
　　　 ⑨の地点　 ⑧の地点から ��度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑩の地点　 ⑨の地点から ��度 ��分　 ���メートルの地点
　　　 ⑪の地点　 ⑩の地点から ��度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑫の地点　 ⑪の地点から ��度 ��分　 ���メートルの地点
　　　 ⑬の地点　 ⑫の地点から ��度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑭の地点　 ⑬の地点から ��度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑮の地点　 ⑭の地点から ��度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑯の地点　 ⑮の地点から ��度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑰の地点　 ⑯の地点から ��度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑱の地点　 ⑰の地点から ���度 ��分　 ���メートルの地点
　　　 ⑲の地点　 ⑱の地点から ��度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑳の地点　 ⑲の地点から ��度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ○��� の地点　 ⑳の地点から ���度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ○��� の地点　 ○��� の地点から ���度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ○��� の地点　 ○��� の地点から ���度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ○��� の地点　 ○��� の地点から ���度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ○��� の地点　 ○��� の地点から ���度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ○��� の地点　 ○��� の地点から ���度 ��分　 ����メートルの地点
　　（３工区）
　　　 次の①の地点から⑲の地点までを順次直線で結んだ線と⑲の地点と①の地点とを結
　　 んだ線に囲まれた区域
　　　 ①の地点　 八代港防波堤灯台（北緯 ��度 ��分 ��秒、東経 ���度 ��分 ��秒）から
　　　　　　　 ��度 ��分　 �������メートルの地点
　　　 ②の地点　 ①の地点から ���度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ③の地点　 ②の地点から ��度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ④の地点　 ③の地点から ���度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑤の地点　 ④の地点から ���度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑥の地点　 ⑤の地点から ���度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑦の地点　 ⑥の地点から ���度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑧の地点　 ⑦の地点から ���度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑨の地点　 ⑧の地点から ��度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑩の地点　 ⑨の地点から ��度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑪の地点　 ⑩の地点から ��度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑫の地点　 ⑪の地点から ��度 ��分　 ���メートルの地点
　　　 ⑬の地点　 ⑫の地点から ��度 ��分　 ���メートルの地点
　　　 ⑭の地点　 ⑬の地点から ���度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑮の地点　 ⑭の地点から ���度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑯の地点　 ⑮の地点から ���度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑰の地点　 ⑯の地点から ���度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑱の地点　 ⑰の地点から ���度 ��分　 �����メートルの地点
　　　 ⑲の地点　 ⑱の地点から ���度 ��分　 ����メートルの地点
　　（４工区）
　　　 次の①の地点から⑱の地点までを順次直線で結んだ線と⑱の地点と①の地点とを結
　　 んだ線に囲まれた区域
　　　 ①の地点　 八代港防波堤灯台（北緯 ��度 ��分 ��秒、東経 ���度 ��分 ��秒）から
　　　　　　　 ��度 ��分　 �������メートルの地点
　　　 ②の地点　 ①の地点から ���度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ③の地点　 ②の地点から ��度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ④の地点　 ③の地点から ��度 ��分　 ���メートルの地点
　　　 ⑤の地点　 ④の地点から ��度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑥の地点　 ⑤の地点から ��度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑦の地点　 ⑥の地点から ��度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑧の地点　 ⑦の地点から ��度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑨の地点　 ⑧の地点から ��度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑩の地点　 ⑨の地点から ���度 ��分　 ���メートルの地点
　　　 ⑪の地点　 ⑩の地点から ��度 ��分　 ���メートルの地点
　　　 ⑫の地点　 ⑪の地点から ��度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑬の地点　 ⑫の地点から ���度 ��分　 ���メートルの地点
　　　 ⑭の地点　 ⑬の地点から ��度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑮の地点　 ⑭の地点から ���度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑯の地点　 ⑮の地点から ���度 ��分　 �����メートルの地点
　　　 ⑰の地点　 ⑯の地点から ���度 ��分　 ����メートルの地点
　　　 ⑱の地点　 ⑰の地点から ���度 ��分　 ����メートルの地点
　（３）�面積
　　（１工区及び２工区）　 ���������平方メートル
　　（３工区）　 ���������平方メートル
　　（４工区）　 ��������平方メートル
　　　　（合計）　 ���������平方メートル

16 熊 本 県 公 報 第 1  0  8  9  8号平成14年10月16 日　水曜



17

５　 埋立地の用途
　　 道路用地

　公　　 告

熊本県公告第 773 号
　児童福祉法施行令（昭和 ��年政令第 ��号）第 ��条第 ��項の規定に基づく平成 ��年度
熊本県保育士試験の全科目合格者は、次のとおりである。
　　 平成 ��年 ��月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子

　（備考）平成 ��年度及び平成 ��年度において本県又は他の都道府県で合格した試験科目
　　　　 と合わせて全科目合格となる者を含む。

熊本県公告第 774 号
　都市計画法（昭和 ��年法律第 ���号）に基づく開発行為に関する工事が完了したので同
法第 ��条第 �項の規定により、次のとおり公告する。
　　 平成 ��年 ��月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積
　　 荒尾市平山字八反田 ����番 �、同 ����番 �、同 ����番 �、同 ����番 �、同 ����番 �、
　同 ����番 �、同 ����番 �、同 ����番 �、同 ����番 �及び同 ����番 �
　　 ��������平方メートル
２　 開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　 荒尾市野原 ���番 �
　　 荒木　 浩三

熊本県公告第 775 号
　大規模小売店舗立地法（平成 ��年法律第 ��号）第 �条第 �項の規定による届出があっ
たので、同法第 �条第 �項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出及び添付
資料を縦覧に供する。
　　 平成 ��年 ��月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 大規模小売店舗の名称及び所在地
　　 黒潮市場　 益城店
　　 上益城郡益城町惣領 ����
２　 変更した事項
　（１）�大規模小売店舗の名称
　　　　 変更前　 壽屋　 益城店
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受　験　番　号受　験　番　号受　験　番　号受　験　番　号
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���　　　���　　　��　　　�　　　

���　　　���　　　��　　　�　　　

���　　　���　　　��　　　��　　　

���　　　���　　　��　　　��　　　

���　　　���　　　��　　　��　　　

���　　　���　　　��　　　��　　　
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���　　　���　　　���　　　��　　　

���　　　���　　　���　　　��　　　

���　　　���　　　���　　　��　　　

���　　　���　　　���　　　��　　　

���　　　���　　　���　　　��　　　

���　　　���　　　���　　　��　　　

���　　　���　　　���　　　��　　　

��　　　



　　　　 変更後　 黒潮市場　 益城店
　（２）�大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名
　　　　 変更前　 ㈱壽屋
　　　　 変更後　 ㈱黒潮市場、ホロニック・コラボ㈱
３　 変更の年月日
　　 平成 ��年 �月 ��日
４　 変更する理由
　　 ㈱寿屋の閉店に伴う小売業社の入替え。
５　 届出年月日
　　 平成 ��年 �月 ��日
６　 届出の縦覧場所及び縦覧期間
　　 熊本県商工観光労働部商工政策課及び上益城地域振興局振興調整室
　　 平成 ��年 ��月 ��日から平成 ��年 �月 ��日まで

熊本県公告第 776 号
　熊本市馬場楠堰土地改良区の役員が次のとおり退任及び就任した旨届出があった。
　　 平成 ��年 ��月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子

退　 任

就　 任
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住　　　　　　　　　　　　　所氏　　　名役職名

菊池郡菊陽町大字馬場楠���

菊池郡菊陽町大字辛川����

菊池郡菊陽町大字辛川����

熊本市鹿帰瀬町�����

熊本市弓削町�����

熊本市石原町���

熊本市中江町����

熊本市吉原町��

熊本市上南部町���

熊本市上南部町���

菊池郡菊陽町大字曲手���

熊本市鹿帰瀬町���

熊本市下南部二丁目�����

上　村　敏　幸

矢　野　康　治

實　取　　　修

宇　野　精　次

永　坂　元二郎

藤　田　武　文

村　上　正　美

田　上　健　新

石　坂　久　夫

古　谷　澄　男

西　岡　孝　義

瀬　上　謙　也

今　村　通　明

理　事

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

監　事

　〃

　〃

住　　　　　　　　　　　　　所氏　　　名役職名

菊池郡菊陽町大字馬場楠���

菊池郡菊陽町大字曲手���

菊池郡菊陽町大字辛川����

熊本市鹿帰瀬町���

熊本市弓削町���

熊本市弓削町���

熊本市石原町���

熊本市吉原町���

熊本市上南部四丁目����

熊本市上南部一丁目�����

菊池郡菊陽町大字辛川����

熊本市中江町����

熊本市下南部二丁目�����

西　村　清　喜

西　岡　孝　義

實　取　　　修

桝　田　博　義

西　村　清　孝

光　澤　數　範

古　閑　土　昭

林　田　真寿夫

石　坂　久　夫

古　谷　澄　男

矢　野　康　治

村　上　正　美

今　村　通　明

理　事

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

監　事

　〃

　〃
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熊本県公告第 777 号
　人吉市田代土地改良区の役員が次のとおり退任及び就任した旨届出があった。
　　 平成 ��年 ��月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
退　 任

就　 任

熊本県公告第 778 号
　建設業法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条第 �項の規定による処分を行ったので、同
法第 ��条の �第 �項の規定に基づき、次のとおり公告する。
　　 平成 ��年 ��月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
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住　　　　　　　　　　　　　所氏　　　名役職名

人吉市上田代町����

人吉市上田代町���

人吉市上田代町����

人吉市上田代町������

人吉市上田代町���

人吉市下田代町����

人吉市下田代町�������

人吉市下田代町����

人吉市下田代町�����

人吉市下田代町������

人吉市下田代町����

球磨郡錦町大字西������

球磨郡錦町大字西����

球磨郡錦町大字西�������

球磨郡錦町大字西�������

人吉市上田代町�����

人吉市下田代町�����

球磨郡錦町大字西������

板　橋　正　治

山　口　重　康

蓑　田　　　稔

松　永　　　進

尾　方　　　崇

桑　原　健　治

平　生　義　典

中　村　澄　治

藤　崎　勝　昭

坂　本　重　喜

古　賀　良　卓

大　石　　　萬

宮　川　　　勝

山　本　秀　男

松　岡　俊　一

藤　山　正　司

井　上　重　徳

前　田　君　晴

理　事

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

監　事

　〃

　〃

住　　　　　　　　　　　　　所氏　　　名役職名

人吉市上田代町����

人吉市上田代町���

人吉市上田代町������

人吉市上田代町������

人吉市上田代町���

人吉市下田代町����

人吉市下田代町������

人吉市下田代町������

人吉市下田代町�����

人吉市下田代町�������

人吉市下田代町����

球磨郡錦町大字西������

球磨郡錦町大字西����

球磨郡錦町大字西�������

球磨郡錦町大字西�������

人吉市上田代町���

人吉市下田代町�����

球磨郡錦町大字西������

蓑　田　　　稔

山　口　重　康

守　屋　初　義

松　永　　　進

尾　方　　　崇

赤　池　清　男

中　村　明　石

山　口　金　吾

藤　崎　勝　昭

平　生　義　典

桑　原　建　治

大　石　　　萬

宮　川　　　勝

山　本　秀　男

松　岡　俊　一

那　須　袈　義

井　上　重　徳

下　山　貞　則

理　事

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

監　事

　〃

　〃



１　 処分をした年月日
　　 平成 ��年 ��月 �日
２　 被処分者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名及び許可番号
　　 松本建設株式会社
　　 下益城郡城南町隈庄 �����
　　 代表取締役　 松本　 英嗣
　　 熊本県知事許可（般特���）第 ����号
３　 処分の内容
　　 建設業法第 ��条第 �項の規定に基づく営業の停止命令
　（１）�停止を命ずる営業の範囲
　　　　 熊本県内の建設業に係る営業に関するもの。
　（２）�期間
　　　　 平成 ��年 ��月 ��日から平成 ��年 ��月 �日までの ��日間
４　 処分の原因となった事実
　　 松本建設株式会社は、平成 ��年 �月 ��日、平成 ��年 �月 ��日、平成 ��年 �月 ��
　日及び平成 ��年 �月 ��日を審査基準日とする経営事項審査において、真正な決算とは
　異なる内容を記載した財務諸表を経営状況分析に提出し虚偽の申請を行った。
　　 また、これらの虚偽申請による経営事項審査の結果に基づいて競争入札参加資格審査
　申請を行った。
　　 これらのことが、建設業法第 ��条第 �項第 �号（請負工事に関する不誠実な行為）に
　該当すると認められる。

熊本県公告第 779 号
　県営住吉地区土地改良事業（区画整理）施行に係る換地計画を定めたので、次のとおり
当該換地計画書の写しを縦覧に供する。
　利害関係人で異議のある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して ��日以内に異議を
申し立てられたい。
　　 平成 ��年 ��月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 縦覧の期間　 平成 ��年 ��月 ��日から
　　　　　　　　 平成 ��年 ��月 ��日まで
２　 縦覧の場所　 宇土市役所
３　 縦覧に供する書類の名称
（１）�換地設計書
（２）�各筆換地明細書
（３）�清算金明細書
（４）�換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細書

熊本県公告第 780 号
　建築基準法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条の �第 �項において準用する同法第 ��条
第 �項の規定により建築協定を次のとおり認可した。
　　 平成 ��年 ��月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 認可を受けた者の名称
　　 宮原町
２　 協定の名称　 有佐駅前団地分譲地建築協定
３　 協定区域の地名及び地番　 八代郡宮原町大字宮原村字久保 ���番 �、同 ���番 �、同 ���
　番 �、同 ���番 �、同 ���番 �、同 ���番 �、同 ���番 ��、同 ���番 ��、同 ���番 ��、同
　���番 ��、同 ���番 ��、同 ���番 ��、同大字有佐字宮前 ���番 �及び同 ���番 �
４　 協定区域の面積　 ��������平方メートル
５　 認可年月日　 平成 ��年 ��月 �日

　登載依頼

熊本県総合計画推進委員会公告第 1 号
　熊本県総合計画推進委員会及び同政策評価部会合同会議を、次のとおり開催する。
　なお、当該会議の傍聴手続は、次のとおり。
　　 平成 ��年 ��月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　 熊本県総合計画推進委員会　 座長　 江　 口　 吾　 朗
１　 開催日時
　　 平成 ��年 ��月 �日
　　 午後 �時から午後 �時まで
２　 開催場所
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　　 熊本市東町四丁目 ��番 �号
　　 グランド肥後　 �階「朝日の間」
３�内容
　（１）　 平成 ��年度政策評価について
　（２）　 ��世紀への挑戦プロジェクトの進捗状況について
　（３）　 地域計画の進捗状況について
４　 傍聴人の定員
　　 ��人
５�傍聴手続
　（１）　 傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において、係員の指
　　　 示に従って、入室してください。
　（２）　 傍聴の手続は、先着順で行います。なお、傍聴希望者が定員を超えたときは、入
　　　 室できない場合があります。
６　 問い合わせ先
　　 熊本県熊本市水前寺六丁目 ��番 �号
　　 熊本県総合計画推進委員会事務局（熊本県企画振興部企画課企画班）
　　（電話 ������������　 内線 ����）

芦北地域保健医療推進協議会公告第 1 号
　芦北地域保健医療推進協議会を、次のとおり開催する。
　なお、当該会議の傍聴手続は、次のとおり。
　　 平成 ��年 ��月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 芦北地域保健医療推進協議会　
１　 開催日時
　　 平成 ��年 ��月 ��日（月）
　　 午後 �時 ��分から午後 �時 ��分まで
２　 開催場所
　　 熊本県水俣市八幡町二丁目 �番 ��号
　　 水俣保健所　 �階会議室
３　 議題
　（１）　 会長・副会長の選任について
　（２）　 第 �次芦北地域保健医療計画案について
　（３）　 その他
４　 傍聴者の定員
　　 ��人
５　 傍聴手続
　（１）　 傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当会議の会場において、受付のうえ、
　　　 事務局の指示に従い、会場に入ることができる。
　（２）　 傍聴の手続きは、先着順に行い、定員になり次第終了する。
６　 問い合わせ先
　　 熊本県水俣市八幡町二丁目 �番 ��号
　　 芦北地域保健医療推進協議会事務局
　　（熊本県水俣保健所総務企画課）
　　（電話 ������������）

熊本県海面利用協議会公告第 1 号
　熊本県海面利用協議会の会議を次のとおり開催する。
　なお、当該会議の手続きは次のとおり。
　　 平成 ��年 ��月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県海面利用協議会会長　 藤　 森　 常　 生
１　 開催日時
　　 平成 ��年 ��月 ��日（火）午後 �時 ��分
２　 開催場所
　　 熊本市水前寺公園 �����
　　 熊本テルサ �階　 リハーサル室
３　 議題
　（１）　 栽培漁業における受益者負担について
　（２）　 マダイ・ガザミの委員会指示について
　（３）　 その他
４　 傍聴の定員
　　 ��名
４�傍聴手続
　（１）　 傍聴希望者は、会議予定時刻までに、当該会議室の会場において、協議会の会長
　　　 の許可を受けたうえで、会議の会場に入ることができる。
　（２）　 傍聴の手続きは先着順に行い、定員になり次第終了する。
６　 問い合わせ先
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　　 熊本市水前寺六丁目 ��番 �号
　　 熊本県海面利用協議会（熊本県林務水産部漁政課漁業調整係）
　　（電話 ������������内線 ����）
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