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　　 告　　 示
○保安林の指定に関する予定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（森林保全課）　 �
○　　 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ）　 �
○指定居宅サービス事業所の指定　　　　　　　　　　　　　　　（高齢保健福祉課）　 �
○字の区域の変更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市町村総室）　 �
　　 公　　 告
○財務会計オンラインシステム通信用ソフトウェア等の借入れに係る一
　般競争入札の実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（会　 計　 課）　 �
○開発行為に関する工事の完了　　　　　　　　　　　　　　　　　　（建　 築　 課）　 �

　告　　 示

熊本県告示第 604 号
　森林法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条の規定により次の森林を保安林予定森林にす
る旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第 ��条の規定により告示する。
　　 平成 ��年 �月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 保安林予定森林の所在場所　 熊本県人吉市田野町字甘茶 ����、字次郎兵衛 ����の �、
　����の �、����の �、����の ��、����の ��から ����の ��まで、字中田野 ����の �から
　����の ��まで
２　 指定の目的　 水源のかん養
３　 指定施業要件
　（１）　 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。
　（２）　 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、その関係書類を熊本県庁及び熊本県球磨地域振興局並びに
人吉市役所に備え置いて縦覧に供する。）

熊本県告示第 605 号
　森林法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条の規定により次の森林を保安林予定森林にす
る旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第 ��条の規定により告示する。
　　 平成 ��年 �月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 保安林予定森林の所在場所　 熊本県球磨郡五木村甲字下梶原 ����の �・����の �から
　����の ��まで（以上 �筆について次の図に示す部分に限る。）、����の ��から ����の
　��まで、����の ��から ����の ��まで（以上 �筆について次の図に示す部分に限る。）
２　 指定の目的　 水源のかん養
３　 指定施業要件
　（１）　 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。
　（２）　 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。
　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び熊本
県球磨地域振興局並びに五木村役場に備え置いて縦覧に供する。）
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熊本県告示第 606 号
　介護保険法（平成 �年法律第 ���号）第 ��条第 �項の規定により指定居宅サービス事業
所を次のとおり指定した。
　　 平成 ��年 �月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
　【福祉用具貸与】

熊本県告示第 607 号
　土地改良法（昭和 ��年法律第 ���号）第 �条第 �項第 �号に掲げる区画整理事業の実施
に伴い、地方自治法（昭和 ��年法律第 ��号）第 ���条第 �項の規定により、次のとおり
字の区域を変更する旨三加和町長から届出があった。
　上記の届出に係る字の区域の変更は、当該事業に係る換地処分の公告があった日の翌日
からその効力を生ずるものとする。
　　 平成 ��年 �月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
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指　定　年　月　日事　業　者　名事業所の名称及び事業所の所在地

平成��年�月��日三菱電機ライフサービス株式

会社

三菱電機ライフサービス株式会社熊本支

店

菊池郡西合志町御代志���番地

変更後

の　字

変更後

の大字
区　　　　　　　　　　　　　域

変更前

の　字

変更前

の大字

井 上津 田����の�、����の�宮 脇津 田

長 浦津 田����に隣接する道路である国有地の一部小 笹津 田

小 笹津 田
����の一部、����の一部、����の一部及びこれらの区域に隣接介

在する水路である国有地の一部
長 浦津 田

小 笹津 田

����の一部、����の�の一部及びこれらの区域に隣接介在する道

路である国有地の全部並びに����の�に隣接する道路である国有

地の一部

坪井川津 田

長 浦津 田����の一部及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部坪井川津 田

中 寒津 田
����の一部、����の一部及びこれらの区域に隣接する道路、水路

である国有地の一部
丸 園津 田

峯尾田津 田����に隣接する道路である国有地の一部丸 園津 田

蟹ヶ迫津 田

����の �の一部、����の �、����の �、����の �、����の �、

����の�及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有

地の全部

丸 園津 田

丸 園津 田

����の一部、����の一部及びこれらの区域に隣接する道路、水路

である国有地の全部、����、����の�地先の水路である国有地の

一部

蟹ヶ迫津 田

峯尾田津 田

����の�、����の�、����の�、����の�、����の�、����の�、

����の�、����の�、����の�及びこれらの区域に隣接介在する

道路、水路である国有地の全部

四ッ江津 田

中 寒津 田����の�の一部、����の�の一部、����の�の一部峯尾田津 田

丸 園津 田����、����に隣接介在する道路である国有地の一部中 寒津 田

峯尾田津 田����に隣接する道路である国有地の一部中 寒津 田

本 村平 野���の一部及びこれに隣接する水路である国有地の一部津 留平 野

津 留平 野���の一部及びこれに隣接する道路である国有地の全部本 村平 野

津 留平 野

���の�の一部、���の�の一部、���の一部、���の一部、���の

一部、���、���及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である

国有地の全部並びに���、���、���の�、���、���の�に隣接介在

する道路、水路に隣接する道路である国有地の全部並びに���の�

に隣接する道路である国有地の全部

年ノ神平 野
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　公　　 告

熊本県公告第 642 号
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　 平成 ��年 �月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 競争入札に付する事項
　（１）　 借入物品及び数量
　　　　 財務会計オンラインシステム通信用ソフトウェア等（���セット）　 一式
　（２）　 借入物品の規格、品質等
　　　　 要求仕様書及び入札説明書による。
　（３）�借入期間
　　　　 平成 ��年 ��月 �日から平成 ��年 �月 ��日まで
　（４）�納入期限
　　　　 平成 ��年 �月 ��日
　（５）�納入場所
　　　　 要求仕様書及び入札説明書による。
　（６）　 入札方法
　　 ア　 入札金額は、賃借料 �月当たりの借入代金で行う。見積りに当たっては ��月賃借
　　　 料率で計算すること。
　　 イ　 落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の �パーセントに
　　　 相当する額を加算した金額（当該金額に �円未満の端数があるときは、その端数金
　　　 額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及
　　　 び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった
　　　 契約希望金額の ���分の ���に相当する金額を入札書に記載すること。
　　 ウ　 要求仕様書及び入札説明書に特段の定めがない事項については、熊本県競争契約
　　　 入札心得（昭和 ��年熊本県告示第 ���号）の規定を準用する。
　　 エ　 入札書は入札説明書に示す様式により作成すること。
２　 入札参加資格
　　 平成 ��年 �月 ��日熊本県告示第 ��号（リース・レンタル契約に係る一般競争入札及
　び指名競争入札参加資格審査要綱）により入札参加資格を有すると認められた者である
　こと。
３　 契約条項を示す場所等
　（１）　 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
　　　　 熊本県出納局会計課システム管理班（熊本県庁行政棟新館 �階）
　　　　 郵便番号 ���‐����　 熊本県熊本市水前寺六丁目 ��番 �号
　　　　 電話番号 ���‐���‐����　 内線 ����、����
　（２）　 入札説明書の交付
　　 ア　 入札に参加するために必要な関係書類その他入札に関する詳細な事項は、入札説
　　　 明書による。
　　 イ　 交付期限は、入札日の前日までとする。
　（３）　 入札及び開札の日時及び場所
　　 ア　 日時　 平成 ��年 �月 ��日　 午後 �時
　　 イ　 場所　 熊本県熊本市水前寺六丁目 ��番 �号　 熊本県庁行政棟本館 ��階第 �共用　
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年ノ神平 野
���の一部、���の一部、���の一部、���の一部、���の一部及び

これらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部
津 留平 野

深 田平 野

���の �、���の �、���の �の一部、���の �、���、���、���、

���の�の一部、���、���の�の一部、���の�の一部、���、���、

���の一部、���の一部、���の�の一部及びこれらの区域に隣接介在す

る道路である国有地の全部

年ノ神平 野

年ノ神平 野���の一部深 田平 野

横 緑平 野���、���の地先の道路である国有地の一部深 田平 野

深 田平 野���に隣接する水路である国有地の全部横 緑平 野

横 緑平 野字横緑���の�、���、���に隣接する道路である国有地の一部甲無理平 野

甲無理平 野
����の�、����及びこれらの地区に隣接介在する水路である国有

地の全部
永 浦平 野

下津留平 野����、����の�出 目平 野

下津留平 野字下津留����の�、����に隣接する水路である国有地の全部野 附平 野



　　　 会議室
　（４）　 入札書の提出方法
　　　　 ３の（３）記載の入札場所に持参するものとする。ただし、持参できないときは、
　　　 ３の（１）記載の場所に入札前日までに必着するよう郵送（書留郵便に限る。）す
　　　 ること。
４　 入札に関する事務を担当する部局の名称
　　 熊本県出納局会計課システム管理班（熊本県庁行政棟新館 �階）
　　 郵便番号 ���‐����　 熊本県熊本市水前寺六丁目 ��番 �号
　　 電話番号 ���‐���‐����　 内線 ����、����
５　 その他
　（１）　 入札保証金
　　　　 入札に参加しようとする者は、入札執行の際に見積もった �月当たりの額に借入
　　　 期間月数（��月）を乗じた額の ���分の �以上の金額を �の（�）記載の入札の日
　　　 時までに納付すること。ただし、次のア又はイのいずれかに該当するときは、入札
　　　 保証金の納付が免除される。
　　 ア　 入札に参加しようとする者が、入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に
　　　 県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険契約に係る保険
　　　 証券を提出したとき。
　　 イ　 入札に参加しようとする者が、過去 �年の間に国（公団を含む。）又は地方公共
　　　 団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を �回以上にわ
　　　 たって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出した
　　　 とき（その者が落札した場合において、契約を締結しないこととなるおそれがない
　　　 と認められるときに限る。）。
　（２）　 契約保証金
　　　　 契約担当者が指定する日時までに、落札金額に借入期間月数（��月）を乗じた額
　　　 の ���分の ��以上の金額を納付すること。ただし、次のア又はイのいずれかに該当
　　　 するときは、契約保証金の納付が免除される。
　　 ア　 契約保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保
　　　 険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。
　　 イ　 過去 �年の間に国（公団を含む。）又は地方公共団体とこの入札に付する事項と
　　　 種類及び規模をほぼ同じくする契約を �回以上にわたって締結し、かつ、これらを
　　　 誠実に履行したことを証する書面を提出したとき（その者が、契約を履行しないこ
　　　 ととなるおそれがないと認められるときに限る。）。
　（３）　 入札の無効
　　　　 本公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務
　　　 を履行しなかった者のした入札その他入札説明書に記載する入札の無効に該当する
　　　 入札は、無効とする。
　（４）　 落札者の決定の方法
　　　　 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申
　　　 込みをしたものを落札者とする。
　（５）　 最低制限価格
　　　　 設定しない
　（６）　 契約書作成の要否
　　　　 要
　（７）　 その他詳細は、入札説明書による。

熊本県公告第 643 号
　都市計画法（昭和 ��年法律第 ���号）に基づく開発行為に関する工事が完了したので、
同法第 ��条第 �項の規定により、次のとおり公告する。
　　 平成 ��年 �月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積
　　 菊池郡西合志町大字須屋字東畑 ����番 �、同 ����番 �及び同 ����番 �
　　 ��������平方メートル
２　 開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　 熊本市江津一丁目 ��番 �号
　　 株式会社横田産業
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