
　　　　 向きで、本人であることが確認できるものとする。また、この写真の裏面に氏名
　　　　 及び生年月日を明記すること。
　　　 ウ　 受験手数料として、������円分の熊本県収入証紙を受験願書の所定の欄に帖付
　　　　 すること。
６　 受験票
　　 受験票は、受験願書受付後、受験者へ送付する。
７　 合格発表等
　（１）　 合格発表
　　　　 平成 ��年 �月 ��日午前 ��時に、熊本県庁行政棟本館１階ホール及び県下の各地
　　　 域振興局保健福祉環境部（保健所（熊本市の保健所を除く。））に合格者一覧表を掲
　　　 示する。また、合格者には、本人あて合格通知書を郵送するので電話による合否の
　　　 問い合わせには、一切応じないものとする。
　（２）　 合格証の交付
　　　　 平成 ��年 �月 ��日から平成 ��年 �月 �日まで（土曜日及び日曜日を除く。）の
　　　 期間に、受験願書を提出した機関において交付するものとする。
８　 問い合わせ先
　　 熊本県健康福祉部薬務課
　　 郵便番号　 ���－ �����　　 熊本市水前寺六丁目 ��番 �号
　　 電話　 ���－ ���－ ����（内線 ����）

熊本県公告第 392 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
　　 宇土市三拾町字野口 ���番 �、同 ���番 �、同 ���番 �、同 ���番 �、同 ���番 �、同第
　���番 �、同 ���番 �、同 ���番 ��、同 ���番 ��、同 ���番 ��、同 ���番 ��、同 ���番 ��、
　同 ����番 ��及び同 ���番 ��
　　 ��������平方メートル
２　 開発を受けた者の住所及び氏名
　　 宇土市南段原町 ��番 �
　　 有限会社中村不動産開発
　　 宇土市三拾町 ���番地
　　 福島　 義孝

熊本県公告第 393 号
　建築基準法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条第 �項第 �号の規定による道路の位置の
指定を次のとおり行った。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 築造者の住所　 玉名市築地 ����番地
２　 築造者の氏名　 野田浩明
３　 道路の位置　 玉名市築地字除ヶ口 ���番 �、同 ���番 �、同 ���番 �、同 ���番 �、同
　　　　　　　　 ���番 �及び同 ���番 �
４　 道路の幅員　 ����メートル
５　 道路の延長　 �����メートル
６　 指定年月日　 平成 ��年 �月 ��日
７　 指定番号　 玉名景建第 ���号

熊本県公告第 394 号
　建築基準法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条第 �項第 �号の規定による道路の位置の
指定を次のとおり行った。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 築造者の住所　 熊本市長嶺南一丁目 �番 ��
２　 築造者の氏名　 博報産業株式会社
３　 道路の位置　 本渡市本渡町大字本渡字川原 ���番 �
４　 道路の幅員　 ����メートル
５　 道路の延長　 �����メートル
６　 指定年月日　 平成 ��年 �月 ��日
７　 指定番号　 天草企調第 �号
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熊本県公告第 395 号
　建築基準法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条第 �項第 �号の規定による道路の位置の
指定を次のとおり行った。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 築造者の住所　 葦北郡芦北町大字湯浦 ���番地 �
２　 築造者の氏名　 株式会社松下組
３　 道路の位置　 芦北郡芦北町大字道川内字塘田 �番 ��
４　 道路の幅員　 ����メートル
５　 道路の延長　 �����メートル
６　 指定年月日　 平成 ��年 �月 ��日
７　 指定番号　 芦北企調第 ��号

熊本県公告第 396 号
　建築基準法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条第 �項第 �号の規定による道路の位置の
指定を次のとおり行った。
　　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 築造者の住所　 菊池郡西合志町大字御代志 ����番地 �
２　 築造者の氏名　 中島廣盛
３　 道路の位置　 菊池郡泗水町大字吉富字北原 ����番 �
４　 道路の幅員　 ����メートル
５　 道路の延長　 �����メートル
６　 指定年月日　 平成 ��年 �月 ��日
７　 指定番号　 菊池景建第 �号

熊本県公告第 397 号
　建築基準法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条第 �項第 �号の規定による道路の位置の
指定を次のとおり行った。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 築造者の住所　 下益城郡城南町大字宮地 ���番地 �
２　 築造者の氏名　 石井克也
３　 道路の位置　 下益城郡城南町大字隈庄字安幕 ���番 �
４　 道路の幅員　 ����メートル
５　 道路の延長　 �����メートル
６　 指定年月日　 平成 ��年 �月 ��日
７　 指定番号　 宇城景建第 �号

熊本県公告第 398 号
　建築基準法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条第 �項第 �号の規定による道路の位置の
指定を次のとおり行った。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 築造者の住所　 東京都練馬区向山二丁目 ��番 �号
２　 築造者の氏名　 岡部研一
３　 道路の位置　 本渡市本渡町大字本戸馬場字井出原 ����番 �、同 ����番 �並びに里道及
　　　　　　　　 び水路の一部
４　 道路の幅員　 ����メートルから ����メートルまで
５　 道路の延長　 �����メートル
６　 指定年月日　 平成 ��年 �月 ��日
７　 指定番号　 天草企調第 �号

熊本県公告第 399 号
　建築基準法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条第 �項第 �号の規定による道路の位置の
指定を次のとおり行った。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 築造者の住所　 人吉市土手町 ��番地
２　 築造者の氏名　 株式会社南九州不動産
３　 道路の位置　 人吉市下薩摩瀬町字京畝町 ���番１及び里道の一部
４　 道路の幅員　 ����メートルから ����メートルまで
５　 道路の延長　 �����メートル
６　 指定年月日　 平成 ��年 �月 ��日
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７　 指定番号　 球磨企調第 �号

熊本県公告第 400 号
　建築基準法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条第 �項第 �号の規定による道路の位置の
指定を次のとおり行った。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 築造者の住所　 鹿本郡植木町植木 ���番地 �
２　 築造者の氏名　 有限会社橋本不動産
３　 道路の位置　 鹿本郡植木町大字岩野字平松 ����番 �、同 ����番 �及び同 ����番 �
４　 道路の幅員　 ����メートルから ����メートルまで
５　 道路の延長　 �����メートル
６　 指定年月日　 平成 ��年 �月 ��日
７　 指定番号　 鹿本企調第 �号

熊本県公告第 401 号
　特定調達契約につき、一般競争入札により落札者を決定したので、地方公共団体の物品
等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第 ���号。）第 ��条の規定
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　 特定役務の名称及び数量、落札者を決定した日、落札者の氏名及び住所、落札金額並
　びに契約の相手方を決定した手続

　（注）落札金額はデータ１件当たりの単価
２　 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
　　 熊本県企画振興部情報企画課　 熊本市水前寺六丁目 ��番 �号
３　 入札公告日
　　 平成 ��年 �月 �日

熊本県公告第 402 号
　土地改良法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条の �第 �項の規定により、平成 �年 �月
��日付けで確定した県営三の岳地区土地改良事業（農業用道路）の計画の一部を変更した
いので、次の事項を記載した書類とともにこの旨公告する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 事業計画変更の概要
　　 県営三の岳地区土地改良事業（農業用道路）計画変更概要書
２　 公告場所
　　 天水町役場
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契約の相手方を

決定した手続　
落札金額落札者の氏名及び住所

落札者を決定

した日　　　
特定役務の名称及び数量

一般競争入札�����円株式会社熊本計算センター　熊

本市水前寺一丁目�番��号

平成��年

��月��日

電子計算機用データ入力

業務（給与部門）　一式

一般競争入札�����円株式会社熊本計算センター�　熊

本市水前寺一丁目�番��号

平成��年

�月��日

電子計算機用データ入力

業務（総務部門）　一式

一般競争入札�����円株式会社熊本計算センター　熊

本市水前寺一丁目�番��号

平成��年

�月��日

電子計算機用データ入力

業務（税務部門）　一式

一般競争入札�����円株式会社コンピュータービジネ

ス熊本営業所　熊本市細工町四

丁目�����扇寿ビル�Ｆ

平成��年

�月��日

電子計算機用データ入力

業務（福祉・衛生部門）

　一式

一般競争入札�����円株式会社コンピュータービジネ

ス熊本営業所　熊本市細工町四

丁目�����扇寿�ビル�Ｆ

平成��年

�月��日

電子計算機用データ入力

業務（統計部門）　一式

一般競争入札�����円株式会社熊本計算センター　熊

本市水前寺一丁目�番��号

平成��年

�月��日

電子計算機用データ入力

業務（土木部門）　一式

一般競争入札�����円株式会社熊本計算センター　熊

本市水前寺一丁目�番��号

平成��年

�月��日

電子計算機用データ入力

業務（農林部門）　�一式
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熊本県公告第 403 号
　次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和 ��年政令第 ��号）第 ���
条の �第 �項及び熊本県会計規則（昭和 ��年熊本県規則第 ��号）第 ��条第 �項の規定に
基づき公告する。。
　　 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）　 競争入札に付する業務
　　　　 熊本県訪問介護員養成研修（�級課程）事業
　（２）　 研修期間
　　　　 平成 ��年 �月から平成 ��年 �月末まで
　（３）　 受講対象者
　　　　 �級課程修了後、原則として �年以上訪問介護員として活動した者
　（４）　 研修会場
　　　　 熊本市 �会場
　（５）　 募集人員
　　　　 おおむね ��人
　（６）　 研修内容
　　　　 熊本県訪問介護員養成研修実施要綱の �に規定する別紙 �のとおりとする。ただ
　　　 し講義に「サービスの提供と人権擁護」（�時間）を追加するとともに、面接指導
　　　 ��時間及び必要に応じて補講４時間を追加する。
　（７）　 その他詳細は、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（熊本県訪問介護員養成研修（�級課程）事
　業の委託に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格等）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）　 入札に関する事務を担当する部局の名称
　　　　 熊本県健康福祉部高齢保健福祉課企画・在宅班（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）　 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
　　　　（１）に同じ
　（３）　 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　 入札説明書の交付期間は、この公告の日から平成 ��年５月 ��日（火）まで（土
　　　 曜日及び日曜日を除く。）の午前９時から午後５時までとする。
４　 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
　（１）　 日時
　　　　 平成 ��年 �月 ��日　 午前 ��時
　（２）　 場所
　　　　 熊本県熊本市水前寺六丁目 ��番 �号　 熊本県庁北側会議棟 ���
　（３）　 入札書の提出方法
　　　　（２）に記載の入札場所に持参するものとする。
５　 無効入札に関する事項
　　 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。
６　 契約書の作成の要否
　　 要
７　 その他
　（１）　 入札及び契約手続等において使用する言語及び通貨
　　　　 日本語及び日本国通貨とする。
　（２）　 入札保証金等
　　　　 競争入札に参加しようとする者は、入札執行の際、見積もった契約希望金額の
　　　 ���分の �以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する
　　　 こと。ただし、次のア又はイのいずれかに該当する場合には、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
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　　　 と認められるときに限る。）。
　（３）　 契約保証金等
　　　　 契約担当者が指示する日時までに、契約価格の ���分の ��以上の契約保証金又は
　　　 契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供すること。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２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。）。
　（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
　　　 込みをした者を落札者とする。
　（５）　 最低制限価格
　　　　 設定しない。
　（６）　 その他詳細は、入札説明書による。

　登載依頼

熊本県選挙管理委員会告示第 34 号
　公職選挙法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ���条第 �項第 �号の規定により、熊本県議会
議員八代市選挙区補欠選挙を次のとおり行う。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県選挙管理委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 委員長　 宮　 本　 卓　 治
　選挙期日　　　　　　　　 平成 ��年 �月 ��日
　選挙をすべき議員の数　　 �人

熊本県選挙管理委員会告示第 35 号
　平成 ��年 �月 ��日執行の熊本県議会議員八代市選挙区補欠選挙における選挙長及び選
挙長に事故があるとき又は欠けたとき、その職務を代理すべき者は次のとおりである。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県選挙管理委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 委員長　 宮　 本　 卓　 治

熊本県選挙管理委員会告示第 36 号
　平成 ��年 �月 ��日執行の熊本県議会議員八代市選挙区補欠選挙における選挙会の場所
及び日時は、次のとおりである。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県選挙管理委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 委員長　 宮　 本　 卓　 治
　場　 所　 八代市役所 �階 ��号会議室（八代市松江城町 �番 ��号）
　日　 時　 平成 ��年 �月 ��日　 午後 �時

熊本県選挙管理委員会告示第 37 号
　平成 ��年 �月 ��日執行の熊本県議会議員八代市選挙区補欠選挙におけるポスター掲示
場にポスターを掲示することのできる日は、次のとおりである。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県選挙管理委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 委員長　 宮　 本　 卓　 治
　平成 ��年 �月 ��日
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住　　　　　　　　　　所氏　　名区　　　　　　分

熊本県八代市昭和同仁町���番地坂田　憲治選挙長

熊本県八代市西松江城町�番��号�本田　修選挙長に事故があるとき又は欠け

たときその職務を代理する者
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熊本県選挙管理委員会告示第 38 号
　平成 ��年 �月 ��日執行の熊本県議会議員八代市選挙区補欠選挙に用いる投票用紙の様
式は、次のとおりである。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県選挙管理委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 委員長　 宮　 本　 卓　 治

　　 備　 考
　　 １　 規格は、縦 ��センチメートル、横 �センチメートルとする。
　　 ２　 紙の色は、オレンジ色とする。
　　 ３　 文字は、黒色とする。
　　 ４　「熊本県選挙管理委員会之印」は刷り込みとする。

熊本県選挙管理委員会告示第 39 号
　平成 ��年 �月 ��日執行の熊本県議会議員八代市選挙区補欠選挙において、公職選挙法
（昭和 ��年法律第 ���号）第 ���条の �第 �項及び第 �項の規定に基づき、選挙運動に従
事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務
者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者
（選挙運動のために使用する事務員並びに専ら同法第 ���条第 �項の規定により選挙運動
のため�に使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら
手話通訳のために使用する者に限る。）に対し支給することができる報酬の最高額は、次の
とおりである。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県選挙管理委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 委員長　 宮　 本　 卓　 治
１　 選挙運動に従事する者 �人に対し支給することができる実費弁償の額
　イ　 鉄道賃　 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
　ロ　 船　 賃　 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
　ハ　 車　 賃　 陸路旅行（鉄道旅行を除く。）について、路程に応じた実費額
　ニ　 宿泊料　（食事料二食分を含む。）　 �夜につき ������円
　ホ　 弁当料　 �食につき �����円、�日につき �����円
　ヘ　 茶菓料　 �日につき ���円
２　 選挙運動のために使用する労務者 �人に対し支給することができる報酬の額
　イ　 基本日額　 ������円以内
　ロ　 超過勤務手当　 �日につき基本日額の �割以内
３　 選挙運動のために使用する労務者 �人に対し支給することができる実費弁償の額
　イ　 鉄道賃、船賃及び車賃　 それぞれ第１号イ、ロ及びハに掲げる額
　ロ　 宿泊料（食事料を除く。）　 �夜につき ������円
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４　 選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬の額
　イ　 選挙運動のために使用する事務員　 �人 �日につき ������円以内
　ロ　 専ら同法 ���条第 �項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の�
　　 上における選挙運動のために使用する者　 �人 �日につき ������円以内
　ハ　 専ら手話通訳のために使用する者　 �人 �日につき ������円以内

熊本県選挙管理委員会告示第 40 号
　平成 ��年５月 ��日執行の熊本県議会議員八代市選挙区補欠選挙において使用する熊本
県公職選挙執行規程（平成 ��年熊本県選挙管理委員会告示第 ��号）第 ���条に規定する
印の様式は、次のとおりである。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県選挙管理委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 委員長　 宮　 本　 卓　 治

熊本県選挙管理委員会告示第 41 号
　平成 ��年 �月 ��日執行の熊本県議会議員八代市選挙区補欠選挙における開票の事務と
選挙会の事務は併せて行わないものとする。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県選挙管理委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 委員長　 宮　 本　 卓　 治

熊本県議会議員八代市選挙区補欠選挙選挙長告示第 1 号
　平成 ��年 �月 ��日執行の熊本県議会議員八代市選挙区補欠選挙における選挙立会人の
くじを行う場所及び日時は、次のとおりである。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県議会議員八代市選挙区補欠選挙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 選挙長　 坂　 田　 憲　 治
１　 場　 所　 八代市選挙管理委員会事務局（八代市松江城町 �番 ��号）
２　 日　 時　 平成 ��年 �月 ��日　 午後 �時

熊本県明るい選挙推進協議会公告第 1 号
　熊本県明るい選挙推進協議会の会議を、次のとおり開催する。
　なお、当該会議の傍聴の手続きは、次のとおり。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　 熊本県明るい選挙推進協議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会長職務代理者　 横　 田　 武　 勝
１　 開催日時
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　 午後 �時 ��分から午後 �時まで
２　 開催場所
　　 熊本市水前寺公園 ��－ ��
　　 熊本市テルサ �階研修室Ａ
３　 議題
　（１）　 委嘱状交付
　（２）　 平成 ��年度下半期の事業実施状況報告について
　（３）　 平成 ��年度の事業計画について
　（４）　 その他
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４　 傍聴者の定員
　　 ��人
５　 傍聴手続き
　（１）　 傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において、協議会の
　　　 会長の許可を得た上で、会議の会場に入ることができる。
　（２）　 傍聴の手続きは、先着順で行い、定員になり次第終了する。
６　 問い合わせ先
　　 熊本県熊本市水前寺六丁目 ��番 �号
　　 熊本県選挙管理委員会（熊本県総務部市町村総室選挙班）
　　（電話 ���－ ���－ ����）
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