
　公　　 告

熊本県公告第 372 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
　　 玉名市築地字古閑 ����番 �、同 ����番 �、同 ����番 �、同字深田 ����番 �の一部、
　同 ����番 �の一部、同 ����番 �、同 ����番 �の一部、同 ����番の一部、同 ����番 �、
　同 ����番 �、同 ����番 �、同 ����番 �の一部、同 ����番 �及び同 ����番地先里道の一
　部
　　 ��������平方メートル
２　 開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　 玉名郡横島町 ����－ �番地
　　 株式会社マルエイ

熊本県公告第 373 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北甘木字笈ノ瀬 ����番 �
　　 ������平方メートル
２　 開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　 熊本市田崎二丁目 �番 ��－ ���号
　　 村上　 マサエ

熊本県公告第 374 号
　大規模小売店舗立地法（平成 ��年法律第 ��号）第８条第 �項の規定により熊本市から
意見書の提出があったので、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、当該意見書を縦覧に供する。
　　 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　 南熊本店
　　 熊本県熊本市南熊本 �－ �－ ��
２　 市町村意見の概要
　　 届出に対する意見はないが、設置者は、変更後においても、当該大規模小売店舗が周
　辺地域の生活環境に与える影響について十分な注意を払い、生活環境上の問題が生じた
　場合は、地域住民の理解を得ながら対策を講じるなど誠意を持って必要な措置をとるよ
　う努めること。
３　 意見書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
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松島漁業協同組合

天草中央漁業協同組合

天草中央漁業協同組合

苓北町漁業協同組合

天草町漁業協同組合

牛深市漁業協同組合

新和町漁業協同組合

倉岳町漁業協同組合

御所浦漁業協同組合

樋島漁業協同組合

樋合漁港

佐伊津漁港

二江漁港

富岡漁港

大江漁港

牛深漁港

大多尾漁港

宮田漁港

御所浦漁港

下桶川漁港
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熊本県公告第 375 号
　大規模小売店舗立地法（平成 ��年法律第 ��号）第 �条第 �項の規定により熊本市から
意見書の提出があったので、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、当該意見書を縦覧に供する。
　　 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
　　 クリスタルモールはません店
　　 熊本県熊本市田井島一丁目 �－ �
２　 市町村意見の概要
　　 届出に対する意見はないが、設置者は、変更後においても、当該大規模小売店舗が周
　辺地域の生活環境に与える影響について十分な注意を払い、生活環境上の問題が生じた
　場合は、地域住民の理解を得ながら対策を講じるなど誠意を持って必要な措置をとるよ
　う努めること。
３　 意見書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 376 号
　大規模小売店舗立地法（平成 ��年法律第 ��号）第 �条第 �項の規定により松橋町から
意見書の提出があったので、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、当該意見書を縦覧に供する。
　　 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
　　 壽屋　 松橋店
　　 熊本県下益城郡松橋町字園田 ���－ �
２　 市町村意見の概要
　　 周辺地域の生活環境に十分な注意を払い、適切な配慮を行ってもらいたい。
３　 意見書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 377 号
　特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、特定非営利活動促進法（平成 ��
年法律第 �号）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　 申請年月日
　　 平成 ��年 �月 ��日
２　 名称
　　 特定非営利活動法人アイオービースポーツ推進事業団
３　 代表者の氏名
　　 福島　 貴志
４　 主たる事務所の所在地
　　 熊本市水前寺三丁目 ��番 ��号
５　 定款に記載された目的
　　 この法人は、高齢者・障害者をはじめとする地域住民に対して水泳を通じた健康づく
　りに関する事業及び選手育成事業を行い、スポーツ振興に寄与することを目的とする。

熊本県公告第 378 号
　特定調達契約につき、一般競争入札により落札者を決定したので、地方公共団体の物品
等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成 ��年政令第 ���号）第 ��条の規定
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
１　 落札に係る特定役務の名称及び数量
　　 平成 ��年度熊本県総合行政ネットワーク県庁 ���監視運営保守委託　 一式
２　 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
　　 熊本県企画振興部情報企画課
　　 郵便番号 ���－ ����　 熊本市水前寺六丁目 ��番 �号
３　 落札者を決定した日
　　 平成 ��年 �月 ��日
４　 落札者の名称及び所在地
　　 西日本電信電話株式会社　 熊本支店
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　　 熊本市桜町 �番 �号
５　 落札金額
　　 �����万円（うち消費税及び地方消費税 ���万円）
６　 契約の相手方を決定した手続
　　 一般競争入札
７　 入札公告日
　　 平成 ��年 �月 ��日

熊本県公告第 379 号
　測量法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条第 �項の規定に基づき、国土交通省国土地理
院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通知があったので、同条第 �項の規定により
公告する。
　　 平成 ��年 �月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子

熊本県公告第 380 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
　　 ニコニコ堂多良木店
　　 球磨郡多良木町 ����－ �
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　 ��時間営業
　（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 ��時まで
　　　　 変更後　 ��時間
　（３）　 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
　　　　 変更前　 午前 �時から午後 ��時まで
　　　　 変更後　 ��時間
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
　　　　 株式会社ニコニコ堂ほか �
　（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
　（７）　 駐車場の自動車の出入口の数
　　　　 �か所
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球磨地域振興局振興調整室
　　 平成 ��年 �月 �日から平成 ��年 �月 �日まで
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作　　　業　　　地　　　域作　　業　　期　　間作　　業　　種　　類

熊本市、水俣市、菊池市、宇土郡三角

町、菊池郡旭志村、八代郡千丁町、八

代郡東陽村、球磨郡多良木町、球磨郡

水上村及び球磨郡五木村

平成��年�月��日から平成

��年��月��日まで

基本測量（基準点測量）
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熊本県公告第 381 号
　玉名郡岱明町岱明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
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住　　　　　　　　　　　　　所氏　　　名役職名

玉名郡岱明町大字鍋���番地

玉名郡岱明町大字鍋���番地

玉名郡岱明町大字鍋����番地の１

玉名郡岱明町大字鍋����番地の１

玉名郡岱明町大字扇崎���番地

玉名郡岱明町大字下沖洲���番地

玉名郡岱明町大字高道���番地の１

玉名郡岱明町大字高道���番地

玉名郡岱明町大字高道����番地

玉名郡岱明町大字山下���番地

玉名郡岱明町大字浜田���番地の１

玉名郡岱明町大字高道����番地

玉名郡岱明町大字浜田����番地の２

玉名郡岱明町大字下前原����番地

玉名郡岱明町大字中土���番地

玉名郡岱明町大字大野下���番地の１

玉名郡岱明町大字上���番地

玉名郡岱明町大字上���番地の２

玉名郡岱明町大字古閑���番地の２

玉名郡岱明町大字庄山���番地

玉名郡岱明町大字三崎���番地

玉名郡岱明町大字高道����番地の２

玉名郡岱明町大字鍋���番地

玉名郡岱明町大字鍋����番地

玉名郡岱明町大字高道����番地

玉名郡岱明町大字西照寺���番地���番地

岩　野　榮　一

辛　川　　　晃

山　下　幸　春

原　口　　　壽

村　木　安　雄

濱　村　良　幸

�　田　松　雄

馬　場　善　信

田　上　晴　澄

城　戸　正　冨

池　内　三　則

城　戸　　　學

北　川　順　久

平　嶋　國　男

横　山　直　人

植　田　幸　雄

大　野　敏　捷

大　野　宏　�

坂　本　正　幸

�　木　正　臣

伊　藤　知　之

杉　村　勝　吉

松　倉　秀　美

�　田　富　明

浦　嶋　幸　正

中　嶋　至　誠

理　事

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

監　事

〃

〃

住　　　　　　　　　　　　　所氏　　　名役職名

玉名郡岱明町大字鍋���番地

玉名郡岱明町大字鍋���番地の�

玉名郡岱明町大字鍋����番地の��

玉名郡岱明町大字鍋����番地の�

玉名郡岱明町大字扇崎���番地

玉名郡岱明町大字下沖洲���番地

玉名郡岱明町大字高道���番地

玉名郡岱明町大字高道���番地

玉名郡岱明町大字高道����番地

玉名郡岱明町大字山下���番地

玉名郡岱明町大字浜田���番地

玉名郡岱明町大字高道����番地の�

玉名郡岱明町大字浜田����番地の�

玉名郡岱明町大字下前原����番地の�

玉名郡岱明町大字中土���番地

玉名郡岱明町大字大野下����番地

岩　野　榮　一

吹　上　英　治

田　中　正　美

原　口　　　壽

植　原　　　壽

濱　村　良　幸

柴　尾　　　新

馬　場　善　信

原　口　�　弘

城　戸　正　冨

永　井　和　昭

濱　　　健　一

北　川　康　幸

柴　尾　三　善

横　山　　　弘

池　上　　　功

理　事

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃



熊本県公告第 382 号
　玉名郡横島町横島干拓土地改良区の役員が次のとおり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
就　 任

熊本県公告第 383 号
　玉名市玉名平野土地改良区の役員が次のとおり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　　　
就　 任

熊本県公告第 384 号
　球磨郡湯前町幸野溝土地改良区の役員が次のとおり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　　　
就　 任

　登載依頼

熊本県監査委員公告第 9 号
　平成 ��年 �月 ��日から平成 ��年 �月 ��日までの間に実施した監査の結果に基づく改
善措置を、地方自治法（昭和 ��年法律第 ��号）第 ���条第 ��項の規定により、次のとお
り公表する。
　　 平成 ��年 �月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県監査委員　 寺　 嶋　　　 建　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同　　　　　　　 山　 本　 豊　 孝　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同　　　　　　　 八　 浪　 知　 行　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同　　　　　　　 吉　 本　 賢　 児　　　
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玉名郡岱明町大字上���番地

玉名郡岱明町大字西照寺���番地

玉名郡岱明町大字上����番地

玉名郡岱明町大字庄山���番地の�

玉名郡岱明町大字三崎���番地

玉名郡岱明町大字高道����番地の�

玉名郡岱明町大字鍋���番地

玉名郡岱明町大字鍋���番地の�

玉名郡岱明町大字高道����番地

玉名郡岱明町大字古閑���番地

嶋　田　健　次

坂　本　貞　夫

釘　本　久　善

境　　　重　則

坂　田　康　夫

杉　村　勝　吉

松　倉　秀　美

�　口　森　�

�　村　國　忠

村　上　　　孝

理　事

〃

〃

〃

〃

〃

〃

監　事

〃

〃

住　　　　　　　　　　　　　所氏　　　名役職名

玉名市大浜町����番地

玉名郡横島町大字共栄���番地

玉名郡横島町大字共栄���番地

玉名郡横島町大字共栄���番地

玉名郡横島町大字横島����番地

荒　木　享　二

上　村　浩　春

後　藤　秀　男

中　原　龍　一

内　野　武　幸

理　事

〃

〃

〃

監　事

住　　　　　　　　　　　　　所氏　　　名役職名

玉名市大浜町����番地の��永　田　忠　也理　事

住　　　　　　　　　　　　　所氏　　　名役職名

球磨郡上村大字上�番地の��吉　鶴　一　男理　事


