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　　 告　　 示
○道路の区域変更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（道路維持課）　 �
○道路の供用開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ）　 �
○指定居宅サービス事業所の指定　　　　　　　　　　　　　　　（高齢保健福祉課）　 �
○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変更　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ）　 �
○貸金業の規制等に関する法律第 ��条第 �項第 �号の規定による行政
　処分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（経営金融課）　 �
　　 公　　 告
○大規模小売店舗立地法に基づく変更届出　　　　　　　　　　　　　（商工政策課）　 �
○開発行為に関する工事の完了　　　　　　　　　　　　　　　　　　（建　 築　 課）　 �
○土地改良区役員の退任及び就任　　　　　　　　　　　　　　　　　（農村計画課）　 �
○　　 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ）　 �
○　　 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ）　 �
○障害保健福祉課ホームページ作成業務に係る一般競争入札の実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（障害保健福祉課）　 �
　　 登　 載　 依　 頼
○熊本県職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する規則の
　一部を改正する規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人事委員会）　 �
○熊本県道路交通規則の一部を改正する規則　　　　　　　　　　　　（公安委員会）　 �
○道路交通法第 ��条、第 ���条、第 ���条の �、第 ���条の �の �、
　第 ���条の �及び第 ���条の �に規定する申請又は届出の場所、期
　日及び受付時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ） ��
○道路交通法第 ���条の �第 �項第 �号、第 �号、第 �号、第 �号、
　第 �号、第 �号、第 �号の �、第 ��号、第 ��号及び第 ��号に規定
　する講習を行う場所、期日及び受付時間　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ） ��
○熊本県道路交通規則第 ��条の �第 �項第 �号に規定する講習を行う
　場所、期日及び受付時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ） ��
○自動車運転免許技能試験官の指定等に関する規則の一部を改正する
　規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ） ��
○熊本県道路交通規則（昭和 ��年熊本県公安委員会規則第 �号）第
　��条の規定に基づき、運転免許試験、検査、再試験、限定の全部又
　は一部の解除の審査及び緊急自動車の運転資格の審査を行う場所、
　期日及び受付時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ） ��

　告　　 示

熊本県告示第 447 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
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１　 道路の種類、路線名及び区域変更する区間等

２　 区域変更する期日　 平成 ��年 �月 ��日

熊本県告示第 448 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 449 号
　介護保険法（平成 �年法律第 ���号）第 ��条第 �項の規定により指定居宅サービス事業
所を次のとおり指定した。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
　【通所リハビリテーション】
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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

緊 道 整

（防災）

�����

�����

　　～

　　　����

前
牛深市大字魚貫

　　　　　　　　　　����番�地先から

同　　所　　　同　　字

　　　　　　　　　　����番�地先まで

牛 深

天 草 線

主要

地方

道　

�����

�����

　　～

　　　����
後

�����

�����

　　～

　　　�����

災 害

復 旧

���

�����

　　～

　　　�����

前八代郡坂本村大字深水い字倉谷

　　　　　　　　　　����番�地先から

同　　所　　　同　　字

　　　　　　　　　　����番　地先まで

小 鶴

原女木線

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 交 安����

阿蘇郡小国町大字宮原字影ノ木

　　　　　　　　　　　　　　���番�地先から

同　　所　　　同　　字

　　　　　　　　　　　　　　���番�地先まで

387号一 般 国 道

24 条

工 事
����

球磨郡錦町大字一武字忠ヶ原

　　　　　　　　　　　　　����番�地先から

同　　所　　　同　　字

　　　　　　　　　　　　　����番�地先まで

錦 湯 前 線主要地方道

指　定　年　月　日事　業　者　名事業所の名称及び事業所の所在地

平成��年�月��日医療法人社団聖和会コスモス通所リハビリテーショ�ン

玉名郡長洲町宮野����番地
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熊本県告示第 450 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〕

　〔居宅療養管理指導〕

〔通所介護〕

　〔短期入所生活介護〕

　〔痴呆対応型共同生活介護〕

　〔福祉用具貸与〕

　〔居宅介護支援事業〕
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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��日有限会社ケアサービス安樹

宇土市三拾町�����

有限会社ケアサービス安�樹

宇土市三拾町�����

平成��年�月��日社会福祉法人三加和福祉会

玉名郡三加和町大字平野����

和楽荘訪問介護事業所

玉名郡三加和町大字平野����

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�日有限会社植柳調剤薬局

八代市植柳上町������

ひまわり薬局

八代市植柳上町������

平成��年�月��日有限会社サンワ

牛深市牛深町������

あい薬局

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�日医療法人社団昭和会

荒尾市荒尾���

デイサービスむつみ

荒尾市荒尾�����

平成��年�月�日社会福祉法人伸生紀

下益城郡中央町佐俣���

デイサービスセンターこもれび

下益城郡中央町佐俣���

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�日社会福祉法人伸生紀

下益城郡中央町佐俣���

ショートステイこもれび

下益城郡中央町佐俣���

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�日医療法人社団昭和会

荒尾市荒尾���

グループホームむつみ苑

荒尾市荒尾�����

平成��年�月��日社会福祉法人成仁会

阿蘇郡西原村布田�����

グループホームみどり

阿蘇郡西原村布田���

平成��年�月��日社会福祉法人東泉会

八代郡東陽村南�����

グループホーム氷川

八代郡東陽村南�����

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�������

グリーンコープ生協くまもと福祉用

具貸与事業所

菊池郡菊陽町津久礼�������

平成��年�月��日株式会社西金物店

球磨郡多良木町多良木���

株式会社西金物店

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��日医療法人回生会

人吉市九日町���

堤病院居宅介護支援事業所「げん

き」

人吉市下林町���



熊本県告示第 451 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
定介護機関から変更の届出があった。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
　〔福祉用具貸与事業者〕

熊本県告示第 452 号
　貸金業の規制等に関する法律（昭和 ��年法律第 ��号）第 ��条第 �項第 �号の規定によ
る行政処分について、同法第 ��条第 �項の規定により次のとおり告示する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 被処分者
　　 商号又は名称　　　　　　 有限会社ミヤモト（代表取締役　 宮本浩二）
　　 主たる営業所等の所在地　 菊池市大字木野 ����番地
　　 登録番号　　　　　　　　 熊本県知事（４）第 �����号
　　 登録年月日　　　　　　　 平成 ��年 ��月 �日
２　 行政処分の年月日
　　 平成 ��年 �月 ��日
３　 行政処分の内容
　　 登録の取消し
４　 適用条文
　　 貸金業の規制等に関する法律第 ��条第 �項第 �号

　公　　 告

熊本県公告第 426 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
　　 エース水前寺駅店
　　 熊本市水前寺一丁目 �����番ほか
２　 変更した事項
　（１）　 大規模小売店舗の名称
　　　　 変更前　（仮称）　 寿屋水前寺駅店
　　　　 変更後　 エース水前寺駅店
　（２）　 当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名及び住所並びに代表者の氏
　　　 名
　　　　 変更前　 ㈱寿屋、代表取締役　 須藤和徳、熊本市安政町 �番 �号
　　　　 変更後　 ㈱広栄、代表取締役社長　 �崎英雄、熊本市流通団地一丁目 ��番地
３　 変更の年月日
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平成��年�月�日医療法人社団昭和会

荒尾市荒尾���

居宅介護支援事業所むつみ

荒尾市荒尾�����

平成��年�月��日有限会社ケアサービス安樹

宇土市三拾町�����

有限会社ケアサービス安樹

宇土市三拾町�����

平成��年�月�日社会福祉法人伸生紀

下益城郡中央町佐俣���

居宅介護支援センターこもれび

下益城郡中央町佐俣���

変更年月日
変　　更　　事　　項

介護機関所在地開　設　者介護機関名称
新旧

平成��年

�月�日
所在地

荒尾市万田�����

��

有限会社ミム

ラ・ヒューマ

ンケア

有限会社ミム

ラ・ヒ�ューマン

ケア 荒尾市万田

�������

玉名郡岱明町西

照寺���
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　　 平成 ��年 �月 ��日
４　 変更する理由
　　 当初予定の小売業者が出店を辞退したため
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
　　 平成 ��年 �月 ��日から平成 ��年 �月 ��日まで

熊本県公告第 427 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
　　 上益城郡嘉島町大字下六嘉字西光寺 ����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
　　 熊本市鹿子木町 ��番地 �
　　 今坂　 堅一郎
　　 熊本市鹿子木町 ��番地 �
　　 今坂　 功子

熊本県公告第 428 号
　菊池郡大津町護川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

菊池郡大津町大字杉水���番地

菊池郡大津町大字杉水����番地

菊池郡大津町大字杉水����番地�

菊池郡大津町大字矢護川����番地

菊池郡大津町大字矢護川����番地�

菊池郡大津町大字矢護川����番地

菊池郡大津町大字矢護川����番地

菊池郡大津町大字矢護川����番地

菊池郡大津町大字矢護川����番地

菊池郡大津町大字矢護川���番地

菊池郡大津町大字平川����番地

菊池郡旭志村大字尾足���番地

菊池郡大津町大字矢護川����番地

菊池郡旭志村大字川辺���番地

菊池郡大津町大字矢護川���番地

合　志　義　一

石　原　大　成

安　永　和　博

岩　下　博　美

永　田　光　雄

森　　　正　光

今　村　誠　吾

大　村　信　種

今　村　達　也

永　田　　　照

府　内　　　傳

松　岡　星　基

村　山　春　木

清　水　　　誠

澤　山　　　司

理　事

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

監　事

　〃

住　　　　　　　　　　　　　所氏　　　名役職名

菊池郡大津町大字杉水���番地

菊池郡大津町大字杉水����番地

菊池郡大津町大字杉水����番地

菊池郡大津町大字矢護川����番地

菊池郡大津町大字矢護川����番地�

菊池郡大津町大字矢護川����番地

菊池郡大津町大字矢護川����番地

菊池郡大津町大字矢護川����番地

菊池郡大津町大字矢護川����番地

合　志　義　一

石　原　大　成

安　永　忠　文

藤　坂　　　功

永　田　光　雄

永　田　　　博

今　村　誠　吾

大　村　信　種

今　村　達　也

理　事

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃



熊本県公告第 429 号
　菊池郡泗水町泗水町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 430 号
　菊池郡大津町大菊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
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菊池郡大津町大字矢護川���番地

菊池郡大津町大字平川����番地

菊池郡旭志村大字尾足���番地

菊池郡大津町大字矢護川����番地

菊池郡旭志村大字川辺���番地

菊池郡大津町大字矢護川����番地

永　田　　　照

府　内　　　傳

松　岡　星　基

村　山　春　木

清　水　　　誠

今　村　信　敬

理　事

　〃

　〃

　〃

監　事

　〃

住　　　　　　　　　　　　　所氏　　　名役職名

菊池郡泗水町大字吉富����續　　　義　昭理　事

住　　　　　　　　　　　　　所氏　　　名役職名

菊池郡泗水町大字福本������松　岡　一　俊理　事

住　　　　　　　　　　　　　所氏　　　名役職名

菊池郡大津町大字大林���番地

菊池郡大津町大字陣内����番地��

菊池郡大津町大字陣内����番地

菊池郡大津町大字上町���番地

菊池郡大津町大字引水���番地

菊池郡大津町大字灰塚���番地

菊池郡菊陽町大字原水����番地

菊池郡菊陽町大字原水���番地

菊池郡菊陽町大字原水����番地

菊池郡菊陽町大字久保田��番地

菊池郡菊陽町大字久保田���番地

菊池郡菊陽町大字津久礼���番地

菊池郡菊陽町大字曲手���番地

菊池郡菊陽町大字辛川����番地

菊池郡菊陽町大字辛川����番地

菊池郡大津町大字大津����番地

菊池郡菊陽町大字津久礼����番地

菊池郡大津町大字室����番地

菊池郡菊陽町大字原水����番地

菊池郡菊陽町大字久保田����番地

上　田　隆　生

本　田　亀　松

今　村　義　輝

白　石　強　記

谷　本　保　馬

宮　�　文　夫

上　田　尚　生

紫　藤　信　照

井　戸　良　正

東　　　建　男

上　田　俊　秋

松　村　秀　隆

村　田　美　仁

酒　井　�　昭

鍋　島　英　明

荒　木　時　彌

冨　永　清　次

大　塚　照　彌

井　芹　重　信

河　北　義　則

理　事

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

監　事

　〃

　〃
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就　 任

熊本県公告第 431 号
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 競争入札に付する事項
　（１）　 委託業務の名称
　　　　 障害保健福祉課ホームページ作成業務
　（２）　 委託業務の概要
　　　　 障害保健福祉課の事業の紹介及び支援費制度に基づく指定事業者の情報提供等を
　　　 行うホームページの制作
　（３）　 委託業務の詳細　 入札説明書による。
　（４）　 委託の期間　 平成 ��年 �月 �日から平成 ��年 �月 ��日まで
　（５）　 入札方法
　　　 ア　 落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の �パーセント�
　　　　 に相当する額を加算した金額（当該金額に �円未満の端数があるときは、その端
　　　　 数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消
　　　　 費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積
　　　　 もった額の ���分の ���に相当する金額を入札書に記載すること。
　　　 イ　 入札説明書に特段の定めがない事項については、熊本県競争入札心得（昭和 ��
　　　　 年熊本県告示第 ���号）の規定を準用する。
　　　 ウ　 入札書は入札説明書に示す様式により作成すること。
２　 入札参加資格
　　 平成 ��年 �月 �日熊本県告示第 ���号（情報システム関連業務委託に係る一般競争入
　札参加資格審査要綱）の規定により同要綱第 �条第 �号のホームページ制作及び維持管
　理に関する業務に係る入札参加資格を有すると認められた者であること。
３　 契約条項を示す場所
　（１）　 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
　　　　 熊本県健康福祉部障害保健福祉課支援費制度班（熊本県庁行政棟新館 �階）
　　　　 郵便番号　 ��������　 熊本県熊本市水前寺六丁目 ��番 �号
　　　　 電話番号　 ������������　 内線 ����
　（２）　 入札説明書の交付
　　　　 平成 ��年 �月 ��日から平成 ��年 �月 ��日までのそれぞれの日（県の休日を除
　　　 く。）の午前 �時 ��分から午後 �時 ��分までの間に交付する。
　（３）　 入札及び開札の日時及び場所
　　　 ア　 日時　 平成 ��年 �月 ��日　 午後 �時

平成 14年 5月 24日　金曜 熊 本 県 公 報 第 1  0  8  3  9号

住　　　　　　　　　　　　　所氏　　　名役職名

菊池郡大津町大字吹田���番地

菊池郡大津町大字陣内����番地

菊池郡大津町大字陣内����番地

菊池郡大津町大字下町���番地

菊池郡大津町大字引水���番地

菊池郡大津町大字新���番地

菊池郡菊陽町大字原水����番地

菊池郡菊陽町大字原水���番地

菊池郡菊陽町大字原水����番地

菊池郡菊陽町大字久保田����番地

菊池郡菊陽町大字久保田���番地

菊池郡菊陽町大字津久礼����番地

菊池郡菊陽町大字馬場楠���番地

菊池郡菊陽町大字辛川���番地�

熊本市鹿帰瀬町���番地�

菊池郡大津町大字大津����番地

菊池郡菊陽町大字津久礼����番地

菊池郡大津町大字森���番地

菊池郡菊陽町大字久保田����番地

菊池郡菊陽町大字辛川����番地

太田黒　忠　勝

吉　永　　　明

樋　口　陽　一

原　野　誠　司

谷　本　保　馬

木　野　則　昭

村　本　廣　見

笠　　　一　男

宮　原　隆　之

鎌　田　道　雄

上　田　俊　秋

高　山　　　賢

吉　山　勝　利

広　瀬　一　誠

徳　山　清　光

荒　木　時　彌

冨　永　清　次

岡　田　誠　一

田　中　安　徳

嶋　田　　　誠

理　事

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

監　事

　〃

　〃


