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　　 告　　 示
○公有水面埋立免許の出願　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（漁　 港　 課）　 �
○道路の区域変更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（道路維持課）　 �
○道路の供用開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ）　 �
○　　 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ）　 �
○　　 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ）　 �
○　　 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ）　 �
　　 公　　 告
○保安林内で立木を伐採する場合の限度面積　　　　　　　　　　　　（森林保全課）　 �
○平成 ��年度後期技能検定の実施　　　　　　　　　　　　　　　（職業能力開発課）　 �
○平成 ��年度臨時的任用教職員給与等計算システム高度化に関する事業
　調査及び基本計画書作成に係る業務に係る一般競争入札の実施　　　（学校人事課）　 �
○庶務事務システム構築に係る基本計画策定業務等委託に係る一般競
　争入札の実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人　 事　 課）　 �
　　 登　 載　 依　 頼
○明るい選挙推進協議会の会議の開催　　　　　　　　　　（明るい選挙推進協議会） ��
○文化財の指定解除　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（教育委員会） ��
○八代地区やさしいまちづくり推進協議会の会議の開催
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（八代地区やさしいまちづくり推進協議会） ��

　告　　 示

熊本県告示第 658 号
　公有水面埋立法（大正 ��年法律第 ��号）第 �条第 �項の規定により公有水面埋立ての
出願があったので、同法第 �条第 �項の規定により次のとおり告示し、関係書類を縦覧に
供する。
　なお、利害関係人で異議のある者は、縦覧期間の満了の日までに意見書を提出すること
ができる。
　　 平成 ��年 �月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 出願者の住所及び名称
　　 熊本市水前寺六丁目 ��番 �号　 牛深漁港管理者　 熊本県
　　 牛深市牛深町 ����番地 ���　 牛深市
２　 埋立区域
　（１）　 位置
　　　　 平成 �年 ��月 ��日付け熊本県指令漁第 ��号の免許に係る埋立地、熊本県牛深市
　　　 牛深町字新開 ���の �及び ���の �に介在する無番地、���の �、���の �及び ���
　　　 に介在する無番地、���、���の �、���の �、���の �、���の �、���、���の �及び
　　　 ���の �に介在する無番地、���の �、���の �、���の �及び ���の �に隣接する無
　　　 番地、���の �及び ���の �に隣接する無番地並びに ���の �地先公有水面
　（２）　 区域
　　　　 次の①の地点と②の地点を結ぶ平成 �年 ��月 ��日付け熊本県指令漁第 ��号の免
　　　 許に係る埋立区域と公有水面との境界線（��＝ �����メートルにより決定）、②の
　　　 地点から⑧の地点までを順次直線で結んだ線及び⑧の地点と①の地点を結ぶ平成
　　　 ��年春分の日の満潮位（��＝ �����メートル）における公有水面と陸地との境界線
　　　 により囲まれた区域
　　　 ①の地点　 牛深港宮崎突堤灯台（北緯 ��度 ��分 �����秒　 東経 ���度 ��分 �����秒）
　　　　　　　　 から ���度 ��分 ��秒　 �������メートルの地点
　　　 ②の地点　 ①の地点から ��度 ��分 ��秒　 ������メートルの地点
　　　 ③の地点　 ②の地点から ���度 ��分 ��秒　 �������メートルの地点
　　　 ④の地点　 ③の地点から ���度 ��分 ��秒　 �����メートルの地点
　　　 ⑤の地点　 ④の地点から ���度 ��分 ��秒　 �����メートルの地点
　　　 ⑥の地点　 ⑤の地点から ���度 ��分 ��秒　 ������メートルの地点
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　　　 ⑦の地点　 ⑥の地点から ���度 ��分 ��秒　 ������メートルの地点
　　　 ⑧の地点　 ⑦の地点から ���度 ��分 ��秒　 ������メートルの地点
　（３）　 面積
　　　　 ���������平方メートル
３　 埋立てに関する工事の施行区域
　（１）　 位置
　　　　 平成 �年 ��月 ��日付け熊本県指令漁第 ��号の免許に係る埋立地、熊本県牛深市
　　　 牛深町字新開 ���の �及び ���の �に介在する無番地、���の �、���の �及び ���
　　　 に介在する無番�地、���、���の �、���の �、���の �、���の �、���、���の �及
　　　 び ���の �に介在する無番地、���の �、���の �、���の �及び ���の �に隣接する
　　　 無番地、���の �及び ���の �に隣接する無番地並びに ���の �地先公有水面
　（２）　 区域
　　　　 次の○ア� の地点と○オ� の地点までを順次直線で結んだ線及び○オ� の地点と○イ� の地点を結
　　　 ぶ平成 ��年春分の日の満潮位（��＝ �����メートル）における公有水面と陸地と
　　　 の境界線により囲まれた区域
　　　 ○ア� の地点　 牛深港宮崎突堤灯台（北緯 ��度 ��分 �����秒、東経 ���度 ��分 �����秒）
　　　　　　　　 から ���度 ��分 ��秒　 �������メートルの地点
　　　 ○イ� の地点　 ○ア� の地点から ��度 ��分 ��秒　 ������メートルの地点
　　　 ○ウ� の地点　 ○イ� の地点から ���度 ��分 ��秒　 �������メートルの地点
　　　 ○エ� の地点　 ○ウ� の地点から ���度 ��分 ��秒　 ������メートルの地点
　　　 ○オ� の地点　 ○エ� の地点から ���度 ��分 ��秒　 �������メートルの地点
　（３）　 面積
　　　　 ��������	平方メートル
４　 埋立地の用途
　　 漁港施設用地
５　 関係書類の縦覧場所
　　 熊本県林務水産部漁港課及び天草地域振興局農林水産部漁港課並びに牛深市水産課
６　 縦覧期間
　　 告示の日から起算して �週間

熊本県告示第 659 号
　道路法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条第 �項の規定に基づき、次のとおり道路の区
域を変更する。
　その関係図面は、平成 ��年 �月 �日から ��日間、熊本県土木部道路維持課において一
般の縦覧に供する。
　　 平成 ��年 �月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 道路の種類、路線名及び区域変更する区間等
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備 考
延　　　長

（メートル）

幅　　　員

（メートル）

前

後
区 域 変 更 す る 区 間路 線 名

道路

の

種類

交 安 施

����

����

　　～

　　　����

前菊池市大字隈府字城山

����番��地先から

同　　所　　　字院ノ馬場

���番��地先まで

���号
一般

国道

����

����

　　～

　　　����

後

単 道 改

����

�����

　　～

　　　����

前菊池郡七城町小野崎字方保田

���番　地先から

同　　所　　　同　　字

���番�地先まで

辛 川

鹿 本 線

一般

県道

����

�����

　　～

　　　����

後

� � 条

工 事

�����

����

　　～

　　　����

前菊池郡合志町大字幾久富字山下

����番���地先から

同　　所　　　　　　　字八丁谷

����番��地先まで

住 吉

熊 本 線
〃

�����

����

　　～

　　　����

後
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２　 区域変更する期日　 平成 ��年 �月 �日

熊本県告示第 660 号
　道路法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条第 �項の規定に基づき、次のとおり道路の供
用を開始する。
　その関係図面は、平成 ��年 �月 �日から ��日間、熊本県土木部道路維持課において一
般の縦覧に供する。
　　 平成 ��年 �月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 道路の種類、路線名及び供用開始する区間等

２　 供用開始する期日　 平成 ��年 �月 �日

熊本県告示第 661 号
　道路法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条第 �項の規定に基づき、次のとおり道路の供
用を開始する。
　その関係図面は、平成 ��年 �月 �日から ��日間、熊本県土木部道路維持課において一
般の縦覧に供する。
　　 平成 ��年 �月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 道路の種類、路線名及び供用開始する区間等

２　 供用開始する期日　 平成 ��年 �月 �日

熊本県告示第 662 号
　道路法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条第 �項の規定に基づき、次のとおり道路の供
用を開始する。
　その関係図面は、平成 ��年 �月 �日から ��日間、熊本県土木部道路維持課において一
般の縦覧に供する。
　　 平成 ��年 �月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
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交 安 施

����

����

　　～

　　　����

前菊池郡合志町大字幾久富字中沖野

����番���地先から

菊池郡菊陽町大字津久礼字新山

����番���地先まで

住 吉

熊 本 線

一般

県道

����

����

　　～

　　　����

後

備　　考
延　　　長

（メートル）
供 用 開 始 す る 区 間路　線　名道路の種類

単 道 改�����

菊池市大字原字川鶴

����番�地先から

同　　所　　字八瀬尾

����番�地先まで

日 生 野

隈 府 線
一 般 県 道

備　　考
延　　　長

（メートル）
供 用 開 始 す る 区 間路　線　名道路の種類

交 安 施�����

天草郡有明町大字須子字釜蓋

����番�地先から

同　　所　　大字大浦字鳥越

����番�地先まで

��� 号一 般 国 道



１　 道路の種類、路線名及び供用開始する区間等

２　 供用開始する期日　 平成 ��年 �月 �日

熊本県告示第 663 号
　道路法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条第 �項の規定に基づき、次のとおり道路の供
用を開始する。
　その関係図面は、平成 ��年 �月 �日から ��日間、熊本県土木部道路維持課において一
般の縦覧に供する。
　　 平成 ��年 �月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 道路の種類、路線名及び供用開始する区間等

２　 供用開始する期日　 平成 ��年 �月 ��日

　公　　 告

熊本県公告第 702 号
　森林法施行令（昭和 ��年政令第 ���号）第 �条の �第 �項の規定により、平成 ��年度
における保安林の皆伐による立木の伐採につき第 �回分としての森林法（昭和 ��年法律第
���号）第 ��条第 �項の許可をすべき皆伐面積の限度を次のとおり公表する。
　　 平成 ��年 �月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
　森林法第 ��条第 �項の許可をすべき皆伐面積の限度
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備　　考
延　　　長

（メートル）
供 用 開 始 す る 区 間路　線　名道路の種類

緊 道 整�����

天草郡新和町大字小宮地字荒新開

����番�����地先から

同　　所　　　同　　字

����番���地先まで

本渡牛深線主要地方道

備　　考
延　　　長

（メートル）
供 用 開 始 す る 区 間路　線　名道路の種類

国 道 改�����

宇土市走潟町字走潟

����番�地先から

宇土市馬之瀬町字島ノ元

���番�地先まで

��� 号一 般 国 道

皆伐面積の許容限度

（ヘクタール）
同一の単位とされる保安林森林計画区

������

�����

����

������

�����

����

�����

�����

�����

����

�����

�����

����

����

����

菊池川水源かん養保安林

菊池川土砂流出防備保安林

菊池川保健保安林

阿蘇地区水源かん養保安林

阿蘇地区土砂流出防備保安林

阿蘇地区保健保安林

小国地区水源かん養保安林

小国地区土砂流出防備保安林

五箇瀬川水源かん養保安林

五箇瀬川土砂流出防備保安林

大野川水源かん養保安林

大野川土砂流出防備保安林

熊本市干害防備保安林

植木町干害防備保安林

山鹿市干害防備保安林

白川・菊池川

地域森林計画

区
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熊本県公告第 703 号
　職業能力開発促進法（昭和 ��年法律第 ��号）第 ��条の規定に基づき平成 ��年度後期
技能検定を次のとおり実施する。
　　 平成 ��年 �月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 実施職種
　（１）�特級
　　　　 鋳造、金属熱処理、機械加工、放電加工、金型製作、金属プレス加工、工場板金、
　　　 めっき、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気機器組
　　　 立て、半導体製品製造、プリント配線板製造、自動販売機調整、光学機器製造、内
　　　 燃機関組立て、空気圧装置組立て、油圧装置調整、建設機械整備、婦人子供服製造、
　　　 紳士服製造、プラスチック成形、パン製造
　（２）�１級及び２級
　　　　 金型製作（プラスチック成形用金型製作作業に係るものに限る。）、鉄工（構造物
　　　 現図作業に係るものに限る。）、工場板金（機械板金作業に係るものに限る。）、金属
　　　 ばね製造（線ばね製造作業に係るものに限る。）、機械検査、機械保全、半導体製品
　　　 製造、空気圧装置組立て、農業機械整備、冷凍空気調和機器施工、婦人子供服製造
　　　（婦人子供既製服縫製作業に係るものに限る。）、和裁、ガラス製品製造（理化学ガ
　　　 ラス機器製作作業に係るものに限る。）、石材施工（石材加工作業に係るものに限
　　　 る。）、パン製造、菓子製造（洋菓子製造作業に係るものに限る。）、みそ製造、建築
　　　 大工、かわらぶき、配管（建築配管作業に係るものに限る。）、厨房設備施工、型枠
　　　 施工、鉄筋施工（鉄筋組立て作業に係るものに限る。）、コンクリート圧送施工、防
　　　 水施工（アスファルト防水工事作業、合成ゴム系シート防水工事作業、塩化ビニル
　　　 系シート防水工事作業及び改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業に係る
　　　 ものに限る。）、自動ドア施工、ガラス施工、テクニカルイラストレーション（立体
　　　 図作成作業及び立体図仕上げ作業に係るものに限る。）、機械・プラント製図（機械
　　　 製図手書き作業及び機械製図 ���作業に係るものに限る。）、塗装（鋼橋塗装作業
　　　 に係るものに限る。）
　（３）�単一等級
　　　　 樹脂接着剤注入施工、バルコニー施工
　（４）�３級
　　　　 機械検査、配管（建築配管作業に係るものに限る。）、テクニカルイラストレー
　　　 ション（テクニカルイラストレーション作業に係るものに限る。）
２　 試験の方法
　　 実技試験及び学科試験
３　 技能検定試験の手数料及び実施期日等
（１）�実技試験
　　 ア　 実技試験の手数料
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������

����

緑川水源かん養保安林

緑川土砂流出防備保安林

宇城地区水源かん養保安林

宇城地区土砂流出防備保安林

緑川地域森林

計画区

������

������

����

天草地区水源かん養保安林

天草地区土砂流出防備保安林

天草地区保健保安林

天草地域森林

計画区

�������

�����

����

������

�����

�������

������

����

����

�����

氷川五家荘地区水源かん養保安林

氷川五家荘地区土砂流出防備保安林

氷川五家荘地区保健保安林

城南地区水源かん養保安林

城南地区土砂流出防備保安林

球磨地区水源かん養保安林

球磨地区土砂流出防備保安林

球磨地区落石防止保安林

球磨地区防風保安林

球磨地区保健保安林

球磨川地域森

林計画区


