
規 則

沖縄県財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年７月15日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

沖縄県規則第59号

沖縄県財務規則の一部を改正する規則

沖縄県財務規則（昭和47年沖縄県規則第12号）の一部を次のように改正する。

別表第２中「県税課に属する主幹」を「県税班の班長」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

告 示○生活保護法による医療扶助のための医療を担当させる指定医療機関の指定

（定型子福１）福祉政策課

沖縄県告示第385号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定により、指定医療機関を次のとおり指定した。

平成28年７月15日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

指定医療機関の名称 指定医療機関の所在地 指定年月日

名城病院 うるま市字赤道175番地３ 平成28年３月20日

竹の子薬局 浦添市前田一丁目14番15号 平成28年４月１日

美ら海デンタルクリニック 今帰仁村字謝名159番地 平成28年５月１日

みみ・はな・のどゆいクリニック 名護市大北五丁目22番25号 平成28年５月１日

北谷病院 北谷町字上勢頭631番地４ 平成28年５月１日

たつや整形外科 浦添市宮城六丁目１番15号浦添メディカ 平成28年５月１日
ルプラザ２Ｆ

サザン歯科まえだ 浦添市字前田1143番地31 平成28年５月１日

耳鼻咽喉科やえせクリニック 八重瀬町字伊覇304番地 平成28年５月１日

りんご調剤薬局糸満店 糸満市字大度515番地の１ 平成28年５月２日

池田歯科クリニック 与那原町字上与那原435番地２ 平成28年５月26日

クイック調剤薬局名護バスターミナル前 名護市字宇茂佐919番地７ 平成28年６月１日
店

いちまる歯科口腔外科医院 八重瀬町字東風平493番地６ 平成28年６月１日
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○生活保護法による医療扶助のための医療を担当させる指定医療機関の指定

（定型子福１）福祉政策課

沖縄県告示第385号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定により、指定医療機関を次のとおり指定した。

平成28年７月15日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

指定医療機関の名称 指定医療機関の所在地 指定年月日

名城病院 うるま市字赤道175番地３ 平成28年３月20日

竹の子薬局 浦添市前田一丁目14番15号 平成28年４月１日

美ら海デンタルクリニック 今帰仁村字謝名159番地 平成28年５月１日

みみ・はな・のどゆいクリニック 名護市大北五丁目22番25号 平成28年５月１日

北谷病院 北谷町字上勢頭631番地４ 平成28年５月１日

たつや整形外科 浦添市宮城六丁目１番15号浦添メディカ 平成28年５月１日
ルプラザ２Ｆ

サザン歯科まえだ 浦添市字前田1143番地31 平成28年５月１日

耳鼻咽喉科やえせクリニック 八重瀬町字伊覇304番地 平成28年５月１日

りんご調剤薬局糸満店 糸満市字大度515番地の１ 平成28年５月２日

池田歯科クリニック 与那原町字上与那原435番地２ 平成28年５月26日

クイック調剤薬局名護バスターミナル前 名護市字宇茂佐919番地７ 平成28年６月１日
店

いちまる歯科口腔外科医院 八重瀬町字東風平493番地６ 平成28年６月１日
○生活保護法による医療扶助のための医療を担当させる指定医療機関の名称の変更の届出

（定型子福２）福祉政策課

沖縄県告示第386号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、指定医療機関から次のとおり変更した旨

の届出があった。

平成28年７月15日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

名称の変更

指定医療機関の名称 指定医療機関の所在地 変更前 変更後 変更年月日

バークレー整形外科ス 浦添市当山二丁目２番1 バークレーじの バークレー整形 平成28年６月１日
ポーツクリニック 1号201号 ん整形外科 外科スポーツク

リニック
○生活保護法による医療扶助のための医療を担当させる指定医療機関の事業の休止の届出

（定型子福２）福祉政策課

沖縄県告示第387号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、指定医療機関から次のとおり事業を休止

した旨の届出があった。

平成28年７月15日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

指定医療機関の名称 指定医療機関の所在地 休止年月日

伊是名村立歯科診療所 伊是名村字仲田1199番地１ 平成28年４月４日
○生活保護法による医療扶助のための医療を担当させる指定医療機関の事業の廃止の届出

（定型子福２）福祉政策課

沖縄県告示第388号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、指定医療機関から次のとおり事業を廃止

した旨の届出があった。

平成28年７月15日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

指定医療機関の名称 指定医療機関の所在地 廃止年月日

名城病院 うるま市字赤道174番地６ 平成28年３月20日

サザン薬局 浦添市当山二丁目５番７号 平成28年４月１日

北谷病院 北谷町字上勢頭631番地４ 平成28年４月30日

みみ・はな・のどゆいクリニック 名護市大北五丁目22番25号 平成28年５月１日

りんご調剤薬局糸満店 糸満市字大度515番地の１ 平成28年５月１日

ちねん歯科医院 うるま市字大田867番地10 平成28年５月31日

宜保クリニック 宜野湾市神山一丁目２番１号 平成28年６月13日

のだけ薬局 宜野湾市野嵩二丁目28番３号 平成28年６月30日

あかみち薬局 宜野湾市上原一丁目１番５号 平成28年６月30日
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○生活保護法による医療扶助のための医療を担当させる指定医療機関の事業の廃止の届出

（定型子福２）福祉政策課

沖縄県告示第388号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、指定医療機関から次のとおり事業を廃止

した旨の届出があった。

平成28年７月15日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

指定医療機関の名称 指定医療機関の所在地 廃止年月日

名城病院 うるま市字赤道174番地６ 平成28年３月20日

サザン薬局 浦添市当山二丁目５番７号 平成28年４月１日

北谷病院 北谷町字上勢頭631番地４ 平成28年４月30日

みみ・はな・のどゆいクリニック 名護市大北五丁目22番25号 平成28年５月１日

りんご調剤薬局糸満店 糸満市字大度515番地の１ 平成28年５月１日

ちねん歯科医院 うるま市字大田867番地10 平成28年５月31日

宜保クリニック 宜野湾市神山一丁目２番１号 平成28年６月13日

のだけ薬局 宜野湾市野嵩二丁目28番３号 平成28年６月30日

あかみち薬局 宜野湾市上原一丁目１番５号 平成28年６月30日

件名：農用地利用配分計画の認可

（定型農政５）農政経済課

沖縄県告示第389号

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第１項の規定により、農用地利用

配分計画を認可した。

平成28年７月15日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者
賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住所

城間盛順 名護市字辺野古 名護市字辺野古前上原1051番１

比嘉恒正 名護市字天仁屋 名護市字天仁屋天仁屋原306番１ほか３筆

奧間弘 名護市字源河 名護市字源河我地丸326番２ほか１筆

金城満 大宜味村字謝名城 大宜味村字喜如嘉大福原1623番ほか１筆

金城満 大宜味村字謝名城 大宜味村字喜如嘉大福原1621番ほか４筆

嵩原久幸 大宜味村字喜如嘉 大宜味村字喜如嘉大福原1636番

嵩原久幸 大宜味村字喜如嘉 大宜味村字喜如嘉大福原1605番ほか８筆

仲宗根悟 宮古島市平良字西仲宗根 宮古島市下地字川満東積間924番４ほか２筆

仲間秀明 宮古島市平良字東仲宗根 宮古島市城辺字保良七笠779番１

濱川英樹 宮古島市平良字下里 宮古島市平良字西仲宗根竹原508番ほか２筆

川上正人 宮古島市平良字下里 宮古島市平良字東仲宗根添西底原1050番２ほ
か１筆

前石垣智一 竹富町字波照間 竹富町字波照間南風原3528番１

浦仲浩一 竹富町字波照間 竹富町字波照間美底869番１ほか３筆

越地哲哉 竹富町字波照間 竹富町字波照間南風淵2540番２

大嶺高安 竹富町字波照間 竹富町字波照間南風原3571番１ほか２筆

友利一雄 竹富町字南風見 竹富町字南風見山田野50番228

２ 認可年月日 平成28年７月８日
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件名：農用地利用配分計画の認可

（定型農政５）農政経済課

沖縄県告示第389号

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第１項の規定により、農用地利用

配分計画を認可した。

平成28年７月15日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者
賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住所

城間盛順 名護市字辺野古 名護市字辺野古前上原1051番１

比嘉恒正 名護市字天仁屋 名護市字天仁屋天仁屋原306番１ほか３筆

奧間弘 名護市字源河 名護市字源河我地丸326番２ほか１筆

金城満 大宜味村字謝名城 大宜味村字喜如嘉大福原1623番ほか１筆

金城満 大宜味村字謝名城 大宜味村字喜如嘉大福原1621番ほか４筆

嵩原久幸 大宜味村字喜如嘉 大宜味村字喜如嘉大福原1636番

嵩原久幸 大宜味村字喜如嘉 大宜味村字喜如嘉大福原1605番ほか８筆

仲宗根悟 宮古島市平良字西仲宗根 宮古島市下地字川満東積間924番４ほか２筆

仲間秀明 宮古島市平良字東仲宗根 宮古島市城辺字保良七笠779番１

濱川英樹 宮古島市平良字下里 宮古島市平良字西仲宗根竹原508番ほか２筆

川上正人 宮古島市平良字下里 宮古島市平良字東仲宗根添西底原1050番２ほ
か１筆

前石垣智一 竹富町字波照間 竹富町字波照間南風原3528番１

浦仲浩一 竹富町字波照間 竹富町字波照間美底869番１ほか３筆

越地哲哉 竹富町字波照間 竹富町字波照間南風淵2540番２

大嶺高安 竹富町字波照間 竹富町字波照間南風原3571番１ほか２筆

友利一雄 竹富町字南風見 竹富町字南風見山田野50番228

２ 認可年月日 平成28年７月８日件名：公共測量の実施の終了の通知

（定型土都29） 都市計画・モノレール課

沖縄県告示第390号

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、石垣市長から

次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった。

平成28年７月15日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 公共測量を実施する地域 石垣市字登野城糸数原の全部並びに字登野城天川、山原、仲道、赤生及び中

須目原、字平得西原及び仲村並びに字真栄里屋敷及び西原のそれぞれ一部

２ 公共測量を実施する期間 平成28年１月12日から同年３月25日まで

３ 作業種類 公共測量（街区・画地出来形確認測量）

公 告

○大規模小売店舗の変更の届出 定 型 商 中 ２

中小企業支援課

公告

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定により、次のとおり変更の届出があっ

た。

なお、関係書類は、平成28年７月15日から同年11月15日までの間、沖縄県商工労働部中小企業支援課及び

北谷町建設経済部商工観光課において縦覧に供する。

平成28年７月15日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 イオン北谷ショッピングセンター 北谷町字美浜８番地５

２ 大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名 株式会社北谷町物産公社 北谷町字

美浜８番地５ 代表取締役 赤津忠祐

３ 届出年月日 平成28年６月14日

４ 変更した事項 当該大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

変更前 代表取締役 米須義雄

変更後 代表取締役 赤津忠祐

５ 変更の年月日 平成28年５月31日

６ 意見書の提出方法及び提出期限

⑴ 大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保

持の見地から配慮すべき事項について意見を有する者は、知事に意見書を提出することができる。

⑵ 意見書は、縦覧期間満了の日までに、意見の要旨及びその理由並びに住所及び氏名を記載して沖縄県

商工労働部中小企業支援課に提出すること。

（定型土建18）建築指導課

件名：開発行為に関する工事の完了

公 告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、次の開発行為に関する工事が完了した

ので、検査済証を交付した。

平成28年７月15日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 開発許可年月日及び指令番号 平成27年８月12日 沖縄県指令土第708号、平成28年６月20日 沖縄県

指令土第515号（変更）

２ 開発区域に含まれる地域の名称 中城村字泊376番１及び376番３

３ 公共施設 なし

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 中城村字泊376番地１ 島袋宙

５ 検査済証番号 平成28年７月８日 第4307号

６ 工事完了年月日 平成28年６月21日
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（定型土建18）建築指導課

件名：開発行為に関する工事の完了

公 告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、次の開発行為に関する工事が完了した

ので、検査済証を交付した。

平成28年７月15日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 開発許可年月日及び指令番号 平成27年８月12日 沖縄県指令土第708号、平成28年６月20日 沖縄県

指令土第515号（変更）

２ 開発区域に含まれる地域の名称 中城村字泊376番１及び376番３

３ 公共施設 なし

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 中城村字泊376番地１ 島袋宙

５ 検査済証番号 平成28年７月８日 第4307号

６ 工事完了年月日 平成28年６月21日○特定調達契約に係る落札者の決定

定型共通５（教育庁教育支援課）

特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定した。

平成28年７月15日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 校務用コンピュータ及びアプリケーションソフトの賃貸借（設置及

び設定業務を含む。） 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地 沖縄県教育庁教育支援課 那覇市泉崎１丁目２

番２号

３ 落札を決定した日 平成28年６月10日

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社創和ビジネス・マシンズ 那覇市泉崎２丁目23番２号

５ 落札金額 126,820,935円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札の公告を行った日 平成28年４月26日件名：特定調達契約に係る随意契約の相手方の決定

（警察本部運転免許課）

（案）

特定調達契約に係る随意契約の相手方を次のとおり決定した。

平成28年７月15日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 運転者管理システム変更業務委託 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地 沖縄県警察本部警務部会計課 那覇市泉崎１丁

目２番２号

３ 契約の相手方を決定した日 平成28年５月９日

４ 契約の相手方の名称及び所在地 日本電気株式会社沖縄支店 那覇市久茂地２丁目２番２号

５ 契約金額 89,316,000円

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約

７ 随意契約の理由 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７年政令第

372号）第10条第１項第２号
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