
せてください。

火災の増える季節に備えて火災の増える季節に備えて火災の増える季節に備えて

　日ごろから、消火器を点検し、異常を発見した場合は絶対に使用しないでください。

（注）家庭で不用になった消火器は、燃やせないご
みや危険ごみとしては出せません。放射、解体な
どの処分を自ら行わず、 次のいずれかに問い合わ
せてください。
○取扱店や消防設備業者
○市による収集…清掃事業所（☎84－3211）
○市への持ち込み…クリーンセンター（☎88－0247）
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問い合わせ▶予防課（☎85－6383）

11月9日～15日は秋の火災予防運動
　11月9日（月）は119番の日です。火災が発生しやすい時季に毎年実施しています。火災を防ぐため、
・ガスコンロのそばを離れるときは、必ず火を消しましょう
・ストーブには、燃えやすいものを近づけないようにしましょう
・寝たばこは絶対にやめましょう
・火災からの逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置しましょう　

市少年消防クラブ防火作品を紹介します

火災の増える季節に備えて

　市少年消防クラブ防火作品を募集したところ、ポスター 245点、習字761点が寄せられ、次の4点が
市少年消防クラブ運営指導協議会の会長賞に選ばれました。

　少年のころから、普段の生活
の中で正しい火災予防の知識を
身に付け、将来、火災予防を習
慣として実行できる社会人にな
ってもらうために、昭和42年に
発足しました。現在54クラブ（市
内小学校39校・中学校15校）、
総員964人が登録しています。
主な活動は、県消防学校への1
日入校や総合防災訓練、消防出
初式への参加などです。

習字
の部

ポスタ
ーの部

市少年消防クラブって何？

防火作品入賞作品の展示

曽谷亜実（東野小5） 中田智也（押沢台小6）

吉本彩加（神屋小5） 小栗由梨乃（高座小6）

○

○

○

○

11/1（日）～ 6（金）
西部ふれあいセンター
11/9（月）～ 16（月）
市役所市民ホール
12/1（火）～ 7（月）
東部市民センター
12/8（火）～ 15（火）
高蔵寺ふれあいセンター
※そのほか、消防長賞や特別
賞の作品をホームページでも
見ることができます
ホームページ
http://www.city.kasugai.lg.jp
/syobo/yobo/kasaiyobo/bfc/
boukasakuhin.html

小栗由梨乃（高座小6）吉本彩加（神屋小 ）

中田智也（押沢台小6）曽谷亜実（東野小5）
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　小野町内にある3つの公園を、年に5回草刈り
している団体があります。その名は「草刈OB隊」。
平均年齢69歳の万年青年の皆さん、その多くは
町内会役員経験者で、元気はつらつ、チームワ
ークよく活動を行っています。老人会の衰退が
叫ばれていますが、草刈OB隊は老人会の情報
交換の場にもなっており、隊員の体力維持と地
域の発展を目指して、活動を続けています。

　障がい者スポーツ教養文化講座の1つとして、
｢車椅子テニス講座｣が行われ、この日は10人の参
加者が、上級障害者スポーツ指導員の指導のもと、
さまざまなショットの練習をしていました。
　参加者の中には車いすテニスの大会に出場して
いる人もいて、鋭いショットも打ち放たれていま
した。｢楽しくをモットーに講座をしている｣とい
う言葉どおり、参加者の皆さんは和気あいあいと
テニスを楽しんでいる様子でした。

　木附区では、区の安全、豊作、無病息災を願
ってこの時期に宵まつりを開催しています。こ
の日は夕方に地域の皆さんが、ちょうちんの明
かりを頼りに区内を周りました。普段顔を合わ
さない人に会い、互いの無事を確かめながら歩
く光景も見られ、地域の結びつきを深めていま
した。

スポーツの秋に
（サン・アビリティーズ春日井）

10/10
㊏

我ら、草刈OB隊10/9
㊎

秋風にちょうちん揺れて
宵まつり

10/11
㊐

小野区小野区小野区

木附区木附区木附区
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夕張市への職員研修派遣　

　北海道という気候も風土も違い、財政破
たんした夕張市への派遣。
　居住地が変わる転勤や、自分たちの仕事
を外から見る機会が全くと言っていいほど
無い職場環境の中で、職員に刺激を与え、
新しい経験をさせて、派遣した職員はもと
より他の職員も成長させることにより、結
果として市民の皆さんに還元したいという
思いでの派遣でした。
　夕張市で仕事をした2人の若者。2人は派
遣期間も業務も違いますが、2～ 3か月に1

度、帰省するごとに行った報告会では、仕
事の仕方、夕張市の皆さんの生活や思い、
また破たんに至った要因などについて、夕
張市で長期にわたり生活し、仕事をした経
験から、それぞれの見方や考えを春日井市
に置き換えながら職員に語ってくれまし
た。また、東京都や北海道内、日立市から
派遣された職員と一緒に仕事をしたことも
大きな糧になったようです。報告会に参加
した職員からは、多くの質問や感想も寄せ
られ｢意識改革、職場風土改革｣という成果
に結びついたと考えております。
　市民の皆さんには、この経験を広報春日
井などを通してご報告する予定ですが、｢市
役所は市民の皆さんのための最大のサービ
ス会社｣という意識を持ち、実践に結びつ
けていくことがすべてであると思っており
ます。

　今年10月に自主防災組織を立ち上げた大縄手自
治会では、市消防本部の協力のもと防災防火訓練
を行いました。集まった地区の皆さんは、グラッ
キーや煙道体験で地震や火事の恐ろしさを体感し
たり、火災救助時に消防職員が使う防火衣や呼吸
器を装着して、その重量に驚いたりしていました。
　最後に地区に設置される消火ポンプの作業手順
を消防職員が実演し、放水を体験した皆さんは、
これから自分たちも地区の防災を担うという決意
を新たにしていました。

防災は自分たちで
（大縄手北公園）
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I N F O R M A T I O N情報最前線

月　日 ▼ 11月23日(祝)
受け付け ▼午前4時20分から、勝川駅前公園で
定　員 ▼ 200人(先着順)
乗車列車 ▼勝川駅午前5時23分発上り一番列車
乗車区間 ▼勝川駅～大曽根駅(往復)
終了時刻 ▼午前6時30分ごろ
※会場には駐車場がありませんので、車での来場は不可。自転車等駐車
場(詳しくは7ページ)あり。天候などにより、中止になることもあり

平成22年4月1日採用の市職員を募集します。

郵送・問い合わせ▶〒486－8686春日井市役所人事課(☎85－6021)

職　種 採用人数 受験資格 給　料※
技術職
（電気） 1人程度 昭和54年4月2日以降に生まれた人で、第三種電気主任技術者資格を取得

している人 勤務経験年数、最
終学歴に応じて決
定保健師 3人程度 昭和39年4月2日以降に生まれた人で、保健師資格を取得しているか平成

22年3月31日までに取得見込みの人

職　種 採用人数 受験資格 給　料※

事務職
（一般事務） 2人程度

昭和39年4月2日～ 49年4月1日に生まれた人で、平成21年10月末までに
同一の民間企業など（公務員は除く）に事務系（営業含む）の正規社員として
職務経験が連続して10年以上（育児休業などを除いた実勤務期間）ある人

約35～ 40万円

JR中央本線上り線
高架化工事完成区間

JR中央本線
JR中央本線

至名古屋駅至名古屋駅

庄内川庄内川

地蔵川地蔵川

TKJ城北線

TKJ城北線

県道内津・勝川線県道内津・勝川線

尾張広域緑道尾張広域緑道

至春日井駅至春日井駅

東
名
阪
自
動
車
道

東
名
阪
自
動
車
道

JR中央本線

至名古屋駅

庄内川

地蔵川

TKJ城北線

県道内津・勝川線

尾張広域緑道

至春日井駅

東
名
阪
自
動
車
道

勝川駅勝川駅勝川駅

上り線工事完成区間上り線工事完成区間上り線工事完成区間

Ｎ

問い合わせ▶事業課(☎85－6647)

平成16年からJR中央本線の高架本体工事が進められ、平成18年の下り線高架化に続き、このほど上り線
の工事が完成しました。11月23日(祝)の未明にかけて切り替え工事が行われ、始発から電車が高架上を
走ることになります。これを記念して、記念乗車会を実施しますので、参加してください。

〇民間企業等職務経験者対象

勝川駅前公園 県道内津勝川線県道内津勝川線県道内津勝川線受け付け

ルネック

ホテルプラザホテルプラザ
勝川勝川

ホテルプラザ
勝川

勝川駅

勝川駅前広場勝川駅前広場勝川駅前広場

Ｎ

※地域手当含む。今後変動することあり。上記のほか、各種手当などを条件に応じて支給
試　験 ▼〇第1次…11月28日(土)にグリーンパレス春日井で、適性試験、性格検査、書類審査(事務職のみ)

〇第2次…技術職、保健師は12月16日(水)に個人面接、事務職は12月14日(月)にプレゼンテーショ
ン、個人面接

申し込み ▼ 11月2日(月) ～ 13日(金)〈土・日曜日、祝日を除く〉午前８時30分～午後5時に、受験申込書(人事課、
市ホームページ、坂下出張所、東部市民センター、各ふれあいセンターに用意)、該当資格の写し(技
術職、保健師のみ)を持って人事課へ　※郵送による申し込みは、11月9日(月)〈消印有効〉までに、
「受験申込」と朱書した封筒に、上記書類、80円切手をはった返信用封筒(長3サイズ)を同封して人
事課へ。電子申請は11月12日(木)午後5時までに、市ホームページから
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/gyousei/saiyo/index.html

市 職 員 を 募 集市 職 員 を 募 集市 職 員 を 募 集市 職 員 を 募 集市 職 員 を 募 集

ＪＲ中央本線上り線高架化完成記念乗車会ＪＲ中央本線上り線高架化完成記念乗車会ＪＲ中央本線上り線高架化完成記念乗車会ＪＲ中央本線上り線高架化完成記念乗車会ＪＲ中央本線上り線高架化完成記念乗車会
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保有地を次のとおり売却します。

入札物件入札物件
物件番号 所在地 地目 地積(㎡） 予定価格（円） 用途地域
1 浅山町2－1310－503 宅地 127.00 1409万7000 第一種中高層住居専用地域
2 瑞穂通5－63－2 宅地 669.02 1億771万2000 近隣商業地域
3 岩成台2－1－19 宅地 346.39 2286万1000 第一種低層住居専用地域
4 岩成台2－1－20 宅地 346.39 2147万6000 第一種低層住居専用地域
5 岩成台4－7－14 宅地 463.62 2920万8000 第一種低層住居専用地域
6 勝川町西2－27 雑種地 123.00 1291万5000 準工業地域
7 細木町2－149 宅地 422.74 3170万5000 準工業地域
8 細木町2－150－3 宅地 271.95 1686万 準工業地域
9 弥生町1－143－1 宅地 576.13 3860万 第一種住居地域
10 六軒屋町西1－14－18 雑種地 511.00 3577万 第一種中高層住居専用地域
11 八田町2－37－10 雑種地 579.00 4574万1000 第一種中高層住居専用地域
12 八田町6－21－12 宅地 366.36 3004万1000 近隣商業地域
13 堀ノ内町1－9－3 宅地 158.30 1408万8000 第一種住居地域

申し込み申し込み
と　き ▼ 11月16日(月) ～ 20日(金)午前9時～午後5時
ところ ▼管財契約課
案内書 ▼管財契約課で配布中
ホームページ　http://www.city.kasugai.lg.jp/gyou
sei/sonota/baikyaku.html

入　札入　札
と　き ▼ 11月30日(月)午前10時から、各物件ごとに

順次行います
ところ ▼入札室

問い合わせ▶管財契約課(☎85－6086)

出場チーム募集出場チーム募集出場チーム募集出場チーム募集出場チーム募集サンフロッグ杯サンフロッグ杯
45分間耐久リレー45分間耐久リレー
サンフロッグ杯サンフロッグ杯
45分間耐久リレー45分間耐久リレー
サンフロッグ杯
45分間耐久リレー

参加して、日ごろの練習の成果を発揮してみませんか。

と　き ▼ 12月6日(日)午前9時～正午
内　容 ▼チームでリレーをしながら、45分間に泳いだ距離を競う
対象・定員 ▼成人1人を含む3～ 5人(小学生以上)のチーム・14チーム
　　　　※泳者は100ｍ以上の泳力を有する人
費　用 ▼参加料(1チーム)1000円
ところ・申し込み ▼ 11月15日(日)〈必着〉までに、往復はがきに、

代表者の住所、電話番号、チーム全員の氏名(ふりがな)
・年齢・学年を書いて、〒486－0804鷹来町4286、サンフ
ロッグ春日井(☎56－2277)へ

資　格資　格
　次のいずれかに該当する人は申し込みができませ
ん。
　〇未成年者、成年被後見人、被保佐人および被補
助人ならびに破産者で復権を得ない人　※法人につ
いてもこれに準じる〇地方自治法第238条の3の規定
に該当する人〇売買代金を契約書に基づき一括で納
入できない人

※予定価格以上で最も高い価格で入札した人に売却

保有地一般競争入札のお知らせ保有地一般競争入札のお知らせ保有地一般競争入札のお知らせ保有地一般競争入札のお知らせ保有地一般競争入札のお知らせ市普通財産土地
市土地開発公社


