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　　 告　　 示
○生活保護法による介護機関の指定　　　　　　　　　　　　　　　　（医務福祉課）　 �
○生活保護法による指定介護機関の廃止　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ）　 �
○軽油引取税にかかる課税地の指定　　　　　　　　　　　　　　　　（税　 務　 課）　 �
　　 公　　 告
○土地改良区役員の退任及び就任　　　　　　　　　　　　　　　　　（農村計画課）　 �
○熊本県の港湾ビジョン（素案）　　　　　　　　　　　　　　　　　（港　 湾　 課）　 �
○大規模小売店舗立地法に基づく変更届出　　　　　　　　　　　　　（商工政策課）　 �
○　　 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ）　 �
○　　 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ）　 �
○　　 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ）　 �
○　　 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ）　 �
○　　 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ）　 �
○　　 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ）　 �
○　　 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ）　 �
○　　 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ）　 �
○　　 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ）　 �
○　　 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ） ��
○平成 ��年度地域食生活実態調査事業における調査票のデータ入力及び
　集計解析業務委託に関する一般競争入札の実施　　　　　　　　　　（健康増進課） ��
　　 登　 載　 依　 頼
○熊本県企業局会計規程の一部を改正する管理規程　　　　　　　　　（企　 業　 局） ��

　告　　 示

熊本県告示第 559 号
　生活保護法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条の �第 �項の規定により、介護機関を次
のように指定した。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
　〔訪問介護〕

　〔訪問入浴介護〕

　〔訪問看護〕
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 目　　次 
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平成 14年 7月 15日（月）

（毎週　月・水・金発行）

指定年月日事業者の名称及び所在地事業所の名称及び所在地

平成��年�月��日有限会社ラポール新世園

八代市古閑下町������

ラポール新世園

八代市古閑下町������

平成��年�月�日人吉観光交通株式会社

人吉市中青井町�����

けいあい（敬愛）訪問介護センター

人吉市中青井町�����　ダイヤモンド

ビル��

指定年月日事業者の名称及び所在地事業所の名称及び所在地

平成��年�月�日社会福祉法人西合志町社会福祉協議会

菊池郡西合志町大字須屋������

西合志町訪問入浴ステーション

菊池郡西合志町大字須屋������

指定年月日事業者の名称及び所在地事業所の名称及び所在地

平成��年��月�日福満　健一郎

八代市松江町���

福満内科医院

八代市松江町���



　〔訪問リハビリテーション〕

　〔居宅療養管理指導〕

　〔通所介護〕
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平成��年�月�日医療法人蘇春堂

人吉市上青井町���

医療法人蘇春堂人吉中央温泉病院

人吉市上青井町�����

平成��年�月��日牛深市

牛深市牛深町��������

牛深市民病院

牛深市牛深町����

平成��年�月�日医療法人永田会

上益城郡益城町惣領������

訪問看護ステーション　トラスティー

ホームげんき

上益城郡益城町大字惣領������

指定年月日事業者の名称及び所在地事業所の名称及び所在地

平成��年�月�日医療法人蘇春堂

人吉市上青井町���

医療法人蘇春堂人吉中央温泉病院

人吉市上青井町�����

平成��年�月��日牛深市

牛深市牛深町��������

牛深市民病院

牛深市牛深町����

指定年月日事業者の名称及び所在地事業所の名称及び所在地

平成��年��月�日福満　健一郎

八代市松江町���

福満内科医院

八代市松江町���

平成��年�月�日北里　雄二

八代市迎町�����

北里歯科医院

八代市迎町�����

平成��年�月�日有限会社コムス

八代市通町�����

エビス薬局

八代市竹原町������

平成��年�月�日株式会社ユネット

球磨郡多良木町多良木����

清風はなみずき薬局

人吉市九日町��

平成��年�月�日本田　徳貳

球磨郡多良木町多良木����

人吉歯科クリニック

人吉市西間上町������

平成��年�月��日医療法人是真会

人吉市西間上町������

瓦屋町歯科

人吉市瓦屋町������

平成��年�月�日医療法人蘇春堂

人吉市上青井町���

医療法人蘇春堂人吉中央温泉病院

人吉市上青井町�����

平成��年�月�日医療法人中島会

荒尾市増永����

中島内科医院

荒尾市増永����

平成��年�月��日株式会社ミユキメディカル

熊本市古城町����

みなまた駅前薬局

水俣市桜井町�����

平成��年�月��日牛深市

牛深市牛深町��������

牛深市民病院

牛深市牛深町����

平成��年�月��日株式会社ファーコス

東京都千代田区神田練塀町��

ムラタヤビル�階

ゆう薬局

阿蘇郡小国町宮原������

平成��年�月�日株式会社ユネット

球磨郡多良木町大字多良木����

清風えびす薬局

球磨郡多良木町多良木����

指定年月日事業者の名称及び所在地事業所の名称及び所在地

平成��年�月��日有限会社アニス

八代市古城町������

指定通所介護事業所　老人デイサービ

スセンター陽向

八代市古城町������

平成��年�月��日グリーンコープ生活協同組合くまもと

菊池郡菊陽町津久礼�������

デイサービスセンター「グリーンコー

プゆるりの�家・松橋」

下益城郡松橋町松橋������
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　〔通所リハビリテーション〕

　〔短期入所生活介護〕

　〔短期入所療養介護〕

　〔痴呆対応型共同生活介護〕

　〔介護療養型医療施設〕

熊本県告示第 560 号
　生活保護法施行規則（昭和 ��年厚生省令第 ��号）第 ��条第 �項の規定により、次の指
定介護機関から廃止の届出があった。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
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平成��年�月��日有限会社さとがえり

玉名郡三加和町板楠���

デイサービスセンターさとがえり

玉名郡三加和町板楠���

平成��年�月��日社会福祉法人泗水福祉会

菊池郡泗水町永����

泗水苑デイサービス事業所

菊池郡泗水町永����

平成��年�月�日社会福祉法人西合志町社会福祉協議会

菊池郡西合志町須屋������

西合志町デイサービスセンター

菊池郡西合志町大字須屋������

指定年月日事業者の名称及び所在地事業所の名称及び所在地

平成��年�月��日医療法人社団聖和会

荒尾市荒尾������

コスモス通所リハビリテーション

玉名郡長洲町宮野����

指定年月日事業者の名称及び所在地事業所の名称及び所在地

平成��年�月��日社会福祉法人泗水福祉会

菊池郡泗水町永����

泗水苑ショートステイ事業所

菊池郡泗水町永����

指定年月日事業者の名称及び所在地事業所の名称及び所在地

平成��年��月�日福満　健一郎

八代市松江町���

福満内科医院

八代市松江町���

平成��年�月�日医療法人蘇春堂

人吉市上青井町���

医療法人蘇春堂人吉中央温泉病院

人吉市上青井町�����

指定年月日事業者の名称及び所在地事業所の名称及び所在地

平成��年�月�日医療法人藤杏会

荒尾市四山町�����

グループホームふくじゅそう

荒尾市四山町�����

平成��年�月��日医療法人社団大徳会

阿蘇郡一の宮町大字宮地����

大阿蘇病院グループホームさくら苑

阿蘇郡一の宮町大字宮地������

指定年月日名称及び所在地

平成��年��月�日福満内科医院

八代市松江町���

平成��年�月�日医療法人蘇春堂人吉中央温泉病院

人吉市上青井町�����

平成��年�月��日愛甲やすらぎ医院

人吉市駒井田町����

平成��年�月��日伊藤医院

荒尾市四山町�����

平成��年�月�日医療法人社団誠心会杉上病院

下益城郡城南町高����

平成��年�月��日東熊本病院

上益城郡益城町大字惣領字木神������



　〔訪問看護〕

　〔訪問リハビリテーション〕

　〔居宅療養管理指導〕

　〔短期入所療養介護〕

　〔介護療養型医療施設〕

熊本県告示第 561 号
　熊本県税条例（昭和 ��年熊本県条例第 ��号。以下「条例」という。）第 �条第 �項の規
定により、条例第 ���条第 �項に規定する特約業者又は元売業者以外の石油製品販売業者
が、条例第 ���条第 �項に規定する燃料炭化水素油のうち、アルコールを主成分とする燃
料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合における当該燃料炭化水素油
の販売に対して課する軽油引取税の課税地については、条例第 �条第 �項第 ��号ウの規定
にかかわらず、熊本県税事務所の所在地とする。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子

4 熊 本 県 公 報 第 1  0  8  6  1号平成 14年 7月 15日　月曜

指定年月日事業者の名称及び所在地事業所の名称及び所在地

平成��年�月��日小嶋　嘉郎

八代市通町�����

小嶋内科医院

八代市通町�����

平成��年��月�日福満　昭二

八代市松江町���

福満循環器科内科医院

八代市松江町���

平成��年�月��日医療法人蘇春堂

人吉市上青井町�����

人吉中央温泉病院

人吉市下原田町西門������

平成��年�月��日牛深市

牛深市牛深町��������

牛深市民病院

牛深市牛深町又������

指定年月日事業者の名称及び所在地事業所の名称及び所在地

平成��年�月��日牛深市

牛深市牛深町��������

牛深市民病院

牛深市牛深町又������

指定年月日事業者の名称及び所在地事業所の名称及び所在地

平成��年�月��日小嶋　嘉郎

八代市通町�����

小嶋内科医院

八代市通町�����

平成��年��月�日福満　昭二

八代市松江町���

福満循環器科内科医院

八代市松江町���

平成��年�月��日北里　雄二

八代市迎町�����

山下歯科医院

八代市迎町�����

平成��年�月��日医療法人蘇春堂

人吉市上青井町�����

人吉中央温泉病院

人吉市下原田町西門������

平成��年�月��日中島　明

荒尾市増永����

中島内科医院

荒尾市増永����

平成��年�月��日牛深市

牛深市牛深町��������

牛深市民病院

牛深市牛深町又������

指定年月日事業者の名称及び所在地事業所の名称及び所在地

平成��年��月�日福満　昭二

八代市松江町���

福満循環器科内科医院

八代市松江町���

廃止年月日名称及び所在地

平成��年��月�日福満循環器科内科医院

八代市松江町���

平成��年�月��日人吉中央温泉病院

人吉市下原田町西門������
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　公　　 告

熊本県公告第 571 号
　八代郡宮原町一の井手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 572 号
　県政に係る意見提出手続（県政パブリック・コメント手続）実施要綱第 �の規定により、
熊本県の港湾ビジョン（素案）について、意見を募集する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 意見募集の対象
　　 熊本県の港湾ビジョン（素案）
２　 意見募集の期間
　（１）　 電子メール及びファックスの場合は、平成 ��年 �月 �日（水）から平成 ��年 �
　　　 月 �日（金）午後 �時 ��分まで
　（２）　 郵送の場合は、平成 ��年 �月 �日（金）まで（必着）
３　 ビジョン（素案）の掲載（閲覧）場所
　（１）　 県庁ホームページ（�������������	
�����������
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住　　　　　　　　　　　　　所氏　　　名役職名

八代郡宮原町大字宮原村���番地

八代郡宮原町大字宮原村���番地

八代郡宮原町大字早尾���番地

八代郡宮原町大字中島���番地

八代郡宮原町大字栫����番地

八代郡宮原町大字宮原村���番地

八代郡宮原町大字有佐���番地

八代郡宮原町大字今���番地の�

八代郡鏡町大字有佐���番地

八代郡鏡町大字有佐���番地

八代郡宮原町大字有佐���番地

八代郡鏡町大字中島���番地の�

八代郡鏡町大字中島����番地

平　岡　啓　輔

中　田　　　勉

服　田　健　一

松　田　継　司

山　本　俊　一

内　田　　　勲

益　田　康志郎

福　嶋　光　義

古　門　清　節

溝　口　　　勝

田　村　　　隆

中　村　勝　雄

平　崎　二十三

理　事

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

監　事

　〃

　〃

住　　　　　　　　　　　　　所氏　　　名役職名

八代郡宮原町大字宮原村���番地

八代郡宮原町大字宮原村���番地

八代郡宮原町大字早尾���番地

八代郡宮原町大字中島���番地

八代郡宮原町大字栫���番地

八代郡宮原町大字宮原村��番地の�

八代郡宮原町大字有佐���番地

八代郡宮原町大字今���番地

八代郡宮原町大字宮原村���番地の�

八代郡鏡町大字有佐���番地

八代郡鏡町大字有佐���番地

八代郡宮原町大字有佐���番地

八代郡鏡町大字中島���番地の�

八代郡鏡町大字中島����番地

平　岡　啓　輔

中　田　　　勉

服　�　節　男

松　田　忠　一

坂　本　正　一

永　松　　　榮

益　田　康志郎

村　山　　　弘

上　田　義　光

牧　野　秀　年

溝　口　　　勝

田　村　　　隆

稲　田　一　俊

鶴　田　八州男

理　事

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

監　事

　〃

　〃



　　 ア　「熊本県ホームページ」の「ご意見募集」のコーナーをクリックし、「県政に係る
　　　 意見提出手続」を再度クリックすること。
　　 イ　「県政に係る意見提出手続」コーナーの「案件名」欄の「熊本県の港湾ビジョン
　　　（素案）」をクリックすること。
　（２）　 熊本県土木部港湾課（行政棟本館 ��階）
　（３）　 各地域振興局振興調整室（県内 ��か所）、熊本土木事務所及び各港管理事務所（県
　　　 内４か所）
　（４）　 熊本県情報プラザ（行政棟新館 �階）
４　 意見の提出方法
　　 意見については、住所、氏名（団体としての意見であれば団体名）、電話番号等を記
　入し、次の方法で送付すること。（様式は問わない）
　　 なお、電話や口頭による意見の提出は受付できない。
　（１）　 電子メールの場合　「ご意見送付フォーム」
　（２）　 ファックスの場合　 ���：���������	�
　 熊本県土木部港湾課
　（３）　 郵送の場合　　　　 〒 ��������　　　　 熊本県土木部港湾課
５　 意見の取扱い
　　 提出された意見については、後日、県の考え方を示し、県庁ホームページなどで公表
　する。その際、住所、氏名、電話番号などの個人情報を除き、意見の内容は公開する。
　　 なお、意見への個別の回答はしない。
６　 問い合わせ先
　　 熊本県土木部港湾課
　　 〒 ��������（県庁専用番号）熊本市水前寺六丁目 ��番 �号
　　 電話番号 ������������　 内線 ����、����

熊本県公告第 573 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
　　 ニコニコ堂三角店
　　 宇土郡三角町三角浦 ��������
２　 変更した事項
　（１）　 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名
　　　　 変更前　 株式会社ニコニコ堂　 代表取締役　 友納　 宏
　　　　 変更後　 株式会社ニコニコ堂　 代表取締役　 川村　 英文
　（２）　 大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名
　　　　 変更前　 株式会社ニコニコ堂　 代表取締役　 友納　 宏
　　　　 変更後　 株式会社ニコニコ堂　 代表取締役　 川村　 英文
３　 変更の年月日
　　 平成 ��年 �月 �日
４　 変更する理由
　　 代表取締役交代のため
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宇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 574 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
　　 ニコニコ堂天水店
　　 玉名郡天水町部田見字参番 ����
２　 変更した事項
　（１）　 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名
　　　　 変更前　 株式会社ニコニコ堂　 代表取締役　 友納　 宏
　　　　 変更後　 株式会社ニコニコ堂　 代表取締役　 川村　 英文
　（２）　 大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名
　　　　 変更前　 株式会社ニコニコ堂　 代表取締役　 友納　 宏
　　　　 変更後　 株式会社ニコニコ堂　 代表取締役　 川村　 英文
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