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熊本県公告 407 号
　八代市八代市平山土地改良区の役員が次のとおり退任及び就任した旨届出があった。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子　　　
退　 任

就　 任

熊本県公告 408 号
　上益城郡矢部町矢部開パ地区土地改良区の役員が次のとおり退任及び就任した旨届出が
あった。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子　　　
退　 任

56 熊 本 県 公 報 第 1  0  8  3  5号平成 14年 5月 15日　水曜

住　　　　　　　　　　　　　所氏　　　名役職名

八代市敷川内町����番地

八代市敷川内町����番地

八代市敷川内町���番地

八代市揚町���番地

八代市揚町���番地

八代市奈良木町��番地

八代市本野町���番地

八代市植柳下町����番地

八代市敷川内町���番地

八代市揚町���番地の�

中　川　幸　作

園　田　義　則

川　口　健次郎

三　山　道　雄

湯　野　一　男

佐　竹　勝　則

田　畑　　　博

松　本　幸　一

梅　田　武　人

山　村　伸　一

理　事

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

監　事

　〃

　〃

住　　　　　　　　　　　　　所氏　　　名役職名

八代市敷川内町���番地

八代市平山新町����番地

八代市敷川内町����番地

八代市敷川内町����番地

八代市敷川内町����番地

八代市揚町���番地

八代市揚町���番地

八代市本野町���番地

八代市敷川内町����番地

八代市平山新町����番地の�

八代市揚町���番地の�

中　村　武　人

山　田　　　渡

松　下　文　雄

吉　崎　ヨシエ

山　田　岩　男

田　中　正　美

松　本　武　義

田　畑　　　博

春　田　節　夫

石　山　豊　一

山　村　伸　一

理　事

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

監　事

　〃

　〃

住　　　　　　　　　　　　　所氏　　　名役職名

上益城郡矢部町大字御所����番地

上益城郡矢部町大字御所����番地

上益城郡矢部町大字黒川���番地

上益城郡矢部町大字下名連石���番地の�

上益城郡矢部町大字下名連石����番地

上益城郡矢部町大字入佐����番地

上益城郡清和村大字鶴ヶ田���番地

上益城郡矢部町大字御所����番地

上益城郡矢部町大字下名連石����番地の�

上益城郡清和村大字鶴ヶ田���番地

松　岡　敏　道

堀　　　喜　久

因　幡　昭　一

藤　永　数　則

平　岡　隼　人

高　森　幸　治

藤　原　勲　武

高　橋　　　誠

平　岡　昭　二

荒　木　利　治

理　事

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

監　事

　〃

　〃
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就　 任

熊本県公告第 409 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）　 業務委託の名称事項
　　　　 平成 ��年度マニフェストの入力等業務委託
　（２）　 作業場所
　　　　 熊本県環境生活部廃棄物対策課内
　（３）　 委託内容
　　　　 入札説明書及び仕様書による。
２　 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
　　 平成 ��年 �月 �日熊本県告示第 ���号情報システム関連委託契約に係る一般競争入札
　参加資格審査要綱の規定により同要綱第 �条第 �号の電子計算機用データ入力に関する
　業務に係る入札参加資格を有すると認められた者であること。
３　 入札手続き等
　（１）　 担当課
　　　　 郵便番号 ���‐����
　　　　 熊本市水前寺六丁目 ��番１号
　　　　 熊本県環境生活部廃棄物対策課
　　　　 電話番号 ���‐���‐����　 内線 ����、����
　（２）　 入札説明書及び仕様書の交付期間及び場所
　　 ア　 期間
　　　　 平成 ��年 �月 ��日（水）から平成 ��年 �月 ��日（月）までの午前 �時 ��分か
　　　 ら午後 �時 ��分までとする。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。
　　 イ　 場所
　　　　 �の（�）記載場所に同じ。
　（３）　 入札及び開札の日時、場所並びに入札書の提出方法
　　 ア　 日時　 平成 ��年 �月 ��日（月）　 午後 �時 ��分
　　 イ　 場所
　　　　 郵便番号 ���‐����
　　　　 熊本市水前寺六丁目 ��番１号
　　　　 熊本県庁入札室（県庁行政棟本館地下 �Ｆ）
　（４）　 方法
　　　　 ３の（３）のイ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　 その他
　（１）　 入札保証金
　　　　 入札保証金は免除するものとする。
　（２）　 契約保証金
　　　　 契約保証金は納付させるものとする。ただし、熊本県会計規則第 ��条に該当する
　　　 場合は免除するものとする。
　（３）　 入札の無効
　　　　 入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記
　　　 載をした入札並びに別冊熊本県競争契約入札心得において示した条件等入札に関す
　　　 る条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合
　　　 には落札決定を取り消す。
　（４）　 落札者の決定方法
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住　　　　　　　　　　　　　所氏　　　名役職名

上益城郡矢部町大字御所����番地

上益城郡矢部町大字御所���番地

上益城郡矢部町大字御所����番地

上益城郡矢部町大字下名連石���番地

上益城郡矢部町大字下名連石���番地

上益城郡矢部町大字杉木����番地

上益城郡清和村大字鶴ヶ田���番地

上益城郡矢部町大字黒川���番地

上益城郡矢部町大字下名連石����番地

上益城郡清和村大字鶴ヶ田����番地

高　橋　忠　行

藤　本　英　昭

堀　　　喜　久

倉　岡　隆　生

井　手　孝　之

金　井　邦　夫

藤　原　勲　武

因　幡　昭　一

倉　岡　英　治

兼　瀬　洋　一

理　事

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

監　事

　〃

　〃



　　　　 熊本県会計規則第 ��条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低の
　　　 価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
　（５）　 契約書作成の要否　 要
　（６）　 その他詳細事項は、入札説明書による。

熊本県公告第 410 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３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
　　 荒尾市緑ケ丘 �丁目 ��番 �
　　 ��������平方メートル
２　 開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　 福岡市早良区城西三丁目 ��番 ��号
　　 新栄住宅株式会社

熊本県公告第 411 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３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
　　 菊池郡合志町大字福原字辻 ����番 �
　　 ������平方メートル
２　 開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　 菊池郡合志町大字福原 ����番地
　　 廣島　 博文

熊本県公告第 412 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３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
　　 荒尾市川登字本谷 ����番 ��、同 ����番 ��の一部、同 ����番 ��の一部及び同 ����番
　��の一部
　　 ��������平方メートル
２　 開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　 荒尾市川登 ���番地
　　 前野　 智博
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