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　福岡県告示第1898号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成23年11月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名

道路の
種　類

路　線　名
変　更
前後別

区　　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

久留米 県道
久留米
柳　川　

線

前

久留米市梅満町1254番５先
から
久留米市梅満町1254番６先
まで

11.6
〜
11.6

15.0

後

久留米市梅満町1254番５先
から
久留米市梅満町1254番６先
まで

11.6
〜
16.0

15.0

　福岡県告示第1899号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第48条第９項において準用する同法第８条第１

項の規定に基づき、土地改良区の土地改良事業計画の認可申請を平成23年10月18日付け

で適当であると決定したので、同法第48条第９項において準用する同法第８条第６項の

規定により公告し、その関係書類を次のように縦覧に供する。

　　平成23年11月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

土地改良区名 事　業　名 縦覧に供する書類 縦覧期間 縦覧場所

平成23年11月28日
第 3 3 3 3 号

定
期
発
行
日
　
毎
週
月
水
金
曜
日

〔
発
行
〕
〒
81
2-
85
77
福
岡
市
博
多
区
東
公
園
7
番
7
号

福
岡
県
　
総
務
部
行
政
経
営
企
画
課
（
電
話
	0
92
−
64
3−
30
28
）

〔
作
成
〕
〒
81
9-
03
73
福
岡
市
西
区
周
船
寺
3丁
目
28
番
1号

正
光
印
刷
株
式
会
社
（
電
話
	0
92
−
80
6−
57
08
）



平
成
23
年
11
月
28
日
　
月
曜
日

第
3
3
3
3
号

福
　
岡
　
県
　
公
　
報

2

糸島市前原土
地改良区

農業用用排水施設
整備事業
（油比地区）

土地改良事業計画
書の写し

平成23年11月28日から
平成23年12月27日まで

糸島市役所

糸島市前原土
地改良区

農業用用排水施設
整備事業
（本地区）

土地改良事業計画
書の写し

平成23年11月28日から
平成23年12月27日まで

糸島市役所

糸島市前原土
地改良区

農業用用排水施設
整備事業
（多久地区）

土地改良事業計画
書の写し

平成23年11月28日から
平成23年12月27日まで

糸島市役所

　福岡県告示第1900号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第48条第９項において準用する同法第８条第１

項の規定に基づき、土地改良区の土地改良事業計画の認可申請を平成23年10月18日付け

で適当であると決定したので、同法第48条第９項において準用する同法第８条第６項の

規定により公告し、その関係書類を次のように縦覧に供する。

　　平成23年11月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

土地改良区名 事　業　名 縦覧に供する書類 縦覧期間 縦覧場所

糸島市二丈土
地改良区

農業用ため池整備
事業
（二丈鹿家地区）

土地改良事業計画
書の写し

平成23年11月28日から
平成23年12月27日まで

糸島市役所

　福岡県告示第1901号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び飯塚中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成23年11月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成23年11月９日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　ホームプラザナフコ鞍手店

　⑵　所在地　福岡県鞍手郡鞍手町大字中山2103番５ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該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

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

氏　名　又　は　名　称 住　　　　　　所

株式会社ナフコ 福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目６番10号

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

氏　名　又　は　名　称 住　　　　　　所

株式会社ナフコ 福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目６番10号

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成24年７月10日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　3,312平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　駐　車　場　の　位　置 収容台数（台）

建物東側 115

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数
駐　輪　場　の　位　置 収容台数（台）

建物東側 20

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

荷　さ　ば　き　施　設　の　位　置 面積（平方メートル）

建物南側 97.50

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

廃棄物等の保管施設の位置 容量（立方メートル）

建物南側 20.51
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７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　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

小売業者の氏名 開店時刻 閉店時刻

株式会社ナフコ 午前７時 午後９時

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前６時30分から午後９時30分まで

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　２ヶ所　建物東側

　⑷　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

　　　午前８時から午後８時まで

　福岡県告示第1902号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第２項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び飯塚

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成23年11月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　新入パワータウン

　⑵　所在地　福岡県直方市大字下新入字上中曽根522−２ほか

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　⑴　駐車需要の充足等交通に関する事項

　　　意見なし

　⑵　歩行者の通行の利便の確保等

　　　意見なし

　⑶　廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

　　　意見なし

　⑷　防災・防犯対策への協力

　　　意見なし

　⑸　騒音の発生に係る事項

　　　意見なし

　⑹　廃棄物に係る事項等

　　　意見なし

　⑺　街並みづくり等への配慮等

　　　意見なし

　⑻　その他

　　　・　特定建設作業に該当する機械の使用及び特定施設に該当する施設の設置があ

る場合には届出を要する。

　　　・　準工業地区、特別用途地区（大規模集客施設制限地区）であり、店舗面積の

合計が１万平方メートルを超えることができないことに留意すること。

　　　・　新店舗新築区域に防火水槽１基を増設（要望済み）。

　　　・　下水道工事の際には工事協力を行うこと。

　　　・　給排水設備に関しては別途協議を行うこと。

　福岡県告示第1903号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第1項の規定に基づき、県営土地改良事業

計画を定めたので、同条第5項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦覧に

供する。

　　平成23年11月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

縦覧に供する書類 縦覧期間 縦覧場所

県営住吉地区土地改良(区画整理）事業
計画書の写し

平成23年11月28日から
平成23年12月27日まで

久留米市役所

　福岡県告示第1904号
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4 　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成23年11月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名

道路の
種　類

路　線　名
変　更
前後別

区　　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

那珂 県道
飯　塚
大野城　

線

前

大野城市川久保一丁目１番
21先から
大野城市中二丁目650番９先
まで

9.2
〜
14.0

48.0

後

大野城市川久保一丁目１番
21先から
大野城市中二丁目650番９先
まで

11.0
〜
18.6

48.0

　福岡県告示第1905号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成23年11月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名

道路の
種　類

路　線　名
変　更
前後別

区　　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

那珂 県道

基　山
停車場
平等寺　

線

筑紫野

前

筑紫野市大字平等寺442番１
先から
筑紫野市大字平等寺448番１
先まで

9.5
〜
11.5

34.0

後

筑紫野市大字平等寺442番１
先から
筑紫野市大字平等寺448番１
先まで

10.5
〜
22.0

34.0

　福岡県告示第1906号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成23年11月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名

道路の
種　類

路　線　名
変　更
前後別

区　　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

那珂 県道

基　山
停車場
平等寺　

線

筑紫野

前

筑紫野市大字平等寺303番１
先から
筑紫野市大字平等寺303番４
先まで

10.0
〜
13.0

74.0

後

筑紫野市大字平等寺303番１
先から
筑紫野市大字平等寺303番４
先まで

12.0
〜
15.5

74.0

　福岡県告示第1907号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成23年11月28日
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	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名

道路の
種　類

路　線　名
変　更
前後別

区　　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

那珂 県道

基　山
停車場
平等寺　

線

筑紫野

前

筑紫野市大字平等寺439番１
先から
筑紫野市大字平等寺442番１
先まで

11.0
〜
15.0

35.0

後

筑紫野市大字平等寺439番１
先から
筑紫野市大字平等寺442番１
先まで

11.0
〜
16.5

35.0

　福岡県告示第1908号

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　平成23年11月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糟屋郡篠栗町大字乙犬字松元1049番１及び1049番７

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　糟屋郡篠栗町大字乙犬1048番地１

　　髙橋　馬吉

　福岡県告示第1909号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成23年11月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名

道路の
種　類

路　線　名
変　更
前後別

区　　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

北九州 県道
黒　山
広　渡　

線

前

遠賀郡岡垣町大字黒山264番
１先から
遠賀郡岡垣町大字黒山377番
１先まで

9.5
〜
14.6

408.7

後

遠賀郡岡垣町大字黒山264番
１先から
遠賀郡岡垣町大字黒山377番
１先まで

12.5
〜
30.2

408.7

　福岡県告示第1910号

　河川法（昭和39年法律第167号）第17条第１項の規定に基づく堤防と道路との兼用工

作物の管理の方法に係る協議が成立したので、同条第２項の規定により次のとおり、公

示する。

　その関係図書は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県福岡県土整備事務所前原支所に

備え置いて縦覧に供する。

　　平成23年11月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　河川の名称

　　川原川

２　河川管理施設の名称又は種類

　　左岸堤防

３　河川管理施設の位置

　　糸島市波多江字中川原81番１地先から

　　福岡市西区大字宇田川原字向川原31番１地先まで

４　管理を行う者の名称及び所在地並びに代表者の氏名

　　名称　　　道路管理者　糸島市

　　代表者　　糸島市長　松本　嶺男

５　管理の内容

　⑴　道路専用施設（路面（路盤までの部分含む。）路肩、道路の附属物その他のもっ
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6 ぱら道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。以下同じ。）の新設（道路の附属

物に係るものに限る。）改築、維持又は修繕

　⑵　路肩に接する法面で、当該路肩から法長１メートルまでの範囲内にあるものにつ

　　いての維持

　⑶　原則として道路専用施設に係る災害復旧

６　管理の期間

　　告示の日から道路の存続する日まで

　福岡県告示第1911号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成23年11月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名

道路の
種　類

路　線　名
変　更
前後別

区　　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

那珂 県道
筑紫野
筑　穂　

線

前

筑紫野市大字本道寺497番１
先から
筑紫野市大字本道寺497番１
先まで

13.0
〜
15.0

16.0

後

筑紫野市大字本道寺497番１
先から
筑紫野市大字本道寺497番１
先まで

14.5
〜
31.5

16.0

　福岡県告示第1912号

　保安林の指定をする予定であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２の

規定により次のように告示する。

　　平成23年11月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林予定森林の所在場所

　　糸島市二丈吉井字十坊134、169、172の１、172の２、173

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　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　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　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。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県農林水産部森林保全課及び糸島

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第1913号

　保安林の指定をする予定であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２の

規定により次のように告示する。

　　平成23年11月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林予定森林の所在場所

　　糟屋郡篠栗町大字篠栗字平原2963の12

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　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。
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7
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　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。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県農林水産部森林保全課及び篠栗

町役場に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第1914号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定施

業要件の変更をする予定であるので、同法第33条の３において準用する同法第30条の２

の規定により次のように告示する。

　　平成23年11月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的

　　次に掲げる告示で定めるところによる。

　　昭和57年10月25日農林水産省告示第1697号

２　変更に係る指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法　　変更しない。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法及び樹種は、次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産部森林保全課及び宗像市役所

に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第1915号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定施

業要件の変更をする予定であるので、同法第33条の３において準用する同法第30条の２

の規定により次のように告示する。

　　平成23年11月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的

　　次に掲げる告示で定めるところによる。

　　昭和57年10月23日農林水産省告示第1690号

２　変更に係る指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法　　変更しない。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法及び樹種は、次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産部森林保全課及び築上町役場

に備え置いて縦覧に供する。）

　　 収用委員会
　福岡県収用委員会告示第５号

　土地収用法（昭和26年法律第219号）第45条の２の規定により、裁決手続の開始を決

定したので、公告する。

　　平成23年11月28日

	 福岡県収用委員会　　

１　起業者の名称

　　福岡市

２　事業の種類

　　市道賀茂四箇線改築工事（福岡県福岡市早良区田村五丁目地内から同区重留七丁目

地内まで）

３　裁決手続の開始を決定した土地の所在、地番、地目及び地積

土地の所在 地番 地目 地　積　〔（　）は公簿地積〕

福岡市早良区
四箇田団地

15番２ 宅地
（56,360.22平方メートルのうち、）収用しようとする
土地の面積1,505.27平方メートル、使用しようとする土
地の面積129.27平方メートル

福岡市早良区
四箇田団地

17番２ 宅地
（504.58平方メートルのうち、）収用しようとする土地
の面積307.55平方メートル、使用しようとする土地の面
積6.45平方メートル

福岡市早良区
四箇田団地

572番３ 宅地
（855.93平方メートルのうち、）収用しようとする土地
の面積473.86平方メートル、使用しようとする土地の面
積10.57平方メートル
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8 　注　地積は、起業者が土地収用法第36条及び第37条第１項の規定により作成した土地

調書に基づくものである。

４　土地所有者の氏名及び住所

　　別紙１のとおり

５　土地に関して権利を有する関係人の氏名、住所及びその権利の種類

　　別紙２のとおり

６　裁決手続の開始を決定した年月日

　　平成23年10月28日

別紙１

氏名 住所

1 稗　田　正　章 福岡市早良区四箇田団地32番101号

2 岩　本　紀代美 福岡市早良区四箇田団地32番102号

3 増　永　邦　雄 福岡市早良区四箇田団地32番103号

4 高　畑　富士子
愛知県東海市東海町七丁目１番地２号グランシャリ
オＤ棟３号室

5 矢　野　洋　子 福岡市早良区四箇田団地32番104号

6 谷　　　健　一 福岡市早良区四箇田団地32番105号

7 和　田　誠　一 福岡市早良区四箇田団地32番106号

8 砂　場　義　憲 福岡市早良区四箇二丁目１番４号

9 喜多村　秀　雄 福岡市早良区四箇田団地32番108号

10 喜多村　ヨシメ 福岡市早良区四箇田団地32番108号

11
登記名義人　宮　副　正　義
相続人　宮　副　澄　子

福岡市早良区四箇田団地32番201号

12 永　冨　フクエ 福岡市早良区四箇田団地32番202号

13 川　元　栄　治 宮崎市太田三丁目１番30号コーポ亜夢105号

14 芳　賀　郁　子 福岡県太宰府市国分三丁目７番34号

15 片　岡　眞理子 福岡市早良区四箇田団地32番205号

16 安　部　正　人 福岡市早良区四箇田団地32番207号

17 末　安　　　求 福岡市早良区四箇田団地32番208号

18 牛　尾　威　美 福岡市西区大字金武262番地10

19 馬　場　守　男 福岡市早良区四箇田団地32番302号

20 吉　川　秀　夫 福岡市早良区四箇田団地32番303号

21 江　守　八重子 福岡市早良区四箇田団地32番304号

22 木　村　鈴　子 福岡市早良区四箇田団地32番305号

23 江　頭　セツヨ 福岡市早良区四箇田団地32番307号

24 中　村　久　司 福岡市早良区星の原団地１番206号

25 池　田　政　男
福岡県大牟田市小浜町76番地１アーサー大牟田ウエ
スト810号

26 加　藤　美智子 福岡市早良区四箇田団地32番402号

27 佐　藤　不二子 福岡市西区大町団地１番106号

28 橋　本　真由美 福岡市早良区四箇田団地32番404号

29 近　田　香代子 福岡市早良区四箇田団地32番405号

30 川　上　博　永 福岡市早良区四箇田団地32番406号

31 高　須　誠　一 福岡市早良区四箇田団地32番407号

32 中　島　和　喜 福岡市早良区四箇六丁目11番２号

33 渡　辺　晋　生 福岡市早良区四箇田団地32番501号

34
登記名義人　江　口　照　秋
法定相続人　江　口　淳　子

福岡市早良区四箇田団地32番502号

35
登記名義人　江　口　照　秋
法定相続人　江　口　初　男

福岡市早良区四箇田団地32番502号

36
登記名義人　江　口　照　秋
法定相続人　江　口　洋　昌

福岡市早良区四箇田団地32番502号

37
登記名義人　江　口　照　秋
法定相続人　江　口　将　智

福岡市博多区美野島二丁目21番２号

38
登記名義人　江　口　照　秋
法定相続人　山　下　綾　子

福岡市博多区住吉四丁目４番36−403号

39
登記名義人　江　口　照　秋
法定相続人　江　口　栄太郎

福岡市博多区美野島三丁目12番12−4001号

40 岩　﨑　美榮子 福岡市西区姪浜駅南三丁目15番33号

41 栁　澤　　　剛 福岡市早良区四箇田団地32番504号

42 川　浪　厚　子 福岡市城南区長尾五丁目25番22号
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43 有限会社磯貝 福岡市早良区藤崎一丁目１番40号

44 吉　田　育　子 福岡県糸島市神在109番地12

45 成　富　優　子 福岡市早良区四箇田団地32番508号

46 町　田　豊　子 福岡市早良区四箇田団地33番101号

47 山　野　加代子 福岡市早良区原七丁目20番４号

48 藤　原　梨　紗 福岡市西区下山門四丁目14番17−101号

49 村　上　梨　乃 福岡市西区十郎川団地19番101号

50 磯　﨑　武　勇 福岡市早良区四箇田団地33番104号

51 岡　本　泰　之 福岡市早良区四箇田団地33番105号

52
登記名義人　戸　田　一二三
相続人　戸　田　喜代子

福岡市早良区四箇田団地33番106号

53 鈴　木　陽　子 福岡市早良区四箇田団地33番201号

54 鈴　木　數　子 福岡市早良区重留六丁目12番１号

55 古　賀　美代子 福岡市早良区四箇田団地33番203号

56 浅　野　久　義 福岡市早良区四箇田団地33番204号

57 德　光　久米次郎 福岡市早良区四箇田団地33番205号

58 髙　山　順　子 福岡市早良区四箇田団地33番206号

59 德　森　正　吉 福岡市早良区四箇田団地33番301号

60 鴇　田　　　清 福岡市早良区四箇田団地33番302号

61 坂　本　勝　美 福岡市早良区内野五丁目24番18−７号

62 坂　原　　　健 福岡市早良区重留一丁目20番１号

63 池　田　清　英 福岡市早良区四箇田団地33番305号

64 森　　　　　眞 福岡市早良区四箇田団地33番306号

65 大　山　美　香 福岡市早良区四箇田団地33番401号

66 遠　渡　京　子 福岡市早良区東入部一丁目19番20号

67 園　田　健　秀 熊本県菊池市泗水町田島1685番地

68 堀　　　和　子 福岡市西区野方二丁目31番62号

69 山　口　召　二 福岡市早良区四箇田団地33番405号

70 小　川　幸　村 福岡市早良区四箇田団地33番406号

71 稲　木　忠　行 福岡市早良区四箇田団地33番501号

72 福　添　泰　德 福岡市城南区干隈二丁目40番５号

73
登記名義人　今　井　宗　幸
相続人　今　井　琴　美

福岡市早良区四箇田団地33番503号

74 堀　　　喜美子 埼玉県蓮田市関山四丁目10番４号

75 柴　田　哲之介 福岡県中間市大字中底井野645番地

76 村　井　紀美子 福岡市早良区有田六丁目18番20号

77 中　川　善　男 福岡市早良区四箇田団地34番101号

78 山　田　利　夫 福岡市早良区四箇田団地34番102号

79 藤　村　忠　男 福岡市早良区四箇田団地34番103号

80 平　木　知　之 福岡市早良区四箇田団地34番104号

81 友　納　　　巡 福岡市早良区四箇田団地34番105号

82 鶴　田　美津雄 福岡市早良区四箇田団地34番106号

83 乙　部　光　憲 福岡県飯塚市大分2034番地８

84 武　本　由起子 福岡市早良区四箇田団地34番202号

85 西　川　みどり 福岡市早良区野芥八丁目47番30号

86 山　口　知　久 福岡市早良区四箇田団地34番204号

87 柴　田　　　洋 福岡市早良区四箇田団地34番205号

88 松　尾　誠　二 福岡市早良区四箇田団地34番206号

89 植　木　惠　子 福岡市早良区四箇田団地34番301号

90 大　瀨　曜　子 福岡市早良区四箇田団地34番302号

91 小樋井　和　義 福岡市早良区四箇田団地34番303号

92 坂　本　敏　章 福岡市早良区四箇田団地34番304号

93 本　田　由　子 福岡市早良区四箇田団地34番305号

94 串　﨑　康　文 福岡市早良区四箇田団地34番306号

95 神　宮　英　雄 福岡市早良区四箇田団地34番401号

96 友　納　尚　人 福岡市早良区四箇田団地34番402号

97 西　田　久美子 福岡市早良区四箇田団地34番403号

98 荒　巻　順　子 福岡市早良区田隈一丁目37番10−204号
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10 99 實　松　久美子 福岡市早良区四箇田団地34番405号

100 塩　澤　スエ子 福岡市早良区四箇田団地34番406号

101 行　實　公　男 福岡市早良区四箇田団地48番102号

102 前　川　正　人 福岡市早良区四箇田団地34番502号

103 竹　田　みどり 熊本県葦北郡芦北町大字湯浦600番地17棟

104 小　山　裕　輔 福岡市早良区四箇田団地34番504号

105 庄　﨑　　　徹 福岡市早良区四箇田団地34番505号

106 正　木　保　司 福岡市早良区四箇田団地34番506号

107 樋　口　昭　治 福岡市早良区四箇田団地35番101号

108 小　嶺　あけみ 福岡市早良区四箇田団地35番102号

109 清　水　チヱ子 福岡市早良区有田二丁目12番19号

110 加　藤　真　秀 福岡市早良区四箇田団地35番104号

111 宮　内　一　郎 福岡市早良区賀茂一丁目13番１号

112 柳　浦　　　忍 福岡市早良区四箇田団地35番106号

113 岡　野　義　久
沖縄県那覇市字仲井真299番地４あらかきマンショ
ンＡ棟202

114 山　口　　　堯 福岡市早良区四箇田団地35番202号

115 川　邊　　　徹 福岡市早良区四箇田団地35番203号

116 眞名子　重　一 福岡市早良区四箇六丁目７番24号

117 岩　村　政　幸 福岡市早良区四箇田団地35番205号

118 前　田　圭　子 福岡市早良区四箇田団地35番206号

119 川　田　正　彌 福岡市早良区四箇田団地35番301号

120 箱　　　裕　次 福岡市早良区四箇田団地35番302号

121 藤　田　昌　史 福岡市早良区四箇田団地35番303号

122 津　田　信　次 福岡市早良区四箇田団地35番304号

123 阿比留　及　生 福岡市早良区四箇田団地35番305号

124 猪　口　民　子 福岡市城南区南片江四丁目25番5号

125 土　森　三　郎 福岡市早良区四箇田団地35番401号

126 坂　本　健一郎 福岡市中央区春吉一丁目13番20−501号

127 大　内　正　勝 福岡市早良区四箇田団地35番403号

128 廣　住　日出男 福岡県糸島市志摩桜井4642番地14

129 貝　嶋　榮　子 福岡市早良区四箇田団地35番405号

130 堺　　　　　修 福岡市早良区四箇田団地35番406号

131
登記名義人　上　橋　利　美
法定相続人　上　橋　良　一

福岡県糟屋郡須恵町大字須恵835番地５

132
登記名義人　上　橋　利　美
法定相続人　鹿　島　悦　子

埼玉県三郷市彦成三丁目13番５−205号

133
登記名義人　上　橋　利　美
法定相続人　森　重　　　崇

鹿児島市明和四丁目17番23−55号

134
登記名義人　上　橋　利　美
法定相続人　山　中　初　雄

鹿児島県志布志市志布志町田之浦2195番地１

135
登記名義人　上　橋　利　美
法定相続人　中　村　律　子

鹿児島県志布志市志布志町安楽2720番地17

136
登記名義人　上　橋　利　美
法定相続人　山　中　三　郎

鹿児島県志布志市志布志町内之倉690番地４

137
登記名義人　上　橋　利　美
法定相続人　石　田　恵　里

宮城県東松島市矢本字関の内65番地１

138
登記名義人　上　橋　利　美
法定相続人　石　田　真　彦

宮城県東松島市矢本字関の内65番地１

139

登記名義人　上　橋　利　美
法定相続人　メンドサヤマナカ
・エマ
法定代理人親権者母
FUJIHARA	ELIZABETH	
MENDOZA

（法定相続人の住所）
Block	16,Lot	38,Celestine	Home	I,Phase	２,	Marinig,	
Cabuyao	Laguna,	Philippines
（法定代理人親権者母の住所）
埼玉県坂戸市千代田四丁目10番11号カネカ若葉台マ
ンション102号室

140 林　　　ヨシ子 福岡市早良区四箇田団地35番502号

141 河　相　　　宏 福岡市早良区四箇田団地35番503号

142 中　原　寿　夫 福岡県筑紫野市湯町二丁目10番37号

143 大　神　正　男 福岡県糸島市高祖631番地１

144 神　野　貴　之 福岡市早良区四箇田団地35番506号

145 柳　浦　利　幸 福岡市早良区四箇田団地36番101号

146 尾　花　乃武正 福岡市早良区四箇田団地36番102号

147 吉　岡　孝　司 福岡市早良区四箇田団地36番103号
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148 吉　岡　正　幸 福岡市早良区四箇田団地36番104号

149 八　木　恒　生 福岡市早良区四箇田団地36番105号

150 西　川　健八郎 福岡市早良区四箇田団地36番106号

151
登記名義人　宮　﨑　榮　一
相続人　宮　﨑　ヒサエ

福岡市早良区四箇田団地36番201号

152 白　石　栄　子 福岡市早良区四箇六丁目６番21号

153 田　嶋　三　郎 福岡市早良区四箇田団地36番203号

154 山　本　秀　美 福岡市早良区四箇田団地36番204号

155 吉　川　美沙紀 福岡市早良区四箇田団地36番205号

156 藤　川　信　子 福岡市早良区四箇田団地36番206号

157 髙　木　俊　明 福岡市早良区四箇田団地36番301号

158 鯉　川　輝　広 福岡市早良区四箇田団地36番302号

159 廣　瀨　和　夫 福岡市早良区四箇田団地36番303号

160 白　濵　治　保 福岡市早良区四箇田団地36番304号

161 山　領　　　定 福岡市早良区四箇田団地36番305号

162 冨　田　正　行 福岡市早良区四箇田団地36番306号

163 服　部　令　子 福岡市早良区原七丁目23番２−301号

164 西　田　ユリ子 福岡市早良区四箇田団地36番402号

165 有　川　竜　也 福岡市早良区四箇田団地36番403号

166 岩　隈　三　紗 福岡市早良区四箇田団地36番404号

167 馬　場　武　広 福岡市早良区四箇田団地36番405号

168
登記名義人　石　村　一　真
相続人　石　村　サカエ

福岡市早良区原四丁目17番１号

169 吉　岡　一　枝 福岡市早良区四箇田団地36番501号

170 和　田　昌　洋 福岡市早良区四箇田団地36番502号

171 菊　池　礼　子 福岡市早良区四箇田団地36番503号

172 平　田　恵美子 福岡市早良区四箇田団地36番504号

173 土　肥　　　茂 福岡市早良区四箇田団地４番402号

174 佐　藤　裕　彦 福岡市早良区四箇田団地36番506号

175 福　田　千枝子 福岡市早良区四箇田団地37番101号

176 中　村　優　美 福岡市早良区四箇田団地37番102号

177 北　垣　信三郎 福岡市西区上山門二丁目31番８号

178 中　田　富　久 福岡市南区野多目三丁目２番６−302号

179 吉　武　美保子 福岡市早良区四箇田団地37番105号

180 井　手　昭　春 福岡市早良区四箇田団地37番106号

181 大　西　惠　子 福岡市早良区四箇田団地37番201号

182 田　中　和　夫 福岡市早良区四箇田団地37番202号

183 三　原　康　雄 福岡市早良区四箇田団地37番203号

184 田　中　和　昭 福岡市早良区四箇田団地37番204号

185 小副川　啓　子 福岡市西区大町団地22番505号

186 岩　室　勝　彦 福岡市早良区四箇田団地37番206号

187 池　田　正　明 福岡市早良区四箇田団地37番301号

188 益　田　孝一郎 福岡市早良区四箇田団地37番302号

189 坂　本　昭　子 福岡市早良区四箇田団地37番303号

190 吉　田　政　男 福岡市早良区四箇田団地37番304号

191 武　藤　秀　子 福岡市博多区博多駅東一丁目15番19−604号

192 河　本　秋　代 佐賀県鳥栖市原町1314番地11

193 野　口　和　代 福岡市早良区四箇田団地37番401号

194 今　村　美　春 福岡市早良区四箇田団地42番104号

195 法　村　正　秋 福岡市早良区四箇田団地37番403号

196 有限会社サシカタ工業 福岡市西区戸切三丁目203番１

197 森　本　武　生 福岡市早良区四箇田団地37番405号

198 山　本　尚　子 福岡市南区長住七丁目18番５号

199 田　中　昭　良 福岡市南区桧原二丁目10番30号

200 今　泉　憲　晴 佐賀市川副町大字早津江981番地第１

201 有　馬　直　助 福岡市早良区四箇田団地37番503号

202 知　念　正　剛 福岡市中央区梅光園三丁目３番３−1205号
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12 203 村　田　愉　佳 福岡市早良区四箇田団地37番505号

204 岩　﨑　隆　士 福岡市城南区長尾五丁目５番９−502号

205 松　岡　敏　和 福岡市早良区四箇田団地38番101号

206 守　口　栄　次 福岡市早良区四箇田団地38番102号

207 百　武　朝　江 福岡市早良区四箇田団地38番103号

208 金　坂　州　雄 福岡市早良区四箇田団地38番104号

209 髙　井　新　弌 福岡市早良区四箇田団地38番105号

210 髙　井　富　子 福岡市早良区四箇田団地38番105号

211 柴　尾　美紀子 千葉県浦安市美浜五丁目５番608号

212 大久保　千鶴子 福岡県宗像市石丸一丁目３番15号

213 綿　貫　　　守 福岡市早良区四箇田団地38番202号

214 内　田　好　一 福岡市早良区四箇田団地38番203号

215 有限会社愛 福岡市早良区田村五丁目２番１号

216 野間口　武　則 福岡市城南区茶山六丁目16番76−602号

217
登記名義人　笠　原　正　純
法定相続人　井久保　史　子

福岡市西区上山門三丁目11番５号

218 荒　木　文　夫 福岡市早良区四箇田団地38番301号

219
登記名義人　轟　　　照　雄
相続人　轟　　　恭　子

福岡市早良区四箇田団地38番302号

220 古　庄　八州代 大分市大字皆春110番地の24（メゾン・ピサロ303）

221 篠　﨑　成　光 宮崎県小林市野尻町三ヶ野山3523番地18

222 嶋　田　秀　雄 福岡市早良区四箇田団地38番305号

223 小　野　伊都子 東京都足立区鹿浜三丁目５番20号ふるさと荘101

224 松　枝　末　子 福岡市早良区四箇田団地38番401号

225 柴　田　竜　介 福岡市早良区四箇田団地38番402号

226 小　幡　憲太郎 福岡市早良区四箇田団地38番403号

227 大　場　德　子 福岡市早良区田村四丁目23番30号

228 有限会社ＴＡＮＡ 福岡市早良区原六丁目11番17号

229 青　栁　　　学 福岡市早良区田村五丁目20番29号

230 松　尾　憲　二 福岡市早良区四箇田団地38番501号

231 松　尾　聖　子 福岡市早良区四箇田団地38番501号

232 髙　橋　　　純 福岡市西区小戸三丁目21番25号

233 有限会社セブンエキスプレス 福岡市早良区小田部五丁目18番13号

234 眞　弓　イツ子 福岡市早良区四箇田団地38番504号

235 江　頭　俊　一 福岡市早良区四箇田団地38番505号

236 山　口　次　嘉 福岡市早良区四箇田団地38番506号

237
株式会社ユウキコーポレーショ
ン

福岡市早良区田村六丁目２番４号

238 手　塚　和　彦 福岡市早良区四箇田団地39番102号

239 小　西　　　茂 福岡市早良区四箇田団地39番103号

240 小　西　敏　子 福岡市早良区四箇田団地39番103号

241 江　島　政　廣 福岡市早良区四箇田団地39番104号

242 大　森　敬　策 福岡市早良区四箇田団地39番201号

243 古　川　敏　雄 福岡市早良区四箇田団地39番202号

244 松　尾　正　彦 福岡市中央区西公園２番22−201号

245 久保山　國　高 福岡市早良区四箇田団地39番204号

246 平　野　美　幸 福岡市早良区四箇田団地39番301号

247 伊　藤　　　壯 福岡市早良区四箇田団地39番302号

248 清　本　正　憲 福岡市早良区四箇田団地39番303号

249 鶴　田　幸　子 福岡市早良区四箇田団地39番304号

250 谷　　　　　亨 福岡市早良区四箇四丁目６番５号

251 長　野　勝　彦 福岡市早良区四箇田団地39番402号

252 陣　内　　　修 福岡市早良区四箇田団地39番403号

253 山　田　圭　三 福岡市早良区四箇田団地39番404号

254 上　利　　　浩 福岡市早良区四箇田団地39番501号

255 佐　竹　秀　幸 福岡市早良区四箇田団地39番502号

256 池　﨑　讓　二 福岡市早良区四箇田団地39番503号

257 白　坂　博　己 福岡市西区室見が丘一丁目35番12号
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258 平　田　　　勲 福岡市早良区四箇田団地17番710号

259 川　嶋　俊　男 福岡市早良区四箇田団地40番102号

260 嶋　崎　俊　行 福岡市早良区四箇田団地40番103号

261 寺　尾　智　明 福岡市早良区四箇田団地40番104号

262 浜　田　博　志 福岡市早良区四箇田団地40番201号

263 福　島　房　臣 福岡県行橋市大字今井2114番地

264 曽　部　　　茂 福岡市早良区四箇田団地40番203号

265 西　村　舜　治 北九州市門司区吉志七丁目３番12号

266 田　中　明　義 福岡市早良区四箇田団地40番301号

267 梶　原　時紀江 福岡市早良区四箇田団地40番302号

268 江　藤　光　男 福岡市早良区四箇田団地40番303号

269 土　生　弘　明 福岡市早良区四箇田団地40番304号

270 笹　原　謙　治 福岡市早良区四箇田団地40番401号

271 齊　藤　成　実 福岡市早良区四箇田団地40番402号

272 﨑　平　公　明 福岡市早良区四箇田団地40番403号

273 井　手　俊　作 福岡市南区柳河内二丁目５番30−708号

274 富　樫　秀　夫 福岡市早良区内野一丁目７番20号

275 中　村　真寿美 福岡市早良区四箇田団地40番502号

276 髙　濱　繁　行 福岡市早良区四箇田団地40番503号

277 上　村　真由美 福岡市早良区四箇田団地40番504号

278 竹　若　民　雄 福岡市早良区四箇田団地41番101号

279 藤　原　安　彦 福岡市早良区四箇田団地41番102号

280 山　田　　　誠 福岡市早良区四箇田団地41番103号

281 山　田　美知子 福岡市早良区四箇田団地41番103号

282 石　橋　卓　三
福岡県春日市桜ヶ丘一丁目20番地インテンド的野
402号

283 石　橋　千登勢
福岡県春日市桜ヶ丘一丁目20番地インテンド的野
402号

284 谷　　　龍　三 福岡市早良区四箇田団地41番201号

285 佐　藤　和　男 福岡市早良区四箇田団地41番202号

286 松　尾　剛　史 福岡市早良区四箇田団地41番203号

287 佐　伯　朋　昭 福岡市早良区四箇田団地41番204号

288 森　山　伸　幸 福岡市早良区四箇田団地41番301号

289 加　来　良　實 福岡市早良区四箇田団地41番302号

290 長　　　　　求 福岡市早良区四箇田団地41番303号

291 池　田　貞　雄 福岡市早良区四箇田団地41番304号

292 伊　藤　　　実 福岡市早良区四箇田団地41番401号

293 浦　田　重　剛 福岡市早良区四箇田団地41番402号

294 大　神　知　子 福岡市早良区田隈二丁目35番１号

295 山　下　　　剛 福岡市早良区四箇田団地41番404号

296 森　　　昭　二 福岡市早良区四箇田団地41番501号

297 中　村　悦　子 福岡市早良区四箇田団地41番502号

298 中　村　久　雄 福岡市早良区四箇田団地41番502号

299 井　上　弘　昭 福岡市早良区四箇田団地41番503号

300 黍　野　正　道 福岡市早良区四箇田団地41番504号

301 唐　津　道　邦 福岡市早良区四箇田団地42番101号

302 坂　田　修　一 福岡市早良区四箇田団地42番102号

303 坂　田　　　力 福岡市早良区四箇田団地47番501号

304
登記名義人　中　村　弘　道
法定相続人　中　村　公　子

福岡市早良区四箇田団地42番103号

305
登記名義人　中　村　弘　道
法定相続人　中　村　壮　志

福岡市早良区四箇田団地42番103号

306
登記名義人　中　村　弘　道
法定相続人　中　村　正　勝

福岡市早良区四箇田団地42番103号

307
登記名義人　中　村　弘　道
法定相続人　牟　田　健太郎

福岡県春日市千歳町三丁目６番地（立石荘102号）

308 今　村　玲　子 福岡市早良区四箇田団地42番104号

309 西　川　正　行 福岡市早良区四箇田団地42番201号

310 伊　藤　信　行 福岡市早良区四箇田団地42番202号
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14 311 江　藤　　　惇 福岡市早良区四箇田団地42番203号

312 今　西　かおり 福岡市早良区四箇田団地48番303号

313 野　口　冨士子 埼玉県所沢市並木八丁目１番地１−811

314 山　﨑　淳　一 福岡市早良区四箇田団地42番302号

315 山　﨑　由香里 福岡市早良区四箇田団地42番302号

316 土　生　啓　史 福岡市早良区四箇田団地42番303号

317 四　田　　　惠 福岡市早良区四箇田団地42番304号

318 柳　原　雅　俊 福岡市早良区四箇田団地42番401号

319 野　瀨　眞　一 福岡市早良区四箇田団地42番402号

320 石　橋　和　樹 福岡市早良区四箇田団地42番403号

321 杉　本　孝　一 福岡市早良区四箇田団地42番404号

322 清　水　淳一郎 福岡市早良区四箇田団地42番501号

323 岡　田　博　喜 福岡市早良区四箇田団地42番502号

324 黒　木　健　一 福岡市早良区四箇田団地42番503号

325 田　中　時　晴 福岡市早良区四箇田団地42番504号

326
登記名義人　永　岡　義　令
相続人　永　岡　直　江

福岡市早良区四箇田団地43番101号

327 米　澤　　　剛 福岡市早良区四箇田団地43番102号

328 中　園　　　健 鹿児島県霧島市霧島大窪785番地972

329 荒　木　伸　治 福岡市早良区四箇田団地43番104号

330 荒　木　常　子 福岡市早良区四箇田団地43番104号

331 高　島　克　己 福岡市早良区四箇田団地43番105号

332 山　田　憲　夫 福岡市早良区四箇田団地43番106号

333 利　光　信　彦 福岡市早良区四箇田団地43番201号

334 水　野　正　則 福岡市早良区四箇田団地43番202号

335 恒　松　寅　夫 福岡市早良区四箇田団地43番203号

336 江　口　辰　則 福岡市早良区四箇田団地43番204号

337 石　橋　　　進 福岡市早良区四箇田団地43番205号

338 金　森　照　雄 福岡市早良区四箇田団地43番206号

339 石　橋　勇　次 福岡市早良区四箇田団地43番301号

340 築　城　英　春 福岡市早良区四箇田団地43番302号

341 甘　川　人　士 福岡市早良区四箇田団地43番303号

342 平　山　友　茂 福岡市早良区四箇田団地43番304号

343 江　﨑　一　枝 福岡市早良区四箇田団地43番305号

344 新　開　勝　男 福岡市早良区四箇田団地43番306号

345 濱　田　正　実 福岡市早良区四箇田団地43番401号

346 西　本　秀　康 福岡市早良区四箇田団地43番402号

347 黒　田　正　喜 福岡市早良区四箇田団地43番403号

348 深　見　正　嗣 福岡市早良区四箇田団地43番404号

349 平　口　秀　人 福岡県糟屋郡須惠町大字上須惠666番地30

350 森　　　君　晴 福岡市早良区四箇田団地43番406号

351 冨　岡　傳　七 福岡市早良区四箇田団地43番501号

352 奥　村　眞　俊 福岡市早良区四箇田団地43番502号

353 池　迫　由　枝 福岡市早良区四箇田団地43番503号

354 鶴　田　祥　子 福岡市早良区四箇田団地43番504号

355 上　田　一　成 福岡市早良区四箇田団地43番505号

356 西　村　三千典 福岡市早良区四箇田団地43番506号

357 吉　田　　　厚 福岡市早良区四箇田団地44番101号

358 井　上　哲　二 愛媛県大洲市新谷甲1941番地

359 黒　田　好　広 福岡市早良区四箇田団地44番104号

360 吉　塚　史　貴 福岡市早良区四箇田団地44番201号

361 原　　　信　義 福岡市早良区四箇田団地44番202号

362 大　内　博　文 福岡市早良区四箇田団地44番203号

363 北　野　吉　弘 福岡市早良区四箇田団地44番204号

364 中　島　哲　平 福岡市早良区四箇田団地44番301号

365 川　野　博　光 福岡市早良区四箇田団地44番302号

366 下　川　久美子 福岡市早良区四箇田団地44番303号
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367 中　庭　　　實 福岡市早良区四箇田団地44番304号

368 筌　口　淑　子 福岡市早良区四箇田団地44番401号

369 吉　川　政　文 福岡市早良区四箇田団地44番402号

370 吉　川　典　子 福岡市早良区四箇田団地44番402号

371 谷　井　茂　利 福岡市早良区四箇田団地44番403号

372 古　賀　賢　信 福岡市城南区南片江六丁目10番15号

373 江　口　英　俊 福岡市早良区四箇田団地44番501号

374 池　田　靖　志 福岡市早良区四箇田団地44番502号

375 鬼　塚　辰　雄 福岡市早良区四箇田団地44番503号

376 鬼　塚　久美子 福岡市早良区四箇田団地44番503号

377 福　井　久　志 福岡市早良区四箇田団地44番504号

378 独立行政法人都市再生機構 横浜市中区本町六丁目50番地１

379 梅　木　松　男 福岡市早良区四箇田団地47番101号

380
登記名義人　坂　口　福　松
相続人　坂　口　一　男

福岡市早良区四箇田団地47番102号

381 宮　本　清　子 福岡市早良区重留一丁目23番15号

382 江　口　忠　明 福岡市早良区四箇田団地47番104号

383 大久保　克　八 福岡市早良区四箇田団地47番105号

384 中　村　京　子 福岡市早良区四箇田団地47番106号

385 倉　内　　　満 福岡市早良区四箇田団地47番201号

386 上　野　洋　子 福岡市早良区四箇田団地47番202号

387 中　村　三起男 福岡市早良区四箇田団地47番203号

388 川　野　忠　義 福岡市早良区四箇田団地47番204号

389 俊住宅建設株式会社 福岡市早良区田村七丁目14番23号

390 伊　藤　大　将 福岡市早良区四箇田団地47番206号

391 松　尾　美枝子 福岡市早良区四箇田団地47番301号

392 森　田　清　美 福岡市早良区四箇田団地47番302号

393 竹　末　雄　二 福岡市早良区四箇田団地47番303号

394 金　丸　桂　三 福岡市城南区梅林四丁目14番20号

395 大　穂　洋　一 福岡市早良区四箇田団地47番305号

396 武　谷　正　人 福岡市早良区四箇田団地47番306号

397 山　下　勇　治 福岡市早良区四箇田団地47番401号

398 大　石　岩　人 福岡市早良区四箇田団地47番402号

399 平　野　大　祐 福岡市早良区四箇田団地47番403号

400 原　　　伊　孝 福岡市早良区四箇田団地47番404号

401 松　下　　　朗 福岡市早良区四箇田団地47番405号

402 村　田　泰　助 福岡市早良区四箇田団地47番502号

403 牛　島　　　毅 福岡市早良区四箇田団地47番503号

404 権　藤　和　彦 福岡市早良区四箇田団地47番504号

405 山　中　　　榮 福岡市早良区四箇田団地47番505号

406 山　下　伸一郎 福岡市早良区四箇田団地47番506号

407 由　富　輝　子 福岡市早良区四箇田団地48番101号

408 田　原　隆　男 福岡市早良区四箇田団地48番103号

409 谷　口　浩由紀 福岡市早良区四箇田団地48番104号

410 山　元　　　實 福岡市早良区四箇田団地48番201号

411 森　　　輝　明 福岡市早良区四箇田団地48番202号

412 加　来　昭　隆 福岡市早良区四箇田団地48番203号

413 大　山　昭　彦 福岡市早良区四箇田団地48番204号

414 石　垣　旗　惠 福岡市早良区四箇田団地48番301号

415 近　藤　恭　代 福岡市早良区四箇田団地48番302号

416 今　西　弘　和 福岡市早良区四箇田団地48番303号

417 清　水　　　敬 福岡市早良区四箇田団地48番304号

418 大　伴　澄　夫 福岡市城南区鳥飼六丁目10番７−201号

419 上　田　実　雄 福岡市早良区重留七丁目10番43号

420 藤　井　茂　美 福岡市早良区四箇田団地48番403号

421 木　村　哲　也 福岡市早良区四箇田団地48番404号

422 古　野　一　孝 福岡市早良区四箇田団地48番501号
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16 423 倉　田　克　哉 福岡市早良区四箇田団地48番502号

424 古　賀　日出司 福岡県朝倉市美奈宜の杜五丁目６番２号

425 眞　部　正　雄 福岡市早良区四箇田団地48番504号

426 熊　谷　　　寛 福岡市早良区四箇田団地49番101号

427 小　栁　博　紀 福岡市早良区田村二丁目７番25号

428 下　河　敏　治 福岡市早良区重留四丁目14番14号

429 髙　木　厚　夫 福岡市早良区四箇田団地49番201号

430 中　村　　　笑 福岡市早良区四箇田団地49番202号

431 西　園　ト　ヨ 福岡市早良区四箇田団地49番203号

432 伊　吹　雅　行 福岡市早良区四箇田団地49番204号

433 三　淵　正　己 福岡市東区八田三丁目３番９号

434 三　淵　二　美 福岡市早良区四箇田団地49番301号

435 松　下　昌一郎 福岡市早良区四箇田団地49番302号

436 松　下　美　子 福岡市早良区四箇田団地49番302号

437 江　藤　和　幸 福岡市早良区四箇田団地49番303号

438 木　戸　邦　子 福岡市早良区野芥八丁目１番６号

439 永　渕　仁　己 福岡市早良区四箇田団地49番401号

440 山　口　卓　男 福岡市早良区四箇田団地49番402号

441 松　本　和　弘 福岡市早良区四箇田団地49番403号

442 矢　野　　　正 福岡市早良区四箇田団地49番404号

443 谷　口　浩　司 福岡市早良区四箇田団地49番501号

444 吉　美　智　裕 福岡市早良区四箇田団地49番502号

445 吉　美　夕　子 福岡市早良区四箇田団地49番502号

446
登記名義人　久　恒　隆　助
相続人　久　恒　ミチ子

福岡市早良区四箇田団地49棟503号

447 宮　川　昭　彦 福岡市早良区四箇田団地51番101号

448 生　澤　泰　二 福岡市早良区四箇田団地51番102号

449 横　山　武　以 福岡市早良区四箇田団地51番103号

450 石　橋　征　夫 福岡市早良区四箇田団地51番104号

451 秋　山　　　哲 福岡市早良区四箇田団地51番201号

452 原　　　雅　洋 福岡市早良区四箇田団地51番202号

453 原　　　均　美 福岡市早良区四箇田団地51番202号

454 野　上　勝　史 福岡市早良区四箇田団地51番203号

455 髙　宮　紘　士 福岡市早良区田村五丁目２番１号

456 大姶良　義　郎 福岡市早良区四箇田団地51番301号

457 富　田　康　司 福岡市早良区四箇田団地51番302号

458 富　田　典　子 福岡市早良区四箇田団地51番302号

459 田　川　政　一 福岡市早良区曙一丁目２番６−308号

460 眞　玉　　　徹 福岡市早良区四箇田団地51番304号

461 山　下　トシエ
福岡県糟屋郡篠栗町大字高田497番地２ベンタナヒ
ルズ篠栗３−709号

462 大　石　龍　男 福岡市早良区四箇田団地51番402号

463 才　野　隆　志 福岡市早良区四箇田団地51番403号

464 中　水　敏　雄 福岡市早良区四箇田団地51番404号

465 浦　川　　　晶 福岡市早良区四箇田団地51番501号

466 安　川　亀　吉 福岡市早良区野芥八丁目15番32号

467 田　崎　　　雄 福岡市早良区四箇田団地51番503号

468 髙　須　洋　明 福岡市早良区四箇田団地51番504号

469 藤　嶋　理久子 福岡市早良区東入部二丁目３番14号

470
登記名義人　壁　總　　　彰
法定相続人　壁　總　千代榮

福岡市早良区四箇田団地53番102号

471
登記名義人　壁　總　　　彰
法定相続人　南　岡　有　希

大阪府大東市南郷町４番８号

472 因　　　利　惠 福岡市早良区原六丁目29番19−104号

473
登記名義人　田　川　チヨ子
法定相続人　田　川　徹　也

福岡市早良区四箇田団地53番104号

474
登記名義人　田　川　チヨ子
法定相続人　田　川　邦　克

福岡市早良区星の原団地19番207号

475
登記名義人　田　川　チヨ子
法定相続人　大　原　秀　治

福岡市南区老司四丁目20番28−106号



平
成
23
年
11
月
28
日
　
月
曜
日

第
3
3
3
3
号

福
　
岡
　
県
　
公
　
報

17

476
登記名義人　田　川　チヨ子
法定相続人　大　谷　美　香

神戸市北区有野中町一丁目５番28−306号

477 伊　藤　秀　一 福岡市早良区四箇田団地53番201号

478 森　永　紀久雄 福岡県宗像市城西ヶ丘二丁目19番地11

479 石　村　冨士子
福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋197番地１サンライフ
Ｄ棟202号

480 田　川　サ　ダ 福岡市早良区四箇田団地53番204号

481 唐　川　明　浩 福岡市早良区四箇田団地53番301号

482 稲　田　千代美 福岡市早良区四箇田団地53番302号

483 菰　田　澄　子 福岡市早良区四箇田団地53番303号

484 江　藤　　　茂 福岡市早良区四箇田団地53番304号

485 山　田　春　美 福岡市早良区四箇田団地53番401号

486 軣　　　哲　也 福岡市早良区四箇田団地53番402号

487 岩　野　　　正 福岡市早良区四箇田団地53番403号

488 横　山　輝　夫 福岡市西区室見が丘三丁目29番19号

489 德　永　　　滿 福岡市早良区四箇田団地53番501号

490 浦　塚　君　子 福岡県朝倉市宮野128番地

491 前　田　市　子 福岡市早良区四箇田団地53番503号

492 吉　村　一　登 福岡市早良区四箇田団地53番504号

493 安　部　あ　い 福岡市早良区曙二丁目４番21−502号

494 吉　田　　　脩 福岡市早良区四箇田団地54番102号

495 坂　井　光　昭 福岡市早良区四箇田団地54番103号

496
登記名義人　南　　裕　喜
相続人　南　　征　昭

福岡市早良区四箇田団地54番104号

497 川　上　安　弘 福岡市早良区四箇田団地54番201号

498 福　久　勝　司 福岡市早良区四箇田団地54番202号

499 山　口　敏　生 福岡市早良区四箇田団地54番203号

500 髙　宮　愛　子 福岡市早良区田村五丁目２番１号

501 山　田　好　實 福岡市早良区四箇田団地54番301号

502 溝　口　敬　二 福岡市早良区四箇田団地54番302号

503 溝　口　豊　子 福岡市早良区四箇田団地54番302号

504 八　尋　秀　樹 福岡市中央区梅光園三丁目６番６−808号

505 中　村　寿　紀 福岡市早良区四箇田団地54番304号

506 藤　井　かず子 福岡市早良区四箇田団地54番401号

507 河　野　龍　哉 福岡市早良区四箇田団地54番402号

508 藤　本　恭比古 福岡市早良区四箇田団地54番404号

509 松　下　博　己 福岡市早良区四箇田団地54番501号

510 大　和　壽　子 福岡市早良区四箇田団地54番502号

511 筒　井　律　子 福岡市早良区四箇田団地17番1209号

512 小　嶺　一　成 福岡市早良区四箇田団地54番504号

513 藤　　　憲　亮 福岡市早良区四箇田団地55番101号

514 大　津　幸　男 福岡市大野城市平野台四丁目10番２号

515 中　島　誠一朗 福岡市早良区四箇田団地55番103号

516 嶋　﨑　伸　子 福岡市中央区唐人町一丁目４番13号

517 花　木　春　子 福岡市早良区四箇田団地55番105号

518 稲　永　幸　一 福岡市早良区四箇田団地55番106号

519
登記名義人　西　野　良　久
相続人　西　野　真　澄

福岡市西区能古1206番地

520 山　本　哲　生 福岡市早良区四箇田団地55番202号

521 松　田　光　義 福岡市早良区四箇田団地55番203号

522 田　中　　　浩 福岡市早良区四箇田団地55番204号

523 松　永　賢　二 福岡市早良区四箇田団地55番205号

524 藤　瀬　政　枝 福岡市早良区四箇田団地55番206号

525 小　野　史　朗 福岡市早良区四箇田団地55番301号

526 荒　川　綾　子 福岡市早良区四箇田団地55番302号

527 伊　藤　捷　子 福岡市早良区四箇田団地55番303号

528 坂　本　安　廣 福岡市早良区四箇田団地55番304号

529 宮　本　勝　治 福岡市早良区四箇田団地55番306号

530 廣　瀬　史　明 福岡市中央区輝国一丁目６番16号
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18 531 菊　池　正　男 福岡市早良区四箇田団地55番402号

532 川　口　壽　彦 福岡市早良区四箇五丁目１番13号

533 堀　田　哲　弘 福岡市東区青葉六丁目28番２号

534 斎　藤　健　二 福岡市早良区四箇田団地55番405号

535 緒　方　一　範 福岡市早良区四箇田団地55番406号

536 今　任　貞　夫 福岡市早良区四箇田団地55番501号

537 山　田　仁　士 福岡市早良区四箇田団地55番502号

538 坂　本　泰　生 福岡市早良区四箇田団地37番17号

539 吉　岡　拓　己 福岡市早良区四箇田団地55番504号

540 川　上　義　行 福岡市早良区四箇田団地55番505号

541 川　上　ハ　ル 福岡市早良区四箇田団地55番505号

542 豊　岡　清　徳 福岡市早良区四箇田団地55番506号

別紙２

　⑴　抵当権

名称 住所

1 西日本信用保証株式会社 福岡市博多区博多駅前三丁目１番１号

2 独立行政法人住宅金融支援機構 東京都文京区後楽一丁目４番10号

3 独立行政法人都市再生機構 横浜市中区本町六丁目50番地１

4 九州カード株式会社 福岡市博多区博多駅前四丁目３番18号

5 ふくぎん保証株式会社 福岡市西区姪浜駅南一丁目７番１号

6 佐銀信用保証株式会社 佐賀市白山二丁目３番16号

7 九州総合信用株式会社 福岡市博多区博多駅東一丁目10番26号

8 協同住宅ローン株式会社 東京都目黒区中央町一丁目15番３号

9 三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川二丁目27番２号

10 三菱ＵＦＪニコス株式会社 東京都文京区本郷三丁目33番５号

11 社団法人日本労働者信用基金協会 東京都文京区後楽一丁目４番14号

12 長崎保証サービス株式会社 長崎市出島町10番10号

13 株式会社西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前三丁目１番１号

14 福間賀代子 福岡市西区野方四丁目７番８号

15 熊丸恭子 福岡市西区野方四丁目11番９−１号

16
株式会社オリエントコーポレーシ
ョン

東京都千代田区麹町五丁目２番地１

17 ＳＭＢＣ信用保証株式会社 東京都港区六本木六丁目１番21号

18 福岡信用金庫 福岡市中央区天神一丁目６番８号

19 株式会社福岡中央銀行 福岡市中央区大名二丁目12番１号

20 福岡市 福岡市中央区天神一丁目８番１号

21 みずほ信用保証株式会社 東京都千代田区神田錦町三丁目13番地

22 株式会社セディナ 名古屋市中区丸の内三丁目23番20号

　⑵　根抵当権

名称 住所

1 株式会社西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前三丁目１番１号

2 福岡信用金庫 福岡市中央区天神一丁目６番８号

3 株式会社日本政策金融公庫 東京都千代田区大手町一丁目９番３号

4 アイフル株式会社 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381番地１

5 株式会社佐賀銀行 佐賀市唐人二丁目７番20号

6 株式会社筑邦銀行 福岡県久留米市諏訪野町2456番地の１

7 株式会社福岡中央銀行 福岡市中央区大名二丁目12番１号

8 株式会社福岡銀行 福岡市中央区天神二丁目13番１号

9 西九州保証サービス株式会社 長崎県佐世保市島瀬町10番12号

10 株式会社エス・エス・カンパニー 長崎市中里町96番地

11 宮銀保証株式会社 宮崎市橘通東一丁目７番４号

　⑶　差押・参加差押

名称 住所

1 福岡市 福岡市中央区天神一丁目８番１号

　⑷　買戻権

名称 住所
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1 独立行政法人都市再生機構 横浜市中区本町六丁目50番地１

　　 雑　　　報
　消防法（昭和23年法律第186号）第13条の５第１項の規定に基づき福岡県知事から委

任された危険物取扱者試験について、次のとおり公示する。

　　平成23年11月28日

	 財団法人消防試験研究センター　理事長　山　本　信　一　郎　　

１　実施種類

　　甲種、乙種（第一類、第二類、第三類、第四類、第五類、第六類）及び丙種

２　実施試験会場及び実施年月日

試　験　地 実　施　試　験　会　場 実　施　年　月　日

北九州
北九州市八幡西区自由ヶ丘１−８
九州共立大学

平成24年２月26日（日曜日）
午前10時から

大牟田
大牟田市大字草木852
大牟田高等学校

久留米
久留米市御井町1635
久留米大学御井学舎

飯　塚
飯塚市柏の森11−６
近畿大学産業理工学部

苅　田
京都郡苅田町新津１−11−１
西日本工業大学おばせキャンパス

福　岡
福岡市城南区七隈８−19−１
福岡大学

平成24年３月４日（日曜日）
午前10時から

３　受験申請期間及び受験申請先

申請方法 受　験　申　請　期　間 受　験　申　請　先 摘　要

書面申請
平成23年12月15日から
平成24年１月10日まで
（締切日消印有効）

㈶消防試験研究センター福岡県支部
福岡市博多区下呉服町１−15
ふくおか石油会館３階

郵送または
窓口持参

電子申請
平成23年12月12日９時から
平成24年１月７日17時まで

㈶消防試験研究センター
＜ホームページアドレス＞

http://www.shoubo-shiken.or.jp

４　受験願書等の配置場所（書面申請の場合）

　　㈶消防試験研究センター福岡県支部及び福岡県内各消防本部

５　問い合わせ先

　　㈶消防試験研究センター福岡県支部

　　郵便番号　812−0034

　　福岡市博多区下呉服町１−15　ふくおか石油会館３階

　　電話番号　092−282−2421


