
告 示
○生活保護法による介護扶助のための介護を担当させる指定介護機関の所在地の変更の届出

（定型子福２）福祉政策課

沖縄県告示第472号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、

指定介護機関から次のとおり所在地を変更した旨の届出があった。

平成28年９月13日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 訪問介護

指定介護機関の名称 指定介護機関の所在地 変更前 変更後 変更年月日

訪問介護事業所きら・ 宮古島市平良字東仲宗根 宮古島市平良字 宮古島市平良字 平成28年５月２日
きら 43番地１ 西里709番地テ 東仲宗根43番地

ナントピア101 １

ヘルパーステーション 宮古島市平良字下里851 宮古島市平良字 宮古島市平良字 平成28年８月１日
花 番地９ １階 下里1201番地10 下里851番地９

１階

ヘルパーステーション 宮古島市平良字下里1355 宮古島市平良字 宮古島市平良字 平成28年９月１日
みらい 番地２ 西里1352番地２ 下里1355番地２

２ 居宅介護支援

指定介護機関の名称 指定介護機関の所在地 変更前 変更後 変更年月日

居宅介護支援事業所み 宮古島市平良字下里1355 宮古島市平良字 宮古島市平良字 平成28年９月１日
らい 番地２ 西里1352番地２ 下里1355番地２

３ 介護予防訪問介護

指定介護機関の名称 指定介護機関の所在地 変更前 変更後 変更年月日

訪問介護事業所きら・ 宮古島市平良字東仲宗根 宮古島市平良字 宮古島市平良字 平成28年５月２日
きら 43番地１ 西里709番地テ 東仲宗根43番地

ナントピア101 １

ヘルパーステーション 宮古島市平良字下里851 宮古島市平良字 宮古島市平良字 平成28年８月１日
花 番地９ １階 下里1201番地10 下里851番地９

１階

ヘルパーステーション 宮古島市平良字下里1355 宮古島市平良字 宮古島市平良字 平成28年９月１日
みらい 番地２ 西里1352番地２ 下里1355番地２

４ 第１号訪問事業

指定介護機関の名称 指定介護機関の所在地 変更前 変更後 変更年月日

訪問介護事業所きら・ 宮古島市平良字東仲宗根 宮古島市平良字 宮古島市平良字 平成28年５月２日
きら 43番地１ 西里709番地テ 東仲宗根43番地

ナントピア101 １

ヘルパーステーション 宮古島市平良字下里851 宮古島市平良字 宮古島市平良字 平成28年８月１日
花 番地９ １階 下里1201番地10 下里851番地９

１階

ヘルパーステーション 宮古島市平良字下里1355 宮古島市平良字 宮古島市平良字 平成28年９月１日
みらい 番地２ 西里1352番地２ 下里1355番地２
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○生活保護法による介護扶助のための介護を担当させる指定介護機関の所在地の変更の届出

（定型子福２）福祉政策課

沖縄県告示第472号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、

指定介護機関から次のとおり所在地を変更した旨の届出があった。

平成28年９月13日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 訪問介護

指定介護機関の名称 指定介護機関の所在地 変更前 変更後 変更年月日

訪問介護事業所きら・ 宮古島市平良字東仲宗根 宮古島市平良字 宮古島市平良字 平成28年５月２日
きら 43番地１ 西里709番地テ 東仲宗根43番地

ナントピア101 １

ヘルパーステーション 宮古島市平良字下里851 宮古島市平良字 宮古島市平良字 平成28年８月１日
花 番地９ １階 下里1201番地10 下里851番地９

１階

ヘルパーステーション 宮古島市平良字下里1355 宮古島市平良字 宮古島市平良字 平成28年９月１日
みらい 番地２ 西里1352番地２ 下里1355番地２

２ 居宅介護支援

指定介護機関の名称 指定介護機関の所在地 変更前 変更後 変更年月日

居宅介護支援事業所み 宮古島市平良字下里1355 宮古島市平良字 宮古島市平良字 平成28年９月１日
らい 番地２ 西里1352番地２ 下里1355番地２

３ 介護予防訪問介護

指定介護機関の名称 指定介護機関の所在地 変更前 変更後 変更年月日

訪問介護事業所きら・ 宮古島市平良字東仲宗根 宮古島市平良字 宮古島市平良字 平成28年５月２日
きら 43番地１ 西里709番地テ 東仲宗根43番地

ナントピア101 １

ヘルパーステーション 宮古島市平良字下里851 宮古島市平良字 宮古島市平良字 平成28年８月１日
花 番地９ １階 下里1201番地10 下里851番地９

１階

ヘルパーステーション 宮古島市平良字下里1355 宮古島市平良字 宮古島市平良字 平成28年９月１日
みらい 番地２ 西里1352番地２ 下里1355番地２

４ 第１号訪問事業

指定介護機関の名称 指定介護機関の所在地 変更前 変更後 変更年月日

訪問介護事業所きら・ 宮古島市平良字東仲宗根 宮古島市平良字 宮古島市平良字 平成28年５月２日
きら 43番地１ 西里709番地テ 東仲宗根43番地

ナントピア101 １

ヘルパーステーション 宮古島市平良字下里851 宮古島市平良字 宮古島市平良字 平成28年８月１日
花 番地９ １階 下里1201番地10 下里851番地９

１階

ヘルパーステーション 宮古島市平良字下里1355 宮古島市平良字 宮古島市平良字 平成28年９月１日
みらい 番地２ 西里1352番地２ 下里1355番地２

○生活保護法による介護扶助のための居宅介護を担当させる機関の指定
（定型子福５）福祉政策課

沖縄県告示第473号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の規定により、介護扶助のための居宅介護を担当

させる機関を次のとおり指定した。

平成28年９月13日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

居宅療養管理指導

指定介護機関の名称 指定介護機関の所在地 指定年月日

宜野湾薬局 宜野湾市宜野湾三丁目３番10号 平成28年８月１日
○生活保護法による介護扶助のための介護予防を担当させる機関の指定

（定型子福５）福祉政策課

沖縄県告示第474号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の規定により、介護扶助のための介護予防を担当

させる機関を次のとおり指定した。

平成28年９月13日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

介護予防居宅療養管理指導

指定介護機関の名称 指定介護機関の所在地 指定年月日

宜野湾薬局 宜野湾市宜野湾三丁目３番10号 平成28年８月１日
○特定計量器の定期検査

（定型子消３）消費・くらし安全課

沖縄県告示第475号

計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により、特定計量器の定期検査を次のとおり実施す

る。

平成28年９月13日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 指定の場所で行う定期検査

特定計量器の種類 非自動はかり、分銅及びおもり

検査地区 検査期日 検査場所

宮古島市 平成28年11月15日（火曜日）午前10時から午後４時まで 宮古島市公設市場

平成28年11月16日（水曜日）午前10時から午後４時まで 西原地区公民館

平成28年11月18日（金曜日）午前10時から午後４時まで 沖縄県宮古合同庁舎（１
階ホール）

多良間村 平成28年11月21日（月曜日）午後１時から午後４時まで 多良間村役場

注意 検査時間のうち、午後零時から午後１時までの時間については、検査を行わない。

２ 特定計量器の所在の場所で行う定期検査

特定計量器の種類 非自動はかり、分銅及びおもり

検査地区 検査期日 検査場所

宮古島市 平成28年11月15日（火曜日）から平成29年１月31日（火曜 特定計量器の取り付けて
日）まで ある土地又は建物その他

工作物の所在の場所
多良間村 平成28年11月15日（火曜日）から平成29年１月31日（火曜

日）まで

○特定計量器の定期検査

（定型子消３）消費・くらし安全課

沖縄県告示第475号

計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により、特定計量器の定期検査を次のとおり実施す

る。

平成28年９月13日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 指定の場所で行う定期検査

特定計量器の種類 非自動はかり、分銅及びおもり

検査地区 検査期日 検査場所

宮古島市 平成28年11月15日（火曜日）午前10時から午後４時まで 宮古島市公設市場

平成28年11月16日（水曜日）午前10時から午後４時まで 西原地区公民館

平成28年11月18日（金曜日）午前10時から午後４時まで 沖縄県宮古合同庁舎（１
階ホール）

多良間村 平成28年11月21日（月曜日）午後１時から午後４時まで 多良間村役場

注意 検査時間のうち、午後零時から午後１時までの時間については、検査を行わない。

２ 特定計量器の所在の場所で行う定期検査

特定計量器の種類 非自動はかり、分銅及びおもり

検査地区 検査期日 検査場所

宮古島市 平成28年11月15日（火曜日）から平成29年１月31日（火曜 特定計量器の取り付けて
日）まで ある土地又は建物その他

工作物の所在の場所
多良間村 平成28年11月15日（火曜日）から平成29年１月31日（火曜

日）まで

件名：農用地利用配分計画の認可の申請

（定型農政４）農政経済課

沖縄県告示第476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項の農用地利用配分計画の認

可の申請があった。

なお、当該農用地利用配分計画は、平成28年９月13日から同月26日までの間、沖縄県農林水産部農政経済

課において縦覧に供する。

平成28年９月13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

上原盛洋 国頭村字安波 国頭村字安波川瀬原1092番11ほか３筆

山内典貴 大宜味村字饒波 大宜味村字白浜安潟地原679番ほか３筆

福井慎吾 本部町字具志堅 本部町字具志堅松部原598番

合同会社ＫＳファー 名護市字振慶名 名護市字我部祖河久場又原1195番ほか３筆
ム

農業生産法人有限会 糸満市字真壁 糸満市字豊原南当銘原340番
社あらかき畜産

玉城睦子 豊見城市字豊崎 糸満市字与座太田原877番

有限会社球美開発 久米島町字儀間 久米島町字具志川山田588番１

有限会社球美開発 久米島町字儀間 久米島町字具志川松ノ口741番ほか３筆

有限会社球美開発 久米島町字儀間 久米島町字具志川下地原1044番１ほか４筆

安村章 久米島町字仲泊 久米島町字兼城島地1550番

安村章 久米島町字仲泊 久米島町字西銘熊志田79番

金嶺用和 石垣市字真栄里 石垣市字登野城バンナ2093番ほか１筆

上地猛 石垣市新栄町 石垣市字石垣東嵩原797番２

小波本寛 石垣市字登野城 石垣市字名蔵シーラ原1225番ほか１筆

大底洋一 石垣市字大浜 石垣市字宮良ヨシキド2123番

与那城晃 石垣市字大川 石垣市字石垣西嵩原1729番１ほか２筆

東盛秀平 石垣市新栄町 石垣市字石垣平地原1213番ほか２筆

２ 申請年月日 平成28年８月31日
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○特定計量器の定期検査

（定型子消３）消費・くらし安全課

沖縄県告示第475号

計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により、特定計量器の定期検査を次のとおり実施す

る。

平成28年９月13日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 指定の場所で行う定期検査

特定計量器の種類 非自動はかり、分銅及びおもり

検査地区 検査期日 検査場所

宮古島市 平成28年11月15日（火曜日）午前10時から午後４時まで 宮古島市公設市場

平成28年11月16日（水曜日）午前10時から午後４時まで 西原地区公民館

平成28年11月18日（金曜日）午前10時から午後４時まで 沖縄県宮古合同庁舎（１
階ホール）

多良間村 平成28年11月21日（月曜日）午後１時から午後４時まで 多良間村役場

注意 検査時間のうち、午後零時から午後１時までの時間については、検査を行わない。

２ 特定計量器の所在の場所で行う定期検査

特定計量器の種類 非自動はかり、分銅及びおもり

検査地区 検査期日 検査場所

宮古島市 平成28年11月15日（火曜日）から平成29年１月31日（火曜 特定計量器の取り付けて
日）まで ある土地又は建物その他

工作物の所在の場所
多良間村 平成28年11月15日（火曜日）から平成29年１月31日（火曜

日）まで

件名：農用地利用配分計画の認可の申請

（定型農政４）農政経済課

沖縄県告示第476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項の農用地利用配分計画の認

可の申請があった。

なお、当該農用地利用配分計画は、平成28年９月13日から同月26日までの間、沖縄県農林水産部農政経済

課において縦覧に供する。

平成28年９月13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

上原盛洋 国頭村字安波 国頭村字安波川瀬原1092番11ほか３筆

山内典貴 大宜味村字饒波 大宜味村字白浜安潟地原679番ほか３筆

福井慎吾 本部町字具志堅 本部町字具志堅松部原598番

合同会社ＫＳファー 名護市字振慶名 名護市字我部祖河久場又原1195番ほか３筆
ム

農業生産法人有限会 糸満市字真壁 糸満市字豊原南当銘原340番
社あらかき畜産

玉城睦子 豊見城市字豊崎 糸満市字与座太田原877番

有限会社球美開発 久米島町字儀間 久米島町字具志川山田588番１

有限会社球美開発 久米島町字儀間 久米島町字具志川松ノ口741番ほか３筆

有限会社球美開発 久米島町字儀間 久米島町字具志川下地原1044番１ほか４筆

安村章 久米島町字仲泊 久米島町字兼城島地1550番

安村章 久米島町字仲泊 久米島町字西銘熊志田79番

金嶺用和 石垣市字真栄里 石垣市字登野城バンナ2093番ほか１筆

上地猛 石垣市新栄町 石垣市字石垣東嵩原797番２

小波本寛 石垣市字登野城 石垣市字名蔵シーラ原1225番ほか１筆

大底洋一 石垣市字大浜 石垣市字宮良ヨシキド2123番

与那城晃 石垣市字大川 石垣市字石垣西嵩原1729番１ほか２筆

東盛秀平 石垣市新栄町 石垣市字石垣平地原1213番ほか２筆

２ 申請年月日 平成28年８月31日
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件名：農用地利用配分計画の認可の申請

（定型農政４）農政経済課

沖縄県告示第476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項の農用地利用配分計画の認

可の申請があった。

なお、当該農用地利用配分計画は、平成28年９月13日から同月26日までの間、沖縄県農林水産部農政経済

課において縦覧に供する。

平成28年９月13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

上原盛洋 国頭村字安波 国頭村字安波川瀬原1092番11ほか３筆

山内典貴 大宜味村字饒波 大宜味村字白浜安潟地原679番ほか３筆

福井慎吾 本部町字具志堅 本部町字具志堅松部原598番

合同会社ＫＳファー 名護市字振慶名 名護市字我部祖河久場又原1195番ほか３筆
ム

農業生産法人有限会 糸満市字真壁 糸満市字豊原南当銘原340番
社あらかき畜産

玉城睦子 豊見城市字豊崎 糸満市字与座太田原877番

有限会社球美開発 久米島町字儀間 久米島町字具志川山田588番１

有限会社球美開発 久米島町字儀間 久米島町字具志川松ノ口741番ほか３筆

有限会社球美開発 久米島町字儀間 久米島町字具志川下地原1044番１ほか４筆

安村章 久米島町字仲泊 久米島町字兼城島地1550番

安村章 久米島町字仲泊 久米島町字西銘熊志田79番

金嶺用和 石垣市字真栄里 石垣市字登野城バンナ2093番ほか１筆

上地猛 石垣市新栄町 石垣市字石垣東嵩原797番２

小波本寛 石垣市字登野城 石垣市字名蔵シーラ原1225番ほか１筆

大底洋一 石垣市字大浜 石垣市字宮良ヨシキド2123番

与那城晃 石垣市字大川 石垣市字石垣西嵩原1729番１ほか２筆

東盛秀平 石垣市新栄町 石垣市字石垣平地原1213番ほか２筆

２ 申請年月日 平成28年８月31日

件名：土地改良区の清算人の退任の届出

（定型農計７）（村づくり計画課）

沖縄県告示第477号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第68条第４項において準用する同法第18条第16項の規定により、次

のとおり東風平町小城第二土地改良区から清算人が退任した旨の届出があった。

平成28年９月13日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

氏名 住所

仲座康敬 八重瀬町字小城51番地

仲座喜榮 八重瀬町字小城196番地の１

仲座亀吉 八重瀬町字小城36番地

仲座政治 八重瀬町字小城162番地の１

神谷清 八重瀬町字小城119番地

神谷清春 八重瀬町字小城375番地

仲座秀光 八重瀬町字小城312番地の２

仲座真勇 八重瀬町字小城187番地の１

仲座明 八重瀬町字小城602番地

仲座徳一 八重瀬町字小城245番地の１

神谷勲 八重瀬町字小城158番地

神谷繁雄 八重瀬町字小城151番地

仲座壽雄 八重瀬町字小城130番地

神谷博 八重瀬町字志多伯85番地

金城繁 八重瀬町字小城83番地

国吉真純 八重瀬町字上田原118番地

仲座誠繁 八重瀬町字小城43番地

（案）

件名：公共測量の実施の終了の通知

（定型土都30）農地農村整備課

沖縄県告示第478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２項の規定により、沖縄県南部農

林土木事務所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９月13日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 公共測量を実施した地域 宮古島市城辺字西里添及び字友利地内（西中底原地区）

２ 公共測量を実施した期間 平成27年11月30日から同年12月25日まで

３ 作業種類 公共測量（基準点測量）

（案）

件名：公共測量の実施の終了の通知

（定型土都30）農地農村整備課

沖縄県告示第478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２項の規定により、沖縄県南部農

林土木事務所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９月13日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 公共測量を実施した地域 宮古島市城辺字西里添及び字友利地内（西中底原地区）

２ 公共測量を実施した期間 平成27年11月30日から同年12月25日まで

３ 作業種類 公共測量（基準点測量）
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（案）

件名：公共測量の実施の終了の通知

（定型土都30）農地農村整備課

沖縄県告示第478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２項の規定により、沖縄県南部農

林土木事務所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９月13日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 公共測量を実施した地域 宮古島市城辺字西里添及び字友利地内（西中底原地区）

２ 公共測量を実施した期間 平成27年11月30日から同年12月25日まで

３ 作業種類 公共測量（基準点測量）
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