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　　　 ○��� の地点　 ○��� の地点から ���度 ��分 ��秒　 ����メートルの地点
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　　　 ○��� の地点　 ○��� の地点から ���度 ��分 ��秒　 ����メートルの地点
　（３）　 面積
　　　（Ａ区域）　 ������平方メートル
　　　（Ｂ区域）　 ������平方メートル
　　　（合計）　　 ������平方メートル
３　 埋立てに関する工事の施行区域
　（１）　 位置
　　　　 水俣市大迫字高柳 ���の �、字牛鼻 ���の �、���の �、���の �、���の �、これ
　　　 らの区域に介在する水路及び字高柳 ���の �、���の �、���の �、字牛鼻 ���の �、
　　　 ���の ��、���の �、これらの区域に介在する水路に隣接する道路地内並びに字高柳
　　　 ���の �、字牛鼻 ���の �、���の �、���の �及びこれらの区域に介在する水路地先
　　　 公有水面
　（２）　 区域
　　　　 次の各点を順次に結んだ線及び �の地点と �の地点とを結んだ線により囲まれた
　　　 区域
　　　 �の地点　 熊本県葦北郡津奈木町の国土地理院水峠三等三角点（北緯 ��度 ��分 ��
　　　　　　　 秒 ���、東経 ���度 ��分 ��秒 ���）から ���度 ��分 ��秒　 ��������メート
　　　　　　　 ルの地点
　　　 �の地点　 �の地点から������度 ��分 ��秒　 �����メートルの地点
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　　　�の地点　 �の地点から������度 ��分 ��秒　 ����メートルの地点
　　　�の地点　 �の地点から������度 ��分 ��秒　 �����メートルの地点
　　　�の地点　 �の地点から����� 度 ��分 ��秒　 �����メートルの地点
　　　�の地点　� の地点から����� 度 ��分 ��秒　 ����メートルの地点
　　　�の地点　 �の地点から����� 度 ��分 ��秒　 �����メートルの地点
　　　�の地点　��の地点から����� 度 ��分 ��秒　 �����メートルの地点
　（３）　 面積
　　　　 ��������平方メートル
４　 埋立地の用途
　　 道路用地
５　 出願年月日
　　 平成 ��年 �月 ��日
６　 関係図書の縦覧場所
　　 熊本県土木部河川課、芦北地域振興局土木部維持管理課及び水俣市役所土木課

　公　　 告

熊本県公告第 360 号
　建築基準法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条第 �項の規定による一定の複数建築物に
対する制限の特例に関する認定を行ったので、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　 対象区域　 人吉市中神町字段字平田 ���番 �及び同 ���番 �
２　 対象区域の面積　 ��������平方メートル
３　 縦覧に供する場所　 人吉市西間下町 ��番 �　 熊本県球磨地域振興局土木部企画調査課

熊本県公告第 361 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４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
　　 玉名市築地字修理田 ���番 �、同 ���番 �、同 ���番 �、同 ���番、同字大坪 ���番、
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　同 ���番、同 ���番 �、同 ���番、同 ���番、同 ���番、同 ���番、同字除ヶ口 ���番、
　同 ���番、�同 ���番 �、同 ���番、同 ���番 �及び里道の一部
　　 ���������平方メートル
２　 開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　 東京都台東区上野七丁目 ��番 �号
　　 ダイワロイヤル株式会社

熊本県公告第 362 号
　玉名市玉名市土地改良区の役員が次のとおり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
就　 任

熊本県公告第 363 号
　熊本県卸売市場条例（昭和 ��年熊本県条例第 ��号）第 ��条第 �項第 �号の規定により
次のとおり役員の変更の届出があったので、同条例第 ��条の規定により公告する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
法人名　 人吉連合青果株式会社

熊本県公告第 364 号
　熊本県卸売市場条例（昭和 ��年熊本県条例第 ��号）第 ��条第 �項第 �号の規定により
次のとおり役員の変更の届出があったので、同条例第 ��条の規定により公告する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
法人名　 株式会社玉名魚市場

熊本県公告第 365 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）　 調達役務名及び数量
　　 ア　 全庁 ���専用通信回線サービス（県庁 ���接続ブロック）　 一式
　　 イ　 全庁 ���専用通信回線サービス（宇城 ��接続ブロック）　 一式
　　 ウ　 全庁 ���専用通信回線サービス（玉名 ��接続ブロック）　 一式
　　 エ　 全庁 ���専用通信回線サービス（鹿本 ��接続ブロック）　 一式
　　 オ　 全庁 ���専用通信回線サービス（阿蘇 ��接続ブロック）　 一式
　　 カ　 全庁 ���専用通信回線サービス（八代 ��接続ブロック）　 一式
　　 キ　 全庁 ���専用通信回線サービス（芦北 ��接続ブロック）　 一式
　　 ク　 全庁 ���専用通信回線サービス（球磨 ��接続ブロック）　 一式
　　 ケ　 全庁 ���専用通信回線サービス（天草 ��接続ブロック）　 一式
　（２）　 調達役務の内容等　 入札説明書及び要求仕様書による。
　（３）　 調達開始日　 平成 ��年 ��月 �日
　（４）　 調達納入場所　 熊本県庁他
　（５）　 入札方法
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住　　　　　　　　　　　　　所氏　　　名役職名

玉名市大浜町����番地�池　本　静　男理　事

住　　　　　　　　　　　　　所氏　　　名役　職　名

人吉市上薩摩瀬町����番地�内　藤　靖　雄代表取締役
新

人吉市宝来町��番地コーポ宝来山����号内　藤　慎一郎取 締 役

人吉市城本町���番地�内　藤　泰　助代表取締役旧

住　　　　　　　　　　　　　所氏　　　名役　職　名

玉名郡横島町大字横島����番地�渡　辺　利　康代表取締役新

玉名市中���番地�小　篠　雪　雄代表取締役旧
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　　 ア　 入札金額は、当該調達役務の月額料金を記載すること。また、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、見積もった額の ���分の ���
　　　 に相当する金額を入札書に記載すること。
　　 イ　 入札説明書及び要求仕様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 ��年告示第 ���号）の規定を準用する。
　　 ウ　 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
　（１）　 地方自治法施行令（昭和 ��年政令第 ��号）第 ���条の �の規定に該当しない者�
　　　 であること。
　（２）　 第一種電気通信事業者又は第一種電気通信事業者と直接契約している販売代理
　　　 店（第二種電気通信事業者）であること。
　（３）　 販売代理店（第二種電気通信事業者）の場合は、第一種電気通信事業者の提供す
　　　 る専用通信回線サービスについて直接販売する権利を有する者であること。
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
　　　　 熊本県企画振興部情報企画課管理班（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、平成 ��年 �月 �日とする。
　（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 ��分
　　 イ　 場所　 熊本県熊本市水前寺六丁目 ��番 �号　 熊本県庁行政棟新館 �階情報企画課
　　　 ��ルーム
　（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）記載の場所に平成 ��年 �月 �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
　　 熊本県企画振興部情報企画課管理班（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
　　　　 免除する。
　（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
　　　　 否
　（７）　 その他詳細は、入札説明書による。
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