
島 根 県 報
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介護保険法（平成�年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者を次のとおり指定したの

で、同法第��条第�号の規定に基づき告示する。

平成��年	月��日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


土地改良法（昭和��年法律第�
�号）第��条の�第�項の規定に基づき、求院地区を受益地域とする区画整理事業（県

営経営体育成基盤整備事業）の計画を変更したので、同条第項において準用する同法第��条第�項の規定により、次の

とおり関係書類を縦覧に供する。

なお、当該事業の利害関係人で当該事業計画の変更に異議のあるものは、縦覧期間満了後��日以内に申し出られたい。

平成��年	月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 縦覧に供する書類の名称

求院地区区画整理事業（県営経営体育成基盤整備事業）変更計画書の写し

� 縦覧の期間

第�����号 平成��年	月��日 (�)

事 業 者 の 名 称 指定した事業 事 業 所 の 名 称 事 業 所 の 所 在 地
指 定
年月日

有限会社 坂設備 通所介護 デイハウス ひより
隠岐郡西ノ島町大字美田����

番地
平成��年
	月��日

� �

� �

介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定 (高齢者福祉課) �

県営土地改良事業計画の変更 (農 村 整 備 課) �

大規模小売店舗立地法第	条第�項の規定に基づく変更しない旨の通知 (経 営 支 援 課) �

公有水面埋立免許の出願 (河 川 課) �

� �

採石業務管理者試験の実施 (河 川 課) ��

都市計画決定の図書の縦覧 (都 市 計 画 課) ��

���

島根県企業局財務規程の一部を改正する規程 ��

����������������������������������������������������
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平成��年	月��日 (火)

� ������
(毎週火・金曜日発行)
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島 根 県 報

告示の日から��日間

� 縦覧の場所

斐川町役場

��������	


大規模小売店舗立地法（平成��年法律第��号）第�条第�項の規定に基づき述べた意見（平成��年島根県告示第		�

号）を踏まえ、同条第
項の規定による変更しない旨の通知があったので、次のとおり告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 通知があった大規模小売店舗の名称及び所在地

ゆめタウン益田 島根県益田市高津町イ���	番地���外

 通知の概要

平成��年
月�	日付け経営第���号で述べられた県の意見に対し、駐車場の出入口の増設については､ 案内経路の看

板の設置等により交通渋滞及び交通安全に配慮した対応を行うため、届出事項の変更をしないこととする。

� 通知年月日

平成��年�月�日

� 縦覧場所

益田市企業誘致・振興課（益田市常盤町�番地�号）

� 縦覧期間

告示の日から�月間

���������


公有水面埋立法（大正��年法律第��号）第条第�項の規定に基づき、次のとおり公有水面埋立免許の出願があったの

で、同法第�条第�項の規定により告示する。

その関係図書は、縦覧場所において告示の日から�週間一般の縦覧に供する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 出願人

島根県松江市末次町	�

松江市 市長 松浦正敬

 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

ア� 第�工区

島根県松江市邑生町字市ノ坪��番から同町字以下尻灘	�番�を経て同町字灘	�番�に至るまでの間の地先公

有水面

イ� 第工区

島根県松江市邑生町字灘��	番から本庄町字慶順屋敷�番�を経て同町字屋敷��番�に至るまでの間の地先

公有水面

ウ� 第�工区

島根県松江市本庄町字屋敷��番から同町字屋敷��番�を経て同町字屋敷��番�に至るまでの間の地先公有水面

第�����号 平成��年�月��日(�)



島 根 県 報

エ� 第�工区

島根県松江市本庄町字屋敷����番�から同町字島見堂��番�を経て同町字島見堂��番�に至るまでの間の地先

公有水面

オ� 第�工区

島根県松江市本庄町字屋敷	��番から同町字屋敷	

番�に至るまでの間の地先公有水面

カ� 第�工区

島根県松江市本庄町字屋敷余り	
�番から同町字八幡田	��番�を経て上本庄町字川尻	��番�に至るまでの間

の地先公有水面

キ� 第�工区

島根県松江市新庄町字下役人屋敷���番�の地先公有水面

ク� 第�工区

島根県松江市新庄町字島崎屋敷���番から同町字下手屋敷�
�番を経て同町南川屋敷�	�番に至るまでの間の

地先公有水面

ケ� 第�工区

島根県松江市新庄町字南川尻�	
番�から同町字平津���番�を経て同町字平津��	番�に至るまでの間の地先

公有水面

コ� 第��工区

島根県松江市新庄町字平津��	番�から同町字平津���番に至るまでの間の地先公有水面

イ 区域

ア� 第�工区

次の各地点を順次結んだ線及び①の地点と⑱の地点を結ぶ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 国土地理院本庄四等三角点（北緯
	度
�分��秒�
��東経�

度��分�
秒��
�）から
�度
�分��秒

��
�����メートルまでの地点

②の地点 ①の地点から���度	�分�
秒����メートルまでの地点

③の地点 ②の地点から��	度
�分��秒	�	
メートルまでの地点

④の地点 ③の地点から��	度��分��秒	�	�メートルまでの地点

⑤の地点 ④の地点から���度
�分��秒	�	�メートルまでの地点

⑥の地点 ⑤の地点から��
度��分��秒	���メートルまでの地点

⑦の地点 ⑥の地点から���度�
分
	秒	�
�メートルまでの地点

⑧の地点 ⑦の地点から���度�
分
�秒�����メートルまでの地点

⑨の地点 ⑧の地点から���度�
分
�秒�����メートルまでの地点

⑩の地点 ⑨の地点から���度��分�
秒����	メートルまでの地点

⑪の地点 ⑩の地点から���度�
分��秒
�	�メートルまでの地点

⑫の地点 ⑪の地点から���度��分
	秒���
メートルまでの地点

⑬の地点 ⑫の地点から
��度��分
�秒����
メートルまでの地点

⑭の地点 ⑬の地点から
�度��分

秒����メートルまでの地点

⑮の地点 ⑭の地点から
��度��分��秒����メートルまでの地点

⑯の地点 ⑮の地点から���度	�分	�秒����メートルまでの地点

⑰の地点 ⑯の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

⑱の地点 ⑰の地点から���度		分	�秒
�	�メートルまでの地点

イ� 第工区

次の各地点を順次結んだ線及び⑲の地点と�の地点を結ぶ公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域

⑲の地点 国土地理院本庄四等三角点（北緯
	度
�分��秒�
��東経�

度��分�
秒��
�）から
�度�
分	�秒

第����
号 平成��年�月�
日 (
)



島 根 県 報

��������メートルまでの地点

⑳の地点 ⑲の地点から�	�度�	分	�秒
��	メートルまでの地点

�の地点 ⑳の地点から�		度��分�	秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から���度��分�	秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から���度		分��秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から��
度
�分��秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から���度	�分
	秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から��	度��分
�秒����メートルまでの地点

	の地点 �の地点から���度��分
�秒����メートルまでの地点


の地点 	の地点から���度�	分��秒����メートルまでの地点

�の地点 
の地点から���度��分	�秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から���度��分��秒�
��
メートルまでの地点

の地点 �の地点から���度��分��秒�	�		メートルまでの地点

�の地点 の地点から���度��分��秒�	�		メートルまでの地点

�の地点 �の地点から���度��分��秒�	�		メートルまでの地点

�の地点 �の地点から���度��分��秒�
�	�メートルまでの地点

ウ� 第工区

次の各地点を順次結んだ線及び�の地点と�の地点を結ぶ公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域

�の地点 国土地理院本庄四等三角点（北緯
�度
	分��秒�
��東経�

度	�分�
秒�	
	）から��度��分��秒

��	�����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から���度��分��秒��
�メートルまでの地点

�の地点 �の地点から���度��分��秒���	メートルまでの地点

�の地点 �の地点から���度	�分��秒���	メートルまでの地点

�の地点 �の地点から�		度
�分�	秒
���メートルまでの地点

�の地点 �の地点から�	�度�
分��秒���
メートルまでの地点

�の地点 �の地点から�	�度�
分��秒�	�		メートルまでの地点

�の地点 �の地点から�	�度�
分��秒����
メートルまでの地点

エ� 第�工区

次の各地点を順次結んだ線及び�の地点と�の地点を結ぶ公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域

�の地点 国土地理院本庄四等三角点（北緯
�度
	分��秒�
��東経�

度	�分�
秒�	
	）から��度
�分
	秒

������メートルまでの地点

�の地点 �の地点から�	�度�
分��秒�����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から�	�度�
分��秒�	�		メートルまでの地点

�の地点 �の地点から�	�度��分	�秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から�		度��分��秒
���メートルまでの地点

オ� 第�工区

次の各地点を順次結んだ線及び�の地点と の地点を結ぶ公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域

�の地点 国土地理院本庄四等三角点（北緯
�度
	分��秒�
��東経�

度	�分�
秒�	
	）から��度
�分�	秒

������メートルまでの地点

!の地点 �の地点から��
度�
分��秒����メートルまでの地点

"の地点 !の地点から���度�	分��秒����メートルまでの地点

第���	
号 平成��年�月�
日(�)



島 根 県 報

�の地点 �の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から	
�度��分�
秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から�度��分�	秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から	
�度��分��秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から	
�度��分��秒���
メートルまでの地点

カ� 第�工区

次の各地点を順次結んだ線及び	の地点と
の地点を結ぶ公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域

	の地点 国土地理院本庄四等三角点（北緯��度��分�
秒	���東経���度�
分	�秒	���）から��度��分��秒

������メートルまでの地点

�の地点 	の地点から��度��分��秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から��	度�
分	�秒����メートルまでの地点

の地点 �の地点から��度��分�	秒����メートルまでの地点

�の地点 の地点から�度��分	�秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から��度��分��秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から��
度��分	�秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から���度�	分��秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から��	度��分��秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から���度��分��秒
���メートルまでの地点

�の地点 �の地点から���度�
分	
秒�	��
メートルまでの地点

�の地点 �の地点から���度��分��秒�����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から�
�度��分�	秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から�
�度	�分��秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から�
�度��分��秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から���度��分	�秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から��
度��分��秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から���度�
分��秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から��	度��分��秒����メートルまでの地点

 の地点 �の地点から��	度��分�	秒	����メートルまでの地点

!の地点  の地点から��	度��分�	秒	����メートルまでの地点

"の地点 !の地点から��	度��分�	秒	����メートルまでの地点

#の地点 "の地点から��	度��分�	秒���		メートルまでの地点

$の地点 #の地点から���度�	分	�秒����メートルまでの地点

%の地点 $の地点から���度��分�
秒���	メートルまでの地点

&の地点 %の地点から���度�	分��秒���	メートルまでの地点

'の地点 &の地点から�
	度��分	�秒���	メートルまでの地点

(の地点 'の地点から	
	度��分	�秒����メートルまでの地点

)の地点 (の地点から	�	度��分��秒����メートルまでの地点

*の地点 )の地点から度��分�
秒��	�メートルまでの地点

+の地点 *の地点から	��度��分��秒	���メートルまでの地点

第��
��号 平成�
年�月	�日 (�)
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�の地点 �の地点から���度��分��秒�����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から�	�度��分��秒����メートルまでの地点

キ� 第
工区

次の各地点を順次結んだ線及び�の地点と��の地点を結ぶ公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域

�の地点 国土地理院本庄四等三角点（北緯�	度��分��秒����東経���度��分��秒����）から	�度��分��秒

��	���メートルまでの地点

�の地点 �の地点から��度��分��秒����メートルまでの地点

	の地点 �の地点から��度��分	�秒����メートルまでの地点


の地点 	の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

�の地点 
の地点から度��分�	秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から��度��分��秒����メートルまでの地点

�の地点 �の地点から��度��分��秒����メートルまでの地点

��の地点 �の地点から���度��分�	秒����メートルまでの地点

ク� 第�工区

次の各地点を順次結んだ線及び��の地点と��の地点を結ぶ公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域

��の地点 国土地理院本庄四等三角点（北緯�	度��分��秒����東経���度��分��秒����）から��度��分��秒

������メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分��秒�����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分��秒�����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分	�秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分�	秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分		秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分	�秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度	�分�	秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��	度�	分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度	�分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分�	秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度�	分�	秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��	度��分��秒����メートルまでの地点

 �の地点 ��の地点から���度	�分�	秒����メートルまでの地点

!�の地点  �の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

"�の地点 !�の地点から���度�	分��秒����メートルまでの地点

#�の地点 "�の地点から���度��分�	秒����メートルまでの地点

$�の地点 #�の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

%�の地点 $�の地点から���度��分	�秒����メートルまでの地点

&�の地点 %�の地点から��	度��分		秒����メートルまでの地点

'�の地点 &�の地点から���度		分	�秒����メートルまでの地点

(�の地点 '�の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

)�の地点 (�の地点から���度��分�	秒����メートルまでの地点

第�����号 平成��年�月��日(�)



島 根 県 報

��の地点 ��の地点から���度��分��秒���	メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度�	分�	秒���	メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分��秒���	メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��
度	�分��秒���	メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度
�分		秒���	メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��	度	�分	�秒���	メートルまでの地点

	�の地点 ��の地点から���度�	分	�秒���	メートルまでの地点


�の地点 	�の地点から�
�度��分��秒���	メートルまでの地点

��の地点 
�の地点から�
�度��分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から�
�度	
分
�秒����	メートルまでの地点

�の地点 ��の地点から�
�度�
分��秒���	�メートルまでの地点

��の地点 �の地点から�
�度
�分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度	�分��秒
��	メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��	度��分

秒
��	メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度
	分��秒
��	メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から	��度��分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から	��度	�分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から�
�度��分��秒���	メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から	��度
�分��秒��	�メートルまでの地点

ケ� 第�工区

次の各地点を順次結んだ線及び��の地点と��の地点を結ぶ公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域

��の地点 国土地理院本庄四等三角点（北緯�
度��分��秒	���東経���度��分	�秒	���）から��度��分��秒

������メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度�
分��秒���
メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度��分
�秒��	�メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から�
�度��分��秒���	メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度��分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度��分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度
�分��秒	���メートルまでの地点

 �の地点 ��の地点から��
度
�分��秒
���メートルまでの地点

!�の地点  �の地点から���度�
分	�秒
��	メートルまでの地点

"�の地点 !�の地点から���度��分��秒
���メートルまでの地点

#�の地点 "�の地点から��	度	�分
�秒
��	メートルまでの地点

$�の地点 #�の地点から���度
�分	�秒����メートルまでの地点

%�の地点 $�の地点から���度		分��秒��	�メートルまでの地点

&�の地点 %�の地点から��	度�
分	�秒����メートルまでの地点

'�の地点 &�の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

(�の地点 '�の地点から���度
	分��秒����メートルまでの地点

)�の地点 (�の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

*�の地点 )�の地点から���度	�分
�秒����メートルまでの地点

+�の地点 *�の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

,�の地点 +�の地点から��
度�
分��秒����メートルまでの地点

第����号 平成��年�月	�日 (�)



島 根 県 報

��の地点 ��の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��	度�	分	�秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分�
秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分�
秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度	�分	�秒����メートルまでの地点

	�の地点 ��の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点


�の地点 	�の地点から��	度��分��秒����メートルまでの地点

��の地点 
�の地点から���度	
分�	秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

�の地点 ��の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

��の地点 �の地点から���度��分�
秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��
度��分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分�
秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から�
�度��分��秒�
���メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から�
�度��分��秒	����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から�
�度��分��秒	����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から�
�度��分��秒	����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から�
�度��分�
秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から	��度		分�
秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から�度��分	�秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から	��度	
分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から	��度�	分��秒���	メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から	��度	�分��秒	���
メートルまでの地点

コ� 第��工区

次の各地点を順次結んだ線及び��の地点と��の地点を結ぶ公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域

��の地点 国土地理院本庄四等三角点（北緯��度��分��秒	���東経���度��分	�秒	���）から�
度��分	�秒

������メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から
�度��分��秒	����メートルまでの地点

 �の地点 ��の地点から
�度��分��秒��	�メートルまでの地点

!�の地点  �の地点から��度��分��秒����メートルまでの地点

"�の地点 !�の地点から���度��分��秒���
メートルまでの地点

#�の地点 "�の地点から�度��分�
秒��
�メートルまでの地点

$�の地点 #�の地点から��度�	分�
秒����メートルまでの地点

%�の地点 $�の地点から���度�
分��秒����メートルまでの地点

&�の地点 %�の地点から��
度��分��秒����メートルまでの地点

'�の地点 &�の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

(�の地点 '�の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

)�の地点 (�の地点から���度	�分�	秒����メートルまでの地点

*�の地点 )�の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

+�の地点 *�の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

,�の地点 +�の地点から��	度�	分��秒����メートルまでの地点

第����号 平成��年�月	�日(
)



島 根 県 報

��の地点 ��の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度	
分�	秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��
度	�分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度�	分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

	�の地点 ��の地点から��
度�
分	�秒����メートルまでの地点


�の地点 	�の地点から�
�度	�分��秒����メートルまでの地点

��の地点 
�の地点から�
�度�	分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��	度�	分��秒��	�メートルまでの地点

ウ 面積

第�工区 �������平方メートル

第�工区 ��	����平方メートル

第�工区 ��	��	平方メートル

第�工区 
���
	平方メートル

第�工区 ������平方メートル

第�工区 �
���	�平方メートル

第�工区 	����平方メートル

第�工区 	������平方メートル

第�工区 ��	����平方メートル

第��工区 �������平方メートル

計 ����	���平方メートル

 埋立に関する工事の施行区域

ア 位置

島根県松江市邑生町字以下尻灘��番�から本庄町字八幡田�	�番�を経て松江市新庄町字平津��
	番�に至るま

での間の地先公有水面

イ 区域

次の各地点を順次に結んだ線及び�の地点と���の地点とを結んだ線により囲まれた区域

�の地点 国土地理院本庄四等三角点（北緯��度��分��秒���	東経���度��分��秒����）から��度		分	�秒

�����	�メートルまでの地点

�の地点 �の地点から�
�度��分��秒������メートルまでの地点

�の地点 �の地点から���度��分��秒�
���
メートルまでの地点

�の地点 �の地点から���度�
分��秒������メートルまでの地点

�の地点 �の地点から���度��分��秒��
���メートルまでの地点

�の地点 �の地点から�	
度�	分��秒��	���メートルまでの地点

�の地点 �の地点から�	�度��分��秒������メートルまでの地点

�の地点 �の地点から���度	�分��秒���	�メートルまでの地点

�の地点 �の地点から��度	�分��秒	����メートルまでの地点

��の地点 �の地点から�	�度��分��秒�����
メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度��分��秒	����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分��秒����
メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度��分�	秒�	���メートルまでの地点

�	の地点 ��の地点から�	�度��分��秒	��

メートルまでの地点

第����号 平成��年�月��日 (�)



島 根 県 報

��の地点 ��の地点から���度��分��秒��	��メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度
�分
�秒��	�
メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度��分��秒��	��メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度��分
�秒�
	��メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分�
秒��	��メートルまでの地点

�
の地点 ��の地点から�
度��分��秒�
	��メートルまでの地点

��の地点 �
の地点から���度��分��秒��	

メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��
度

分

秒�	��メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分��秒��	�
メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度��分��秒�	�
メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分��秒�	
�メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分��秒��	�
メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分��秒��	�
メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度��分��秒�	��メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分��秒�	��メートルまでの地点

�
の地点 ��の地点から���度
�分
�秒�	��メートルまでの地点

��の地点 �
の地点から��
度��分��秒��	��メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分��秒��	�
メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度��分��秒�	��メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分��秒�
	��メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度��分��秒�	
�メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から�度

分

秒��	

メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度��分��秒�	��メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から�
度��分��秒�	��メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から�度
�分��秒��	��メートルまでの地点

�
の地点 ��の地点から��
度
�分��秒�	��メートルまでの地点

��の地点 �
の地点から度��分��秒�	��メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度��分��秒�	��メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から�度�
分��秒��	��メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度��分��秒��	��メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から�
度��分��秒��	��メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分�
秒��	��メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��
度

分

秒���	��メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から�度

分

秒��	��メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から�
度
�分��秒�
�	��メートルまでの地点

�
の地点 ��の地点から���度��分��秒��	��メートルまでの地点

��の地点 �
の地点から��度
�分��秒��	��メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分��秒�
	��メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分��秒��	��メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��
度

分

秒��	��メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度
�分��秒��	��メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分�
秒�	�
メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分��秒�	��メートルまでの地点

第���
�号 平成��年�月��日(�
)



島 根 県 報

��の地点 ��の地点から��度��分��秒��	�メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から
度	�分��秒�����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度��分��秒��		メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から	��度��分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分��秒����メートルまでの地点

�	の地点 ��の地点から	��度��分��秒	���メートルまでの地点

��の地点 �	の地点から��度��分��秒�����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から度��分	�秒�����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度�	分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度��分��秒���	�メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度�	分��秒���	メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度	�分��秒���	メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から�	度	�分��秒��	�メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度��分��秒�����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分��秒�����メートルまでの地点

�	の地点 ��の地点から��度��分��秒	���メートルまでの地点

��の地点 �	の地点から	�度��分��秒����	メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から	��度��分��秒	���メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度�	分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度	�分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度��分��秒���	�メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から	�度��分�	秒�����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度��分	�秒�����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分�	秒���	�メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度��分��秒�����メートルまでの地点

�	の地点 ��の地点から���度��分��秒�����メートルまでの地点

��の地点 �	の地点から��度��分��秒�����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度��分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度	�分��秒�	���メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から�	度��分	�秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から���度��分	�秒�����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度��分��秒�����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度��分�	秒	���メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から�度��分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から�度�	分��秒�����メートルまでの地点

�	の地点 ��の地点から�度��分��秒����メートルまでの地点

��の地点 �	の地点から	��度��分�	秒���	�メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から	��度	�分��秒����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から�度��分��秒���	�メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から	��度��分	�秒�����メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から�度��分��秒	���メートルまでの地点

��の地点 ��の地点から��度��分��秒����メートルまでの地点

���の地点 ��の地点から��度	�分�	秒����メートルまでの地点

第����	号 平成��年�月�	日 (��)



島 根 県 報

���の地点 ���の地点から���度��分��秒�����メートルまでの地点

���の地点 ���の地点から��度��分��秒����	メートルまでの地点

���の地点 ���の地点から�
度��分��秒�
�	�メートルまでの地点

��
の地点 ���の地点から���度
�分
�秒	��	メートルまでの地点

���の地点 ��
の地点から��度��分��秒�����メートルまでの地点

���の地点 ���の地点から��度��分��秒���	�メートルまでの地点

���の地点 ���の地点から�
	度��分
�秒����メートルまでの地点

��	の地点 ���の地点から
�度��分��秒�	���メートルまでの地点

���の地点 ��	の地点から���度��分��秒�����メートルまでの地点

���の地点 ���の地点から��度��分��秒�	���メートルまでの地点

���の地点 ���の地点から���度��分��秒�����メートルまでの地点

���の地点 ���の地点から��度��分�
秒�����メートルまでの地点

���の地点 ���の地点から��度�	分��秒�����メートルまでの地点

��
の地点 ���の地点から���度�
分��秒�����メートルまでの地点

���の地点 ��
の地点から��度��分��秒��	
メートルまでの地点

���の地点 ���の地点から���度

分��秒�����メートルまでの地点

���の地点 ���の地点から��度�
分
	秒�
���メートルまでの地点

��	の地点 ���の地点から
�度��分��秒���
メートルまでの地点

���の地点 ��	の地点から�
度�
分��秒�����メートルまでの地点

���の地点 ���の地点から�
度�
分��秒���
メートルまでの地点

���の地点 ���の地点から��度��分��秒�
��
メートルまでの地点

���の地点 ���の地点から��度�
分�	秒�����メートルまでの地点

���の地点 ���の地点から���度��分��秒����	メートルまでの地点

��
の地点 ���の地点から���度�
分��秒�����メートルまでの地点

���の地点 ��
の地点から��度��分��秒�����メートルまでの地点

���の地点 ���の地点から�
�度
�分�
秒�	���メートルまでの地点

���の地点 ���の地点から��度
�分��秒�
���メートルまでの地点

��	の地点 ���の地点から	�度��分�	秒����メートルまでの地点

���の地点 ��	の地点から�
�度�
分��秒����メートルまでの地点

ウ 面積

�����	��
�平方メートル

 埋立地の用途

道路用地、防災施設用地、防災緑地

� 出願年月日

平成��年�月日

� 縦覧場所

島根県土木部河川課及び松江市役所

� �

採石法（昭和��年法律第���号）第��条の��の規定に基づき、採石業務管理者試験を次のとおり実施するので、採石法

施行規則（昭和��年通商産業省令第�号）第�条の�の規定により公告する。

平成��年�月��日

第�����号 平成��年�月��日(��)



島 根 県 報

島根県知事 澄 田 信 義

� 試験の日時

平成��年��月��日（金）午前��時から��時まで

（受付は午前�時��分から行い、遅刻は試験開始後��分まで受験を認める。）

	 試験会場

大田市大田町大田イ��
－�

島根県立男女共同参画センター「あすてらす」�階研修室

� 試験の方法及び科目

次に掲げる科目を筆記試験により行う。

� 岩石の採取に関する法令事項（環境保全関係法令事項を含む。）

� 岩石の採取に関する技術的な事項（岩石の採取、発破、破砕選別、汚濁水の処理、廃土及び廃石のたい積方法並び

に採掘終了時の措置に関する技術的な事項）

� 提出書類

� 受験願書（所定の様式）

� 写真	枚、うち�枚は受験票にはること。

（手札形（縦センチメートル×横�センチメートル）とし、受験願書提出前�月以内に撮影した正面無帽上半身

像で、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの。）

� 受験票（所定の様式）

� 受験手数料

�����円に相当する額の島根県収入証紙を受験願書の所定の欄にはり付けること。

� 受験願書等の請求先

島根県土木部河川課、隠岐支庁土木建築局、各土木建築事務所、各土木事業所又は社団法人島根県採石協会

� 受験願書等の提出先

〒
��－����松江市殿町�番地 島根県土木部河川課

 受験願書等の受付期間

平成��年�月日（木）から平成��年�月��日（水）まで

なお、郵送の場合は、平成��年�月��日までの消印があるものに限り受け付ける。

� 受験票の交付

受験願書を受理したときは、受験番号を記載した受験票を交付するので、これを試験当日に持参すること。

�� 結果発表

試験結果は、平成��年��月��日（月）に郵送にて本人に通知するほか、県庁前掲示板に合格者の受験番号を掲示す

る。

�� その他

詳細については、島根県土木部河川課管理グループ（電話����－��－����）に照会すること。

都市計画法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項の規定による都市計画の決定に係る図書の写しの送付を受けたの

で、同条第	項の規定により次のとおり縦覧に供する。

平成��年月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 都市計画の種類

西郷都市計画臨港地区

	 縦覧場所

第�����号 平成��年月��日 (��)
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島 根 県 報

島根県土木部都市計画課

��������	
�

島根県企業局財務規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������	
���

島根県企業局財務規程の一部を改正する規程

島根県企業局財務規程（昭和�	年島根県公営企業管理規程第
号）の一部を次のように改正する。

第��条第
項を第�項とし、同条第�項各号列記以外の部分を次のように改める。

政令第��条の第�項第��号の規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

第��条第�項中第�	号を削り、第��号を第�	号とし、同項を同条第
項とし、同条に第�項として次の�項を加える。

政令第��条の第�項第��号の規則で定める契約に基づき支払をする経費は、次に掲げる経費とする。

� 後納郵便料金の支払に要する経費

� 下水道料金の支払に要する経費

� �

この規程は、公布の日から施行する。

第���	�号 平成��年�月��日(��)


