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告 示

島根県告示第46号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定により、同法による医療扶助を担当する機関を次のとおり指定した

ので、同法第55条の３第１号の規定により告示する。

令和３年１月22日

島根県知事 丸 山 達 也

医療機関の名称 所 在 地 指定年月日

調剤薬局ケイ 安来市赤江町1447番地１ 令和２年12月１日

調剤薬局サンズ おとよし 益田市乙吉町イ334－２ 令和３年１月４日

島根県告示第47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、次のとおり指定医療機関の所在地の変更の届出があっ

たので、同法第55条の３第２号の規定により告示する。

令和３年１月22日

島根県知事 丸 山 達 也

医療機関の名称 変更年月日
所 在 地

変更前 変更後

斐川訪問看護ステーションさ 出雲市斐川町荘原2172－３ 出雲市斐川町上直江1472－１ 令和２年12月19日

くら

島根県告示第48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、次のとおり指定医療機関の事業の廃止の届出があった

ので、同法第55条の３第２号の規定により告示する。

令和３年１月22日

島根県知事 丸 山 達 也

医療機関の名称 所 在 地 廃止年月日

益田地域医療センター医師会病院 柏原出張所 益田市柏原町1313－１ 令和２年12月１日

益田地域医療センター医師会病院 二条出張所 益田市上黒谷町479－８ 令和２年12月１日

有限会社調剤薬局ケイ 安来市赤江町1447－１ 令和２年11月30日

島根県告示第49号

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の指定居宅サービス事業者及び同法第53条第１項の指定介護予防サ

ービス事業者から当該指定居宅サービス又は当該指定介護予防サービスの事業の廃止の届出があったので、同法第78条第

２号及び第115条の10第２号の規定により告示する。

令和３年１月22日

島根県知事 丸 山 達 也

事業者の名称又は氏名 サービスの種類 事業所の名称 事業所の所在地 廃止年月日

第176号 島 根 県 報 令和３年１月22日
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第176号 島 根 県 報 令和３年１月22日

株式会社 建装 訪問看護 訪問看護ステーション コ 出雲市西平田町104－３ 令和２年１月31日

コ・リハ出雲

株式会社 建装 介護予防訪問看護 訪問看護ステーション コ 出雲市西平田町104－３ 令和２年１月31日

コ・リハ出雲

医療法人社団 日立記 訪問看護 訪問看護ステーション社日 安来市安来町1278－５ 令和２年２月29日

念病院 ケアセンター

医療法人社団 日立記 介護予防訪問看護 訪問看護ステーション社日 安来市安来町1278－５ 令和２年２月29日

念病院 ケアセンター

株式会社 アポロハイ 訪問介護 株式会社 アポロハイヤー 出雲市枝大津町22番地１ 令和２年３月20日

ヤー

社会福祉法人 おおつ 訪問入浴介護 もくもく苑訪問入浴介護事 出雲市矢野町845番地 令和２年３月31日

か福祉会 業所

社会福祉法人 おおつ 介護予防訪問入浴 もくもく苑訪問入浴介護事 出雲市矢野町845番地 令和２年３月31日

か福祉会 介護 業所

企業組合 労協しまね 訪問介護 ケアワークステーションす 大田市大田町大田イ2759 令和２年３月31日

事業団 ずらん 番地55

社会福祉法人 恩賜財 訪問入浴介護 白寿園 江津市江津町1110 令和２年３月31日

団 済生会支部 島根

県済生会

社会福祉法人 恩賜財 介護予防訪問入浴 白寿園 江津市江津町1110 令和２年３月31日

団 済生会支部 島根 介護

県済生会

医療法人 同仁会 訪問介護 医療法人 同仁会 きすき 雲南市木次町山方1111 令和２年３月31日

ヘルパーステーション

社会福祉法人 浜田市 訪問入浴介護 しあわせ入浴みすみ 浜田市三隅町向野田1880 令和２年３月31日

社会福祉協議会 番地３

社会福祉法人 にちは 通所介護 にちはらデイサービスセン 鹿足郡津和野町日原50番 令和２年３月31日

ら福祉会 ター 地２

社会福祉法人 吉賀町 訪問入浴介護 吉賀町訪問入浴事業所 鹿足郡吉賀町六日市573 令和２年３月31日

社会福祉協議会 番地２

社会福祉法人 吉賀町 介護予防訪問入浴 吉賀町訪問入浴事業所 鹿足郡吉賀町六日市573 令和２年３月31日

社会福祉協議会 介護 番地２

社会福祉法人 博愛 訪問介護 博愛訪問介護事業所 隠岐郡隠岐の島町原田 令和２年３月31日

390番地３

社会福祉法人 放泉会 通所介護 デイサービスセンター さ 大田市三瓶町池田2661－ 令和２年４月１日

んべ ３

社会福祉法人 わかく 訪問介護 デイサービスセンター共楽 益田市桂平町イ107－３ 令和２年４月１日

さ福祉会 苑

株式会社 サンコー 福祉用具貸与 株式会社 サンコー 出雲市平田町2260の37 令和２年９月20日

株式会社 サンコー 介護予防福祉用具 株式会社 サンコー 出雲市平田町2260の37 令和２年９月20日

貸与

株式会社 サンコー 福祉用具販売 株式会社 サンコー 出雲市平田町2260の37 令和２年９月20日
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第176号 島 根 県 報 令和３年１月22日

株式会社 サンコー 介護予防福祉用具 株式会社 サンコー 出雲市平田町2260の37 令和２年９月20日

販売

株式会社 ツクイ 通所介護 ツクイ出雲下沢 出雲市上塩冶町2655－２ 令和２年９月30日

有限会社 司 短期入所生活介護 ショートステイ ココ荘原 出雲市斐川町荘原3169－ 令和２年９月30日

28

有限会社 司 介護予防短期入所 ショートステイ ココ荘原 出雲市斐川町荘原3169－ 令和２年９月30日

生活介護 28

株式会社 ヒカリエ 訪問介護 ライフケアふれあい 雲南市三刀屋町下熊谷 令和２年10月31日

1675－２

特定非営利活動法人 訪問介護 ヘルパーステーション輝 出雲市松寄下町985－５ 令和２年12月20日

輝

有限会社 隠岐産機 福祉用具貸与 有限会社 隠岐産機 隠岐郡隠岐の島町飯田前 令和２年12月28日

田31－５

有限会社 隠岐産機 介護予防福祉用具 有限会社 隠岐産機 隠岐郡隠岐の島町飯田前 令和２年12月28日

貸与 田31－５

島根県告示第50号

家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）第４条第１項第２号の規定による令和２年度地方の臨時種畜検査に合格した

種畜は、次のとおりである。

令和３年１月22日

島根県知事 丸 山 達 也

種畜証明書番号 名前（登録・登記番号） 品種 検査成績

11578548772 福久桜（2019子島黒1191249） 肉用牛 １級

黒毛和種

島根県告示第51号

次の森林を保安林予定森林としたから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２第１項の規定により告示する。

令和３年１月22日

島根県知事 丸 山 達 也

１ 保安林予定森林の所在場所

出雲市多伎町奥田儀1423－２

２ 指定の目的

水源の涵養
かん

３ 指定施業要件

 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。

 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
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第176号 島 根 県 報 令和３年１月22日

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び出雲市役所に備え置いて縦覧に供する。）

島根県告示第52号

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において準用

する同法第５条第３項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。

なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について

意見を有する者は、この告示の日から４月以内に、次の４に定めるところにより意見を述べることができる。

令和３年１月22日

島根県知事 丸 山 達 也

１ 届出の概要

 大規模小売店舗の名称及び所在地

ゆめタウン浜田 島根県浜田市港町227番地１外

 大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所

株式会社イズミ 代表取締役社長 山西 泰明 広島県広島市東区二葉の里三丁目３番１号

 変更した事項

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及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

小売業者名 住 所 代表者名 備 考

（株）イズミ 広島県広島市東区二葉の里三丁目３番１号 山西 泰明

（株）スイートガーデン 兵庫県神戸市西区高塚台五丁目４番地１ 富川 俊昭

エステールホールディングス 東京都港区虎ノ門四丁目３番13号 丸山 雅史

（株）

（株）ニッタ 島根県浜田市新町11番地３ 木束地 実

（株）ビーユー 大阪府大阪市西成区梅南一丁目７番31号 水江 充

（株）今井書店 島根県松江市殿町63番地 島 秀佳

（株）ソリッド 広島県広島市安佐南区高取南二丁目20番26 平野 一貴

号

（株）タツミヤ 東京都八王子市暁町一丁目32番13号 指田 努

（株）ハニーズホールディング 福島県いわき市鹿島町走熊字七本松27番地 江尻 義久

ス の１

（株）東京デリカ 東京都葛飾区新小岩一丁目48番14号 木山 剛史

（株）冒険王 広島県広島市安佐北区可部四丁目１番10号 堀岡 洋行

共同青果（株） 島根県浜田市下府町327番地80 長谷川 等

フジパンストアー（株） 愛知県名古屋市瑞穂区松園町一丁目50番地 高山 昭一

藤久（株） 愛知県名古屋市名東区高社一丁目210番地 後藤 薫徳

（株）大創産業 広島県東広島市西条吉行東一丁目４番14号 矢野 靖二

（株）クレイン 東京都港区南青山五丁目６－26 新垣 純

アイ・ティー・エックス（株） 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３ 野島 廣司

番３号

（株）レックス 東京都港区赤坂一丁目11番44号 藤久保 匤人

（変更後）
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小売業者名 住 所 代表者名 備 考

（株）イズミ 広島県広島市東区二葉の里三丁目３番１号 山西 泰明

（株）スイートガーデン 兵庫県神戸市西区高塚台五丁目４番地１ 富川 俊昭

エステールホールディングス 東京都港区虎ノ門四丁目３番13号 丸山 雅史

（株）

（株）ニッタ 島根県浜田市新町11番地３ 木束地 実

（株）ビーユー 大阪府大阪市西成区梅南一丁目７番31号 水江 充

（株）今井書店 島根県松江市殿町63番地 島 秀佳

（株）ソリッド 広島県広島市安佐南区高取南二丁目20番26 平野 一貴

号

（株）タツミヤ 東京都八王子市暁町一丁目32番13号 指田 努

（株）ハニーズホールディング 福島県いわき市鹿島町走熊字七本松27番地 江尻 義久

ス の１

（株）東京デリカ 東京都葛飾区新小岩一丁目48番14号 木山 剛史

（株）冒険王 広島県広島市安佐北区可部四丁目１番10号 堀岡 洋行

共同青果（株） 島根県浜田市下府町327番地80 長谷川 等

フジパンストアー（株） 愛知県名古屋市瑞穂区松園町一丁目50番地 高山 昭一

藤久（株） 愛知県名古屋市名東区高社一丁目210番地 堤 智則 令和２年６月30日

代表者変更

（株）大創産業 広島県東広島市西条吉行東一丁目４番14号 矢野 靖二

（株）クレイン 東京都港区南青山五丁目６－26 新垣 純

アイ・ティー・エックス（株） 神奈川県横浜市西区南幸一丁目１番１号 野島 廣司 住所錯誤

レックス（株） 東京都千代田区平河町二丁目７番５号 藤久保 匤人 名称及び住所錯誤

 変更の年月日

上記小売業者一覧表のとおり

２ 届出年月日

令和３年１月６日

３ 届出及び添付書類の縦覧場所

浜田市産業経済部商工労働課（浜田市殿町１番地）

４ 意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等

 意見書の提出先

松江市殿町１番地 島根県商工労働部中小企業課

 意見書に記載すべき事項

ア 氏名及び住所（団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地）

イ アの記載事項についての公表の意思の有無

ウ 意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地

エ 意見の内容

オ 意見を述べる理由

 その他

意見書に記載する氏名は、自署によること。
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島根県告示第53号

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において準用

する同法第５条第３項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。

なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について

意見を有する者は、この告示の日から４月以内に、次の４に定めるところにより意見を述べることができる。

令和３年１月22日

島根県知事 丸 山 達 也

１ 届出の概要

 大規模小売店舗の名称及び所在地

ゆめタウン出雲 島根県出雲市大塚町620外

 大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所

株式会社イズミ 代表取締役社長 山西 泰明 広島県広島市東区二葉の里三丁目３番１号

 変更した事項

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及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

小売業者名 住 所 代表者名 備 考

（株）イズミ 広島県広島市東区二葉の里三丁目３番１号 山西 泰明

フジパンストアー（株） 愛知県名古屋市瑞穂区松園町一丁目50番地 高山 昭一

（有）坂根屋 島根県出雲市今市町890番地 坂根 壮一郎

（株）東京デリカ 東京都葛飾区新小岩一丁目48番14号 木山 剛史

（有）ノース 島根県松江市東津田町1287番地８ 北脇 明男

エステールホールディングス 東京都港区虎ノ門四丁目３－13 丸山 朝

（株）

マツオインターナショナル 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目20番10号 松尾 憲久

（株）

（株）コックス 東京都中央区日本橋浜町一丁目２番１号 寺脇 栄一

（株）今井書店 島根県松江市殿町63番地 島 秀佳

メガネの田中チェーン（株） 広島県広島市中区本通２番10号 ホール・ディミ

アン・オマワリ

（株）ＢＡＮＫＡＮわものや 埼玉県上尾市宮本町４番２号 形部 幸裕

（株）バリュープランニング 兵庫県神戸市中央区坂口通七丁目２番17号 井元 憲生

（有）ラ・ポム 島根県出雲市姫原町215番地５－1304 南 秀子

（株）ヘンミ 香川県高松市丸亀町９番地１ステップ 逸見 俊輔

（株）ファイブ・フォックス 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目60－７ 上田 稔夫

藤久（株） 愛知県名古屋市名東区高社一丁目210番地 後藤 薫徳

（株）ハニーズホールディング 福島県いわき市鹿島町走熊字七本松27番地 江尻 義久

ス の１

ユーロプランニング（有） 島根県出雲市中野町783番地20 神田 実

（株）アイジーエー 福井県越前市矢放町第13号８番地の９ 五十嵐 義和 令和２年８月30日

退店

第176号 島 根 県 報 令和３年１月22日
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（株）やまもと 島根県出雲市大社町北荒木1138番地１ 山本 成二

（株）ニコル 東京都渋谷区東一丁目32番12号 木野村 尚孝 令和２年６月７日

退店

（株）エービーシー・マート 東京都渋谷区神南一丁目11番５号 野口 実

（株）ウォッチ・ビジネス・カ 広島県広島市西区商工センター二丁目３番 鍵本 優

ンパニー １号

（株）天翔 福岡県大野城市御笠川五丁目６番17号 平 茂美

（株）冒険王 広島県広島市安佐北区可部四丁目１番10号 堀岡 洋行

（株）ライトオン 茨城県つくば市小野崎260－１ 川崎 純平

（株）サンヨープレジャー 岡山県岡山市北区大内田715番地の４ 高谷 昌宏

（株）シュクレ 島根県出雲市今市北本町三丁目４番地９ 岩田 理美

（株）ビスク 福岡県福岡市中央区今泉一丁目16－20 豊村 政人

（株）タオル美術館 東京都港区白金台三丁目19－１ 越智 康行

（株）大創産業 広島県東広島市西条吉行東一丁目４－14 矢野 靖二

（株）キャメル珈琲 東京都世田谷区代田二丁目31－８ 尾田 信夫

（株）チチカカ 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目５番４号 箸方 修 令和２年９月22日

退店

（株）ストライプインターナシ 岡山県岡山市北区幸町２－８ 石川 康晴

ョナル

ゼビオ（株） 福島県郡山市朝日三丁目７番35号 加藤 智治

アスカ（株） 東京都千代田区平河町二丁目７番５号 伊藤 弘人 令和２年９月１日

退店

（株）ティーガイア 東京都渋谷区恵比寿四丁目１番18号 金治 伸隆

（株）大谷 新潟県新潟市江南区亀田工業団地一丁目３ 堂田 尚子

番５号

（株）ジーユー 山口県山口市佐山717番地１ 柚木 治

（有）おもちゃのタマキ 島根県出雲市平田町1319－29 玉木 輝久

（株）ナルミヤ・インターナシ 東京都港区芝公園二丁目４－１ 石井 稔晃

ョナル

（株）クレイン 東京都港区南青山五丁目６－26 新垣 純

（株）アートネイチャー 東京都渋谷区代々木三丁目40番地７号 五十嵐 祥剛

（株）コナカ 神奈川県横浜市戸塚区品濃町517番地２ 湖中 謙介

（株）Ｆ・Ｏ・インターナショ 兵庫県神戸市中央区礒上通七丁目１番５号 小野 行由

ナル

（株）ムラサキスポーツ 東京都台東区上野七丁目14番５号 金山 元一

（株）アダストリア 茨城県水戸市泉町三丁目１番27号 福田 三千男

（株）藤芳 島根県出雲市大社町杵築北2613番地 藤江 宣敏

（株）ジンズ 群馬県前橋市川原町二丁目26番地４ 田中 仁

神門 佳代 島根県出雲市斐川町神氷1577－１ －

（株）赤ちゃん本舗 大阪府大阪市中央区南本町三丁目３番21号 佐藤 好潔

（株）ヴィレッジヴァンガード 愛知県名古屋市名東区上社一丁目901番地 白川 篤典

コーポレーション
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アイ・ティー・エックス（株） 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３ 野島 廣司

番３号

（株）ワンズテラス 東京都港区北青山三一丁目５番10号 西川 信一

（株）スタイルフォース 兵庫県神戸市中央区港島中町六丁目８番１ 渡邊 智則 令和２年８月31日

退店

（株）アルカスインターナショ 兵庫県神戸市中央区港島中町六丁目８番１ 内山 誠一

ナル

（変更後）

小売業者名 住 所 代表者名 備 考

（株）イズミ 広島県広島市東区二葉の里三丁目３番１号 山西 泰明

フジパンストアー（株） 愛知県名古屋市瑞穂区松園町一丁目50番地 高山 昭一

（有）坂根屋 島根県出雲市今市町890番地 坂根 壮一郎

（株）東京デリカ 東京都葛飾区新小岩一丁目48番14号 木山 剛史

（有）ノース 島根県松江市東津田町1287番地８ 北脇 明男

エステールホールディングス 東京都港区虎ノ門四丁目３－13 丸山 朝

（株）

マツオインターナショナル 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目20番10号 松尾 憲久

（株）

（株）コックス 東京都中央区日本橋浜町一丁目２番１号 寺脇 栄一

（株）今井書店 島根県松江市殿町63番地 島 秀佳

メガネの田中チェーン（株） 広島県広島市中区本通２番10号 ホール・ディミ

アン・オマワリ

（株）ＢＡＮＫＡＮわものや 埼玉県上尾市宮本町４番２号 形部 幸裕

（株）バリュープランニング 兵庫県神戸市中央区坂口通七丁目２番17号 井元 憲生

（有）ラ・ポム 島根県出雲市姫原町215番地５－1304 南 秀子

（株）ヘンミ 香川県高松市丸亀町９番地１ステップ 逸見 俊輔

（株）ファイブ・フォックス 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目60－７ 上田 稔夫

藤久（株） 愛知県名古屋市名東区高社一丁目210番地 堤 智則 令和２年６月30日

代表者変更

（株）ハニーズホールディング 福島県いわき市鹿島町走熊字七本松27番地 江尻 義久

ス の１

ユーロプランニング（有） 島根県出雲市中野町783番地20 神田 実

（株）やまもと 島根県出雲市大社町北荒木1138番地１ 山本 成二

（株）エービーシー・マート 東京都渋谷区神南一丁目11番５号 野口 実

（株）ウォッチ・ビジネス・カ 広島県広島市西区商工センター二丁目３番 鍵本 優

ンパニー １号

（株）天翔 福岡県大野城市御笠川五丁目６番17号 平 茂美

（株）冒険王 広島県広島市安佐北区可部四丁目１番10号 堀岡 洋行

（株）ライトオン 茨城県つくば市小野崎260－１ 藤原 祐介 令和２年３月１日

代表者変更

（株）サンヨープレジャー 岡山県岡山市北区大内田715番地の４ 高谷 昌宏

（株）シュクレ 島根県出雲市今市北本町三丁目４番地９ 岩田 理美
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（株）ビスク 福岡県福岡市中央区今泉一丁目16－20 豊村 政人

（株）タオル美術館 東京都港区白金台三丁目19－１ 越智 康行

（株）大創産業 広島県東広島市西条吉行東一丁目４－14 矢野 靖二

（株）キャメル珈琲 東京都世田谷区代田二丁目31－８ 尾田 信夫

（株）ストライプインターナシ 岡山県岡山市北区幸町２－８ 立花 隆央 令和２年３月６日

ョナル 代表者変更

ゼビオ（株） 福島県郡山市朝日三丁目７番35号 加藤 智治

（株）ティーガイア 東京都渋谷区恵比寿四丁目１番18号 金治 伸隆

（株）大谷 新潟県新潟市江南区亀田工業団地一丁目３ 堂田 尚子

番５号

（株）ジーユー 山口県山口市佐山10717番地１ 柚木 治 令和２年７月17日

住所変更

（有）おもちゃのタマキ 島根県出雲市平田町1319－29 玉木 輝久

（株）ナルミヤ・インターナシ 東京都港区芝公園二丁目４－１ 石井 稔晃

ョナル

（株）クレイン 東京都港区南青山五丁目６－26 新垣 純

（株）アートネイチャー 東京都渋谷区代々木三丁目40番地７号 五十嵐 祥剛

（株）コナカ 神奈川県横浜市戸塚区品濃町517番地２ 湖中 謙介

（株）Ｆ・Ｏ・インターナショ 兵庫県神戸市中央区礒上通七丁目１番５号 小野 行由

ナル

（株）ムラサキスポーツ 東京都台東区上野七丁目14番５号 金山 元一

（株）アダストリア 茨城県水戸市泉町三丁目１番27号 福田 三千男

（株）藤芳 島根県出雲市大社町杵築北2613番地 藤江 宣敏

（株）ジンズ 群馬県前橋市川原町二丁目26番地４ 田中 仁

神門 佳代 島根県出雲市斐川町神氷1577－１ －

（株）赤ちゃん本舗 大阪府大阪市中央区南本町三丁目３番21号 佐藤 好潔

（株）ヴィレッジヴァンガード 愛知県名古屋市名東区上社一丁目901番地 白川 篤典

コーポレーション

アイ・ティー・エックス（株） 神奈川県横浜市西区南幸一丁目１番１号 野島 廣司 住所錯誤

（株）ワンズテラス 東京都港区北青山三丁目５番10号 西川 信一 住所錯誤

（株）アルカスインターナショ 兵庫県神戸市中央区港島中町六丁目８番１ 内山 誠一

ナル

（株）パルグループホールディ 大阪府大阪市中央区道修町三丁目６番１号 井上 隆太 令和２年３月20日

ングス 入店

レックス（株） 東京都千代田区平河町二丁目７番５号 藤久保 匡人 令和２年９月１日

入店

（株）ファンケル 神奈川県横浜市中区山下町89番地１ 島田 和幸 令和２年12月１日

入店

（株）オンデーズ 東京都品川区東品川二丁目２番８号 田中 修治 令和２年12月26日

入店

（株）バルコス 鳥取県倉吉市河北町１番地 山本 敬 令和２年４月20日

入店
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 変更の年月日

上記小売業者一覧表のとおり

２ 届出年月日

令和３年１月６日

３ 届出及び添付書類の縦覧場所

出雲市経済環境部商工振興課（出雲市今市町70）

４ 意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等

 意見書の提出先

松江市殿町１番地 島根県商工労働部中小企業課

 意見書に記載すべき事項

ア 氏名及び住所（団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地）

イ アの記載事項についての公表の意思の有無

ウ 意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地

エ 意見の内容

オ 意見を述べる理由

 その他

意見書に記載する氏名は、自署によること。

島根県告示第54号

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において準用

する同法第５条第３項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。

なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について

意見を有する者は、この告示の日から４月以内に、次の４に定めるところにより意見を述べることができる。

令和３年１月22日

島根県知事 丸 山 達 也

１ 届出の概要

 大規模小売店舗の名称及び所在地

ゆめタウン斐川 島根県出雲市斐川町大字上直江1321番地外

 大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所

株式会社イズミ 代表取締役社長 山西 泰明 広島県広島市東区二葉の里三丁目３番１号

 変更した事項

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及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

小売業者名 住 所 代表者名 備 考

（株）イズミ 広島県広島市東区二葉の里三丁目３番１号 山西 泰明

（有）坂根屋 島根県出雲市今市町890番地 坂根 壮一郎

（株）オカ 島根県出雲市斐川町直江町5381番地２ 岡 寛志

（株）三城 東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号 澤田 将広

（株）不二家 東京都文京区大塚二丁目15番６号 山田 憲典 令和２年９月30日退

店
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（有）おもちゃのタマキ 島根県出雲市平田町1319番地29 玉木 輝久

（株）ナカスカコーポレーショ 広島県広島市中区国泰寺町一丁目３番15号 中須賀 賢一

ン

（有）泉生花店 鳥取県米子市紺屋町119番地２ 泉 司

（株）ウォッチ・ビジネス・カ 広島県広島市西区商工センター二丁目３番 鍵本 優 令和２年３月22日退

ンパニー １号 店

（株）大創産業 広島県東広島市西条吉行東一丁目４番14号 矢野 靖二

（株）レックス 東京都港区赤坂一丁目11番44号 藤久保 匤人

（株）アルツー 島根県松江市北陵町52番地２ソフトビジネ 川島 清志

スパーク島根ゆめっくす北陵５号

（変更後）

小売業者名 住 所 代表者名 備 考

（株）イズミ 広島県広島市東区二葉の里三丁目３番１号 山西 泰明

（有）坂根屋 島根県出雲市今市町890番地 坂根 壮一郎

（株）オカ 島根県出雲市斐川町直江町5381番地２ 岡 寛志

（株）三城 東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号 澤田 将広

（有）おもちゃのタマキ 島根県出雲市平田町1319番地29 玉木 輝久

（株）ナカスカコーポレーショ 広島県広島市中区国泰寺町一丁目３番15号 中須賀 賢一

ン

（有）泉生花店 鳥取県米子市紺屋町119番地２ 泉 司

（株）大創産業 広島県東広島市西条吉行東一丁目４番14号 矢野 靖二

レックス（株） 東京都千代田区平河町二丁目７番５号 藤久保 匤人 名称及び住所錯誤

（株）アルツー 島根県松江市北陵町52番地２ソフトビジネ 川島 清志

スパーク島根ゆめっくす北陵５号

 変更の年月日

上記小売業者一覧表のとおり

２ 届出年月日

令和３年１月６日

３ 届出及び添付書類の縦覧場所

出雲市経済環境部商工振興課（出雲市今市町70）

４ 意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等

 意見書の提出先

松江市殿町１番地 島根県商工労働部中小企業課

 意見書に記載すべき事項

ア 氏名及び住所（団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地）

イ アの記載事項についての公表の意思の有無

ウ 意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地

エ 意見の内容

オ 意見を述べる理由

 その他

意見書に記載する氏名は、自署によること。
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島根県告示第55号

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において準用

する同法第５条第３項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。

なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について

意見を有する者は、この告示の日から４月以内に、次の４に定めるところにより意見を述べることができる。

令和３年１月22日

島根県知事 丸 山 達 也

１ 届出の概要

 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1128番地112外

 大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所

株式会社イズミ 代表取締役 山西 泰明 広島県広島市東区二葉の里三丁目３番１号

 変更した事項

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及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

小売業者名 住 所 代表者名 備 考

（株）イズミ 広島県広島市東区二葉の里三丁目３番１号 山西 泰明

（株）東京デリカ 東京都葛飾区新小岩一丁目48番14号 木山 剛史

（株）ニッタ 島根県浜田市新町11番地３ 木束地 実

エステールホールディングス 東京都港区虎ノ門四丁目３番13号 丸山 雅史

（株）

（株）タツミヤ 東京都八王子市暁町一丁目32番13号 指田 努

（株）ちづる 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目11番15 森 啓輔

（株）ハニーズホールディング 福島県いわき市鹿島町走熊字七本松27番地 江尻 義久

ス の１

（株）ビーユー 大阪府大阪市西成区梅南一丁目７番31号 水江 充

（株）フジックス 島根県松江市西嫁島一丁目３番９号 中林 秀雄

（株）マックハウス 東京都杉並区梅里一丁目７番７号 北原 久巳

（株）大創産業 広島県東広島市西条吉行東一丁目４番14号 矢野 靖二

藤久（株） 愛知県名古屋市名東区高社一丁目210番地 後藤 薫徳

（株）ジュンテンドー 島根県益田市下本郷町206番地５ 飯塚 正

（株）はるやまホールディング 岡山県岡山市北区表町一丁目２番３号 治山 正史

ス

（株）イエローハット 東京都千代田区岩本町一丁目７番４号 堀江 康生

（株）ユニクロ 山口県山口市大字佐山717番地１ 柳井 正

（株）三城 東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号 澤田 将広 令和２年１月19日

退店

（株）ヒマラヤ 岐阜県岐阜市江添一丁目１番１号 後藤 達也

（変更後）

小売業者名 住 所 代表者名 備 考
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（株）イズミ 広島県広島市東区二葉の里三丁目３番１号 山西 泰明

（株）東京デリカ 東京都葛飾区新小岩一丁目48番14号 木山 剛史

（株）ニッタ 島根県浜田市新町11番地３ 木束地 実

エステールホールディングス 東京都港区虎ノ門四丁目３番13号 丸山 雅史

（株）

（株）タツミヤ 東京都八王子市暁町一丁目32番13号 指田 努

（株）ちづる 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目11番15 森 啓輔

（株）ハニーズホールディング 福島県いわき市鹿島町走熊字七本松27番地 江尻 義久

ス の１

（株）ビーユー 大阪府大阪市西成区梅南一丁目７番31号 水江 充

（株）フジックス 島根県松江市西嫁島一丁目３番９号 中林 秀雄

（株）マックハウス 東京都杉並区梅里一丁目７番７号 北原 久巳

（株）大創産業 広島県東広島市西条吉行東一丁目４番14号 矢野 靖二

藤久（株） 愛知県名古屋市名東区高社一丁目210番地 堤 智則 令和２年６月30日

代表者変更

（株）ジュンテンドー 島根県益田市下本郷町206番地５ 飯塚 正

（株）はるやまホールディング 岡山県岡山市北区表町一丁目２番３号 治山 正史

ス

（株）イエローハット 東京都千代田区岩本町一丁目７番４号 堀江 康生

（株）ユニクロ 山口県山口市大字佐山10717番地１ 柳井 正 令和２年７月17日

住所変更

（株）ヒマラヤ 岐阜県岐阜市江添一丁目１番１号 後藤 達也

（株）シード 大阪府大阪市中央区日本橋二丁目７番13号 田原 基広 令和２年３月17日

入店

レックス（株） 東京都千代田区平河町二丁目７番５号 藤久保 匡人 令和２年２月21日

入店

 変更の年月日

上記小売業一覧表のとおり

２ 届出年月日

令和３年１月６日

３ 届出及び添付書類の縦覧場所

益田市産業経済部産業支援センター（益田市駅前町17－１）

４ 意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等

 意見書の提出先

松江市殿町１番地 島根県商工労働部中小企業課

 意見書に記載すべき事項

ア 氏名及び住所（団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地）

イ アの記載事項についての公表の意思の有無

ウ 意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地

エ 意見の内容

オ 意見を述べる理由
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 その他

意見書に記載する氏名は、自署によること。

島根県告示第56号

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において準用

する同法第５条第３項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。

なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について

意見を有する者は、この告示の日から４月以内に、次の４に定めるところにより意見を述べることができる。

令和３年１月22日

島根県知事 丸 山 達 也

１ 届出の概要

 大規模小売店舗の名称及び所在地

ゆめタウン江津 島根県江津市嘉久志町2306番地30

 大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所

株式会社江津グリーンモール 代表取締役 飯田 良則 島根県江津市嘉久志町2306番地30

 変更した事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名

（変更前）株式会社江津グリーンモール 代表取締役 野間 智

（変更後）株式会社江津グリーンモール 代表取締役 飯田 良則

 変更の年月日

令和２年４月27日

２ 届出年月日

令和３年１月６日

３ 届出及び添付書類の縦覧場所

江津市商工観光課（江津市江津町1525番地）

４ 意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等

 意見書の提出先

松江市殿町１番地 島根県商工労働部中小企業課

 意見書に記載すべき事項

ア 氏名及び住所（団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地）

イ アの記載事項についての公表の意思の有無

ウ 意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地

エ 意見の内容

オ 意見を述べる理由

 その他

意見書に記載する氏名は、自署によること。

島根県告示第57号

島根県政府調達苦情検討委員会設置要綱（平成８年島根県告示第367号）の一部を次のように改正する。
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令和３年１月22日

島根県知事 丸 山 達 也

第１条中「1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定、2012年３月30日ジュネーブで作成された政

府調達に関する協定を改正する議定書」を「2012年３月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議

定書によって改正された1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定」に改める。

附 則

この告示は、令和３年１月22日から施行する。

島根県告示第58号

政府調達に関する苦情の処理手続要綱（平成８年島根県告示第368号）の一部を次のように改正する。

令和３年１月22日

島根県知事 丸 山 達 也

第１条中「1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定、2012年３月30日ジュネーブで作成された政

府調達に関する協定を改正する議定書」を「2012年３月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議

定書によって改正された1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定」に改める。

附 則

この告示は、令和３年１月22日から施行する。
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