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　　 告　　 示
○平成 ��年度一般会計補正予算要領の公表　　　　　　　　　　　　�（財　 政　 課）　 �
　　 公　　 告
○林業種苗生産事業者登録　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（森林整備課）　 �
○県営土地改良事業計画変更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農村計画課）　 �
○大規模小売店舗立地法に基づく届出　　　　　　　　　　　　　　　（商工政策課）　 �
　　 登　 載　 依　 頼
○指導力強化に関する検討委員会の開催　　　　　（指導力強化に関する検討委員会）　 �
○熊本県林業労働安全衛生推進会議の開催　　　（熊本県林業労働安全衛生推進会議）　 �

　告　　 示

熊本県告示第 576 号
　平成 ��年度一般会計補正予算は、平成 ��年 �月定例県議会において次のとおり議決さ
れたので、地方自治法（昭和 ��年法律第 ��号）第 ���条第 �項の規定により公表する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
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　公　　 告

熊本県公告第 607 号
　林業種苗法（昭和 ��年法律第 ��号）第 ��条第 �項の規定に基づき、次のとおり生産事
業者として登録した。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子

熊本県公告第 608 号
　土地改良法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条の �第 �項の規定により、平成 �年 �月
��日付けで確定した県営板楠地区土地改良事業（区画整理）の計画の一部を変更したいの
で、次の事項を記載した書類とともにこの旨公告する。
　なお、この計画変更により新たに編入される地域内にある農用地の所有者でその農用地
について耕作若しくは養畜の業務を営まないもの、又はその地域内にある農用地以外の土
地を所有権以外の権原に基づいて使用収益しているもので、その農用地又は土地について
この土地改良事業に参加しようとするものは、同法第 �条の規定により平成 ��年 �月 �日
までに三加和町農業委員会に申し出られたい。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 事業計画変更の概要
　　 県営板楠地区土地改良事業（区画整理）計画変更概要書
２　 公告場所
　　 三加和町役場

熊本県公告第 609 号
　大規模小売店舗立地法（平成 ��年法律第 ��号）附則第 �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
　　 ジャスコ玉名店
　　 玉名市亀甲字前田 ��番地ほか
２　 変更しようとする事項
　（１）�大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
　　　　 変更前　 開店時刻午前 ��時　 閉店時刻午後 �時
　　　　 変更後　 開店時刻午前 �時　 閉店時刻午前 �時
　（２）�来客が駐車場を利用することができる時間帯
　　　　 変更前　 午前 �時から午後 �時 ��分まで
　　　　 変更後　 午前 �時から午前 �時 ��分まで
３　 変更する年月日
　　 平成 ��年 �月 ��日
４　 変更に係る事項以外の届出事項
　（１）�大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称
　　　　 九州ジャスコ株式会社ほか ��
　（２）�大規模小売店舗内の店舗面積の合計
　　　　 �����平方メートル
　（３）�駐車場の収容台数
　　　　 ���台
　（４）�駐輪場の収容台数
　　　　 ���台
　（５）�荷さばき施設の面積
　　　　 ��平方メートル
　（６）�廃棄物等の保管施設の容量
　　　　 ��立法メートル

4 熊 本 県 公 報 第 1  0  8  6  4号平成 14年 7月 22日　月曜

事業所の名称及び所在地

生産事業の内容

生産事業者の住所及び

氏名又は名称　　　　
登録番号

苗　　　　木種　　穂

幼苗以外の

苗木育成　

幼苗の

育成　
精選採取

東樹苗園

菊池郡大津町大字引水���
○○○

菊池郡大津町大字引水���

東　直利

���



5

　（７）�駐車場の自動車の出入口の数
　　　　 �か所
　（８）�荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
　　　　 午前 �時から午後 ��時まで
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玉名地域振興局振興調整室
　　 平成 ��年 �月 ��日から平成 ��年 ��月 ��日まで

　登載依頼

熊本県教育委員会公告第 7 号
　第 �回指導力強化に関する検討委員会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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県教育委員会委員長　 今　 村　 潤　 子
１　 開催日時
　　 平成 ��年 �月 ��日（火）午後 �時 ��分から午後 �時まで
２　 開催場所
　　 熊本市水前寺一丁目 �����　 水前寺共済会館二階　 鳳凰
３　 議題
　　 指導力強化のための研修体制等について
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該会議の会場において、事務局の指
　　　 示により、会議の会場に入ることができる。
　（２）　 傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了する。
６　 問い合わせ先
　　 熊本市水前寺六丁目 ��番 �号
　　 指導力強化に関する検討委員会事務局（熊本県教育庁　 義務教育課）
　　（電話 ������������　 内線 ����）

熊本県林業労働安全衛生推進会議公告第 1 号
　平成 ��年度熊本県林業労働安全衛生推進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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県林業労働安全衛生推進会議
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
　　 熊本市水前寺六丁目 ��番 �号
　　 熊本県庁本館 ��階第 �共用会議室
３　 議題
　（１）　 平成 ��年度林業労働安全衛生総合対策事業の実施状況及び今後の検討について
　（２）　 林業労働災害の現状について
　（３）　 関係機関、団体間における情報交換
　（４）　 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、当該会議の会場において、氏名、住
　　　 所を記入した上で、事務局の指示により、会議の会場に入ることができる。
　（２）　 傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了する。
６　 問い合わせ先
　　 熊本市水前寺六丁目 ��番 �号
　　 熊本県林業労働安全衛生推進会議事務局（熊本県林務水産部林業振興課組合指導係）
　　（電話 ������������　 内線 ����）
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