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　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定に基づき開催される第226回

福岡県都市計画審議会が次のように公開されるので、公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　日時

　　平成27年９月１日　午後２時00分

２　会場

　　福岡市博多区千代一丁目20－31

　　ホテルレガロ福岡　レガロホールＡ

３　予定議案

　　福岡都市計画道路の変更（福岡県決定）について

　　小郡都市計画道路の変更（福岡県決定）について

　　大野城市に設置する産業廃棄物処理施設の敷地の位置について

４　審議会の公開

　本審議会の傍聴を希望する者は、審議会当日、会場にて開会の30分前から傍聴券を

交付するので、受付に申し込むこと。ただし、傍聴券に限りがあるため、申込多数の

場合は抽選となることがある。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　糸島市新田460番５

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　小郡市上西鰺坂159番地６ＡＰ－ＢＯＸ　ＨＡＴＡＭＡ－Ａ号

　　曲田　幹奈　曲田　里奈
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　フェスティバルガーデン春日

　⑵　所在地　春日市大字上白水1308番１　外

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　（仮称）ドラッグコスモス北野店

　⑵　所在地　久留米市北野町高良字藪ノ上1469－３　外５筆

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　スーパードラッグコスモス西浜田店

　⑵　所在地　大牟田市西浜田町17番１　外

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

　　意見なし

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　ライフガーデン新宮中央

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前一丁目５番地３　外

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　糸島市新田460番６

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　糸島市波多江駅北三丁目１番32号（103）

　　相川　賢太　相川　麻由
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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

372号）の規定が適用される調達契約の締結が見込まれるので、次のとおり公告します

。

　　平成27年８月25日

 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　調達をする物品等又は特定役務の種類

　　ICカード運転免許証作成システム賃貸借等

２　競争入札参加者の資格

　⑴　競争入札に参加することができない者

ア　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項各号のいずれか

に該当する者（特別の理由がある場合を除く。）

イ　地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当する事実があった

後２年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理

人として使用する者

ウ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってそ

の役員が暴力団員であるもの（それぞれアに該当する者を除く。）

エ　競争入札参加資格審査申請書（電子計算処理組織（知事の使用に係る電子計算

機（入力装置を含む。以下同じ。）と入札参加資格を得ようとする者の使用に係

る電子計算機を電気通信回線で接続したものをいう。）による電磁的記録を含む

。）及び添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

オ　営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者

カ　原則として、同種の営業を引き続き２年以上営んでいない者

　⑵　競争入札参加資格審査事項については、次のとおりとする。

　　ア　従業員数

　　イ　年間売上高

　　ウ　自己資本金

　　エ　流動比率

　　オ　経営年数

　　カ　地域貢献活動項目（具体的な内容については、知事が別に定める。）

３　競争入札参加資格審査の申請方法等

　⑴　申請方法

　　　次の書類を知事に提出するものとする。

ア　競争入札参加資格審査申請書（様式第１号）

イ　法人にあっては登記事項証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）、個

人にあっては本籍地の市町村長の発行する身分証明書及び法務局が発行する登記

されていないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

ウ　印鑑証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

エ　県外に本店を有し、代表者が入札、契約の締結、代金の請求又は受領等を代理

人に委任する場合は、委任状（様式第２号）

オ　県税に未納のないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）並び

に消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの証明書（３か月以内に発行さ

れた原本又は写し）

カ　法人にあっては財務諸表の写し（申請書提出日の属する事業年度の直前２事業

年度分）、個人にあっては貸借対照表（申請書提出日の属する年の直前の12月31

日現在のもの）（様式第３号）及び所得税確定申告書の写し（申請書提出日の属

する年の直前２か年分）

キ　障害者の雇用状況報告義務がある場合には、障害者雇用状況報告書の写し、報

告義務がない場合で障害者を雇用しているときには、障害者の雇用状況調査票（

様式第４号）

ク　営業概要表（様式第５号）

ケ　事業協同組合で官公需適格組合の証明を受けた組合にあっては、官公需適格組

合用営業概要表（様式第６号）及び官公需適格組合証明書（物品関係）の写し等

コ　印刷業明細表（印刷業のみ）（様式第７号）

サ　ビル清掃管理業明細表（ビル清掃管理業のみ）（様式第８号）

シ　暴力団排除に関する誓約書（役員名簿）（様式第９号）

ス　営業に必要な許可、認可等を得たことを証する書類の写し

セ　協同組合等の組合が申請する場合には、当該組合の定款及び組合員名簿

ソ　ＩＳＯ9000シリーズの認証を取得している場合には、その登録証の写し

タ　福岡県物品関係競争入札参加者の格付及び指名等に関する要綱の付表の区分に

⑷　民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て又は会社更

生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者

⑸　福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成14年２月22日13管

達第66号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間

中でない者

５　当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称

　　福岡県警察本部総務部会計課

　　〒812－8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　（電話番号）092－641－4141　内線2236

６　契約条項を示す場所

　　５の部局とする。

７　入札説明書の交付

　平成27年８月25日（火）から平成27年９月15日（火）までの県の休日を除く毎日、

午前９時00分から午後５時45分まで５の部局で交付する。

８　入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨

　　日本語及び日本国通貨

９　入札書の提出場所、提出期限及び提出方法

　⑴　提出場所

　　　５の部局とする。

　⑵　提出期限

　　　平成27年10月５日（月）午後５時45分

　⑶　提出方法

　直接（ただし、県の休日には受領しない。）又は郵便（書留郵便に限る。提出期

限内必着）で行う。

10　開札の場所及び日時

　⑴　場所

　　　〒812－8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　　福岡県警察本部入札室（地下１階北側）

　⑵　日時

　　　平成27年10月６日（火）午前11時00分

11　落札者がない場合の措置

　開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の８第４

項の規定により再度入札を行う。この場合において、再度の入札は、入札者又はその

代理人の全てが立ち会っている場合にあっては直ちにその場で、郵便入札を含む場合

にあっては別に定める日時及び場所において行う。

12　入札保証金及び契約保証金

　⑴　入札保証金

　見積金額（税込み）の100分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付

又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。

ア　県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額（税込み）の100分の５以上

を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面を提出する場合

　⑵　契約保証金

　契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供す

ること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。

ア　県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の100分の10以上を保険金額

とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面を提出する場合

13　入札の無効

　　次の入札は無効とする。

　なお、11により再度入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加

わることができない。

⑴　入札金額の記載がない入札、又は入札金額を訂正した入札

⑵　法令又は入札に関する条件に違反している入札

　　124,059,348円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月12日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県庁舎電力供給（負荷追随供給部分）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部財産活用課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成27年７月23日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　58,963,904円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月12日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　九州歴史資料館電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　九州歴史資料館

　⑵　所在地

　　　小郡市三沢5208－３

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　九州電力株式会社

　⑵　住所

　　　福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　33,063,169円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　　福岡市中央区天神五丁目２－１　外14箇所

３　落札者を決定した日　　

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　49,039,871円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その４（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　博多県税事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区博多駅東一丁目17－１　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　伊藤忠エネクス株式会社　電力・ユーティリティ事業本部

　⑵　住所

　　　東京都港区虎ノ門二丁目10番１号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　57,567,051円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その５（９施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　工業技術センター　外８箇所

　⑵　所在地

　　　筑紫野市上古賀三丁目２－１　外８箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

　福岡県選挙管理委員会告示第85号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定に基づき、次の政治

団体から政治団体設立届があったので、同法第７条の２第１項の規定により次のとお

り告示する。

　　平成27年８月25日

福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

あるものに係る評価申請書等（ただし、障害者雇用はキに掲げるもの）

チ　返信用封筒（392円切手を貼付した長形３号封筒）

　⑵　申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務センター調達班

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　（電話番号）092－643－3092（ダイヤルイン）

　申請書は、福岡県庁ホームページからダウンロードすることにより入手すること

ができる。

　⑶　申請書の受付期間

　この公告の日から平成27年９月14日（月曜日）までとする。

　ただし、受付期間の終了後も入札日時まで随時受け付けるが、この場合には、競

争入札参加資格審査が入札に間に合わないことがある。

４　競争入札参加資格審査結果の通知

　　競争入札参加資格決定通知書により通知（郵送）する。

５　競争入札参加資格の有効期間及び当該期間の更新手続

　⑴　競争入札参加資格の有効期間

　競争入札参加資格の有効期間は、この告示に基づき資格を取得したときから平成

29年９月末日までとする。

　⑵　有効期間の更新手続

　⑴の有効期間の更新を希望する者は、平成29年７月中に実施する福岡県競争入札

参加資格審査の申請をすること。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　政府調達に関する協定の適用を受ける物品の調達について、次のとおり一般競争入札

に付します。

　　平成27年８月25日

 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　調達内容

　⑴　調達案件名

　　　ＩＣカード運転免許証作成システム賃貸借等

　⑵　契約内容及び特質等入札説明書による。

　⑶　契約期間

　　　平成28年３月１日から平成35年２月28日までの間

　⑷　納入場所

　　　福岡県警察本部運転免許試験課が指定する場所

２　入札参加資格（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項の規

定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。）

　「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の

一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成27年５月福岡県告示

第534号）」に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者）

３　入札参加資格を得るための申請の方法

　２に掲げる入札参加資格を有しない者で入札を希望するものは、本県の所定の競争

入札参加資格審査申請書に必要事項を記入の上、次の部局へ提出すること。

　　・申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務センター調達班

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　電話番号　092－643－3092（ダイヤルイン）

　申請書は、福岡県庁ホームページからダウンロードすることにより入手すること

ができる。

４　入札参加条件（地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加

資格をいう。以下同じ。）

　　平成27年10月５日（月）現在において、次の条件を満たすこと。

　⑴　２の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付けされている者

　⑵　当該物品を迅速かつ確実に納品できると認められる者

⑶　納入する物品に係るアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供でき

ると認められる者

⑶　同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札

⑷　所定の場所及び日時に到達しない入札

⑸　入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札

⑹　入札保証金又はこれに代わる担保の納付が見積金額（税込み）の100分の５に達

しない入札

⑺　金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札

⑻　入札内訳書の積算が誤った入札

⑼　入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停

止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者

がした入札

⑽　入札書の日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札

14　落札者の決定の方法

⑴　予定価格の制限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。

⑵　落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者に

くじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のう

ち開札に立会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札

事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

15　その他

⑴　契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出するこ

と。

⑵　この調達契約は、世界貿易機関（ＷＴＯ）協定の一部として、附属書四に掲げら

れている政府調達に関する協定の適用を受ける。

⑶　特定調達に係る苦情処理の関係において福岡県政府調達苦情検討委員会が調達手

続の停止等を要請する場合、調達手続の停止等があり得る。

⑷　入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県

の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。

⑸　その他、詳細は入札説明書による。

16　Summary

⑴　Nature and Quantity of the Products and Services to be Leased 

　　IC Card Driver's License Issuing System 1 set

⑵　Time Limit of Tender

　　5：45 PM on October 5, 2015

⑶　Section where to inquire about this Notice of Tender

　　Accounting Division, General Affairs Department, Fukuoka Prefectural Police 

Headquarters 

　　7-7, Higashi Koen, Hakata-ku, Fukuoka City 812-8576 Japan

　　Tel 092-641-4141 (Ext.2236)
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県庁舎電力供給（ベース供給部分）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部財産活用課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　　平成27年７月23日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　九州電力株式会社

　⑵　住所

　　　福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その１（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　筑後県税事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　筑後市大字山ノ井766－２　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,576,342円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その２（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　朝倉農林事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　朝倉市甘木2014－１　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　37,563,879円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その３（15施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県立美術館　外14箇所

　⑵　所在地

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　59,865,644円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その６（13施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　農林業総合試験場資源活用研究センター　外12箇所

　⑵　所在地

　　　久留米市山本町豊田1438－２　外12箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　51,695,087円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その７（８施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　京築県土整備事務所　外７箇所

　⑵　所在地

　　　豊前市大字八屋2007－１　外７箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　61,198,080円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
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○福岡県都市計画審議会の開催 （都市計画課）……………１

○国土調査の成果の認証 （農山漁村振興課）……………２

○国土調査の成果の認証 （農山漁村振興課）……………２

○国土調査の成果の認証 （農山漁村振興課）……………２

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………２

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………２

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………３

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………３

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………３

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………３

○競争入札参加者の資格等 （総務事務センター）……………３

○一般競争入札の実施 （警察本部会計課）……………５

○落札者等の公示 （財産活用課）……………７

○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………９

○落札者等の公示 （財産活用課）……………９

○落札者等の公示 （財産活用課）……………10

○落札者等の公示 （財産活用課）……………10

○落札者等の公示 （財産活用課）……………11

○落札者等の公示 （財産活用課）……………11

　　　　選挙管理委員会

○政治団体の設立届 （市町村支援課）……………11

○政治団体の届出事項の異動届 （市町村支援課）……………14

○政治団体の解散届 （市町村支援課）……………17

○資金管理団体の指定届 （市町村支援課）……………18

○資金管理団体の届出事項の異動届 （市町村支援課）……………19

○資金管理団体の指定取消届 （市町村支援課）……………20

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定に基づき開催される第226回

福岡県都市計画審議会が次のように公開されるので、公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　日時

　　平成27年９月１日　午後２時00分

２　会場

　　福岡市博多区千代一丁目20－31

　　ホテルレガロ福岡　レガロホールＡ

３　予定議案

　　福岡都市計画道路の変更（福岡県決定）について

　　小郡都市計画道路の変更（福岡県決定）について

　　大野城市に設置する産業廃棄物処理施設の敷地の位置について

４　審議会の公開

　本審議会の傍聴を希望する者は、審議会当日、会場にて開会の30分前から傍聴券を

交付するので、受付に申し込むこと。ただし、傍聴券に限りがあるため、申込多数の

場合は抽選となることがある。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　糸島市新田460番５

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　小郡市上西鰺坂159番地６ＡＰ－ＢＯＸ　ＨＡＴＡＭＡ－Ａ号

　　曲田　幹奈　曲田　里奈
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　フェスティバルガーデン春日

　⑵　所在地　春日市大字上白水1308番１　外

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　（仮称）ドラッグコスモス北野店

　⑵　所在地　久留米市北野町高良字藪ノ上1469－３　外５筆

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　スーパードラッグコスモス西浜田店

　⑵　所在地　大牟田市西浜田町17番１　外

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

　　意見なし

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　ライフガーデン新宮中央

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前一丁目５番地３　外

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　糸島市新田460番６

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　糸島市波多江駅北三丁目１番32号（103）

　　相川　賢太　相川　麻由
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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

372号）の規定が適用される調達契約の締結が見込まれるので、次のとおり公告します

。

　　平成27年８月25日

 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　調達をする物品等又は特定役務の種類

　　ICカード運転免許証作成システム賃貸借等

２　競争入札参加者の資格

　⑴　競争入札に参加することができない者

ア　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項各号のいずれか

に該当する者（特別の理由がある場合を除く。）

イ　地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当する事実があった

後２年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理

人として使用する者

ウ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってそ

の役員が暴力団員であるもの（それぞれアに該当する者を除く。）

エ　競争入札参加資格審査申請書（電子計算処理組織（知事の使用に係る電子計算

機（入力装置を含む。以下同じ。）と入札参加資格を得ようとする者の使用に係

る電子計算機を電気通信回線で接続したものをいう。）による電磁的記録を含む

。）及び添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

オ　営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者

カ　原則として、同種の営業を引き続き２年以上営んでいない者

　⑵　競争入札参加資格審査事項については、次のとおりとする。

　　ア　従業員数

　　イ　年間売上高

　　ウ　自己資本金

　　エ　流動比率

　　オ　経営年数

　　カ　地域貢献活動項目（具体的な内容については、知事が別に定める。）

３　競争入札参加資格審査の申請方法等

　⑴　申請方法

　　　次の書類を知事に提出するものとする。

ア　競争入札参加資格審査申請書（様式第１号）

イ　法人にあっては登記事項証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）、個

人にあっては本籍地の市町村長の発行する身分証明書及び法務局が発行する登記

されていないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

ウ　印鑑証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

エ　県外に本店を有し、代表者が入札、契約の締結、代金の請求又は受領等を代理

人に委任する場合は、委任状（様式第２号）

オ　県税に未納のないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）並び

に消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの証明書（３か月以内に発行さ

れた原本又は写し）

カ　法人にあっては財務諸表の写し（申請書提出日の属する事業年度の直前２事業

年度分）、個人にあっては貸借対照表（申請書提出日の属する年の直前の12月31

日現在のもの）（様式第３号）及び所得税確定申告書の写し（申請書提出日の属

する年の直前２か年分）

キ　障害者の雇用状況報告義務がある場合には、障害者雇用状況報告書の写し、報

告義務がない場合で障害者を雇用しているときには、障害者の雇用状況調査票（

様式第４号）

ク　営業概要表（様式第５号）

ケ　事業協同組合で官公需適格組合の証明を受けた組合にあっては、官公需適格組

合用営業概要表（様式第６号）及び官公需適格組合証明書（物品関係）の写し等

コ　印刷業明細表（印刷業のみ）（様式第７号）

サ　ビル清掃管理業明細表（ビル清掃管理業のみ）（様式第８号）

シ　暴力団排除に関する誓約書（役員名簿）（様式第９号）

ス　営業に必要な許可、認可等を得たことを証する書類の写し

セ　協同組合等の組合が申請する場合には、当該組合の定款及び組合員名簿

ソ　ＩＳＯ9000シリーズの認証を取得している場合には、その登録証の写し

タ　福岡県物品関係競争入札参加者の格付及び指名等に関する要綱の付表の区分に

⑷　民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て又は会社更

生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者

⑸　福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成14年２月22日13管

達第66号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間

中でない者

５　当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称

　　福岡県警察本部総務部会計課

　　〒812－8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　（電話番号）092－641－4141　内線2236

６　契約条項を示す場所

　　５の部局とする。

７　入札説明書の交付

　平成27年８月25日（火）から平成27年９月15日（火）までの県の休日を除く毎日、

午前９時00分から午後５時45分まで５の部局で交付する。

８　入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨

　　日本語及び日本国通貨

９　入札書の提出場所、提出期限及び提出方法

　⑴　提出場所

　　　５の部局とする。

　⑵　提出期限

　　　平成27年10月５日（月）午後５時45分

　⑶　提出方法

　直接（ただし、県の休日には受領しない。）又は郵便（書留郵便に限る。提出期

限内必着）で行う。

10　開札の場所及び日時

　⑴　場所

　　　〒812－8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　　福岡県警察本部入札室（地下１階北側）

　⑵　日時

　　　平成27年10月６日（火）午前11時00分

11　落札者がない場合の措置

　開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の８第４

項の規定により再度入札を行う。この場合において、再度の入札は、入札者又はその

代理人の全てが立ち会っている場合にあっては直ちにその場で、郵便入札を含む場合

にあっては別に定める日時及び場所において行う。

12　入札保証金及び契約保証金

　⑴　入札保証金

　見積金額（税込み）の100分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付

又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。

ア　県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額（税込み）の100分の５以上

を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面を提出する場合

　⑵　契約保証金

　契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供す

ること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。

ア　県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の100分の10以上を保険金額

とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面を提出する場合

13　入札の無効

　　次の入札は無効とする。

　なお、11により再度入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加

わることができない。

⑴　入札金額の記載がない入札、又は入札金額を訂正した入札

⑵　法令又は入札に関する条件に違反している入札

　　124,059,348円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月12日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県庁舎電力供給（負荷追随供給部分）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部財産活用課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成27年７月23日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　58,963,904円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月12日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　九州歴史資料館電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　九州歴史資料館

　⑵　所在地

　　　小郡市三沢5208－３

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　九州電力株式会社

　⑵　住所

　　　福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　33,063,169円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　　福岡市中央区天神五丁目２－１　外14箇所

３　落札者を決定した日　　

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　49,039,871円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その４（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　博多県税事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区博多駅東一丁目17－１　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　伊藤忠エネクス株式会社　電力・ユーティリティ事業本部

　⑵　住所

　　　東京都港区虎ノ門二丁目10番１号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　57,567,051円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その５（９施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　工業技術センター　外８箇所

　⑵　所在地

　　　筑紫野市上古賀三丁目２－１　外８箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

　福岡県選挙管理委員会告示第85号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定に基づき、次の政治

団体から政治団体設立届があったので、同法第７条の２第１項の規定により次のとお

り告示する。

　　平成27年８月25日

福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

あるものに係る評価申請書等（ただし、障害者雇用はキに掲げるもの）

チ　返信用封筒（392円切手を貼付した長形３号封筒）

　⑵　申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務センター調達班

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　（電話番号）092－643－3092（ダイヤルイン）

　申請書は、福岡県庁ホームページからダウンロードすることにより入手すること

ができる。

　⑶　申請書の受付期間

　この公告の日から平成27年９月14日（月曜日）までとする。

　ただし、受付期間の終了後も入札日時まで随時受け付けるが、この場合には、競

争入札参加資格審査が入札に間に合わないことがある。

４　競争入札参加資格審査結果の通知

　　競争入札参加資格決定通知書により通知（郵送）する。

５　競争入札参加資格の有効期間及び当該期間の更新手続

　⑴　競争入札参加資格の有効期間

　競争入札参加資格の有効期間は、この告示に基づき資格を取得したときから平成

29年９月末日までとする。

　⑵　有効期間の更新手続

　⑴の有効期間の更新を希望する者は、平成29年７月中に実施する福岡県競争入札

参加資格審査の申請をすること。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　政府調達に関する協定の適用を受ける物品の調達について、次のとおり一般競争入札

に付します。

　　平成27年８月25日

 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　調達内容

　⑴　調達案件名

　　　ＩＣカード運転免許証作成システム賃貸借等

　⑵　契約内容及び特質等入札説明書による。

　⑶　契約期間

　　　平成28年３月１日から平成35年２月28日までの間

　⑷　納入場所

　　　福岡県警察本部運転免許試験課が指定する場所

２　入札参加資格（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項の規

定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。）

　「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の

一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成27年５月福岡県告示

第534号）」に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者）

３　入札参加資格を得るための申請の方法

　２に掲げる入札参加資格を有しない者で入札を希望するものは、本県の所定の競争

入札参加資格審査申請書に必要事項を記入の上、次の部局へ提出すること。

　　・申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務センター調達班

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　電話番号　092－643－3092（ダイヤルイン）

　申請書は、福岡県庁ホームページからダウンロードすることにより入手すること

ができる。

４　入札参加条件（地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加

資格をいう。以下同じ。）

　　平成27年10月５日（月）現在において、次の条件を満たすこと。

　⑴　２の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付けされている者

　⑵　当該物品を迅速かつ確実に納品できると認められる者

⑶　納入する物品に係るアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供でき

ると認められる者

⑶　同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札

⑷　所定の場所及び日時に到達しない入札

⑸　入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札

⑹　入札保証金又はこれに代わる担保の納付が見積金額（税込み）の100分の５に達

しない入札

⑺　金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札

⑻　入札内訳書の積算が誤った入札

⑼　入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停

止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者

がした入札

⑽　入札書の日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札

14　落札者の決定の方法

⑴　予定価格の制限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。

⑵　落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者に

くじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のう

ち開札に立会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札

事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

15　その他

⑴　契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出するこ

と。

⑵　この調達契約は、世界貿易機関（ＷＴＯ）協定の一部として、附属書四に掲げら

れている政府調達に関する協定の適用を受ける。

⑶　特定調達に係る苦情処理の関係において福岡県政府調達苦情検討委員会が調達手

続の停止等を要請する場合、調達手続の停止等があり得る。

⑷　入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県

の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。

⑸　その他、詳細は入札説明書による。

16　Summary

⑴　Nature and Quantity of the Products and Services to be Leased 

　　IC Card Driver's License Issuing System 1 set

⑵　Time Limit of Tender

　　5：45 PM on October 5, 2015

⑶　Section where to inquire about this Notice of Tender

　　Accounting Division, General Affairs Department, Fukuoka Prefectural Police 

Headquarters 

　　7-7, Higashi Koen, Hakata-ku, Fukuoka City 812-8576 Japan

　　Tel 092-641-4141 (Ext.2236)
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県庁舎電力供給（ベース供給部分）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部財産活用課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　　平成27年７月23日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　九州電力株式会社

　⑵　住所

　　　福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その１（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　筑後県税事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　筑後市大字山ノ井766－２　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,576,342円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その２（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　朝倉農林事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　朝倉市甘木2014－１　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　37,563,879円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その３（15施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県立美術館　外14箇所

　⑵　所在地

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　59,865,644円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その６（13施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　農林業総合試験場資源活用研究センター　外12箇所

　⑵　所在地

　　　久留米市山本町豊田1438－２　外12箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　51,695,087円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その７（８施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　京築県土整備事務所　外７箇所

　⑵　所在地

　　　豊前市大字八屋2007－１　外７箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　61,198,080円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日

調査を行った
者の名称　　

調査を行った
期間

成果の名称 認証年月日

平成12年度から
平成26年度まで

平成27年８月12日地籍図及び地籍簿

調査を行った
地域

大字添田の一部添田町

調査を行った
者の名称　　

調査を行った
期間

成果の名称 認証年月日

平成25年度から
平成26年度まで

平成27年８月12日地籍図及び地籍簿

調査を行った
地域

栄盛川町、深町
一丁目、原町の
各一部及び波打
町の全部

北九州市

調査を行った
者の名称　　

調査を行った
期間

成果の名称 認証年月日

平成25年度から
平成26年度まで

平成27年８月12日地籍図及び地籍簿

調査を行った
地域

沼南町二丁目、
沼南町三丁目、
新曽根、大字沼
及び大字曽根の
各一部

北九州市
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○福岡県都市計画審議会の開催 （都市計画課）……………１

○国土調査の成果の認証 （農山漁村振興課）……………２

○国土調査の成果の認証 （農山漁村振興課）……………２

○国土調査の成果の認証 （農山漁村振興課）……………２

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………２

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………２

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………３

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………３

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………３

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………３

○競争入札参加者の資格等 （総務事務センター）……………３

○一般競争入札の実施 （警察本部会計課）……………５

○落札者等の公示 （財産活用課）……………７

○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………９

○落札者等の公示 （財産活用課）……………９

○落札者等の公示 （財産活用課）……………10

○落札者等の公示 （財産活用課）……………10

○落札者等の公示 （財産活用課）……………11

○落札者等の公示 （財産活用課）……………11

　　　　選挙管理委員会

○政治団体の設立届 （市町村支援課）……………11

○政治団体の届出事項の異動届 （市町村支援課）……………14

○政治団体の解散届 （市町村支援課）……………17

○資金管理団体の指定届 （市町村支援課）……………18

○資金管理団体の届出事項の異動届 （市町村支援課）……………19

○資金管理団体の指定取消届 （市町村支援課）……………20

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定に基づき開催される第226回

福岡県都市計画審議会が次のように公開されるので、公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　日時

　　平成27年９月１日　午後２時00分

２　会場

　　福岡市博多区千代一丁目20－31

　　ホテルレガロ福岡　レガロホールＡ

３　予定議案

　　福岡都市計画道路の変更（福岡県決定）について

　　小郡都市計画道路の変更（福岡県決定）について

　　大野城市に設置する産業廃棄物処理施設の敷地の位置について

４　審議会の公開

　本審議会の傍聴を希望する者は、審議会当日、会場にて開会の30分前から傍聴券を

交付するので、受付に申し込むこと。ただし、傍聴券に限りがあるため、申込多数の

場合は抽選となることがある。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　糸島市新田460番５

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　小郡市上西鰺坂159番地６ＡＰ－ＢＯＸ　ＨＡＴＡＭＡ－Ａ号

　　曲田　幹奈　曲田　里奈
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　フェスティバルガーデン春日

　⑵　所在地　春日市大字上白水1308番１　外

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　（仮称）ドラッグコスモス北野店

　⑵　所在地　久留米市北野町高良字藪ノ上1469－３　外５筆

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　スーパードラッグコスモス西浜田店

　⑵　所在地　大牟田市西浜田町17番１　外

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

　　意見なし

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　ライフガーデン新宮中央

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前一丁目５番地３　外

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　糸島市新田460番６

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　糸島市波多江駅北三丁目１番32号（103）

　　相川　賢太　相川　麻由
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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

372号）の規定が適用される調達契約の締結が見込まれるので、次のとおり公告します

。

　　平成27年８月25日

 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　調達をする物品等又は特定役務の種類

　　ICカード運転免許証作成システム賃貸借等

２　競争入札参加者の資格

　⑴　競争入札に参加することができない者

ア　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項各号のいずれか

に該当する者（特別の理由がある場合を除く。）

イ　地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当する事実があった

後２年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理

人として使用する者

ウ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってそ

の役員が暴力団員であるもの（それぞれアに該当する者を除く。）

エ　競争入札参加資格審査申請書（電子計算処理組織（知事の使用に係る電子計算

機（入力装置を含む。以下同じ。）と入札参加資格を得ようとする者の使用に係

る電子計算機を電気通信回線で接続したものをいう。）による電磁的記録を含む

。）及び添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

オ　営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者

カ　原則として、同種の営業を引き続き２年以上営んでいない者

　⑵　競争入札参加資格審査事項については、次のとおりとする。

　　ア　従業員数

　　イ　年間売上高

　　ウ　自己資本金

　　エ　流動比率

　　オ　経営年数

　　カ　地域貢献活動項目（具体的な内容については、知事が別に定める。）

３　競争入札参加資格審査の申請方法等

　⑴　申請方法

　　　次の書類を知事に提出するものとする。

ア　競争入札参加資格審査申請書（様式第１号）

イ　法人にあっては登記事項証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）、個

人にあっては本籍地の市町村長の発行する身分証明書及び法務局が発行する登記

されていないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

ウ　印鑑証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

エ　県外に本店を有し、代表者が入札、契約の締結、代金の請求又は受領等を代理

人に委任する場合は、委任状（様式第２号）

オ　県税に未納のないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）並び

に消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの証明書（３か月以内に発行さ

れた原本又は写し）

カ　法人にあっては財務諸表の写し（申請書提出日の属する事業年度の直前２事業

年度分）、個人にあっては貸借対照表（申請書提出日の属する年の直前の12月31

日現在のもの）（様式第３号）及び所得税確定申告書の写し（申請書提出日の属

する年の直前２か年分）

キ　障害者の雇用状況報告義務がある場合には、障害者雇用状況報告書の写し、報

告義務がない場合で障害者を雇用しているときには、障害者の雇用状況調査票（

様式第４号）

ク　営業概要表（様式第５号）

ケ　事業協同組合で官公需適格組合の証明を受けた組合にあっては、官公需適格組

合用営業概要表（様式第６号）及び官公需適格組合証明書（物品関係）の写し等

コ　印刷業明細表（印刷業のみ）（様式第７号）

サ　ビル清掃管理業明細表（ビル清掃管理業のみ）（様式第８号）

シ　暴力団排除に関する誓約書（役員名簿）（様式第９号）

ス　営業に必要な許可、認可等を得たことを証する書類の写し

セ　協同組合等の組合が申請する場合には、当該組合の定款及び組合員名簿

ソ　ＩＳＯ9000シリーズの認証を取得している場合には、その登録証の写し

タ　福岡県物品関係競争入札参加者の格付及び指名等に関する要綱の付表の区分に

⑷　民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て又は会社更

生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者

⑸　福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成14年２月22日13管

達第66号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間

中でない者

５　当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称

　　福岡県警察本部総務部会計課

　　〒812－8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　（電話番号）092－641－4141　内線2236

６　契約条項を示す場所

　　５の部局とする。

７　入札説明書の交付

　平成27年８月25日（火）から平成27年９月15日（火）までの県の休日を除く毎日、

午前９時00分から午後５時45分まで５の部局で交付する。

８　入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨

　　日本語及び日本国通貨

９　入札書の提出場所、提出期限及び提出方法

　⑴　提出場所

　　　５の部局とする。

　⑵　提出期限

　　　平成27年10月５日（月）午後５時45分

　⑶　提出方法

　直接（ただし、県の休日には受領しない。）又は郵便（書留郵便に限る。提出期

限内必着）で行う。

10　開札の場所及び日時

　⑴　場所

　　　〒812－8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　　福岡県警察本部入札室（地下１階北側）

　⑵　日時

　　　平成27年10月６日（火）午前11時00分

11　落札者がない場合の措置

　開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の８第４

項の規定により再度入札を行う。この場合において、再度の入札は、入札者又はその

代理人の全てが立ち会っている場合にあっては直ちにその場で、郵便入札を含む場合

にあっては別に定める日時及び場所において行う。

12　入札保証金及び契約保証金

　⑴　入札保証金

　見積金額（税込み）の100分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付

又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。

ア　県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額（税込み）の100分の５以上

を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面を提出する場合

　⑵　契約保証金

　契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供す

ること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。

ア　県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の100分の10以上を保険金額

とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面を提出する場合

13　入札の無効

　　次の入札は無効とする。

　なお、11により再度入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加

わることができない。

⑴　入札金額の記載がない入札、又は入札金額を訂正した入札

⑵　法令又は入札に関する条件に違反している入札

　　124,059,348円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月12日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県庁舎電力供給（負荷追随供給部分）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部財産活用課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成27年７月23日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　58,963,904円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月12日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　九州歴史資料館電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　九州歴史資料館

　⑵　所在地

　　　小郡市三沢5208－３

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　九州電力株式会社

　⑵　住所

　　　福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　33,063,169円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　　福岡市中央区天神五丁目２－１　外14箇所

３　落札者を決定した日　　

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　49,039,871円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その４（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　博多県税事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区博多駅東一丁目17－１　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　伊藤忠エネクス株式会社　電力・ユーティリティ事業本部

　⑵　住所

　　　東京都港区虎ノ門二丁目10番１号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　57,567,051円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その５（９施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　工業技術センター　外８箇所

　⑵　所在地

　　　筑紫野市上古賀三丁目２－１　外８箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

　福岡県選挙管理委員会告示第85号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定に基づき、次の政治

団体から政治団体設立届があったので、同法第７条の２第１項の規定により次のとお

り告示する。

　　平成27年８月25日

福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

あるものに係る評価申請書等（ただし、障害者雇用はキに掲げるもの）

チ　返信用封筒（392円切手を貼付した長形３号封筒）

　⑵　申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務センター調達班

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　（電話番号）092－643－3092（ダイヤルイン）

　申請書は、福岡県庁ホームページからダウンロードすることにより入手すること

ができる。

　⑶　申請書の受付期間

　この公告の日から平成27年９月14日（月曜日）までとする。

　ただし、受付期間の終了後も入札日時まで随時受け付けるが、この場合には、競

争入札参加資格審査が入札に間に合わないことがある。

４　競争入札参加資格審査結果の通知

　　競争入札参加資格決定通知書により通知（郵送）する。

５　競争入札参加資格の有効期間及び当該期間の更新手続

　⑴　競争入札参加資格の有効期間

　競争入札参加資格の有効期間は、この告示に基づき資格を取得したときから平成

29年９月末日までとする。

　⑵　有効期間の更新手続

　⑴の有効期間の更新を希望する者は、平成29年７月中に実施する福岡県競争入札

参加資格審査の申請をすること。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　政府調達に関する協定の適用を受ける物品の調達について、次のとおり一般競争入札

に付します。

　　平成27年８月25日

 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　調達内容

　⑴　調達案件名

　　　ＩＣカード運転免許証作成システム賃貸借等

　⑵　契約内容及び特質等入札説明書による。

　⑶　契約期間

　　　平成28年３月１日から平成35年２月28日までの間

　⑷　納入場所

　　　福岡県警察本部運転免許試験課が指定する場所

２　入札参加資格（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項の規

定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。）

　「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の

一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成27年５月福岡県告示

第534号）」に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者）

３　入札参加資格を得るための申請の方法

　２に掲げる入札参加資格を有しない者で入札を希望するものは、本県の所定の競争

入札参加資格審査申請書に必要事項を記入の上、次の部局へ提出すること。

　　・申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務センター調達班

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　電話番号　092－643－3092（ダイヤルイン）

　申請書は、福岡県庁ホームページからダウンロードすることにより入手すること

ができる。

４　入札参加条件（地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加

資格をいう。以下同じ。）

　　平成27年10月５日（月）現在において、次の条件を満たすこと。

　⑴　２の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付けされている者

　⑵　当該物品を迅速かつ確実に納品できると認められる者

⑶　納入する物品に係るアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供でき

ると認められる者

⑶　同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札

⑷　所定の場所及び日時に到達しない入札

⑸　入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札

⑹　入札保証金又はこれに代わる担保の納付が見積金額（税込み）の100分の５に達

しない入札

⑺　金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札

⑻　入札内訳書の積算が誤った入札

⑼　入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停

止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者

がした入札

⑽　入札書の日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札

14　落札者の決定の方法

⑴　予定価格の制限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。

⑵　落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者に

くじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のう

ち開札に立会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札

事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

15　その他

⑴　契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出するこ

と。

⑵　この調達契約は、世界貿易機関（ＷＴＯ）協定の一部として、附属書四に掲げら

れている政府調達に関する協定の適用を受ける。

⑶　特定調達に係る苦情処理の関係において福岡県政府調達苦情検討委員会が調達手

続の停止等を要請する場合、調達手続の停止等があり得る。

⑷　入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県

の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。

⑸　その他、詳細は入札説明書による。

16　Summary

⑴　Nature and Quantity of the Products and Services to be Leased 

　　IC Card Driver's License Issuing System 1 set

⑵　Time Limit of Tender

　　5：45 PM on October 5, 2015

⑶　Section where to inquire about this Notice of Tender

　　Accounting Division, General Affairs Department, Fukuoka Prefectural Police 

Headquarters 

　　7-7, Higashi Koen, Hakata-ku, Fukuoka City 812-8576 Japan

　　Tel 092-641-4141 (Ext.2236)
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県庁舎電力供給（ベース供給部分）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部財産活用課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　　平成27年７月23日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　九州電力株式会社

　⑵　住所

　　　福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その１（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　筑後県税事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　筑後市大字山ノ井766－２　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,576,342円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その２（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　朝倉農林事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　朝倉市甘木2014－１　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　37,563,879円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その３（15施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県立美術館　外14箇所

　⑵　所在地

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　59,865,644円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その６（13施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　農林業総合試験場資源活用研究センター　外12箇所

　⑵　所在地

　　　久留米市山本町豊田1438－２　外12箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　51,695,087円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その７（８施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　京築県土整備事務所　外７箇所

　⑵　所在地

　　　豊前市大字八屋2007－１　外７箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　61,198,080円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日



平
成
27
年
8
月
25
日
　
火
曜
日

第
３
７
２
２
号

福
岡

県
公

報
4

　　　　公　　　告

○福岡県都市計画審議会の開催 （都市計画課）……………１

○国土調査の成果の認証 （農山漁村振興課）……………２

○国土調査の成果の認証 （農山漁村振興課）……………２

○国土調査の成果の認証 （農山漁村振興課）……………２

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………２

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………２

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………３

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………３

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………３

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………３

○競争入札参加者の資格等 （総務事務センター）……………３

○一般競争入札の実施 （警察本部会計課）……………５

○落札者等の公示 （財産活用課）……………７

○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………９

○落札者等の公示 （財産活用課）……………９

○落札者等の公示 （財産活用課）……………10

○落札者等の公示 （財産活用課）……………10

○落札者等の公示 （財産活用課）……………11

○落札者等の公示 （財産活用課）……………11

　　　　選挙管理委員会

○政治団体の設立届 （市町村支援課）……………11

○政治団体の届出事項の異動届 （市町村支援課）……………14

○政治団体の解散届 （市町村支援課）……………17

○資金管理団体の指定届 （市町村支援課）……………18

○資金管理団体の届出事項の異動届 （市町村支援課）……………19

○資金管理団体の指定取消届 （市町村支援課）……………20

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定に基づき開催される第226回

福岡県都市計画審議会が次のように公開されるので、公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　日時

　　平成27年９月１日　午後２時00分

２　会場

　　福岡市博多区千代一丁目20－31

　　ホテルレガロ福岡　レガロホールＡ

３　予定議案

　　福岡都市計画道路の変更（福岡県決定）について

　　小郡都市計画道路の変更（福岡県決定）について

　　大野城市に設置する産業廃棄物処理施設の敷地の位置について

４　審議会の公開

　本審議会の傍聴を希望する者は、審議会当日、会場にて開会の30分前から傍聴券を

交付するので、受付に申し込むこと。ただし、傍聴券に限りがあるため、申込多数の

場合は抽選となることがある。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　糸島市新田460番５

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　小郡市上西鰺坂159番地６ＡＰ－ＢＯＸ　ＨＡＴＡＭＡ－Ａ号

　　曲田　幹奈　曲田　里奈
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　フェスティバルガーデン春日

　⑵　所在地　春日市大字上白水1308番１　外

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　（仮称）ドラッグコスモス北野店

　⑵　所在地　久留米市北野町高良字藪ノ上1469－３　外５筆

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　スーパードラッグコスモス西浜田店

　⑵　所在地　大牟田市西浜田町17番１　外

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

　　意見なし

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　ライフガーデン新宮中央

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前一丁目５番地３　外

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　糸島市新田460番６

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　糸島市波多江駅北三丁目１番32号（103）

　　相川　賢太　相川　麻由
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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

372号）の規定が適用される調達契約の締結が見込まれるので、次のとおり公告します

。

　　平成27年８月25日

 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　調達をする物品等又は特定役務の種類

　　ICカード運転免許証作成システム賃貸借等

２　競争入札参加者の資格

　⑴　競争入札に参加することができない者

ア　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項各号のいずれか

に該当する者（特別の理由がある場合を除く。）

イ　地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当する事実があった

後２年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理

人として使用する者

ウ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってそ

の役員が暴力団員であるもの（それぞれアに該当する者を除く。）

エ　競争入札参加資格審査申請書（電子計算処理組織（知事の使用に係る電子計算

機（入力装置を含む。以下同じ。）と入札参加資格を得ようとする者の使用に係

る電子計算機を電気通信回線で接続したものをいう。）による電磁的記録を含む

。）及び添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

オ　営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者

カ　原則として、同種の営業を引き続き２年以上営んでいない者

　⑵　競争入札参加資格審査事項については、次のとおりとする。

　　ア　従業員数

　　イ　年間売上高

　　ウ　自己資本金

　　エ　流動比率

　　オ　経営年数

　　カ　地域貢献活動項目（具体的な内容については、知事が別に定める。）

３　競争入札参加資格審査の申請方法等

　⑴　申請方法

　　　次の書類を知事に提出するものとする。

ア　競争入札参加資格審査申請書（様式第１号）

イ　法人にあっては登記事項証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）、個

人にあっては本籍地の市町村長の発行する身分証明書及び法務局が発行する登記

されていないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

ウ　印鑑証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

エ　県外に本店を有し、代表者が入札、契約の締結、代金の請求又は受領等を代理

人に委任する場合は、委任状（様式第２号）

オ　県税に未納のないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）並び

に消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの証明書（３か月以内に発行さ

れた原本又は写し）

カ　法人にあっては財務諸表の写し（申請書提出日の属する事業年度の直前２事業

年度分）、個人にあっては貸借対照表（申請書提出日の属する年の直前の12月31

日現在のもの）（様式第３号）及び所得税確定申告書の写し（申請書提出日の属

する年の直前２か年分）

キ　障害者の雇用状況報告義務がある場合には、障害者雇用状況報告書の写し、報

告義務がない場合で障害者を雇用しているときには、障害者の雇用状況調査票（

様式第４号）

ク　営業概要表（様式第５号）

ケ　事業協同組合で官公需適格組合の証明を受けた組合にあっては、官公需適格組

合用営業概要表（様式第６号）及び官公需適格組合証明書（物品関係）の写し等

コ　印刷業明細表（印刷業のみ）（様式第７号）

サ　ビル清掃管理業明細表（ビル清掃管理業のみ）（様式第８号）

シ　暴力団排除に関する誓約書（役員名簿）（様式第９号）

ス　営業に必要な許可、認可等を得たことを証する書類の写し

セ　協同組合等の組合が申請する場合には、当該組合の定款及び組合員名簿

ソ　ＩＳＯ9000シリーズの認証を取得している場合には、その登録証の写し

タ　福岡県物品関係競争入札参加者の格付及び指名等に関する要綱の付表の区分に

⑷　民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て又は会社更

生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者

⑸　福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成14年２月22日13管

達第66号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間

中でない者

５　当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称

　　福岡県警察本部総務部会計課

　　〒812－8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　（電話番号）092－641－4141　内線2236

６　契約条項を示す場所

　　５の部局とする。

７　入札説明書の交付

　平成27年８月25日（火）から平成27年９月15日（火）までの県の休日を除く毎日、

午前９時00分から午後５時45分まで５の部局で交付する。

８　入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨

　　日本語及び日本国通貨

９　入札書の提出場所、提出期限及び提出方法

　⑴　提出場所

　　　５の部局とする。

　⑵　提出期限

　　　平成27年10月５日（月）午後５時45分

　⑶　提出方法

　直接（ただし、県の休日には受領しない。）又は郵便（書留郵便に限る。提出期

限内必着）で行う。

10　開札の場所及び日時

　⑴　場所

　　　〒812－8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　　福岡県警察本部入札室（地下１階北側）

　⑵　日時

　　　平成27年10月６日（火）午前11時00分

11　落札者がない場合の措置

　開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の８第４

項の規定により再度入札を行う。この場合において、再度の入札は、入札者又はその

代理人の全てが立ち会っている場合にあっては直ちにその場で、郵便入札を含む場合

にあっては別に定める日時及び場所において行う。

12　入札保証金及び契約保証金

　⑴　入札保証金

　見積金額（税込み）の100分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付

又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。

ア　県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額（税込み）の100分の５以上

を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面を提出する場合

　⑵　契約保証金

　契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供す

ること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。

ア　県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の100分の10以上を保険金額

とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面を提出する場合

13　入札の無効

　　次の入札は無効とする。

　なお、11により再度入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加

わることができない。

⑴　入札金額の記載がない入札、又は入札金額を訂正した入札

⑵　法令又は入札に関する条件に違反している入札

　　124,059,348円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月12日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県庁舎電力供給（負荷追随供給部分）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部財産活用課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成27年７月23日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　58,963,904円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月12日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　九州歴史資料館電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　九州歴史資料館

　⑵　所在地

　　　小郡市三沢5208－３

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　九州電力株式会社

　⑵　住所

　　　福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　33,063,169円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　　福岡市中央区天神五丁目２－１　外14箇所

３　落札者を決定した日　　

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　49,039,871円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その４（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　博多県税事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区博多駅東一丁目17－１　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　伊藤忠エネクス株式会社　電力・ユーティリティ事業本部

　⑵　住所

　　　東京都港区虎ノ門二丁目10番１号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　57,567,051円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その５（９施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　工業技術センター　外８箇所

　⑵　所在地

　　　筑紫野市上古賀三丁目２－１　外８箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

　福岡県選挙管理委員会告示第85号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定に基づき、次の政治

団体から政治団体設立届があったので、同法第７条の２第１項の規定により次のとお

り告示する。

　　平成27年８月25日

福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

あるものに係る評価申請書等（ただし、障害者雇用はキに掲げるもの）

チ　返信用封筒（392円切手を貼付した長形３号封筒）

　⑵　申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務センター調達班

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　（電話番号）092－643－3092（ダイヤルイン）

　申請書は、福岡県庁ホームページからダウンロードすることにより入手すること

ができる。

　⑶　申請書の受付期間

　この公告の日から平成27年９月14日（月曜日）までとする。

　ただし、受付期間の終了後も入札日時まで随時受け付けるが、この場合には、競

争入札参加資格審査が入札に間に合わないことがある。

４　競争入札参加資格審査結果の通知

　　競争入札参加資格決定通知書により通知（郵送）する。

５　競争入札参加資格の有効期間及び当該期間の更新手続

　⑴　競争入札参加資格の有効期間

　競争入札参加資格の有効期間は、この告示に基づき資格を取得したときから平成

29年９月末日までとする。

　⑵　有効期間の更新手続

　⑴の有効期間の更新を希望する者は、平成29年７月中に実施する福岡県競争入札

参加資格審査の申請をすること。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　政府調達に関する協定の適用を受ける物品の調達について、次のとおり一般競争入札

に付します。

　　平成27年８月25日

 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　調達内容

　⑴　調達案件名

　　　ＩＣカード運転免許証作成システム賃貸借等

　⑵　契約内容及び特質等入札説明書による。

　⑶　契約期間

　　　平成28年３月１日から平成35年２月28日までの間

　⑷　納入場所

　　　福岡県警察本部運転免許試験課が指定する場所

２　入札参加資格（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項の規

定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。）

　「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の

一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成27年５月福岡県告示

第534号）」に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者）

３　入札参加資格を得るための申請の方法

　２に掲げる入札参加資格を有しない者で入札を希望するものは、本県の所定の競争

入札参加資格審査申請書に必要事項を記入の上、次の部局へ提出すること。

　　・申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務センター調達班

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　電話番号　092－643－3092（ダイヤルイン）

　申請書は、福岡県庁ホームページからダウンロードすることにより入手すること

ができる。

４　入札参加条件（地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加

資格をいう。以下同じ。）

　　平成27年10月５日（月）現在において、次の条件を満たすこと。

　⑴　２の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付けされている者

　⑵　当該物品を迅速かつ確実に納品できると認められる者

⑶　納入する物品に係るアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供でき

ると認められる者

⑶　同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札

⑷　所定の場所及び日時に到達しない入札

⑸　入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札

⑹　入札保証金又はこれに代わる担保の納付が見積金額（税込み）の100分の５に達

しない入札

⑺　金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札

⑻　入札内訳書の積算が誤った入札

⑼　入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停

止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者

がした入札

⑽　入札書の日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札

14　落札者の決定の方法

⑴　予定価格の制限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。

⑵　落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者に

くじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のう

ち開札に立会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札

事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

15　その他

⑴　契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出するこ

と。

⑵　この調達契約は、世界貿易機関（ＷＴＯ）協定の一部として、附属書四に掲げら

れている政府調達に関する協定の適用を受ける。

⑶　特定調達に係る苦情処理の関係において福岡県政府調達苦情検討委員会が調達手

続の停止等を要請する場合、調達手続の停止等があり得る。

⑷　入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県

の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。

⑸　その他、詳細は入札説明書による。

16　Summary

⑴　Nature and Quantity of the Products and Services to be Leased 

　　IC Card Driver's License Issuing System 1 set

⑵　Time Limit of Tender

　　5：45 PM on October 5, 2015

⑶　Section where to inquire about this Notice of Tender

　　Accounting Division, General Affairs Department, Fukuoka Prefectural Police 

Headquarters 

　　7-7, Higashi Koen, Hakata-ku, Fukuoka City 812-8576 Japan

　　Tel 092-641-4141 (Ext.2236)
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県庁舎電力供給（ベース供給部分）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部財産活用課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　　平成27年７月23日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　九州電力株式会社

　⑵　住所

　　　福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その１（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　筑後県税事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　筑後市大字山ノ井766－２　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,576,342円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その２（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　朝倉農林事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　朝倉市甘木2014－１　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　37,563,879円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その３（15施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県立美術館　外14箇所

　⑵　所在地

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　59,865,644円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その６（13施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　農林業総合試験場資源活用研究センター　外12箇所

　⑵　所在地

　　　久留米市山本町豊田1438－２　外12箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　51,695,087円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その７（８施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　京築県土整備事務所　外７箇所

　⑵　所在地

　　　豊前市大字八屋2007－１　外７箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　61,198,080円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
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○福岡県都市計画審議会の開催 （都市計画課）……………１

○国土調査の成果の認証 （農山漁村振興課）……………２

○国土調査の成果の認証 （農山漁村振興課）……………２

○国土調査の成果の認証 （農山漁村振興課）……………２

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………２

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………２

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………３

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………３

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………３

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………３

○競争入札参加者の資格等 （総務事務センター）……………３

○一般競争入札の実施 （警察本部会計課）……………５

○落札者等の公示 （財産活用課）……………７

○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………９

○落札者等の公示 （財産活用課）……………９

○落札者等の公示 （財産活用課）……………10

○落札者等の公示 （財産活用課）……………10

○落札者等の公示 （財産活用課）……………11

○落札者等の公示 （財産活用課）……………11

　　　　選挙管理委員会

○政治団体の設立届 （市町村支援課）……………11

○政治団体の届出事項の異動届 （市町村支援課）……………14

○政治団体の解散届 （市町村支援課）……………17

○資金管理団体の指定届 （市町村支援課）……………18

○資金管理団体の届出事項の異動届 （市町村支援課）……………19

○資金管理団体の指定取消届 （市町村支援課）……………20

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定に基づき開催される第226回

福岡県都市計画審議会が次のように公開されるので、公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　日時

　　平成27年９月１日　午後２時00分

２　会場

　　福岡市博多区千代一丁目20－31

　　ホテルレガロ福岡　レガロホールＡ

３　予定議案

　　福岡都市計画道路の変更（福岡県決定）について

　　小郡都市計画道路の変更（福岡県決定）について

　　大野城市に設置する産業廃棄物処理施設の敷地の位置について

４　審議会の公開

　本審議会の傍聴を希望する者は、審議会当日、会場にて開会の30分前から傍聴券を

交付するので、受付に申し込むこと。ただし、傍聴券に限りがあるため、申込多数の

場合は抽選となることがある。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　糸島市新田460番５

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　小郡市上西鰺坂159番地６ＡＰ－ＢＯＸ　ＨＡＴＡＭＡ－Ａ号

　　曲田　幹奈　曲田　里奈
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　フェスティバルガーデン春日

　⑵　所在地　春日市大字上白水1308番１　外

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　（仮称）ドラッグコスモス北野店

　⑵　所在地　久留米市北野町高良字藪ノ上1469－３　外５筆

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　スーパードラッグコスモス西浜田店

　⑵　所在地　大牟田市西浜田町17番１　外

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

　　意見なし

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　ライフガーデン新宮中央

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前一丁目５番地３　外

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　糸島市新田460番６

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　糸島市波多江駅北三丁目１番32号（103）

　　相川　賢太　相川　麻由
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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

372号）の規定が適用される調達契約の締結が見込まれるので、次のとおり公告します

。

　　平成27年８月25日

 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　調達をする物品等又は特定役務の種類

　　ICカード運転免許証作成システム賃貸借等

２　競争入札参加者の資格

　⑴　競争入札に参加することができない者

ア　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項各号のいずれか

に該当する者（特別の理由がある場合を除く。）

イ　地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当する事実があった

後２年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理

人として使用する者

ウ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってそ

の役員が暴力団員であるもの（それぞれアに該当する者を除く。）

エ　競争入札参加資格審査申請書（電子計算処理組織（知事の使用に係る電子計算

機（入力装置を含む。以下同じ。）と入札参加資格を得ようとする者の使用に係

る電子計算機を電気通信回線で接続したものをいう。）による電磁的記録を含む

。）及び添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

オ　営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者

カ　原則として、同種の営業を引き続き２年以上営んでいない者

　⑵　競争入札参加資格審査事項については、次のとおりとする。

　　ア　従業員数

　　イ　年間売上高

　　ウ　自己資本金

　　エ　流動比率

　　オ　経営年数

　　カ　地域貢献活動項目（具体的な内容については、知事が別に定める。）

３　競争入札参加資格審査の申請方法等

　⑴　申請方法

　　　次の書類を知事に提出するものとする。

ア　競争入札参加資格審査申請書（様式第１号）

イ　法人にあっては登記事項証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）、個

人にあっては本籍地の市町村長の発行する身分証明書及び法務局が発行する登記

されていないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

ウ　印鑑証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

エ　県外に本店を有し、代表者が入札、契約の締結、代金の請求又は受領等を代理

人に委任する場合は、委任状（様式第２号）

オ　県税に未納のないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）並び

に消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの証明書（３か月以内に発行さ

れた原本又は写し）

カ　法人にあっては財務諸表の写し（申請書提出日の属する事業年度の直前２事業

年度分）、個人にあっては貸借対照表（申請書提出日の属する年の直前の12月31

日現在のもの）（様式第３号）及び所得税確定申告書の写し（申請書提出日の属

する年の直前２か年分）

キ　障害者の雇用状況報告義務がある場合には、障害者雇用状況報告書の写し、報

告義務がない場合で障害者を雇用しているときには、障害者の雇用状況調査票（

様式第４号）

ク　営業概要表（様式第５号）

ケ　事業協同組合で官公需適格組合の証明を受けた組合にあっては、官公需適格組

合用営業概要表（様式第６号）及び官公需適格組合証明書（物品関係）の写し等

コ　印刷業明細表（印刷業のみ）（様式第７号）

サ　ビル清掃管理業明細表（ビル清掃管理業のみ）（様式第８号）

シ　暴力団排除に関する誓約書（役員名簿）（様式第９号）

ス　営業に必要な許可、認可等を得たことを証する書類の写し

セ　協同組合等の組合が申請する場合には、当該組合の定款及び組合員名簿

ソ　ＩＳＯ9000シリーズの認証を取得している場合には、その登録証の写し

タ　福岡県物品関係競争入札参加者の格付及び指名等に関する要綱の付表の区分に

⑷　民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て又は会社更

生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者

⑸　福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成14年２月22日13管

達第66号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間

中でない者

５　当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称

　　福岡県警察本部総務部会計課

　　〒812－8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　（電話番号）092－641－4141　内線2236

６　契約条項を示す場所

　　５の部局とする。

７　入札説明書の交付

　平成27年８月25日（火）から平成27年９月15日（火）までの県の休日を除く毎日、

午前９時00分から午後５時45分まで５の部局で交付する。

８　入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨

　　日本語及び日本国通貨

９　入札書の提出場所、提出期限及び提出方法

　⑴　提出場所

　　　５の部局とする。

　⑵　提出期限

　　　平成27年10月５日（月）午後５時45分

　⑶　提出方法

　直接（ただし、県の休日には受領しない。）又は郵便（書留郵便に限る。提出期

限内必着）で行う。

10　開札の場所及び日時

　⑴　場所

　　　〒812－8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　　福岡県警察本部入札室（地下１階北側）

　⑵　日時

　　　平成27年10月６日（火）午前11時00分

11　落札者がない場合の措置

　開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の８第４

項の規定により再度入札を行う。この場合において、再度の入札は、入札者又はその

代理人の全てが立ち会っている場合にあっては直ちにその場で、郵便入札を含む場合

にあっては別に定める日時及び場所において行う。

12　入札保証金及び契約保証金

　⑴　入札保証金

　見積金額（税込み）の100分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付

又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。

ア　県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額（税込み）の100分の５以上

を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面を提出する場合

　⑵　契約保証金

　契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供す

ること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。

ア　県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の100分の10以上を保険金額

とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面を提出する場合

13　入札の無効

　　次の入札は無効とする。

　なお、11により再度入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加

わることができない。

⑴　入札金額の記載がない入札、又は入札金額を訂正した入札

⑵　法令又は入札に関する条件に違反している入札

　　124,059,348円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月12日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県庁舎電力供給（負荷追随供給部分）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部財産活用課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成27年７月23日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　58,963,904円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月12日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　九州歴史資料館電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　九州歴史資料館

　⑵　所在地

　　　小郡市三沢5208－３

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　九州電力株式会社

　⑵　住所

　　　福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　33,063,169円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　　福岡市中央区天神五丁目２－１　外14箇所

３　落札者を決定した日　　

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　49,039,871円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その４（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　博多県税事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区博多駅東一丁目17－１　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　伊藤忠エネクス株式会社　電力・ユーティリティ事業本部

　⑵　住所

　　　東京都港区虎ノ門二丁目10番１号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　57,567,051円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その５（９施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　工業技術センター　外８箇所

　⑵　所在地

　　　筑紫野市上古賀三丁目２－１　外８箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

　福岡県選挙管理委員会告示第85号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定に基づき、次の政治

団体から政治団体設立届があったので、同法第７条の２第１項の規定により次のとお

り告示する。

　　平成27年８月25日

福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

あるものに係る評価申請書等（ただし、障害者雇用はキに掲げるもの）

チ　返信用封筒（392円切手を貼付した長形３号封筒）

　⑵　申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務センター調達班

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　（電話番号）092－643－3092（ダイヤルイン）

　申請書は、福岡県庁ホームページからダウンロードすることにより入手すること

ができる。

　⑶　申請書の受付期間

　この公告の日から平成27年９月14日（月曜日）までとする。

　ただし、受付期間の終了後も入札日時まで随時受け付けるが、この場合には、競

争入札参加資格審査が入札に間に合わないことがある。

４　競争入札参加資格審査結果の通知

　　競争入札参加資格決定通知書により通知（郵送）する。

５　競争入札参加資格の有効期間及び当該期間の更新手続

　⑴　競争入札参加資格の有効期間

　競争入札参加資格の有効期間は、この告示に基づき資格を取得したときから平成

29年９月末日までとする。

　⑵　有効期間の更新手続

　⑴の有効期間の更新を希望する者は、平成29年７月中に実施する福岡県競争入札

参加資格審査の申請をすること。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　政府調達に関する協定の適用を受ける物品の調達について、次のとおり一般競争入札

に付します。

　　平成27年８月25日

 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　調達内容

　⑴　調達案件名

　　　ＩＣカード運転免許証作成システム賃貸借等

　⑵　契約内容及び特質等入札説明書による。

　⑶　契約期間

　　　平成28年３月１日から平成35年２月28日までの間

　⑷　納入場所

　　　福岡県警察本部運転免許試験課が指定する場所

２　入札参加資格（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項の規

定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。）

　「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の

一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成27年５月福岡県告示

第534号）」に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者）

３　入札参加資格を得るための申請の方法

　２に掲げる入札参加資格を有しない者で入札を希望するものは、本県の所定の競争

入札参加資格審査申請書に必要事項を記入の上、次の部局へ提出すること。

　　・申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務センター調達班

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　電話番号　092－643－3092（ダイヤルイン）

　申請書は、福岡県庁ホームページからダウンロードすることにより入手すること

ができる。

４　入札参加条件（地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加

資格をいう。以下同じ。）

　　平成27年10月５日（月）現在において、次の条件を満たすこと。

　⑴　２の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付けされている者

　⑵　当該物品を迅速かつ確実に納品できると認められる者

⑶　納入する物品に係るアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供でき

ると認められる者

⑶　同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札

⑷　所定の場所及び日時に到達しない入札

⑸　入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札

⑹　入札保証金又はこれに代わる担保の納付が見積金額（税込み）の100分の５に達

しない入札

⑺　金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札

⑻　入札内訳書の積算が誤った入札

⑼　入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停

止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者

がした入札

⑽　入札書の日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札

14　落札者の決定の方法

⑴　予定価格の制限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。

⑵　落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者に

くじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のう

ち開札に立会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札

事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

15　その他

⑴　契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出するこ

と。

⑵　この調達契約は、世界貿易機関（ＷＴＯ）協定の一部として、附属書四に掲げら

れている政府調達に関する協定の適用を受ける。

⑶　特定調達に係る苦情処理の関係において福岡県政府調達苦情検討委員会が調達手

続の停止等を要請する場合、調達手続の停止等があり得る。

⑷　入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県

の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。

⑸　その他、詳細は入札説明書による。

16　Summary

⑴　Nature and Quantity of the Products and Services to be Leased 

　　IC Card Driver's License Issuing System 1 set

⑵　Time Limit of Tender

　　5：45 PM on October 5, 2015

⑶　Section where to inquire about this Notice of Tender

　　Accounting Division, General Affairs Department, Fukuoka Prefectural Police 

Headquarters 

　　7-7, Higashi Koen, Hakata-ku, Fukuoka City 812-8576 Japan

　　Tel 092-641-4141 (Ext.2236)
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県庁舎電力供給（ベース供給部分）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部財産活用課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　　平成27年７月23日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　九州電力株式会社

　⑵　住所

　　　福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その１（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　筑後県税事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　筑後市大字山ノ井766－２　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,576,342円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その２（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　朝倉農林事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　朝倉市甘木2014－１　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　37,563,879円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その３（15施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県立美術館　外14箇所

　⑵　所在地

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　59,865,644円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その６（13施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　農林業総合試験場資源活用研究センター　外12箇所

　⑵　所在地

　　　久留米市山本町豊田1438－２　外12箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　51,695,087円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その７（８施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　京築県土整備事務所　外７箇所

　⑵　所在地

　　　豊前市大字八屋2007－１　外７箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　61,198,080円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日

大分類 業種名 等級
不問

中分類
不問 不問 ＡＡ
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　　　　公　　　告

○福岡県都市計画審議会の開催 （都市計画課）……………１

○国土調査の成果の認証 （農山漁村振興課）……………２

○国土調査の成果の認証 （農山漁村振興課）……………２

○国土調査の成果の認証 （農山漁村振興課）……………２

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………２

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………２

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………３

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………３

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………３

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………３

○競争入札参加者の資格等 （総務事務センター）……………３

○一般競争入札の実施 （警察本部会計課）……………５

○落札者等の公示 （財産活用課）……………７

○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………９

○落札者等の公示 （財産活用課）……………９

○落札者等の公示 （財産活用課）……………10

○落札者等の公示 （財産活用課）……………10

○落札者等の公示 （財産活用課）……………11

○落札者等の公示 （財産活用課）……………11

　　　　選挙管理委員会

○政治団体の設立届 （市町村支援課）……………11

○政治団体の届出事項の異動届 （市町村支援課）……………14

○政治団体の解散届 （市町村支援課）……………17

○資金管理団体の指定届 （市町村支援課）……………18

○資金管理団体の届出事項の異動届 （市町村支援課）……………19

○資金管理団体の指定取消届 （市町村支援課）……………20

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定に基づき開催される第226回

福岡県都市計画審議会が次のように公開されるので、公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　日時

　　平成27年９月１日　午後２時00分

２　会場

　　福岡市博多区千代一丁目20－31

　　ホテルレガロ福岡　レガロホールＡ

３　予定議案

　　福岡都市計画道路の変更（福岡県決定）について

　　小郡都市計画道路の変更（福岡県決定）について

　　大野城市に設置する産業廃棄物処理施設の敷地の位置について

４　審議会の公開

　本審議会の傍聴を希望する者は、審議会当日、会場にて開会の30分前から傍聴券を

交付するので、受付に申し込むこと。ただし、傍聴券に限りがあるため、申込多数の

場合は抽選となることがある。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　糸島市新田460番５

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　小郡市上西鰺坂159番地６ＡＰ－ＢＯＸ　ＨＡＴＡＭＡ－Ａ号

　　曲田　幹奈　曲田　里奈
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　フェスティバルガーデン春日

　⑵　所在地　春日市大字上白水1308番１　外

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　（仮称）ドラッグコスモス北野店

　⑵　所在地　久留米市北野町高良字藪ノ上1469－３　外５筆

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　スーパードラッグコスモス西浜田店

　⑵　所在地　大牟田市西浜田町17番１　外

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

　　意見なし

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　ライフガーデン新宮中央

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前一丁目５番地３　外

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　糸島市新田460番６

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　糸島市波多江駅北三丁目１番32号（103）

　　相川　賢太　相川　麻由
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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

372号）の規定が適用される調達契約の締結が見込まれるので、次のとおり公告します

。

　　平成27年８月25日

 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　調達をする物品等又は特定役務の種類

　　ICカード運転免許証作成システム賃貸借等

２　競争入札参加者の資格

　⑴　競争入札に参加することができない者

ア　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項各号のいずれか

に該当する者（特別の理由がある場合を除く。）

イ　地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当する事実があった

後２年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理

人として使用する者

ウ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってそ

の役員が暴力団員であるもの（それぞれアに該当する者を除く。）

エ　競争入札参加資格審査申請書（電子計算処理組織（知事の使用に係る電子計算

機（入力装置を含む。以下同じ。）と入札参加資格を得ようとする者の使用に係

る電子計算機を電気通信回線で接続したものをいう。）による電磁的記録を含む

。）及び添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

オ　営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者

カ　原則として、同種の営業を引き続き２年以上営んでいない者

　⑵　競争入札参加資格審査事項については、次のとおりとする。

　　ア　従業員数

　　イ　年間売上高

　　ウ　自己資本金

　　エ　流動比率

　　オ　経営年数

　　カ　地域貢献活動項目（具体的な内容については、知事が別に定める。）

３　競争入札参加資格審査の申請方法等

　⑴　申請方法

　　　次の書類を知事に提出するものとする。

ア　競争入札参加資格審査申請書（様式第１号）

イ　法人にあっては登記事項証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）、個

人にあっては本籍地の市町村長の発行する身分証明書及び法務局が発行する登記

されていないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

ウ　印鑑証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

エ　県外に本店を有し、代表者が入札、契約の締結、代金の請求又は受領等を代理

人に委任する場合は、委任状（様式第２号）

オ　県税に未納のないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）並び

に消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの証明書（３か月以内に発行さ

れた原本又は写し）

カ　法人にあっては財務諸表の写し（申請書提出日の属する事業年度の直前２事業

年度分）、個人にあっては貸借対照表（申請書提出日の属する年の直前の12月31

日現在のもの）（様式第３号）及び所得税確定申告書の写し（申請書提出日の属

する年の直前２か年分）

キ　障害者の雇用状況報告義務がある場合には、障害者雇用状況報告書の写し、報

告義務がない場合で障害者を雇用しているときには、障害者の雇用状況調査票（

様式第４号）

ク　営業概要表（様式第５号）

ケ　事業協同組合で官公需適格組合の証明を受けた組合にあっては、官公需適格組

合用営業概要表（様式第６号）及び官公需適格組合証明書（物品関係）の写し等

コ　印刷業明細表（印刷業のみ）（様式第７号）

サ　ビル清掃管理業明細表（ビル清掃管理業のみ）（様式第８号）

シ　暴力団排除に関する誓約書（役員名簿）（様式第９号）

ス　営業に必要な許可、認可等を得たことを証する書類の写し

セ　協同組合等の組合が申請する場合には、当該組合の定款及び組合員名簿

ソ　ＩＳＯ9000シリーズの認証を取得している場合には、その登録証の写し

タ　福岡県物品関係競争入札参加者の格付及び指名等に関する要綱の付表の区分に

⑷　民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て又は会社更

生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者

⑸　福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成14年２月22日13管

達第66号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間

中でない者

５　当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称

　　福岡県警察本部総務部会計課

　　〒812－8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　（電話番号）092－641－4141　内線2236

６　契約条項を示す場所

　　５の部局とする。

７　入札説明書の交付

　平成27年８月25日（火）から平成27年９月15日（火）までの県の休日を除く毎日、

午前９時00分から午後５時45分まで５の部局で交付する。

８　入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨

　　日本語及び日本国通貨

９　入札書の提出場所、提出期限及び提出方法

　⑴　提出場所

　　　５の部局とする。

　⑵　提出期限

　　　平成27年10月５日（月）午後５時45分

　⑶　提出方法

　直接（ただし、県の休日には受領しない。）又は郵便（書留郵便に限る。提出期

限内必着）で行う。

10　開札の場所及び日時

　⑴　場所

　　　〒812－8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　　福岡県警察本部入札室（地下１階北側）

　⑵　日時

　　　平成27年10月６日（火）午前11時00分

11　落札者がない場合の措置

　開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の８第４

項の規定により再度入札を行う。この場合において、再度の入札は、入札者又はその

代理人の全てが立ち会っている場合にあっては直ちにその場で、郵便入札を含む場合

にあっては別に定める日時及び場所において行う。

12　入札保証金及び契約保証金

　⑴　入札保証金

　見積金額（税込み）の100分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付

又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。

ア　県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額（税込み）の100分の５以上

を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面を提出する場合

　⑵　契約保証金

　契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供す

ること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。

ア　県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の100分の10以上を保険金額

とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面を提出する場合

13　入札の無効

　　次の入札は無効とする。

　なお、11により再度入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加

わることができない。

⑴　入札金額の記載がない入札、又は入札金額を訂正した入札

⑵　法令又は入札に関する条件に違反している入札

　　124,059,348円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月12日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県庁舎電力供給（負荷追随供給部分）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部財産活用課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成27年７月23日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　58,963,904円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月12日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　九州歴史資料館電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　九州歴史資料館

　⑵　所在地

　　　小郡市三沢5208－３

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　九州電力株式会社

　⑵　住所

　　　福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　33,063,169円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　　福岡市中央区天神五丁目２－１　外14箇所

３　落札者を決定した日　　

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　49,039,871円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その４（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　博多県税事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区博多駅東一丁目17－１　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　伊藤忠エネクス株式会社　電力・ユーティリティ事業本部

　⑵　住所

　　　東京都港区虎ノ門二丁目10番１号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　57,567,051円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その５（９施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　工業技術センター　外８箇所

　⑵　所在地

　　　筑紫野市上古賀三丁目２－１　外８箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

　福岡県選挙管理委員会告示第85号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定に基づき、次の政治

団体から政治団体設立届があったので、同法第７条の２第１項の規定により次のとお

り告示する。

　　平成27年８月25日

福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

あるものに係る評価申請書等（ただし、障害者雇用はキに掲げるもの）

チ　返信用封筒（392円切手を貼付した長形３号封筒）

　⑵　申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務センター調達班

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　（電話番号）092－643－3092（ダイヤルイン）

　申請書は、福岡県庁ホームページからダウンロードすることにより入手すること

ができる。

　⑶　申請書の受付期間

　この公告の日から平成27年９月14日（月曜日）までとする。

　ただし、受付期間の終了後も入札日時まで随時受け付けるが、この場合には、競

争入札参加資格審査が入札に間に合わないことがある。

４　競争入札参加資格審査結果の通知

　　競争入札参加資格決定通知書により通知（郵送）する。

５　競争入札参加資格の有効期間及び当該期間の更新手続

　⑴　競争入札参加資格の有効期間

　競争入札参加資格の有効期間は、この告示に基づき資格を取得したときから平成

29年９月末日までとする。

　⑵　有効期間の更新手続

　⑴の有効期間の更新を希望する者は、平成29年７月中に実施する福岡県競争入札

参加資格審査の申請をすること。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　政府調達に関する協定の適用を受ける物品の調達について、次のとおり一般競争入札

に付します。

　　平成27年８月25日

 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　調達内容

　⑴　調達案件名

　　　ＩＣカード運転免許証作成システム賃貸借等

　⑵　契約内容及び特質等入札説明書による。

　⑶　契約期間

　　　平成28年３月１日から平成35年２月28日までの間

　⑷　納入場所

　　　福岡県警察本部運転免許試験課が指定する場所

２　入札参加資格（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項の規

定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。）

　「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の

一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成27年５月福岡県告示

第534号）」に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者）

３　入札参加資格を得るための申請の方法

　２に掲げる入札参加資格を有しない者で入札を希望するものは、本県の所定の競争

入札参加資格審査申請書に必要事項を記入の上、次の部局へ提出すること。

　　・申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務センター調達班

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　電話番号　092－643－3092（ダイヤルイン）

　申請書は、福岡県庁ホームページからダウンロードすることにより入手すること

ができる。

４　入札参加条件（地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加

資格をいう。以下同じ。）

　　平成27年10月５日（月）現在において、次の条件を満たすこと。

　⑴　２の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付けされている者

　⑵　当該物品を迅速かつ確実に納品できると認められる者

⑶　納入する物品に係るアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供でき

ると認められる者

⑶　同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札

⑷　所定の場所及び日時に到達しない入札

⑸　入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札

⑹　入札保証金又はこれに代わる担保の納付が見積金額（税込み）の100分の５に達

しない入札

⑺　金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札

⑻　入札内訳書の積算が誤った入札

⑼　入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停

止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者

がした入札

⑽　入札書の日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札

14　落札者の決定の方法

⑴　予定価格の制限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。

⑵　落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者に

くじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のう

ち開札に立会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札

事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

15　その他

⑴　契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出するこ

と。

⑵　この調達契約は、世界貿易機関（ＷＴＯ）協定の一部として、附属書四に掲げら

れている政府調達に関する協定の適用を受ける。

⑶　特定調達に係る苦情処理の関係において福岡県政府調達苦情検討委員会が調達手

続の停止等を要請する場合、調達手続の停止等があり得る。

⑷　入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県

の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。

⑸　その他、詳細は入札説明書による。

16　Summary

⑴　Nature and Quantity of the Products and Services to be Leased 

　　IC Card Driver's License Issuing System 1 set

⑵　Time Limit of Tender

　　5：45 PM on October 5, 2015

⑶　Section where to inquire about this Notice of Tender

　　Accounting Division, General Affairs Department, Fukuoka Prefectural Police 

Headquarters 

　　7-7, Higashi Koen, Hakata-ku, Fukuoka City 812-8576 Japan

　　Tel 092-641-4141 (Ext.2236)
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県庁舎電力供給（ベース供給部分）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部財産活用課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　　平成27年７月23日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　九州電力株式会社

　⑵　住所

　　　福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その１（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　筑後県税事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　筑後市大字山ノ井766－２　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,576,342円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その２（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　朝倉農林事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　朝倉市甘木2014－１　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　37,563,879円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その３（15施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県立美術館　外14箇所

　⑵　所在地

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　59,865,644円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その６（13施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　農林業総合試験場資源活用研究センター　外12箇所

　⑵　所在地

　　　久留米市山本町豊田1438－２　外12箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　51,695,087円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その７（８施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　京築県土整備事務所　外７箇所

　⑵　所在地

　　　豊前市大字八屋2007－１　外７箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　61,198,080円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
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○福岡県都市計画審議会の開催 （都市計画課）……………１

○国土調査の成果の認証 （農山漁村振興課）……………２

○国土調査の成果の認証 （農山漁村振興課）……………２

○国土調査の成果の認証 （農山漁村振興課）……………２
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○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等
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○落札者等の公示 （財産活用課）……………９

○落札者等の公示 （財産活用課）……………９

○落札者等の公示 （財産活用課）……………10

○落札者等の公示 （財産活用課）……………10

○落札者等の公示 （財産活用課）……………11
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　　　　選挙管理委員会

○政治団体の設立届 （市町村支援課）……………11
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○資金管理団体の指定取消届 （市町村支援課）……………20

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定に基づき開催される第226回

福岡県都市計画審議会が次のように公開されるので、公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　日時

　　平成27年９月１日　午後２時00分

２　会場

　　福岡市博多区千代一丁目20－31

　　ホテルレガロ福岡　レガロホールＡ

３　予定議案

　　福岡都市計画道路の変更（福岡県決定）について

　　小郡都市計画道路の変更（福岡県決定）について

　　大野城市に設置する産業廃棄物処理施設の敷地の位置について

４　審議会の公開

　本審議会の傍聴を希望する者は、審議会当日、会場にて開会の30分前から傍聴券を

交付するので、受付に申し込むこと。ただし、傍聴券に限りがあるため、申込多数の

場合は抽選となることがある。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　糸島市新田460番５

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　小郡市上西鰺坂159番地６ＡＰ－ＢＯＸ　ＨＡＴＡＭＡ－Ａ号

　　曲田　幹奈　曲田　里奈
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　フェスティバルガーデン春日

　⑵　所在地　春日市大字上白水1308番１　外

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　（仮称）ドラッグコスモス北野店

　⑵　所在地　久留米市北野町高良字藪ノ上1469－３　外５筆

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　スーパードラッグコスモス西浜田店

　⑵　所在地　大牟田市西浜田町17番１　外

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

　　意見なし

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　ライフガーデン新宮中央

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前一丁目５番地３　外

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　糸島市新田460番６

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　糸島市波多江駅北三丁目１番32号（103）

　　相川　賢太　相川　麻由
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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

372号）の規定が適用される調達契約の締結が見込まれるので、次のとおり公告します

。

　　平成27年８月25日

 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　調達をする物品等又は特定役務の種類

　　ICカード運転免許証作成システム賃貸借等

２　競争入札参加者の資格

　⑴　競争入札に参加することができない者

ア　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項各号のいずれか

に該当する者（特別の理由がある場合を除く。）

イ　地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当する事実があった

後２年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理

人として使用する者

ウ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってそ

の役員が暴力団員であるもの（それぞれアに該当する者を除く。）

エ　競争入札参加資格審査申請書（電子計算処理組織（知事の使用に係る電子計算

機（入力装置を含む。以下同じ。）と入札参加資格を得ようとする者の使用に係

る電子計算機を電気通信回線で接続したものをいう。）による電磁的記録を含む

。）及び添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

オ　営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者

カ　原則として、同種の営業を引き続き２年以上営んでいない者

　⑵　競争入札参加資格審査事項については、次のとおりとする。

　　ア　従業員数

　　イ　年間売上高

　　ウ　自己資本金

　　エ　流動比率

　　オ　経営年数

　　カ　地域貢献活動項目（具体的な内容については、知事が別に定める。）

３　競争入札参加資格審査の申請方法等

　⑴　申請方法

　　　次の書類を知事に提出するものとする。

ア　競争入札参加資格審査申請書（様式第１号）

イ　法人にあっては登記事項証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）、個

人にあっては本籍地の市町村長の発行する身分証明書及び法務局が発行する登記

されていないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

ウ　印鑑証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

エ　県外に本店を有し、代表者が入札、契約の締結、代金の請求又は受領等を代理

人に委任する場合は、委任状（様式第２号）

オ　県税に未納のないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）並び

に消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの証明書（３か月以内に発行さ

れた原本又は写し）

カ　法人にあっては財務諸表の写し（申請書提出日の属する事業年度の直前２事業

年度分）、個人にあっては貸借対照表（申請書提出日の属する年の直前の12月31

日現在のもの）（様式第３号）及び所得税確定申告書の写し（申請書提出日の属

する年の直前２か年分）

キ　障害者の雇用状況報告義務がある場合には、障害者雇用状況報告書の写し、報

告義務がない場合で障害者を雇用しているときには、障害者の雇用状況調査票（

様式第４号）

ク　営業概要表（様式第５号）

ケ　事業協同組合で官公需適格組合の証明を受けた組合にあっては、官公需適格組

合用営業概要表（様式第６号）及び官公需適格組合証明書（物品関係）の写し等

コ　印刷業明細表（印刷業のみ）（様式第７号）

サ　ビル清掃管理業明細表（ビル清掃管理業のみ）（様式第８号）

シ　暴力団排除に関する誓約書（役員名簿）（様式第９号）

ス　営業に必要な許可、認可等を得たことを証する書類の写し

セ　協同組合等の組合が申請する場合には、当該組合の定款及び組合員名簿

ソ　ＩＳＯ9000シリーズの認証を取得している場合には、その登録証の写し

タ　福岡県物品関係競争入札参加者の格付及び指名等に関する要綱の付表の区分に

⑷　民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て又は会社更

生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者

⑸　福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成14年２月22日13管

達第66号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間

中でない者

５　当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称

　　福岡県警察本部総務部会計課

　　〒812－8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　（電話番号）092－641－4141　内線2236

６　契約条項を示す場所

　　５の部局とする。

７　入札説明書の交付

　平成27年８月25日（火）から平成27年９月15日（火）までの県の休日を除く毎日、

午前９時00分から午後５時45分まで５の部局で交付する。

８　入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨

　　日本語及び日本国通貨

９　入札書の提出場所、提出期限及び提出方法

　⑴　提出場所

　　　５の部局とする。

　⑵　提出期限

　　　平成27年10月５日（月）午後５時45分

　⑶　提出方法

　直接（ただし、県の休日には受領しない。）又は郵便（書留郵便に限る。提出期

限内必着）で行う。

10　開札の場所及び日時

　⑴　場所

　　　〒812－8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　　福岡県警察本部入札室（地下１階北側）

　⑵　日時

　　　平成27年10月６日（火）午前11時00分

11　落札者がない場合の措置

　開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の８第４

項の規定により再度入札を行う。この場合において、再度の入札は、入札者又はその

代理人の全てが立ち会っている場合にあっては直ちにその場で、郵便入札を含む場合

にあっては別に定める日時及び場所において行う。

12　入札保証金及び契約保証金

　⑴　入札保証金

　見積金額（税込み）の100分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付

又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。

ア　県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額（税込み）の100分の５以上

を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面を提出する場合

　⑵　契約保証金

　契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供す

ること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。

ア　県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の100分の10以上を保険金額

とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面を提出する場合

13　入札の無効

　　次の入札は無効とする。

　なお、11により再度入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加

わることができない。

⑴　入札金額の記載がない入札、又は入札金額を訂正した入札

⑵　法令又は入札に関する条件に違反している入札

　　124,059,348円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月12日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県庁舎電力供給（負荷追随供給部分）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部財産活用課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成27年７月23日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　58,963,904円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月12日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　九州歴史資料館電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　九州歴史資料館

　⑵　所在地

　　　小郡市三沢5208－３

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　九州電力株式会社

　⑵　住所

　　　福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　33,063,169円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　　福岡市中央区天神五丁目２－１　外14箇所

３　落札者を決定した日　　

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　49,039,871円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その４（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　博多県税事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区博多駅東一丁目17－１　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　伊藤忠エネクス株式会社　電力・ユーティリティ事業本部

　⑵　住所

　　　東京都港区虎ノ門二丁目10番１号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　57,567,051円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その５（９施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　工業技術センター　外８箇所

　⑵　所在地

　　　筑紫野市上古賀三丁目２－１　外８箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

　福岡県選挙管理委員会告示第85号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定に基づき、次の政治

団体から政治団体設立届があったので、同法第７条の２第１項の規定により次のとお

り告示する。

　　平成27年８月25日

福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

あるものに係る評価申請書等（ただし、障害者雇用はキに掲げるもの）

チ　返信用封筒（392円切手を貼付した長形３号封筒）

　⑵　申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務センター調達班

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　（電話番号）092－643－3092（ダイヤルイン）

　申請書は、福岡県庁ホームページからダウンロードすることにより入手すること

ができる。

　⑶　申請書の受付期間

　この公告の日から平成27年９月14日（月曜日）までとする。

　ただし、受付期間の終了後も入札日時まで随時受け付けるが、この場合には、競

争入札参加資格審査が入札に間に合わないことがある。

４　競争入札参加資格審査結果の通知

　　競争入札参加資格決定通知書により通知（郵送）する。

５　競争入札参加資格の有効期間及び当該期間の更新手続

　⑴　競争入札参加資格の有効期間

　競争入札参加資格の有効期間は、この告示に基づき資格を取得したときから平成

29年９月末日までとする。

　⑵　有効期間の更新手続

　⑴の有効期間の更新を希望する者は、平成29年７月中に実施する福岡県競争入札

参加資格審査の申請をすること。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　政府調達に関する協定の適用を受ける物品の調達について、次のとおり一般競争入札

に付します。

　　平成27年８月25日

 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　調達内容

　⑴　調達案件名

　　　ＩＣカード運転免許証作成システム賃貸借等

　⑵　契約内容及び特質等入札説明書による。

　⑶　契約期間

　　　平成28年３月１日から平成35年２月28日までの間

　⑷　納入場所

　　　福岡県警察本部運転免許試験課が指定する場所

２　入札参加資格（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項の規

定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。）

　「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の

一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成27年５月福岡県告示

第534号）」に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者）

３　入札参加資格を得るための申請の方法

　２に掲げる入札参加資格を有しない者で入札を希望するものは、本県の所定の競争

入札参加資格審査申請書に必要事項を記入の上、次の部局へ提出すること。

　　・申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務センター調達班

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　電話番号　092－643－3092（ダイヤルイン）

　申請書は、福岡県庁ホームページからダウンロードすることにより入手すること

ができる。

４　入札参加条件（地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加

資格をいう。以下同じ。）

　　平成27年10月５日（月）現在において、次の条件を満たすこと。

　⑴　２の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付けされている者

　⑵　当該物品を迅速かつ確実に納品できると認められる者

⑶　納入する物品に係るアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供でき

ると認められる者

⑶　同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札

⑷　所定の場所及び日時に到達しない入札

⑸　入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札

⑹　入札保証金又はこれに代わる担保の納付が見積金額（税込み）の100分の５に達

しない入札

⑺　金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札

⑻　入札内訳書の積算が誤った入札

⑼　入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停

止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者

がした入札

⑽　入札書の日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札

14　落札者の決定の方法

⑴　予定価格の制限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。

⑵　落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者に

くじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のう

ち開札に立会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札

事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

15　その他

⑴　契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出するこ

と。

⑵　この調達契約は、世界貿易機関（ＷＴＯ）協定の一部として、附属書四に掲げら

れている政府調達に関する協定の適用を受ける。

⑶　特定調達に係る苦情処理の関係において福岡県政府調達苦情検討委員会が調達手

続の停止等を要請する場合、調達手続の停止等があり得る。

⑷　入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県

の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。

⑸　その他、詳細は入札説明書による。

16　Summary

⑴　Nature and Quantity of the Products and Services to be Leased 

　　IC Card Driver's License Issuing System 1 set

⑵　Time Limit of Tender

　　5：45 PM on October 5, 2015

⑶　Section where to inquire about this Notice of Tender

　　Accounting Division, General Affairs Department, Fukuoka Prefectural Police 

Headquarters 

　　7-7, Higashi Koen, Hakata-ku, Fukuoka City 812-8576 Japan

　　Tel 092-641-4141 (Ext.2236)
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県庁舎電力供給（ベース供給部分）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部財産活用課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　　平成27年７月23日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　九州電力株式会社

　⑵　住所

　　　福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その１（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　筑後県税事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　筑後市大字山ノ井766－２　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,576,342円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その２（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　朝倉農林事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　朝倉市甘木2014－１　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　37,563,879円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その３（15施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県立美術館　外14箇所

　⑵　所在地

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　59,865,644円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その６（13施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　農林業総合試験場資源活用研究センター　外12箇所

　⑵　所在地

　　　久留米市山本町豊田1438－２　外12箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　51,695,087円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その７（８施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　京築県土整備事務所　外７箇所

　⑵　所在地

　　　豊前市大字八屋2007－１　外７箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　61,198,080円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
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○福岡県都市計画審議会の開催 （都市計画課）……………１

○国土調査の成果の認証 （農山漁村振興課）……………２

○国土調査の成果の認証 （農山漁村振興課）……………２

○国土調査の成果の認証 （農山漁村振興課）……………２

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………２

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………２

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………３

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………３

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………３

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………３

○競争入札参加者の資格等 （総務事務センター）……………３

○一般競争入札の実施 （警察本部会計課）……………５

○落札者等の公示 （財産活用課）……………７

○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………９

○落札者等の公示 （財産活用課）……………９

○落札者等の公示 （財産活用課）……………10

○落札者等の公示 （財産活用課）……………10

○落札者等の公示 （財産活用課）……………11

○落札者等の公示 （財産活用課）……………11

　　　　選挙管理委員会

○政治団体の設立届 （市町村支援課）……………11

○政治団体の届出事項の異動届 （市町村支援課）……………14

○政治団体の解散届 （市町村支援課）……………17

○資金管理団体の指定届 （市町村支援課）……………18

○資金管理団体の届出事項の異動届 （市町村支援課）……………19

○資金管理団体の指定取消届 （市町村支援課）……………20

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定に基づき開催される第226回

福岡県都市計画審議会が次のように公開されるので、公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　日時

　　平成27年９月１日　午後２時00分

２　会場

　　福岡市博多区千代一丁目20－31

　　ホテルレガロ福岡　レガロホールＡ

３　予定議案

　　福岡都市計画道路の変更（福岡県決定）について

　　小郡都市計画道路の変更（福岡県決定）について

　　大野城市に設置する産業廃棄物処理施設の敷地の位置について

４　審議会の公開

　本審議会の傍聴を希望する者は、審議会当日、会場にて開会の30分前から傍聴券を

交付するので、受付に申し込むこと。ただし、傍聴券に限りがあるため、申込多数の

場合は抽選となることがある。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　糸島市新田460番５

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　小郡市上西鰺坂159番地６ＡＰ－ＢＯＸ　ＨＡＴＡＭＡ－Ａ号

　　曲田　幹奈　曲田　里奈
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　フェスティバルガーデン春日

　⑵　所在地　春日市大字上白水1308番１　外

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　（仮称）ドラッグコスモス北野店

　⑵　所在地　久留米市北野町高良字藪ノ上1469－３　外５筆

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　スーパードラッグコスモス西浜田店

　⑵　所在地　大牟田市西浜田町17番１　外

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

　　意見なし

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　ライフガーデン新宮中央

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前一丁目５番地３　外

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　糸島市新田460番６

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　糸島市波多江駅北三丁目１番32号（103）

　　相川　賢太　相川　麻由
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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

372号）の規定が適用される調達契約の締結が見込まれるので、次のとおり公告します

。

　　平成27年８月25日

 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　調達をする物品等又は特定役務の種類

　　ICカード運転免許証作成システム賃貸借等

２　競争入札参加者の資格

　⑴　競争入札に参加することができない者

ア　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項各号のいずれか

に該当する者（特別の理由がある場合を除く。）

イ　地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当する事実があった

後２年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理

人として使用する者

ウ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってそ

の役員が暴力団員であるもの（それぞれアに該当する者を除く。）

エ　競争入札参加資格審査申請書（電子計算処理組織（知事の使用に係る電子計算

機（入力装置を含む。以下同じ。）と入札参加資格を得ようとする者の使用に係

る電子計算機を電気通信回線で接続したものをいう。）による電磁的記録を含む

。）及び添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

オ　営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者

カ　原則として、同種の営業を引き続き２年以上営んでいない者

　⑵　競争入札参加資格審査事項については、次のとおりとする。

　　ア　従業員数

　　イ　年間売上高

　　ウ　自己資本金

　　エ　流動比率

　　オ　経営年数

　　カ　地域貢献活動項目（具体的な内容については、知事が別に定める。）

３　競争入札参加資格審査の申請方法等

　⑴　申請方法

　　　次の書類を知事に提出するものとする。

ア　競争入札参加資格審査申請書（様式第１号）

イ　法人にあっては登記事項証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）、個

人にあっては本籍地の市町村長の発行する身分証明書及び法務局が発行する登記

されていないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

ウ　印鑑証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

エ　県外に本店を有し、代表者が入札、契約の締結、代金の請求又は受領等を代理

人に委任する場合は、委任状（様式第２号）

オ　県税に未納のないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）並び

に消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの証明書（３か月以内に発行さ

れた原本又は写し）

カ　法人にあっては財務諸表の写し（申請書提出日の属する事業年度の直前２事業

年度分）、個人にあっては貸借対照表（申請書提出日の属する年の直前の12月31

日現在のもの）（様式第３号）及び所得税確定申告書の写し（申請書提出日の属

する年の直前２か年分）

キ　障害者の雇用状況報告義務がある場合には、障害者雇用状況報告書の写し、報

告義務がない場合で障害者を雇用しているときには、障害者の雇用状況調査票（

様式第４号）

ク　営業概要表（様式第５号）

ケ　事業協同組合で官公需適格組合の証明を受けた組合にあっては、官公需適格組

合用営業概要表（様式第６号）及び官公需適格組合証明書（物品関係）の写し等

コ　印刷業明細表（印刷業のみ）（様式第７号）

サ　ビル清掃管理業明細表（ビル清掃管理業のみ）（様式第８号）

シ　暴力団排除に関する誓約書（役員名簿）（様式第９号）

ス　営業に必要な許可、認可等を得たことを証する書類の写し

セ　協同組合等の組合が申請する場合には、当該組合の定款及び組合員名簿

ソ　ＩＳＯ9000シリーズの認証を取得している場合には、その登録証の写し

タ　福岡県物品関係競争入札参加者の格付及び指名等に関する要綱の付表の区分に

⑷　民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て又は会社更

生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者

⑸　福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成14年２月22日13管

達第66号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間

中でない者

５　当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称

　　福岡県警察本部総務部会計課

　　〒812－8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　（電話番号）092－641－4141　内線2236

６　契約条項を示す場所

　　５の部局とする。

７　入札説明書の交付

　平成27年８月25日（火）から平成27年９月15日（火）までの県の休日を除く毎日、

午前９時00分から午後５時45分まで５の部局で交付する。

８　入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨

　　日本語及び日本国通貨

９　入札書の提出場所、提出期限及び提出方法

　⑴　提出場所

　　　５の部局とする。

　⑵　提出期限

　　　平成27年10月５日（月）午後５時45分

　⑶　提出方法

　直接（ただし、県の休日には受領しない。）又は郵便（書留郵便に限る。提出期

限内必着）で行う。

10　開札の場所及び日時

　⑴　場所

　　　〒812－8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　　福岡県警察本部入札室（地下１階北側）

　⑵　日時

　　　平成27年10月６日（火）午前11時00分

11　落札者がない場合の措置

　開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の８第４

項の規定により再度入札を行う。この場合において、再度の入札は、入札者又はその

代理人の全てが立ち会っている場合にあっては直ちにその場で、郵便入札を含む場合

にあっては別に定める日時及び場所において行う。

12　入札保証金及び契約保証金

　⑴　入札保証金

　見積金額（税込み）の100分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付

又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。

ア　県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額（税込み）の100分の５以上

を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面を提出する場合

　⑵　契約保証金

　契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供す

ること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。

ア　県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の100分の10以上を保険金額

とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面を提出する場合

13　入札の無効

　　次の入札は無効とする。

　なお、11により再度入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加

わることができない。

⑴　入札金額の記載がない入札、又は入札金額を訂正した入札

⑵　法令又は入札に関する条件に違反している入札

　　124,059,348円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月12日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県庁舎電力供給（負荷追随供給部分）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部財産活用課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成27年７月23日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　58,963,904円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月12日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　九州歴史資料館電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　九州歴史資料館

　⑵　所在地

　　　小郡市三沢5208－３

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　九州電力株式会社

　⑵　住所

　　　福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　33,063,169円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　　福岡市中央区天神五丁目２－１　外14箇所

３　落札者を決定した日　　

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　49,039,871円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その４（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　博多県税事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区博多駅東一丁目17－１　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　伊藤忠エネクス株式会社　電力・ユーティリティ事業本部

　⑵　住所

　　　東京都港区虎ノ門二丁目10番１号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　57,567,051円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その５（９施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　工業技術センター　外８箇所

　⑵　所在地

　　　筑紫野市上古賀三丁目２－１　外８箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

　福岡県選挙管理委員会告示第85号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定に基づき、次の政治

団体から政治団体設立届があったので、同法第７条の２第１項の規定により次のとお

り告示する。

　　平成27年８月25日

福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

あるものに係る評価申請書等（ただし、障害者雇用はキに掲げるもの）

チ　返信用封筒（392円切手を貼付した長形３号封筒）

　⑵　申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務センター調達班

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　（電話番号）092－643－3092（ダイヤルイン）

　申請書は、福岡県庁ホームページからダウンロードすることにより入手すること

ができる。

　⑶　申請書の受付期間

　この公告の日から平成27年９月14日（月曜日）までとする。

　ただし、受付期間の終了後も入札日時まで随時受け付けるが、この場合には、競

争入札参加資格審査が入札に間に合わないことがある。

４　競争入札参加資格審査結果の通知

　　競争入札参加資格決定通知書により通知（郵送）する。

５　競争入札参加資格の有効期間及び当該期間の更新手続

　⑴　競争入札参加資格の有効期間

　競争入札参加資格の有効期間は、この告示に基づき資格を取得したときから平成

29年９月末日までとする。

　⑵　有効期間の更新手続

　⑴の有効期間の更新を希望する者は、平成29年７月中に実施する福岡県競争入札

参加資格審査の申請をすること。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　政府調達に関する協定の適用を受ける物品の調達について、次のとおり一般競争入札

に付します。

　　平成27年８月25日

 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　調達内容

　⑴　調達案件名

　　　ＩＣカード運転免許証作成システム賃貸借等

　⑵　契約内容及び特質等入札説明書による。

　⑶　契約期間

　　　平成28年３月１日から平成35年２月28日までの間

　⑷　納入場所

　　　福岡県警察本部運転免許試験課が指定する場所

２　入札参加資格（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項の規

定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。）

　「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の

一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成27年５月福岡県告示

第534号）」に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者）

３　入札参加資格を得るための申請の方法

　２に掲げる入札参加資格を有しない者で入札を希望するものは、本県の所定の競争

入札参加資格審査申請書に必要事項を記入の上、次の部局へ提出すること。

　　・申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務センター調達班

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　電話番号　092－643－3092（ダイヤルイン）

　申請書は、福岡県庁ホームページからダウンロードすることにより入手すること

ができる。

４　入札参加条件（地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加

資格をいう。以下同じ。）

　　平成27年10月５日（月）現在において、次の条件を満たすこと。

　⑴　２の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付けされている者

　⑵　当該物品を迅速かつ確実に納品できると認められる者

⑶　納入する物品に係るアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供でき

ると認められる者

⑶　同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札

⑷　所定の場所及び日時に到達しない入札

⑸　入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札

⑹　入札保証金又はこれに代わる担保の納付が見積金額（税込み）の100分の５に達

しない入札

⑺　金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札

⑻　入札内訳書の積算が誤った入札

⑼　入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停

止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者

がした入札

⑽　入札書の日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札

14　落札者の決定の方法

⑴　予定価格の制限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。

⑵　落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者に

くじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のう

ち開札に立会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札

事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

15　その他

⑴　契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出するこ

と。

⑵　この調達契約は、世界貿易機関（ＷＴＯ）協定の一部として、附属書四に掲げら

れている政府調達に関する協定の適用を受ける。

⑶　特定調達に係る苦情処理の関係において福岡県政府調達苦情検討委員会が調達手

続の停止等を要請する場合、調達手続の停止等があり得る。

⑷　入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県

の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。

⑸　その他、詳細は入札説明書による。

16　Summary

⑴　Nature and Quantity of the Products and Services to be Leased 

　　IC Card Driver's License Issuing System 1 set

⑵　Time Limit of Tender

　　5：45 PM on October 5, 2015

⑶　Section where to inquire about this Notice of Tender

　　Accounting Division, General Affairs Department, Fukuoka Prefectural Police 

Headquarters 

　　7-7, Higashi Koen, Hakata-ku, Fukuoka City 812-8576 Japan

　　Tel 092-641-4141 (Ext.2236)
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県庁舎電力供給（ベース供給部分）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部財産活用課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　　平成27年７月23日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　九州電力株式会社

　⑵　住所

　　　福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その１（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　筑後県税事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　筑後市大字山ノ井766－２　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,576,342円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その２（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　朝倉農林事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　朝倉市甘木2014－１　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　37,563,879円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その３（15施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県立美術館　外14箇所

　⑵　所在地

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　59,865,644円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その６（13施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　農林業総合試験場資源活用研究センター　外12箇所

　⑵　所在地

　　　久留米市山本町豊田1438－２　外12箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　51,695,087円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その７（８施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　京築県土整備事務所　外７箇所

　⑵　所在地

　　　豊前市大字八屋2007－１　外７箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　61,198,080円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
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 （中小企業振興課）……………２
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 （中小企業振興課）……………３

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………３

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………３

○競争入札参加者の資格等 （総務事務センター）……………３

○一般競争入札の実施 （警察本部会計課）……………５

○落札者等の公示 （財産活用課）……………７

○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………９

○落札者等の公示 （財産活用課）……………９

○落札者等の公示 （財産活用課）……………10

○落札者等の公示 （財産活用課）……………10

○落札者等の公示 （財産活用課）……………11

○落札者等の公示 （財産活用課）……………11

　　　　選挙管理委員会

○政治団体の設立届 （市町村支援課）……………11

○政治団体の届出事項の異動届 （市町村支援課）……………14

○政治団体の解散届 （市町村支援課）……………17

○資金管理団体の指定届 （市町村支援課）……………18

○資金管理団体の届出事項の異動届 （市町村支援課）……………19

○資金管理団体の指定取消届 （市町村支援課）……………20

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定に基づき開催される第226回

福岡県都市計画審議会が次のように公開されるので、公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　日時

　　平成27年９月１日　午後２時00分

２　会場

　　福岡市博多区千代一丁目20－31

　　ホテルレガロ福岡　レガロホールＡ

３　予定議案

　　福岡都市計画道路の変更（福岡県決定）について

　　小郡都市計画道路の変更（福岡県決定）について

　　大野城市に設置する産業廃棄物処理施設の敷地の位置について

４　審議会の公開

　本審議会の傍聴を希望する者は、審議会当日、会場にて開会の30分前から傍聴券を

交付するので、受付に申し込むこと。ただし、傍聴券に限りがあるため、申込多数の

場合は抽選となることがある。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　糸島市新田460番５

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　小郡市上西鰺坂159番地６ＡＰ－ＢＯＸ　ＨＡＴＡＭＡ－Ａ号

　　曲田　幹奈　曲田　里奈
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　フェスティバルガーデン春日

　⑵　所在地　春日市大字上白水1308番１　外

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　（仮称）ドラッグコスモス北野店

　⑵　所在地　久留米市北野町高良字藪ノ上1469－３　外５筆

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　スーパードラッグコスモス西浜田店

　⑵　所在地　大牟田市西浜田町17番１　外

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

　　意見なし

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　ライフガーデン新宮中央

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前一丁目５番地３　外

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　糸島市新田460番６

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　糸島市波多江駅北三丁目１番32号（103）

　　相川　賢太　相川　麻由
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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

372号）の規定が適用される調達契約の締結が見込まれるので、次のとおり公告します

。

　　平成27年８月25日

 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　調達をする物品等又は特定役務の種類

　　ICカード運転免許証作成システム賃貸借等

２　競争入札参加者の資格

　⑴　競争入札に参加することができない者

ア　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項各号のいずれか

に該当する者（特別の理由がある場合を除く。）

イ　地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当する事実があった

後２年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理

人として使用する者

ウ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってそ

の役員が暴力団員であるもの（それぞれアに該当する者を除く。）

エ　競争入札参加資格審査申請書（電子計算処理組織（知事の使用に係る電子計算

機（入力装置を含む。以下同じ。）と入札参加資格を得ようとする者の使用に係

る電子計算機を電気通信回線で接続したものをいう。）による電磁的記録を含む

。）及び添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

オ　営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者

カ　原則として、同種の営業を引き続き２年以上営んでいない者

　⑵　競争入札参加資格審査事項については、次のとおりとする。

　　ア　従業員数

　　イ　年間売上高

　　ウ　自己資本金

　　エ　流動比率

　　オ　経営年数

　　カ　地域貢献活動項目（具体的な内容については、知事が別に定める。）

３　競争入札参加資格審査の申請方法等

　⑴　申請方法

　　　次の書類を知事に提出するものとする。

ア　競争入札参加資格審査申請書（様式第１号）

イ　法人にあっては登記事項証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）、個

人にあっては本籍地の市町村長の発行する身分証明書及び法務局が発行する登記

されていないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

ウ　印鑑証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

エ　県外に本店を有し、代表者が入札、契約の締結、代金の請求又は受領等を代理

人に委任する場合は、委任状（様式第２号）

オ　県税に未納のないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）並び

に消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの証明書（３か月以内に発行さ

れた原本又は写し）

カ　法人にあっては財務諸表の写し（申請書提出日の属する事業年度の直前２事業

年度分）、個人にあっては貸借対照表（申請書提出日の属する年の直前の12月31

日現在のもの）（様式第３号）及び所得税確定申告書の写し（申請書提出日の属

する年の直前２か年分）

キ　障害者の雇用状況報告義務がある場合には、障害者雇用状況報告書の写し、報

告義務がない場合で障害者を雇用しているときには、障害者の雇用状況調査票（

様式第４号）

ク　営業概要表（様式第５号）

ケ　事業協同組合で官公需適格組合の証明を受けた組合にあっては、官公需適格組

合用営業概要表（様式第６号）及び官公需適格組合証明書（物品関係）の写し等

コ　印刷業明細表（印刷業のみ）（様式第７号）

サ　ビル清掃管理業明細表（ビル清掃管理業のみ）（様式第８号）

シ　暴力団排除に関する誓約書（役員名簿）（様式第９号）

ス　営業に必要な許可、認可等を得たことを証する書類の写し

セ　協同組合等の組合が申請する場合には、当該組合の定款及び組合員名簿

ソ　ＩＳＯ9000シリーズの認証を取得している場合には、その登録証の写し

タ　福岡県物品関係競争入札参加者の格付及び指名等に関する要綱の付表の区分に

⑷　民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て又は会社更

生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者

⑸　福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成14年２月22日13管

達第66号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間

中でない者

５　当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称

　　福岡県警察本部総務部会計課

　　〒812－8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　（電話番号）092－641－4141　内線2236

６　契約条項を示す場所

　　５の部局とする。

７　入札説明書の交付

　平成27年８月25日（火）から平成27年９月15日（火）までの県の休日を除く毎日、

午前９時00分から午後５時45分まで５の部局で交付する。

８　入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨

　　日本語及び日本国通貨

９　入札書の提出場所、提出期限及び提出方法

　⑴　提出場所

　　　５の部局とする。

　⑵　提出期限

　　　平成27年10月５日（月）午後５時45分

　⑶　提出方法

　直接（ただし、県の休日には受領しない。）又は郵便（書留郵便に限る。提出期

限内必着）で行う。

10　開札の場所及び日時

　⑴　場所

　　　〒812－8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　　福岡県警察本部入札室（地下１階北側）

　⑵　日時

　　　平成27年10月６日（火）午前11時00分

11　落札者がない場合の措置

　開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の８第４

項の規定により再度入札を行う。この場合において、再度の入札は、入札者又はその

代理人の全てが立ち会っている場合にあっては直ちにその場で、郵便入札を含む場合

にあっては別に定める日時及び場所において行う。

12　入札保証金及び契約保証金

　⑴　入札保証金

　見積金額（税込み）の100分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付

又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。

ア　県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額（税込み）の100分の５以上

を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面を提出する場合

　⑵　契約保証金

　契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供す

ること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。

ア　県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の100分の10以上を保険金額

とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面を提出する場合

13　入札の無効

　　次の入札は無効とする。

　なお、11により再度入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加

わることができない。

⑴　入札金額の記載がない入札、又は入札金額を訂正した入札

⑵　法令又は入札に関する条件に違反している入札

　　124,059,348円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月12日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県庁舎電力供給（負荷追随供給部分）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部財産活用課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成27年７月23日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　58,963,904円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月12日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　九州歴史資料館電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　九州歴史資料館

　⑵　所在地

　　　小郡市三沢5208－３

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　九州電力株式会社

　⑵　住所

　　　福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　33,063,169円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　　福岡市中央区天神五丁目２－１　外14箇所

３　落札者を決定した日　　

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　49,039,871円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その４（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　博多県税事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区博多駅東一丁目17－１　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　伊藤忠エネクス株式会社　電力・ユーティリティ事業本部

　⑵　住所

　　　東京都港区虎ノ門二丁目10番１号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　57,567,051円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その５（９施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　工業技術センター　外８箇所

　⑵　所在地

　　　筑紫野市上古賀三丁目２－１　外８箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

　福岡県選挙管理委員会告示第85号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定に基づき、次の政治

団体から政治団体設立届があったので、同法第７条の２第１項の規定により次のとお

り告示する。

　　平成27年８月25日

福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

あるものに係る評価申請書等（ただし、障害者雇用はキに掲げるもの）

チ　返信用封筒（392円切手を貼付した長形３号封筒）

　⑵　申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務センター調達班

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　（電話番号）092－643－3092（ダイヤルイン）

　申請書は、福岡県庁ホームページからダウンロードすることにより入手すること

ができる。

　⑶　申請書の受付期間

　この公告の日から平成27年９月14日（月曜日）までとする。

　ただし、受付期間の終了後も入札日時まで随時受け付けるが、この場合には、競

争入札参加資格審査が入札に間に合わないことがある。

４　競争入札参加資格審査結果の通知

　　競争入札参加資格決定通知書により通知（郵送）する。

５　競争入札参加資格の有効期間及び当該期間の更新手続

　⑴　競争入札参加資格の有効期間

　競争入札参加資格の有効期間は、この告示に基づき資格を取得したときから平成

29年９月末日までとする。

　⑵　有効期間の更新手続

　⑴の有効期間の更新を希望する者は、平成29年７月中に実施する福岡県競争入札

参加資格審査の申請をすること。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　政府調達に関する協定の適用を受ける物品の調達について、次のとおり一般競争入札

に付します。

　　平成27年８月25日

 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　調達内容

　⑴　調達案件名

　　　ＩＣカード運転免許証作成システム賃貸借等

　⑵　契約内容及び特質等入札説明書による。

　⑶　契約期間

　　　平成28年３月１日から平成35年２月28日までの間

　⑷　納入場所

　　　福岡県警察本部運転免許試験課が指定する場所

２　入札参加資格（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項の規

定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。）

　「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の

一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成27年５月福岡県告示

第534号）」に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者）

３　入札参加資格を得るための申請の方法

　２に掲げる入札参加資格を有しない者で入札を希望するものは、本県の所定の競争

入札参加資格審査申請書に必要事項を記入の上、次の部局へ提出すること。

　　・申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務センター調達班

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　電話番号　092－643－3092（ダイヤルイン）

　申請書は、福岡県庁ホームページからダウンロードすることにより入手すること

ができる。

４　入札参加条件（地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加

資格をいう。以下同じ。）

　　平成27年10月５日（月）現在において、次の条件を満たすこと。

　⑴　２の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付けされている者

　⑵　当該物品を迅速かつ確実に納品できると認められる者

⑶　納入する物品に係るアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供でき

ると認められる者

⑶　同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札

⑷　所定の場所及び日時に到達しない入札

⑸　入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札

⑹　入札保証金又はこれに代わる担保の納付が見積金額（税込み）の100分の５に達

しない入札

⑺　金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札

⑻　入札内訳書の積算が誤った入札

⑼　入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停

止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者

がした入札

⑽　入札書の日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札

14　落札者の決定の方法

⑴　予定価格の制限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。

⑵　落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者に

くじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のう

ち開札に立会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札

事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

15　その他

⑴　契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出するこ

と。

⑵　この調達契約は、世界貿易機関（ＷＴＯ）協定の一部として、附属書四に掲げら

れている政府調達に関する協定の適用を受ける。

⑶　特定調達に係る苦情処理の関係において福岡県政府調達苦情検討委員会が調達手

続の停止等を要請する場合、調達手続の停止等があり得る。

⑷　入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県

の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。

⑸　その他、詳細は入札説明書による。

16　Summary

⑴　Nature and Quantity of the Products and Services to be Leased 

　　IC Card Driver's License Issuing System 1 set

⑵　Time Limit of Tender

　　5：45 PM on October 5, 2015

⑶　Section where to inquire about this Notice of Tender

　　Accounting Division, General Affairs Department, Fukuoka Prefectural Police 

Headquarters 

　　7-7, Higashi Koen, Hakata-ku, Fukuoka City 812-8576 Japan

　　Tel 092-641-4141 (Ext.2236)
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県庁舎電力供給（ベース供給部分）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部財産活用課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　　平成27年７月23日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　九州電力株式会社

　⑵　住所

　　　福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その１（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　筑後県税事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　筑後市大字山ノ井766－２　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,576,342円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その２（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　朝倉農林事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　朝倉市甘木2014－１　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　37,563,879円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その３（15施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県立美術館　外14箇所

　⑵　所在地

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　59,865,644円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その６（13施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　農林業総合試験場資源活用研究センター　外12箇所

　⑵　所在地

　　　久留米市山本町豊田1438－２　外12箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　51,695,087円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その７（８施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　京築県土整備事務所　外７箇所

　⑵　所在地

　　　豊前市大字八屋2007－１　外７箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　61,198,080円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
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○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………９

○落札者等の公示 （財産活用課）……………９

○落札者等の公示 （財産活用課）……………10

○落札者等の公示 （財産活用課）……………10

○落札者等の公示 （財産活用課）……………11

○落札者等の公示 （財産活用課）……………11

　　　　選挙管理委員会

○政治団体の設立届 （市町村支援課）……………11

○政治団体の届出事項の異動届 （市町村支援課）……………14

○政治団体の解散届 （市町村支援課）……………17

○資金管理団体の指定届 （市町村支援課）……………18

○資金管理団体の届出事項の異動届 （市町村支援課）……………19

○資金管理団体の指定取消届 （市町村支援課）……………20

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定に基づき開催される第226回

福岡県都市計画審議会が次のように公開されるので、公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　日時

　　平成27年９月１日　午後２時00分

２　会場

　　福岡市博多区千代一丁目20－31

　　ホテルレガロ福岡　レガロホールＡ

３　予定議案

　　福岡都市計画道路の変更（福岡県決定）について

　　小郡都市計画道路の変更（福岡県決定）について

　　大野城市に設置する産業廃棄物処理施設の敷地の位置について

４　審議会の公開

　本審議会の傍聴を希望する者は、審議会当日、会場にて開会の30分前から傍聴券を

交付するので、受付に申し込むこと。ただし、傍聴券に限りがあるため、申込多数の

場合は抽選となることがある。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　糸島市新田460番５

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　小郡市上西鰺坂159番地６ＡＰ－ＢＯＸ　ＨＡＴＡＭＡ－Ａ号

　　曲田　幹奈　曲田　里奈
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　フェスティバルガーデン春日

　⑵　所在地　春日市大字上白水1308番１　外

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　（仮称）ドラッグコスモス北野店

　⑵　所在地　久留米市北野町高良字藪ノ上1469－３　外５筆

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　スーパードラッグコスモス西浜田店

　⑵　所在地　大牟田市西浜田町17番１　外

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

　　意見なし

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　ライフガーデン新宮中央

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前一丁目５番地３　外

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　糸島市新田460番６

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　糸島市波多江駅北三丁目１番32号（103）

　　相川　賢太　相川　麻由
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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

372号）の規定が適用される調達契約の締結が見込まれるので、次のとおり公告します

。

　　平成27年８月25日

 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　調達をする物品等又は特定役務の種類

　　ICカード運転免許証作成システム賃貸借等

２　競争入札参加者の資格

　⑴　競争入札に参加することができない者

ア　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項各号のいずれか

に該当する者（特別の理由がある場合を除く。）

イ　地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当する事実があった

後２年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理

人として使用する者

ウ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってそ

の役員が暴力団員であるもの（それぞれアに該当する者を除く。）

エ　競争入札参加資格審査申請書（電子計算処理組織（知事の使用に係る電子計算

機（入力装置を含む。以下同じ。）と入札参加資格を得ようとする者の使用に係

る電子計算機を電気通信回線で接続したものをいう。）による電磁的記録を含む

。）及び添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

オ　営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者

カ　原則として、同種の営業を引き続き２年以上営んでいない者

　⑵　競争入札参加資格審査事項については、次のとおりとする。

　　ア　従業員数

　　イ　年間売上高

　　ウ　自己資本金

　　エ　流動比率

　　オ　経営年数

　　カ　地域貢献活動項目（具体的な内容については、知事が別に定める。）

３　競争入札参加資格審査の申請方法等

　⑴　申請方法

　　　次の書類を知事に提出するものとする。

ア　競争入札参加資格審査申請書（様式第１号）

イ　法人にあっては登記事項証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）、個

人にあっては本籍地の市町村長の発行する身分証明書及び法務局が発行する登記

されていないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

ウ　印鑑証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

エ　県外に本店を有し、代表者が入札、契約の締結、代金の請求又は受領等を代理

人に委任する場合は、委任状（様式第２号）

オ　県税に未納のないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）並び

に消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの証明書（３か月以内に発行さ

れた原本又は写し）

カ　法人にあっては財務諸表の写し（申請書提出日の属する事業年度の直前２事業

年度分）、個人にあっては貸借対照表（申請書提出日の属する年の直前の12月31

日現在のもの）（様式第３号）及び所得税確定申告書の写し（申請書提出日の属

する年の直前２か年分）

キ　障害者の雇用状況報告義務がある場合には、障害者雇用状況報告書の写し、報

告義務がない場合で障害者を雇用しているときには、障害者の雇用状況調査票（

様式第４号）

ク　営業概要表（様式第５号）

ケ　事業協同組合で官公需適格組合の証明を受けた組合にあっては、官公需適格組

合用営業概要表（様式第６号）及び官公需適格組合証明書（物品関係）の写し等

コ　印刷業明細表（印刷業のみ）（様式第７号）

サ　ビル清掃管理業明細表（ビル清掃管理業のみ）（様式第８号）

シ　暴力団排除に関する誓約書（役員名簿）（様式第９号）

ス　営業に必要な許可、認可等を得たことを証する書類の写し

セ　協同組合等の組合が申請する場合には、当該組合の定款及び組合員名簿

ソ　ＩＳＯ9000シリーズの認証を取得している場合には、その登録証の写し

タ　福岡県物品関係競争入札参加者の格付及び指名等に関する要綱の付表の区分に

⑷　民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て又は会社更

生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者

⑸　福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成14年２月22日13管

達第66号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間

中でない者

５　当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称

　　福岡県警察本部総務部会計課

　　〒812－8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　（電話番号）092－641－4141　内線2236

６　契約条項を示す場所

　　５の部局とする。

７　入札説明書の交付

　平成27年８月25日（火）から平成27年９月15日（火）までの県の休日を除く毎日、

午前９時00分から午後５時45分まで５の部局で交付する。

８　入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨

　　日本語及び日本国通貨

９　入札書の提出場所、提出期限及び提出方法

　⑴　提出場所

　　　５の部局とする。

　⑵　提出期限

　　　平成27年10月５日（月）午後５時45分

　⑶　提出方法

　直接（ただし、県の休日には受領しない。）又は郵便（書留郵便に限る。提出期

限内必着）で行う。

10　開札の場所及び日時

　⑴　場所

　　　〒812－8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　　福岡県警察本部入札室（地下１階北側）

　⑵　日時

　　　平成27年10月６日（火）午前11時00分

11　落札者がない場合の措置

　開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の８第４

項の規定により再度入札を行う。この場合において、再度の入札は、入札者又はその

代理人の全てが立ち会っている場合にあっては直ちにその場で、郵便入札を含む場合

にあっては別に定める日時及び場所において行う。

12　入札保証金及び契約保証金

　⑴　入札保証金

　見積金額（税込み）の100分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付

又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。

ア　県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額（税込み）の100分の５以上

を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面を提出する場合

　⑵　契約保証金

　契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供す

ること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。

ア　県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の100分の10以上を保険金額

とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面を提出する場合

13　入札の無効

　　次の入札は無効とする。

　なお、11により再度入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加

わることができない。

⑴　入札金額の記載がない入札、又は入札金額を訂正した入札

⑵　法令又は入札に関する条件に違反している入札

　　124,059,348円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月12日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県庁舎電力供給（負荷追随供給部分）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部財産活用課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成27年７月23日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　58,963,904円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月12日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　九州歴史資料館電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　九州歴史資料館

　⑵　所在地

　　　小郡市三沢5208－３

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　九州電力株式会社

　⑵　住所

　　　福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　33,063,169円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　　福岡市中央区天神五丁目２－１　外14箇所

３　落札者を決定した日　　

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　49,039,871円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その４（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　博多県税事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区博多駅東一丁目17－１　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　伊藤忠エネクス株式会社　電力・ユーティリティ事業本部

　⑵　住所

　　　東京都港区虎ノ門二丁目10番１号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　57,567,051円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その５（９施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　工業技術センター　外８箇所

　⑵　所在地

　　　筑紫野市上古賀三丁目２－１　外８箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

　福岡県選挙管理委員会告示第85号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定に基づき、次の政治

団体から政治団体設立届があったので、同法第７条の２第１項の規定により次のとお

り告示する。

　　平成27年８月25日

福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

あるものに係る評価申請書等（ただし、障害者雇用はキに掲げるもの）

チ　返信用封筒（392円切手を貼付した長形３号封筒）

　⑵　申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務センター調達班

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　（電話番号）092－643－3092（ダイヤルイン）

　申請書は、福岡県庁ホームページからダウンロードすることにより入手すること

ができる。

　⑶　申請書の受付期間

　この公告の日から平成27年９月14日（月曜日）までとする。

　ただし、受付期間の終了後も入札日時まで随時受け付けるが、この場合には、競

争入札参加資格審査が入札に間に合わないことがある。

４　競争入札参加資格審査結果の通知

　　競争入札参加資格決定通知書により通知（郵送）する。

５　競争入札参加資格の有効期間及び当該期間の更新手続

　⑴　競争入札参加資格の有効期間

　競争入札参加資格の有効期間は、この告示に基づき資格を取得したときから平成

29年９月末日までとする。

　⑵　有効期間の更新手続

　⑴の有効期間の更新を希望する者は、平成29年７月中に実施する福岡県競争入札

参加資格審査の申請をすること。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　政府調達に関する協定の適用を受ける物品の調達について、次のとおり一般競争入札

に付します。

　　平成27年８月25日

 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　調達内容

　⑴　調達案件名

　　　ＩＣカード運転免許証作成システム賃貸借等

　⑵　契約内容及び特質等入札説明書による。

　⑶　契約期間

　　　平成28年３月１日から平成35年２月28日までの間

　⑷　納入場所

　　　福岡県警察本部運転免許試験課が指定する場所

２　入札参加資格（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項の規

定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。）

　「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の

一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成27年５月福岡県告示

第534号）」に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者）

３　入札参加資格を得るための申請の方法

　２に掲げる入札参加資格を有しない者で入札を希望するものは、本県の所定の競争

入札参加資格審査申請書に必要事項を記入の上、次の部局へ提出すること。

　　・申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務センター調達班

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　電話番号　092－643－3092（ダイヤルイン）

　申請書は、福岡県庁ホームページからダウンロードすることにより入手すること

ができる。

４　入札参加条件（地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加

資格をいう。以下同じ。）

　　平成27年10月５日（月）現在において、次の条件を満たすこと。

　⑴　２の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付けされている者

　⑵　当該物品を迅速かつ確実に納品できると認められる者

⑶　納入する物品に係るアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供でき

ると認められる者

⑶　同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札

⑷　所定の場所及び日時に到達しない入札

⑸　入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札

⑹　入札保証金又はこれに代わる担保の納付が見積金額（税込み）の100分の５に達

しない入札

⑺　金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札

⑻　入札内訳書の積算が誤った入札

⑼　入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停

止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者

がした入札

⑽　入札書の日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札

14　落札者の決定の方法

⑴　予定価格の制限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。

⑵　落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者に

くじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のう

ち開札に立会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札

事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

15　その他

⑴　契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出するこ

と。

⑵　この調達契約は、世界貿易機関（ＷＴＯ）協定の一部として、附属書四に掲げら

れている政府調達に関する協定の適用を受ける。

⑶　特定調達に係る苦情処理の関係において福岡県政府調達苦情検討委員会が調達手

続の停止等を要請する場合、調達手続の停止等があり得る。

⑷　入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県

の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。

⑸　その他、詳細は入札説明書による。

16　Summary

⑴　Nature and Quantity of the Products and Services to be Leased 

　　IC Card Driver's License Issuing System 1 set

⑵　Time Limit of Tender

　　5：45 PM on October 5, 2015

⑶　Section where to inquire about this Notice of Tender

　　Accounting Division, General Affairs Department, Fukuoka Prefectural Police 

Headquarters 

　　7-7, Higashi Koen, Hakata-ku, Fukuoka City 812-8576 Japan

　　Tel 092-641-4141 (Ext.2236)
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県庁舎電力供給（ベース供給部分）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部財産活用課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　　平成27年７月23日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　九州電力株式会社

　⑵　住所

　　　福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その１（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　筑後県税事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　筑後市大字山ノ井766－２　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,576,342円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その２（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　朝倉農林事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　朝倉市甘木2014－１　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　37,563,879円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その３（15施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県立美術館　外14箇所

　⑵　所在地

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　59,865,644円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その６（13施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　農林業総合試験場資源活用研究センター　外12箇所

　⑵　所在地

　　　久留米市山本町豊田1438－２　外12箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　51,695,087円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その７（８施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　京築県土整備事務所　外７箇所

　⑵　所在地

　　　豊前市大字八屋2007－１　外７箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　61,198,080円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
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○福岡県都市計画審議会の開催 （都市計画課）……………１

○国土調査の成果の認証 （農山漁村振興課）……………２

○国土調査の成果の認証 （農山漁村振興課）……………２

○国土調査の成果の認証 （農山漁村振興課）……………２

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………２

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………２

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………３

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………３

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………３

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………３

○競争入札参加者の資格等 （総務事務センター）……………３

○一般競争入札の実施 （警察本部会計課）……………５

○落札者等の公示 （財産活用課）……………７

○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………９

○落札者等の公示 （財産活用課）……………９

○落札者等の公示 （財産活用課）……………10

○落札者等の公示 （財産活用課）……………10

○落札者等の公示 （財産活用課）……………11

○落札者等の公示 （財産活用課）……………11

　　　　選挙管理委員会

○政治団体の設立届 （市町村支援課）……………11

○政治団体の届出事項の異動届 （市町村支援課）……………14

○政治団体の解散届 （市町村支援課）……………17

○資金管理団体の指定届 （市町村支援課）……………18

○資金管理団体の届出事項の異動届 （市町村支援課）……………19

○資金管理団体の指定取消届 （市町村支援課）……………20

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定に基づき開催される第226回

福岡県都市計画審議会が次のように公開されるので、公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　日時

　　平成27年９月１日　午後２時00分

２　会場

　　福岡市博多区千代一丁目20－31

　　ホテルレガロ福岡　レガロホールＡ

３　予定議案

　　福岡都市計画道路の変更（福岡県決定）について

　　小郡都市計画道路の変更（福岡県決定）について

　　大野城市に設置する産業廃棄物処理施設の敷地の位置について

４　審議会の公開

　本審議会の傍聴を希望する者は、審議会当日、会場にて開会の30分前から傍聴券を

交付するので、受付に申し込むこと。ただし、傍聴券に限りがあるため、申込多数の

場合は抽選となることがある。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　糸島市新田460番５

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　小郡市上西鰺坂159番地６ＡＰ－ＢＯＸ　ＨＡＴＡＭＡ－Ａ号

　　曲田　幹奈　曲田　里奈
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　フェスティバルガーデン春日

　⑵　所在地　春日市大字上白水1308番１　外

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　（仮称）ドラッグコスモス北野店

　⑵　所在地　久留米市北野町高良字藪ノ上1469－３　外５筆

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　スーパードラッグコスモス西浜田店

　⑵　所在地　大牟田市西浜田町17番１　外

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

　　意見なし

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　ライフガーデン新宮中央

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前一丁目５番地３　外

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　糸島市新田460番６

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　糸島市波多江駅北三丁目１番32号（103）

　　相川　賢太　相川　麻由
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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

372号）の規定が適用される調達契約の締結が見込まれるので、次のとおり公告します

。

　　平成27年８月25日

 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　調達をする物品等又は特定役務の種類

　　ICカード運転免許証作成システム賃貸借等

２　競争入札参加者の資格

　⑴　競争入札に参加することができない者

ア　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項各号のいずれか

に該当する者（特別の理由がある場合を除く。）

イ　地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当する事実があった

後２年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理

人として使用する者

ウ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってそ

の役員が暴力団員であるもの（それぞれアに該当する者を除く。）

エ　競争入札参加資格審査申請書（電子計算処理組織（知事の使用に係る電子計算

機（入力装置を含む。以下同じ。）と入札参加資格を得ようとする者の使用に係

る電子計算機を電気通信回線で接続したものをいう。）による電磁的記録を含む

。）及び添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

オ　営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者

カ　原則として、同種の営業を引き続き２年以上営んでいない者

　⑵　競争入札参加資格審査事項については、次のとおりとする。

　　ア　従業員数

　　イ　年間売上高

　　ウ　自己資本金

　　エ　流動比率

　　オ　経営年数

　　カ　地域貢献活動項目（具体的な内容については、知事が別に定める。）

３　競争入札参加資格審査の申請方法等

　⑴　申請方法

　　　次の書類を知事に提出するものとする。

ア　競争入札参加資格審査申請書（様式第１号）

イ　法人にあっては登記事項証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）、個

人にあっては本籍地の市町村長の発行する身分証明書及び法務局が発行する登記

されていないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

ウ　印鑑証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

エ　県外に本店を有し、代表者が入札、契約の締結、代金の請求又は受領等を代理

人に委任する場合は、委任状（様式第２号）

オ　県税に未納のないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）並び

に消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの証明書（３か月以内に発行さ

れた原本又は写し）

カ　法人にあっては財務諸表の写し（申請書提出日の属する事業年度の直前２事業

年度分）、個人にあっては貸借対照表（申請書提出日の属する年の直前の12月31

日現在のもの）（様式第３号）及び所得税確定申告書の写し（申請書提出日の属

する年の直前２か年分）

キ　障害者の雇用状況報告義務がある場合には、障害者雇用状況報告書の写し、報

告義務がない場合で障害者を雇用しているときには、障害者の雇用状況調査票（

様式第４号）

ク　営業概要表（様式第５号）

ケ　事業協同組合で官公需適格組合の証明を受けた組合にあっては、官公需適格組

合用営業概要表（様式第６号）及び官公需適格組合証明書（物品関係）の写し等

コ　印刷業明細表（印刷業のみ）（様式第７号）

サ　ビル清掃管理業明細表（ビル清掃管理業のみ）（様式第８号）

シ　暴力団排除に関する誓約書（役員名簿）（様式第９号）

ス　営業に必要な許可、認可等を得たことを証する書類の写し

セ　協同組合等の組合が申請する場合には、当該組合の定款及び組合員名簿

ソ　ＩＳＯ9000シリーズの認証を取得している場合には、その登録証の写し

タ　福岡県物品関係競争入札参加者の格付及び指名等に関する要綱の付表の区分に

⑷　民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て又は会社更

生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者

⑸　福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成14年２月22日13管

達第66号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間

中でない者

５　当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称

　　福岡県警察本部総務部会計課

　　〒812－8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　（電話番号）092－641－4141　内線2236

６　契約条項を示す場所

　　５の部局とする。

７　入札説明書の交付

　平成27年８月25日（火）から平成27年９月15日（火）までの県の休日を除く毎日、

午前９時00分から午後５時45分まで５の部局で交付する。

８　入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨

　　日本語及び日本国通貨

９　入札書の提出場所、提出期限及び提出方法

　⑴　提出場所

　　　５の部局とする。

　⑵　提出期限

　　　平成27年10月５日（月）午後５時45分

　⑶　提出方法

　直接（ただし、県の休日には受領しない。）又は郵便（書留郵便に限る。提出期

限内必着）で行う。

10　開札の場所及び日時

　⑴　場所

　　　〒812－8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　　福岡県警察本部入札室（地下１階北側）

　⑵　日時

　　　平成27年10月６日（火）午前11時00分

11　落札者がない場合の措置

　開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の８第４

項の規定により再度入札を行う。この場合において、再度の入札は、入札者又はその

代理人の全てが立ち会っている場合にあっては直ちにその場で、郵便入札を含む場合

にあっては別に定める日時及び場所において行う。

12　入札保証金及び契約保証金

　⑴　入札保証金

　見積金額（税込み）の100分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付

又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。

ア　県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額（税込み）の100分の５以上

を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面を提出する場合

　⑵　契約保証金

　契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供す

ること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。

ア　県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の100分の10以上を保険金額

とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面を提出する場合

13　入札の無効

　　次の入札は無効とする。

　なお、11により再度入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加

わることができない。

⑴　入札金額の記載がない入札、又は入札金額を訂正した入札

⑵　法令又は入札に関する条件に違反している入札

　　124,059,348円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月12日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県庁舎電力供給（負荷追随供給部分）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部財産活用課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成27年７月23日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　58,963,904円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月12日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　九州歴史資料館電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　九州歴史資料館

　⑵　所在地

　　　小郡市三沢5208－３

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　九州電力株式会社

　⑵　住所

　　　福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　33,063,169円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　　福岡市中央区天神五丁目２－１　外14箇所

３　落札者を決定した日　　

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　49,039,871円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その４（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　博多県税事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区博多駅東一丁目17－１　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　伊藤忠エネクス株式会社　電力・ユーティリティ事業本部

　⑵　住所

　　　東京都港区虎ノ門二丁目10番１号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　57,567,051円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その５（９施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　工業技術センター　外８箇所

　⑵　所在地

　　　筑紫野市上古賀三丁目２－１　外８箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

　福岡県選挙管理委員会告示第85号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定に基づき、次の政治

団体から政治団体設立届があったので、同法第７条の２第１項の規定により次のとお

り告示する。

　　平成27年８月25日

福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

あるものに係る評価申請書等（ただし、障害者雇用はキに掲げるもの）

チ　返信用封筒（392円切手を貼付した長形３号封筒）

　⑵　申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務センター調達班

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　（電話番号）092－643－3092（ダイヤルイン）

　申請書は、福岡県庁ホームページからダウンロードすることにより入手すること

ができる。

　⑶　申請書の受付期間

　この公告の日から平成27年９月14日（月曜日）までとする。

　ただし、受付期間の終了後も入札日時まで随時受け付けるが、この場合には、競

争入札参加資格審査が入札に間に合わないことがある。

４　競争入札参加資格審査結果の通知

　　競争入札参加資格決定通知書により通知（郵送）する。

５　競争入札参加資格の有効期間及び当該期間の更新手続

　⑴　競争入札参加資格の有効期間

　競争入札参加資格の有効期間は、この告示に基づき資格を取得したときから平成

29年９月末日までとする。

　⑵　有効期間の更新手続

　⑴の有効期間の更新を希望する者は、平成29年７月中に実施する福岡県競争入札

参加資格審査の申請をすること。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　政府調達に関する協定の適用を受ける物品の調達について、次のとおり一般競争入札

に付します。

　　平成27年８月25日

 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　調達内容

　⑴　調達案件名

　　　ＩＣカード運転免許証作成システム賃貸借等

　⑵　契約内容及び特質等入札説明書による。

　⑶　契約期間

　　　平成28年３月１日から平成35年２月28日までの間

　⑷　納入場所

　　　福岡県警察本部運転免許試験課が指定する場所

２　入札参加資格（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項の規

定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。）

　「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の

一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成27年５月福岡県告示

第534号）」に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者）

３　入札参加資格を得るための申請の方法

　２に掲げる入札参加資格を有しない者で入札を希望するものは、本県の所定の競争

入札参加資格審査申請書に必要事項を記入の上、次の部局へ提出すること。

　　・申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務センター調達班

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　電話番号　092－643－3092（ダイヤルイン）

　申請書は、福岡県庁ホームページからダウンロードすることにより入手すること

ができる。

４　入札参加条件（地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加

資格をいう。以下同じ。）

　　平成27年10月５日（月）現在において、次の条件を満たすこと。

　⑴　２の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付けされている者

　⑵　当該物品を迅速かつ確実に納品できると認められる者

⑶　納入する物品に係るアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供でき

ると認められる者

⑶　同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札

⑷　所定の場所及び日時に到達しない入札

⑸　入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札

⑹　入札保証金又はこれに代わる担保の納付が見積金額（税込み）の100分の５に達

しない入札

⑺　金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札

⑻　入札内訳書の積算が誤った入札

⑼　入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停

止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者

がした入札

⑽　入札書の日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札

14　落札者の決定の方法

⑴　予定価格の制限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。

⑵　落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者に

くじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のう

ち開札に立会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札

事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

15　その他

⑴　契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出するこ

と。

⑵　この調達契約は、世界貿易機関（ＷＴＯ）協定の一部として、附属書四に掲げら

れている政府調達に関する協定の適用を受ける。

⑶　特定調達に係る苦情処理の関係において福岡県政府調達苦情検討委員会が調達手

続の停止等を要請する場合、調達手続の停止等があり得る。

⑷　入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県

の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。

⑸　その他、詳細は入札説明書による。

16　Summary

⑴　Nature and Quantity of the Products and Services to be Leased 

　　IC Card Driver's License Issuing System 1 set

⑵　Time Limit of Tender

　　5：45 PM on October 5, 2015

⑶　Section where to inquire about this Notice of Tender

　　Accounting Division, General Affairs Department, Fukuoka Prefectural Police 

Headquarters 

　　7-7, Higashi Koen, Hakata-ku, Fukuoka City 812-8576 Japan

　　Tel 092-641-4141 (Ext.2236)
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県庁舎電力供給（ベース供給部分）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部財産活用課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　　平成27年７月23日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　九州電力株式会社

　⑵　住所

　　　福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その１（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　筑後県税事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　筑後市大字山ノ井766－２　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,576,342円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その２（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　朝倉農林事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　朝倉市甘木2014－１　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　37,563,879円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その３（15施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県立美術館　外14箇所

　⑵　所在地

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　59,865,644円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その６（13施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　農林業総合試験場資源活用研究センター　外12箇所

　⑵　所在地

　　　久留米市山本町豊田1438－２　外12箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　51,695,087円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その７（８施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　京築県土整備事務所　外７箇所

　⑵　所在地

　　　豊前市大字八屋2007－１　外７箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　61,198,080円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日

選挙管理委員会
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○政治団体の届出事項の異動届 （市町村支援課）……………14

○政治団体の解散届 （市町村支援課）……………17

○資金管理団体の指定届 （市町村支援課）……………18

○資金管理団体の届出事項の異動届 （市町村支援課）……………19

○資金管理団体の指定取消届 （市町村支援課）……………20

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定に基づき開催される第226回

福岡県都市計画審議会が次のように公開されるので、公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　日時

　　平成27年９月１日　午後２時00分

２　会場

　　福岡市博多区千代一丁目20－31

　　ホテルレガロ福岡　レガロホールＡ

３　予定議案

　　福岡都市計画道路の変更（福岡県決定）について

　　小郡都市計画道路の変更（福岡県決定）について

　　大野城市に設置する産業廃棄物処理施設の敷地の位置について

４　審議会の公開

　本審議会の傍聴を希望する者は、審議会当日、会場にて開会の30分前から傍聴券を

交付するので、受付に申し込むこと。ただし、傍聴券に限りがあるため、申込多数の

場合は抽選となることがある。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　糸島市新田460番５

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　小郡市上西鰺坂159番地６ＡＰ－ＢＯＸ　ＨＡＴＡＭＡ－Ａ号

　　曲田　幹奈　曲田　里奈
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　フェスティバルガーデン春日

　⑵　所在地　春日市大字上白水1308番１　外

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　（仮称）ドラッグコスモス北野店

　⑵　所在地　久留米市北野町高良字藪ノ上1469－３　外５筆

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　スーパードラッグコスモス西浜田店

　⑵　所在地　大牟田市西浜田町17番１　外

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

　　意見なし

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　ライフガーデン新宮中央

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前一丁目５番地３　外

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　糸島市新田460番６

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　糸島市波多江駅北三丁目１番32号（103）

　　相川　賢太　相川　麻由
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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

372号）の規定が適用される調達契約の締結が見込まれるので、次のとおり公告します

。

　　平成27年８月25日

 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　調達をする物品等又は特定役務の種類

　　ICカード運転免許証作成システム賃貸借等

２　競争入札参加者の資格

　⑴　競争入札に参加することができない者

ア　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項各号のいずれか

に該当する者（特別の理由がある場合を除く。）

イ　地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当する事実があった

後２年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理

人として使用する者

ウ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってそ

の役員が暴力団員であるもの（それぞれアに該当する者を除く。）

エ　競争入札参加資格審査申請書（電子計算処理組織（知事の使用に係る電子計算

機（入力装置を含む。以下同じ。）と入札参加資格を得ようとする者の使用に係

る電子計算機を電気通信回線で接続したものをいう。）による電磁的記録を含む

。）及び添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

オ　営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者

カ　原則として、同種の営業を引き続き２年以上営んでいない者

　⑵　競争入札参加資格審査事項については、次のとおりとする。

　　ア　従業員数

　　イ　年間売上高

　　ウ　自己資本金

　　エ　流動比率

　　オ　経営年数

　　カ　地域貢献活動項目（具体的な内容については、知事が別に定める。）

３　競争入札参加資格審査の申請方法等

　⑴　申請方法

　　　次の書類を知事に提出するものとする。

ア　競争入札参加資格審査申請書（様式第１号）

イ　法人にあっては登記事項証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）、個

人にあっては本籍地の市町村長の発行する身分証明書及び法務局が発行する登記

されていないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

ウ　印鑑証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

エ　県外に本店を有し、代表者が入札、契約の締結、代金の請求又は受領等を代理

人に委任する場合は、委任状（様式第２号）

オ　県税に未納のないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）並び

に消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの証明書（３か月以内に発行さ

れた原本又は写し）

カ　法人にあっては財務諸表の写し（申請書提出日の属する事業年度の直前２事業

年度分）、個人にあっては貸借対照表（申請書提出日の属する年の直前の12月31

日現在のもの）（様式第３号）及び所得税確定申告書の写し（申請書提出日の属

する年の直前２か年分）

キ　障害者の雇用状況報告義務がある場合には、障害者雇用状況報告書の写し、報

告義務がない場合で障害者を雇用しているときには、障害者の雇用状況調査票（

様式第４号）

ク　営業概要表（様式第５号）

ケ　事業協同組合で官公需適格組合の証明を受けた組合にあっては、官公需適格組

合用営業概要表（様式第６号）及び官公需適格組合証明書（物品関係）の写し等

コ　印刷業明細表（印刷業のみ）（様式第７号）

サ　ビル清掃管理業明細表（ビル清掃管理業のみ）（様式第８号）

シ　暴力団排除に関する誓約書（役員名簿）（様式第９号）

ス　営業に必要な許可、認可等を得たことを証する書類の写し

セ　協同組合等の組合が申請する場合には、当該組合の定款及び組合員名簿

ソ　ＩＳＯ9000シリーズの認証を取得している場合には、その登録証の写し

タ　福岡県物品関係競争入札参加者の格付及び指名等に関する要綱の付表の区分に

⑷　民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て又は会社更

生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者

⑸　福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成14年２月22日13管

達第66号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間

中でない者

５　当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称

　　福岡県警察本部総務部会計課

　　〒812－8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　（電話番号）092－641－4141　内線2236

６　契約条項を示す場所

　　５の部局とする。

７　入札説明書の交付

　平成27年８月25日（火）から平成27年９月15日（火）までの県の休日を除く毎日、

午前９時00分から午後５時45分まで５の部局で交付する。

８　入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨

　　日本語及び日本国通貨

９　入札書の提出場所、提出期限及び提出方法

　⑴　提出場所

　　　５の部局とする。

　⑵　提出期限

　　　平成27年10月５日（月）午後５時45分

　⑶　提出方法

　直接（ただし、県の休日には受領しない。）又は郵便（書留郵便に限る。提出期

限内必着）で行う。

10　開札の場所及び日時

　⑴　場所

　　　〒812－8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　　福岡県警察本部入札室（地下１階北側）

　⑵　日時

　　　平成27年10月６日（火）午前11時00分

11　落札者がない場合の措置

　開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の８第４

項の規定により再度入札を行う。この場合において、再度の入札は、入札者又はその

代理人の全てが立ち会っている場合にあっては直ちにその場で、郵便入札を含む場合

にあっては別に定める日時及び場所において行う。

12　入札保証金及び契約保証金

　⑴　入札保証金

　見積金額（税込み）の100分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付

又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。

ア　県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額（税込み）の100分の５以上

を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面を提出する場合

　⑵　契約保証金

　契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供す

ること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。

ア　県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の100分の10以上を保険金額

とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面を提出する場合

13　入札の無効

　　次の入札は無効とする。

　なお、11により再度入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加

わることができない。

⑴　入札金額の記載がない入札、又は入札金額を訂正した入札

⑵　法令又は入札に関する条件に違反している入札

　　124,059,348円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月12日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県庁舎電力供給（負荷追随供給部分）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部財産活用課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成27年７月23日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　58,963,904円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月12日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　九州歴史資料館電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　九州歴史資料館

　⑵　所在地

　　　小郡市三沢5208－３

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　九州電力株式会社

　⑵　住所

　　　福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　33,063,169円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　　福岡市中央区天神五丁目２－１　外14箇所

３　落札者を決定した日　　

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　49,039,871円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その４（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　博多県税事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区博多駅東一丁目17－１　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　伊藤忠エネクス株式会社　電力・ユーティリティ事業本部

　⑵　住所

　　　東京都港区虎ノ門二丁目10番１号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　57,567,051円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その５（９施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　工業技術センター　外８箇所

　⑵　所在地

　　　筑紫野市上古賀三丁目２－１　外８箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

　福岡県選挙管理委員会告示第85号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定に基づき、次の政治

団体から政治団体設立届があったので、同法第７条の２第１項の規定により次のとお

り告示する。

　　平成27年８月25日

福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

あるものに係る評価申請書等（ただし、障害者雇用はキに掲げるもの）

チ　返信用封筒（392円切手を貼付した長形３号封筒）

　⑵　申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務センター調達班

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　（電話番号）092－643－3092（ダイヤルイン）

　申請書は、福岡県庁ホームページからダウンロードすることにより入手すること

ができる。

　⑶　申請書の受付期間

　この公告の日から平成27年９月14日（月曜日）までとする。

　ただし、受付期間の終了後も入札日時まで随時受け付けるが、この場合には、競

争入札参加資格審査が入札に間に合わないことがある。

４　競争入札参加資格審査結果の通知

　　競争入札参加資格決定通知書により通知（郵送）する。

５　競争入札参加資格の有効期間及び当該期間の更新手続

　⑴　競争入札参加資格の有効期間

　競争入札参加資格の有効期間は、この告示に基づき資格を取得したときから平成

29年９月末日までとする。

　⑵　有効期間の更新手続

　⑴の有効期間の更新を希望する者は、平成29年７月中に実施する福岡県競争入札

参加資格審査の申請をすること。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　政府調達に関する協定の適用を受ける物品の調達について、次のとおり一般競争入札

に付します。

　　平成27年８月25日

 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　調達内容

　⑴　調達案件名

　　　ＩＣカード運転免許証作成システム賃貸借等

　⑵　契約内容及び特質等入札説明書による。

　⑶　契約期間

　　　平成28年３月１日から平成35年２月28日までの間

　⑷　納入場所

　　　福岡県警察本部運転免許試験課が指定する場所

２　入札参加資格（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項の規

定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。）

　「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の

一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成27年５月福岡県告示

第534号）」に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者）

３　入札参加資格を得るための申請の方法

　２に掲げる入札参加資格を有しない者で入札を希望するものは、本県の所定の競争

入札参加資格審査申請書に必要事項を記入の上、次の部局へ提出すること。

　　・申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務センター調達班

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　電話番号　092－643－3092（ダイヤルイン）

　申請書は、福岡県庁ホームページからダウンロードすることにより入手すること

ができる。

４　入札参加条件（地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加

資格をいう。以下同じ。）

　　平成27年10月５日（月）現在において、次の条件を満たすこと。

　⑴　２の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付けされている者

　⑵　当該物品を迅速かつ確実に納品できると認められる者

⑶　納入する物品に係るアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供でき

ると認められる者

⑶　同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札

⑷　所定の場所及び日時に到達しない入札

⑸　入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札

⑹　入札保証金又はこれに代わる担保の納付が見積金額（税込み）の100分の５に達

しない入札

⑺　金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札

⑻　入札内訳書の積算が誤った入札

⑼　入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停

止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者

がした入札

⑽　入札書の日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札

14　落札者の決定の方法

⑴　予定価格の制限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。

⑵　落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者に

くじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のう

ち開札に立会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札

事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

15　その他

⑴　契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出するこ

と。

⑵　この調達契約は、世界貿易機関（ＷＴＯ）協定の一部として、附属書四に掲げら

れている政府調達に関する協定の適用を受ける。

⑶　特定調達に係る苦情処理の関係において福岡県政府調達苦情検討委員会が調達手

続の停止等を要請する場合、調達手続の停止等があり得る。

⑷　入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県

の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。

⑸　その他、詳細は入札説明書による。

16　Summary

⑴　Nature and Quantity of the Products and Services to be Leased 

　　IC Card Driver's License Issuing System 1 set

⑵　Time Limit of Tender

　　5：45 PM on October 5, 2015

⑶　Section where to inquire about this Notice of Tender

　　Accounting Division, General Affairs Department, Fukuoka Prefectural Police 

Headquarters 

　　7-7, Higashi Koen, Hakata-ku, Fukuoka City 812-8576 Japan

　　Tel 092-641-4141 (Ext.2236)
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県庁舎電力供給（ベース供給部分）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部財産活用課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　　平成27年７月23日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　九州電力株式会社

　⑵　住所

　　　福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その１（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　筑後県税事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　筑後市大字山ノ井766－２　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,576,342円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その２（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　朝倉農林事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　朝倉市甘木2014－１　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　37,563,879円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その３（15施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県立美術館　外14箇所

　⑵　所在地

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　59,865,644円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その６（13施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　農林業総合試験場資源活用研究センター　外12箇所

　⑵　所在地

　　　久留米市山本町豊田1438－２　外12箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　51,695,087円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その７（８施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　京築県土整備事務所　外７箇所

　⑵　所在地

　　　豊前市大字八屋2007－１　外７箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　61,198,080円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日

　受付期間　平成27年１月１日～１月31日

　⑴　政党の支部

　　国会議員関係政治団体以外の政党の支部

　（１団体）

　⑵　その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

　　国会議員関係政治団体以外の政治団体

政治団体の名称 代表者名 会計責任者名 主たる事務所の所在地 届出年月日
一以上の市区町村等
の区域を単位として
設けられる支部

次世代の党福岡市議会第一支部 石井　英俊 井野口　武志 福岡市東区千早１－７－12 平成27年１月30日○

政治団体の名称 代表者名 会計責任者名 主たる事務所の所在地 届出年月日

かいかけ俊之後援会

おおむた直人を応援する会

江島やすひろ後援会

うらた吉彦後援会

梅崎のぶあき後援会

今泉裕人後援会

井福だいすけ後援会

井之上豊後援会

稲員としお後援会

石井ひでとし後援会

いいの健二後援会

阿部やすお後援会

明日の太宰府を考える会

あしかり茂後援会

ＥＡＲＴＨ　ＲＯＣＫ

貝掛　俊之

大牟田　直人

江島　康博

川村　司

梅崎　宣明

今泉　裕人

井福　大昌

井之上　豊

稲員　稔夫

石井　英俊

飯野　健二

松丘　政文

芦刈　茂

友納　英毅

佐竹　敏昭

貝掛　典子

大牟田　直人

白土　和也

浦田　吉雄

梅崎　由美子

今泉　純子

鵤　卓徳

井之上　久美子

中村　政之

井野口　武志

鳥居　亜佑美

福永　謙二

芦刈　さやか

芦刈　さやか

佐竹　敏昭

遠賀郡芦屋町高浜町23－54

糟屋郡新宮町夜臼６－７－７スカイハイツ102号

飯塚市大分1491－24

嘉麻市嘉穂才田956－１

福岡市東区香住ケ丘６－37－17梅崎方

大牟田市有明町２－１－16

大野城市白木原１－２－15－102

古賀市今の庄２－20－10

福岡市中央区赤坂３－１－24

福岡市東区千早１－７－12

福岡市早良区原２－11－20－104

筑紫野市二日市北４－290－４

太宰府市水城４－１－７

太宰府市国分１－13－32－101

大野城市乙金１－８－７

平成27年１月28日

平成27年１月30日

平成27年１月21日

平成27年１月15日

平成27年１月16日

平成27年１月21日

平成27年１月６日

平成27年１月21日

平成27年１月５日

平成27年１月30日

平成27年１月13日

平成27年１月15日

平成27年１月30日

平成27年１月30日

平成27年１月21日
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　　　　公　　　告

○福岡県都市計画審議会の開催 （都市計画課）……………１

○国土調査の成果の認証 （農山漁村振興課）……………２

○国土調査の成果の認証 （農山漁村振興課）……………２

○国土調査の成果の認証 （農山漁村振興課）……………２

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………２

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………２

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………３

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………３

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………３

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………３

○競争入札参加者の資格等 （総務事務センター）……………３

○一般競争入札の実施 （警察本部会計課）……………５

○落札者等の公示 （財産活用課）……………７

○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………８

○落札者等の公示 （財産活用課）……………９

○落札者等の公示 （財産活用課）……………９

○落札者等の公示 （財産活用課）……………10

○落札者等の公示 （財産活用課）……………10

○落札者等の公示 （財産活用課）……………11

○落札者等の公示 （財産活用課）……………11

　　　　選挙管理委員会

○政治団体の設立届 （市町村支援課）……………11

○政治団体の届出事項の異動届 （市町村支援課）……………14

○政治団体の解散届 （市町村支援課）……………17

○資金管理団体の指定届 （市町村支援課）……………18

○資金管理団体の届出事項の異動届 （市町村支援課）……………19

○資金管理団体の指定取消届 （市町村支援課）……………20

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定に基づき開催される第226回

福岡県都市計画審議会が次のように公開されるので、公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　日時

　　平成27年９月１日　午後２時00分

２　会場

　　福岡市博多区千代一丁目20－31

　　ホテルレガロ福岡　レガロホールＡ

３　予定議案

　　福岡都市計画道路の変更（福岡県決定）について

　　小郡都市計画道路の変更（福岡県決定）について

　　大野城市に設置する産業廃棄物処理施設の敷地の位置について

４　審議会の公開

　本審議会の傍聴を希望する者は、審議会当日、会場にて開会の30分前から傍聴券を

交付するので、受付に申し込むこと。ただし、傍聴券に限りがあるため、申込多数の

場合は抽選となることがある。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土

調査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　糸島市新田460番５

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　小郡市上西鰺坂159番地６ＡＰ－ＢＯＸ　ＨＡＴＡＭＡ－Ａ号

　　曲田　幹奈　曲田　里奈
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　フェスティバルガーデン春日

　⑵　所在地　春日市大字上白水1308番１　外

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　（仮称）ドラッグコスモス北野店

　⑵　所在地　久留米市北野町高良字藪ノ上1469－３　外５筆

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　スーパードラッグコスモス西浜田店

　⑵　所在地　大牟田市西浜田町17番１　外

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

　　意見なし

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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１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福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年８月25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　ライフガーデン新宮中央

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前一丁目５番地３　外

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

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　糸島市新田460番６

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　糸島市波多江駅北三丁目１番32号（103）

　　相川　賢太　相川　麻由
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　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

372号）の規定が適用される調達契約の締結が見込まれるので、次のとおり公告します

。

　　平成27年８月25日

 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　調達をする物品等又は特定役務の種類

　　ICカード運転免許証作成システム賃貸借等

２　競争入札参加者の資格

　⑴　競争入札に参加することができない者

ア　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項各号のいずれか

に該当する者（特別の理由がある場合を除く。）

イ　地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当する事実があった

後２年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理

人として使用する者

ウ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってそ

の役員が暴力団員であるもの（それぞれアに該当する者を除く。）

エ　競争入札参加資格審査申請書（電子計算処理組織（知事の使用に係る電子計算

機（入力装置を含む。以下同じ。）と入札参加資格を得ようとする者の使用に係

る電子計算機を電気通信回線で接続したものをいう。）による電磁的記録を含む

。）及び添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

オ　営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者

カ　原則として、同種の営業を引き続き２年以上営んでいない者

　⑵　競争入札参加資格審査事項については、次のとおりとする。

　　ア　従業員数

　　イ　年間売上高

　　ウ　自己資本金

　　エ　流動比率

　　オ　経営年数

　　カ　地域貢献活動項目（具体的な内容については、知事が別に定める。）

３　競争入札参加資格審査の申請方法等

　⑴　申請方法

　　　次の書類を知事に提出するものとする。

ア　競争入札参加資格審査申請書（様式第１号）

イ　法人にあっては登記事項証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）、個

人にあっては本籍地の市町村長の発行する身分証明書及び法務局が発行する登記

されていないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

ウ　印鑑証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

エ　県外に本店を有し、代表者が入札、契約の締結、代金の請求又は受領等を代理

人に委任する場合は、委任状（様式第２号）

オ　県税に未納のないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）並び

に消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの証明書（３か月以内に発行さ

れた原本又は写し）

カ　法人にあっては財務諸表の写し（申請書提出日の属する事業年度の直前２事業

年度分）、個人にあっては貸借対照表（申請書提出日の属する年の直前の12月31

日現在のもの）（様式第３号）及び所得税確定申告書の写し（申請書提出日の属

する年の直前２か年分）

キ　障害者の雇用状況報告義務がある場合には、障害者雇用状況報告書の写し、報

告義務がない場合で障害者を雇用しているときには、障害者の雇用状況調査票（

様式第４号）

ク　営業概要表（様式第５号）

ケ　事業協同組合で官公需適格組合の証明を受けた組合にあっては、官公需適格組

合用営業概要表（様式第６号）及び官公需適格組合証明書（物品関係）の写し等

コ　印刷業明細表（印刷業のみ）（様式第７号）

サ　ビル清掃管理業明細表（ビル清掃管理業のみ）（様式第８号）

シ　暴力団排除に関する誓約書（役員名簿）（様式第９号）

ス　営業に必要な許可、認可等を得たことを証する書類の写し

セ　協同組合等の組合が申請する場合には、当該組合の定款及び組合員名簿

ソ　ＩＳＯ9000シリーズの認証を取得している場合には、その登録証の写し

タ　福岡県物品関係競争入札参加者の格付及び指名等に関する要綱の付表の区分に

⑷　民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て又は会社更

生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者

⑸　福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成14年２月22日13管

達第66号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間

中でない者

５　当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称

　　福岡県警察本部総務部会計課

　　〒812－8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　（電話番号）092－641－4141　内線2236

６　契約条項を示す場所

　　５の部局とする。

７　入札説明書の交付

　平成27年８月25日（火）から平成27年９月15日（火）までの県の休日を除く毎日、

午前９時00分から午後５時45分まで５の部局で交付する。

８　入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨

　　日本語及び日本国通貨

９　入札書の提出場所、提出期限及び提出方法

　⑴　提出場所

　　　５の部局とする。

　⑵　提出期限

　　　平成27年10月５日（月）午後５時45分

　⑶　提出方法

　直接（ただし、県の休日には受領しない。）又は郵便（書留郵便に限る。提出期

限内必着）で行う。

10　開札の場所及び日時

　⑴　場所

　　　〒812－8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　　福岡県警察本部入札室（地下１階北側）

　⑵　日時

　　　平成27年10月６日（火）午前11時00分

11　落札者がない場合の措置

　開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の８第４

項の規定により再度入札を行う。この場合において、再度の入札は、入札者又はその

代理人の全てが立ち会っている場合にあっては直ちにその場で、郵便入札を含む場合

にあっては別に定める日時及び場所において行う。

12　入札保証金及び契約保証金

　⑴　入札保証金

　見積金額（税込み）の100分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付

又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。

ア　県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額（税込み）の100分の５以上

を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面を提出する場合

　⑵　契約保証金

　契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供す

ること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。

ア　県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の100分の10以上を保険金額

とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面を提出する場合

13　入札の無効

　　次の入札は無効とする。

　なお、11により再度入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加

わることができない。

⑴　入札金額の記載がない入札、又は入札金額を訂正した入札

⑵　法令又は入札に関する条件に違反している入札

　　124,059,348円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月12日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県庁舎電力供給（負荷追随供給部分）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部財産活用課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成27年７月23日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　58,963,904円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月12日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　九州歴史資料館電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　九州歴史資料館

　⑵　所在地

　　　小郡市三沢5208－３

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　九州電力株式会社

　⑵　住所

　　　福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　33,063,169円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　　福岡市中央区天神五丁目２－１　外14箇所

３　落札者を決定した日　　

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　49,039,871円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その４（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　博多県税事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区博多駅東一丁目17－１　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　伊藤忠エネクス株式会社　電力・ユーティリティ事業本部

　⑵　住所

　　　東京都港区虎ノ門二丁目10番１号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　57,567,051円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その５（９施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　工業技術センター　外８箇所

　⑵　所在地

　　　筑紫野市上古賀三丁目２－１　外８箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

　福岡県選挙管理委員会告示第85号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定に基づき、次の政治

団体から政治団体設立届があったので、同法第７条の２第１項の規定により次のとお

り告示する。

　　平成27年８月25日

福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

あるものに係る評価申請書等（ただし、障害者雇用はキに掲げるもの）

チ　返信用封筒（392円切手を貼付した長形３号封筒）

　⑵　申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務センター調達班

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　（電話番号）092－643－3092（ダイヤルイン）

　申請書は、福岡県庁ホームページからダウンロードすることにより入手すること

ができる。

　⑶　申請書の受付期間

　この公告の日から平成27年９月14日（月曜日）までとする。

　ただし、受付期間の終了後も入札日時まで随時受け付けるが、この場合には、競

争入札参加資格審査が入札に間に合わないことがある。

４　競争入札参加資格審査結果の通知

　　競争入札参加資格決定通知書により通知（郵送）する。

５　競争入札参加資格の有効期間及び当該期間の更新手続

　⑴　競争入札参加資格の有効期間

　競争入札参加資格の有効期間は、この告示に基づき資格を取得したときから平成

29年９月末日までとする。

　⑵　有効期間の更新手続

　⑴の有効期間の更新を希望する者は、平成29年７月中に実施する福岡県競争入札

参加資格審査の申請をすること。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　政府調達に関する協定の適用を受ける物品の調達について、次のとおり一般競争入札

に付します。

　　平成27年８月25日

 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　調達内容

　⑴　調達案件名

　　　ＩＣカード運転免許証作成システム賃貸借等

　⑵　契約内容及び特質等入札説明書による。

　⑶　契約期間

　　　平成28年３月１日から平成35年２月28日までの間

　⑷　納入場所

　　　福岡県警察本部運転免許試験課が指定する場所

２　入札参加資格（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項の規

定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。）

　「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の

一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成27年５月福岡県告示

第534号）」に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者）

３　入札参加資格を得るための申請の方法

　２に掲げる入札参加資格を有しない者で入札を希望するものは、本県の所定の競争

入札参加資格審査申請書に必要事項を記入の上、次の部局へ提出すること。

　　・申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務センター調達班

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　電話番号　092－643－3092（ダイヤルイン）

　申請書は、福岡県庁ホームページからダウンロードすることにより入手すること

ができる。

４　入札参加条件（地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加

資格をいう。以下同じ。）

　　平成27年10月５日（月）現在において、次の条件を満たすこと。

　⑴　２の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付けされている者

　⑵　当該物品を迅速かつ確実に納品できると認められる者

⑶　納入する物品に係るアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供でき

ると認められる者

⑶　同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札

⑷　所定の場所及び日時に到達しない入札

⑸　入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札

⑹　入札保証金又はこれに代わる担保の納付が見積金額（税込み）の100分の５に達

しない入札

⑺　金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札

⑻　入札内訳書の積算が誤った入札

⑼　入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停

止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者

がした入札

⑽　入札書の日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札

14　落札者の決定の方法

⑴　予定価格の制限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。

⑵　落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者に

くじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のう

ち開札に立会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札

事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

15　その他

⑴　契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出するこ

と。

⑵　この調達契約は、世界貿易機関（ＷＴＯ）協定の一部として、附属書四に掲げら

れている政府調達に関する協定の適用を受ける。

⑶　特定調達に係る苦情処理の関係において福岡県政府調達苦情検討委員会が調達手

続の停止等を要請する場合、調達手続の停止等があり得る。

⑷　入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県

の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。

⑸　その他、詳細は入札説明書による。

16　Summary

⑴　Nature and Quantity of the Products and Services to be Leased 

　　IC Card Driver's License Issuing System 1 set

⑵　Time Limit of Tender

　　5：45 PM on October 5, 2015

⑶　Section where to inquire about this Notice of Tender

　　Accounting Division, General Affairs Department, Fukuoka Prefectural Police 

Headquarters 

　　7-7, Higashi Koen, Hakata-ku, Fukuoka City 812-8576 Japan

　　Tel 092-641-4141 (Ext.2236)
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県庁舎電力供給（ベース供給部分）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部財産活用課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　　平成27年７月23日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　九州電力株式会社

　⑵　住所

　　　福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その１（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　筑後県税事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　筑後市大字山ノ井766－２　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,576,342円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その２（16施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　朝倉農林事務所　外15箇所

　⑵　所在地

　　　朝倉市甘木2014－１　外15箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　丸紅株式会社　国内電力プロジェクト部

　⑵　住所

　　　東京都千代田区大手町一丁目４番２号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　37,563,879円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その３（15施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県立美術館　外14箇所

　⑵　所在地

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　59,865,644円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その６（13施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　農林業総合試験場資源活用研究センター　外12箇所

　⑵　所在地

　　　久留米市山本町豊田1438－２　外12箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　51,695,087円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年８月25日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品の名称

　　福岡県有施設その７（８施設）電力供給

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　京築県土整備事務所　外７箇所

　⑵　所在地

　　　豊前市大字八屋2007－１　外７箇所

３　落札者を決定した日

　　平成27年８月４日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　⑵　住所

　　　東京都港区六本木一丁目８番７号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　61,198,080円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年６月19日

中原せいご後援会

中西じゅんじ後援会

中瀬つかさ後援会

中嶋ひろと後援会

どい幸則後援会

つる修一後援会

ちかっぱ福岡

田辺弘之後援会

田中なおき後援会

田代順二後援会

竹下えいじ後援会

高橋のぶひろ後援会

世利まさのり後援会

世利たかし後援会

すが太助を応援する会

しんかい崇司後援会

重松一英後援会

鞘野希昭後援会

さつか公弘後援会

坂井久子後援会

佐伯おさむ後援会

才田かつひさ後援会

古賀ともふみ後援会

髙口たくみ後援会

久保田賢治後援会

木原大輔後援会

かんざき宣昭後援会

河村康之後援会

かわさき英彦後援会

門田直樹後援会

片井ちづえ後援会陽だまりの会

中原　誠悟

中西　淳二

中瀬　司

末吉　善次

土居　幸則

水流　修一

吉武　輝実

田辺　弘之

辻　勝

門司　洋一

竹下　英治

高橋　信廣

世利　昌規

世利　孝志

菅　太助

新開　崇司

重松　一英

鞘野　希昭

属　公弘

坂井　久子

吉嗣　和宏

才田　勝寿

古賀　知文

髙口　拓巳

久保田　賢治

木原　大輔

神崎　宣昭

河村　康之

川﨑　英彦

藤田　弘毅

片井　智鶴枝

中原　誠悟

舛添　一

中瀬　美枝

田中　繁邦

土居　美幸

水流　修一

川上　秀人

相馬　美由紀

田中　善信

上野　芳枝

竹下　征子

高橋　千歳

津原　三智代

世利　五月

菅　太助

粟田　新吾

重松　都子

鞘野　知子

吉田　伸宏

坂井　正雄

佐伯　尚美

才田　正

牟田　実男

天本　智恵子

久保田　英美

木原　大輔

神崎　宣昭

河村　由美

川﨑　一之助

門田　千穂

田中　恵美子

大牟田市船津町２－４－10

遠賀郡芦屋町大字芦屋173－１

古賀市舞の里２－７－19

嘉麻市飯田421

飯塚市堀池310－25グランバレ102

糟屋郡志免町志免1612－２

福岡市東区舞松原２－11－９

糟屋郡篠栗町高田499－１ベンタナヒルズ篠栗16－1207

大牟田市諏訪町２－６－１Ｆ

遠賀郡遠賀町別府3212

八女郡広川町大字川上591グレープヒルズ川上Ｇ棟

八女市本町２－264

糟屋郡宇美町大字井野614・615合筆地

糟屋郡須恵町大字須恵657

飯塚市忠隈71－４－３Ｆ

福岡市中央区薬院２－15－11福博ビル２Ｆ

朝倉市片延23－４

築上郡築上町大字宇留津625－１

田川郡福智町金田661－６

筑後市大字徳久163ＳＫマンション107号

太宰府市吉松３－２－６

朝倉市牛木38

三潴郡大木町蛭池1547－１古賀知文方

大野城市筒井１－20－16－402

遠賀郡水巻町緑ケ丘２－16－３

遠賀郡岡垣町中央台４－１－10

遠賀郡岡垣町公園通り１－５－10

大野城市筒井３－９－41

春日市岡本４－６－２Ｆ

太宰府市国分５－８－35

太宰府市大佐野６－２－10ひまわりビル１階

平成27年１月30日

平成27年１月６日

平成27年１月26日

平成27年１月５日

平成27年１月８日

平成27年１月27日

平成27年１月５日

平成27年１月21日

平成27年１月19日

平成27年１月27日

平成27年１月28日

平成27年１月５日

平成27年１月15日

平成27年１月29日

平成27年１月６日

平成27年１月13日

平成27年１月26日

平成27年１月９日

平成27年１月16日

平成27年１月７日

平成27年１月16日

平成27年１月５日

平成27年１月13日

平成27年１月29日

平成27年１月９日

平成27年１月30日

平成27年１月20日

平成27年１月21日

平成27年１月６日

平成27年１月29日

平成27年１月８日
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　（74団体）

　福岡県選挙管理委員会告示第86号 　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条の規定に基づき、次の政治団体から

届出事項の異動届があったので、同法第７条の２第１項の規定により次のとおり告示す

る。

　　平成27年８月25日

福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

渡辺かつまさ後援会

吉田高志郎後援会

山田ただし後援会

安武寛憲後援会

安武たかまろ後援会

もりやま浩二後援会

村山弘行後援会

宮﨑稔子後援会

みのる会

水ノ江晴敏後援会

まぶち清博後援会

松嶋謙後援会

ふるやこうじ後援会

ふなこし隆之後援会

ふじなか寛之後援会

ふじさわ悟後援会

福良会

ふくざわ信光後援会

ひろせたけし後援会

平木尚子後援会

平井信太郎後援会

春田あきまさ後援会

林田と久留米を変える会

畠山めぐみと政治を希望につなぐ会

直方創生会議

西村かずこを励ます会

ナカヤマ信和後援会

中村しんいち後援会

諸岡　正明

加生　末男

安川　長則

安武　寛憲

安武　隆麿

森山　浩二

松田　敏昭

宮﨑　稔子

野田　稔子

水ノ江　晴敏

馬渕　清博

松嶋　謙

古屋　宏治

舩越　隆之

藤中　寛之

藤澤　悟

飯野　健二

福澤　信光

廣瀬　猛

平木　尚子

平井　信太郎

春田　章匡

林田　貴晃

畠山　恵美

壬生　隆明

永岡　正光

中山　信和

香野　信儀

渡辺　恵美

山内　智博

渡辺　マチ子

安武　久美子

安武　貴美子

中村　純一郎

西田　敏幸

宮﨑　賀津彦

隈本　庸夫

水ノ江　妙子

馬渕　昭弘

松嶋　謙

今泉　正敏

古賀　茂一

西村　宣敏

藤澤　悟

鳥居　亜佑美

井上　一雄

廣瀬　勝彦

平木　祐二

堀口　政隆

黒瀬　博樹

林田　衞

𠮷田　純子

壬生　みどり

清島　訓子

中村　己年人

上谷　寛治

筑紫郡那珂川町片縄北３－13－１

田川市大字夏吉194－123

糟屋郡篠栗町大字田中236－６

糟屋郡新宮町花立花２－３－６

大野城市大城２－10－18－503号プリエール

遠賀郡岡垣町高陽台３－２－23

太宰府市長浦台１－６－８

大川市大橋566－１

八女市本町２－81

遠賀郡水巻町おかの台17福岡県営おかの台住宅1722号室

大川市大字郷原254

太宰府市宰府１－14－25－101号室

糟屋郡篠栗町尾仲815

太宰府市五条１－2448

田川市中央町３－65社会文化会館内

田川市大字伊田3771

福岡市早良区原２－11－20－104

大野城市上大利２－17－５－301

遠賀郡水巻町頃末南３－19－１

古賀市花見東２－７－８

大野城市南ケ丘１－２－５タニガワビル１Ｆ

宮若市倉久3474

久留米市山川町1253－２

北九州市門司区大里本町３－14－22

直方市津田町１－２河内ビル２Ｆ

筑紫野市美しが丘北１－６－26

田川郡川崎町大字川崎447－１

大野城市山田１－６－12

平成27年１月６日

平成27年１月19日

平成27年１月５日

平成27年１月21日

平成27年１月５日

平成27年１月13日

平成27年１月９日

平成27年１月９日

平成27年１月７日

平成27年１月９日

平成27年１月23日

平成27年１月20日

平成27年１月21日

平成27年１月16日

平成27年１月13日

平成27年１月８日

平成27年１月21日

平成27年１月30日

平成27年１月８日

平成27年１月21日

平成27年１月15日

平成27年１月20日

平成27年１月23日

平成27年１月22日

平成27年１月５日

平成27年１月20日

平成27年１月22日

平成27年１月20日
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　（74団体）

　福岡県選挙管理委員会告示第86号 　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条の規定に基づき、次の政治団体から

届出事項の異動届があったので、同法第７条の２第１項の規定により次のとおり告示す

る。

　　平成27年８月25日

福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

　受付期間　平成27年１月１日～１月31日

　⑴　政党の支部

　（６団体）

　⑵　その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 異動事項
内　　　　　容

異動年月日 届出年月日
新 旧

民主党福岡県第５総支部

民主党福岡県第１総支部

自由民主党京都郡支部

自由民主党福岡県石油販売業支部

自由民主党福岡県北九州市小倉北区
第六支部

自由民主党福岡県小郡市・三井郡第
一支部

会計責任者

主たる事務所の所在地

主たる事務所の所在地

会計責任者

代表者

代表者の氏名

会計責任者

大川　称三

筑紫野市上古賀３－３－19　

福岡市博多区博多駅東３－９－
３－701　

石橋　悦子

嶺　隼登

吉田　幸正

杉山　季実加

鬼木　崇光

大野城市上大利４－２－１　

福岡市東区原田３－７－57　

塩見　和徳

正月　文博

𠮷田　幸正

吉村　豊樹

平成27年１月16日

平成27年１月16日

平成27年１月27日

平成26年５月16日

平成27年１月30日

平成26年６月１日

平成27年１月16日

平成27年１月16日

平成27年１月29日

平成27年１月29日

平成27年１月30日

平成27年１月30日

政治団体の名称 異動事項
内　　　　　容

異動年月日 届出年月日
新 旧

えとう秀之後援会

井上忠敏城山会

飯盛利康後援会

ありた浩二後援会

あべ弘彦後援会

あたか紀幸後援会

明石哲也後援会

愛と平和の党

ＥＡＲＴＨ　ＲＯＣＫ

主たる事務所の所在地

会計責任者

主たる事務所の所在地

政治団体の名称

会計責任者

会計責任者

代表者

政治団体の名称

主たる事務所の所在地

飯塚市横田351－１　

杉山　季実加

福岡市南区長住４－２－30　

ありた浩二後援会　

木村　工

阿髙　幸代

北住　𠮷彦

愛と平和の党　

大野城市乙金３－８－７　

飯塚市花瀬83－１　

吉村　豊樹

福岡市南区長住３－10－204　

有田浩二後援会　

赤星　奉広

阿髙　純治

沢田　幸夫

ＥＡＲＴＨ　ＲＯＣＫ　

大野城市乙金１－８－７　

平成27年１月16日

平成26年６月１日

平成27年１月１日

平成26年12月20日

平成27年１月19日

平成25年５月10日

平成27年１月10日

平成27年１月30日

平成27年１月４日

平成27年１月19日

平成27年１月30日

平成27年１月29日

平成27年１月22日

平成27年１月19日

平成27年１月28日

平成27年１月16日

平成27年１月30日

平成27年１月29日
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松のぶ洋一後援会

前川健太後援会

ふじの哲司後援会

福岡藤花会

福岡県農政連糸島支部

福岡県商工政治連盟飯塚市支部

にじ農政連

新村まさる後援会

中山めぐみ後援会

中西省三後援会

ながすえ雄大後援会

筑紫薬剤師連盟

たもり健治後援会

田中秀子後援会

髙瀬ふじお後援会

全国石油政治連盟福岡県支部連合会

新上健一政経会

自由民主党福岡県旅客船支部

県民を主人公に、憲法をくらしに生
かす福岡県民の会

北九州市医師連盟若松支部

岡部和子後援会

代表者

会計責任者

主たる事務所の所在地

主たる事務所の所在地

会計責任者の氏名

主たる事務所の所在地

会計責任者

会計責任者

代表者

主たる事務所の所在地

会計責任者

代表者

会計責任者

代表者

代表者

政治団体の名称

代表者

代表者

代表者

主たる事務所の所在地

会計責任者

会計責任者

会計責任者

代表者

代表者

江頭　實好

前川　良子

福岡市南区向野２－15－10向栄
ビル大橋101　

福岡市東区箱崎２－６－13　

髙田　泰

福岡市中央区白金１－17－11
（株）後藤産業内　

川添　隆

石原　敬

大熊　茂成

福岡市南区長丘２－24－３武末
第一ビル１階106号　

中山　恵

中山　恵

中西　悦子

中尾　正美

竹下　文明

たもり健治後援会　

吉田　治國

小柳　和昭

嶺　隼登

北九州市八幡東区西本町４－１
－２－1302号　

末松　靖彦

米田　徹

古賀　雅之

金﨑　幹人

甲斐　重照

古賀　正人

坂巻　佑美

福岡市南区野間４－１－35－
107　

福岡市東区箱崎２－16－48　

高田　泰

福岡市中央区白金１丁目17―11
後藤産業ビル２Ｆ　

楠原　正也

大里　英幸

中村　隆敏

福岡市南区長丘５－16－27ホワ
イトスクエア長丘601号　

山田　タカ子

松本　辰美

中西　淳二

笹栗　稔宏

時札　正文

田守健治後援会　

松﨑　弘人

進野　義政

正月　文博

北九州市八幡東区中央１－２－
３－906号　

河野　由美子

柳　明夫

金﨑　幹人

津田　恵次郎

岡部　喜義

平成27年１月１日

平成27年１月１日

平成27年１月９日

平成26年８月１日

平成26年５月３日

平成26年４月１日

平成26年６月７日

平成26年10月16日

平成26年10月31日

平成26年12月31日

平成27年１月13日

平成26年６月21日

平成26年12月26日

平成27年１月19日

平成27年１月26日

平成26年５月16日

平成27年１月５日

平成26年５月14日

平成27年１月19日

平成26年６月20日

平成27年１月22日

平成27年１月14日

平成27年１月６日

平成27年１月14日

平成27年１月29日

平成27年１月14日

平成27年１月29日

平成27年１月14日

平成27年１月14日

平成27年１月29日

平成27年１月14日

平成27年１月13日

平成27年１月14日

平成27年１月27日

平成27年１月19日

平成27年１月27日

平成27年１月29日

平成27年１月28日

平成27年１月13日

平成27年１月23日

平成27年１月14日

平成27年１月28日
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　（40団体）

　福岡県選挙管理委員会告示第87号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定による政治団体解散届

があったので、同法第17条第３項の規定により次のとおり告示する。

　　平成27年８月25日

福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

　受付期間　平成27年１月１日～１月31日

　（政党の支部）

　（１団体）

　（政党以外のその他の政治団体）

米丸たかひろ後援会

吉田ひろし応援団福岡とりもどし隊

吉田幸正勝山会

吉田アツシ後援会

よくに洋後援会

山本まち子後援会

ＭＥＬＯＮ福岡社会活動委員会

ＭＥＬＯＮ九州支社社会活動委員会

みらい党明石健太郎後援会

みらい党

代表者

会計責任者

主たる事務所の所在地

会計責任者

主たる事務所の所在地

主たる事務所の所在地

主たる事務所の所在地

会計責任者

代表者

会計責任者

代表者

主たる事務所の所在地

主たる事務所の所在地

米丸　貴浩

長﨑　敦司

福岡市中央区浄水通１－２－
303　

吉田　幸正

春日市紅葉ケ丘東３－67　

春日市千歳町２－65　

北九州市八幡西区穴生１－15－
１－605　

上橋　慶大

佐藤　浩二

河野　功

瀬﨑　仁

福岡市東区箱崎３－15－28　

福岡市東区箱崎３－15－28　

𠮷田　敏雄

吉田　智子

福岡市中央区大名２－12－５　

吉田　美幸

春日市紅葉ケ丘東９－168－２　

春日市小倉３丁目69－２－701　

北九州市八幡西区穴生１丁目６
－４－701　

生島　貴之

佐伯　善行

瀬﨑　仁

川内　涼介

福岡市東区箱崎１－31－２アイ
セレブ箱崎浪漫邸602　

福岡市東区箱崎１－31－２アイ
セレブ箱崎浪漫邸602　

平成27年１月14日

平成26年12月１日

平成27年１月30日

平成26年11月１日

平成27年１月13日

平成26年９月10日

平成26年８月16日

平成27年１月16日

平成26年12月29日

平成26年12月29日

平成27年１月14日

平成27年１月６日

平成27年１月30日

平成27年１月28日

平成27年１月13日

平成27年１月29日

平成27年１月14日

平成27年１月22日

平成27年１月５日

平成27年１月５日

政治団体の名称 解散年月日 届出年月日

みんなの党福岡県第10区支部 平成26年11月28日 平成27年１月16日

政治団体の名称 解散年月日 届出年月日

きりゅう順一後援会

堅田繁後援会

かけはし要一後援会

かいかけ俊之後援会

今泉まさとし後援会

伊塚ひろし後援会

石橋ただとし後援会

あたご会

秋吉俊英後援会

平成26年12月26日

平成26年12月31日

平成26年12月31日

平成24年12月31日

平成26年12月31日

平成26年12月30日

平成26年12月25日

平成26年12月31日

平成26年12月31日

平成27年１月９日

平成27年１月27日

平成27年１月27日

平成27年１月28日

平成27年１月21日

平成27年１月20日

平成27年１月29日

平成27年１月22日

平成27年１月27日
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　（31団体）
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県選挙管理委員会告示第88号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第２項の規定に基づき、次の公職の

候補者から資金管理団体指定届があったので、同法第19条の２第１項の規定により次の

とおり告示する。

　　平成27年８月25日

福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

吉野慎一後援会

吉田帰命後援会

柳瀬ひろみつ後援会

みんなの党福岡市議会第１支部

みんなの党福岡県議会第８支部

光安勝憲後援会

道ひろゆき後援会

松尾敏弘後援会

舩越たかよし後援会

ふじさわ悟後援会

福本秀昭後援会

ひろせたけし後援会

はら準一後援会

なんじゃもんじゃの会

たぶち千恵子後援会

新山正英後援会

迫静吾後援会

佐伯おさむ後援会

近藤大賀後援会

古賀を取り戻す会

こが光子後援会

草場賢一郎後援会

平成26年12月31日

平成26年12月31日

平成27年１月12日

平成26年12月31日

平成26年12月27日

平成26年12月31日

平成26年12月28日

平成26年12月30日

平成26年12月31日

平成24年12月31日

平成27年１月27日

平成23年12月31日

平成26年12月31日

平成26年12月31日

平成26年12月19日

平成26年12月31日

平成26年12月31日

平成26年12月31日

平成26年12月31日

平成26年12月29日

平成26年12月31日

平成26年12月30日

平成27年１月７日

平成27年１月30日

平成27年１月14日

平成27年１月５日

平成27年１月13日

平成27年１月16日

平成27年１月19日

平成27年１月20日

平成27年１月29日

平成27年１月８日

平成27年１月27日

平成27年１月８日

平成27年１月７日

平成27年１月27日

平成27年１月14日

平成27年１月16日

平成27年１月26日

平成27年１月16日

平成27年１月15日

平成27年１月28日

平成27年１月19日

平成27年１月７日

　受付期間　平成27年１月１日～１月31日

資金管理団体
指定の届出を
した者の氏名

公職の種類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 指定年月日 届出年月日

古賀　知文

久保田　賢治

木原　大輔

河村　康之

貝掛　俊之

井福　大昌

井之上　豊

石井　英俊

大木町議会議員

水巻町議会議員

岡垣町議会議員

大野城市議会議員

芦屋町議会議員

大野城市議会議員

古賀市議会議員

福岡市議会議員

古賀ともふみ後援会

久保田賢治後援会

木原大輔後援会

河村康之後援会

かいかけ俊之後援会

井福だいすけ後援会

井之上豊後援会

石井ひでとし後援会

三潴郡大木町蛭池1547－１古賀知文
方

遠賀郡水巻町緑ケ丘２－16－３

遠賀郡岡垣町中央台４－１－10

大野城市筒井３－９－41

遠賀郡芦屋町高浜町23－54

大野城市白木原１－２－15－102

古賀市今の庄２－20－10

福岡市東区千早１－７－12

古賀　知文

久保田　賢治

木原　大輔

河村　康之

貝掛　俊之

井福　大昌

井之上　豊

石井　英俊

平成27年１月９日

平成27年１月９日

平成27年１月30日

平成27年１月21日

平成27年１月28日

平成27年１月５日

平成27年１月21日

平成27年１月24日

平成27年１月15日

平成27年１月９日

平成27年１月30日

平成27年１月21日

平成27年１月28日

平成27年１月６日

平成27年１月21日

平成27年１月30日
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　（26団体）

　福岡県選挙管理委員会告示第89号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項の規定による資金管理団体届

出事項の異動届があったので、同法第19条の２第１項の規定により次のとおり告示する

。

　　平成27年８月25日

福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

安武　寛憲

安武　隆麿

宮﨑　稔子

壬生　隆明

水ノ江　晴敏

藤中　寛之

福澤　信光

平木　尚子

平井　信太郎

春田　章匡

畠山　恵美

野田　稔子

田辺　弘之

田中　栄一

世利　昌規

新開　崇司

重松　一英

坂井　久子

新宮町議会議員

大野城市議会議員

大川市議会議員

直方市長

水巻町議会議員

福岡県議会議員

大野城市議会議員

古賀市議会議員

大野城市議会議員

福岡県議会議員

福岡県議会議員

福岡県議会議員

篠栗町議会議員

八女市議会議員

福岡県議会議員

福岡市議会議員

朝倉市議会議員

筑後市議会議員

安武寛憲後援会

安武たかまろ後援会

宮﨑稔子後援会

直方創生会議

水ノ江晴敏後援会

ふじなか寛之後援会

ふくざわ信光後援会

平木尚子後援会

平井信太郎後援会

春田あきまさ後援会

畠山めぐみと政治を希
望につなぐ会

みのる会

田辺弘之後援会

田中栄一後援会

世利まさのり後援会

しんかい崇司後援会

重松一英後援会

坂井久子後援会

糟屋郡新宮町花立花２－３－６

大野城市大城２－10－18－503号プ
リエール

大川市大橋566－１

直方市津田町１－２河内ビル２Ｆ

遠賀郡水巻町おかの台17福岡県営お
かの台住宅1722号室

田川市中央町３－65社会文化会館内

大野城市上大利２－17－５－301

古賀市花見東２－７－８

大野城市南ケ丘１－２－５タニガワ
ビル１Ｆ

宮若市倉久3474

北九州市門司区大里本町３－14－22

八女市本町２－81

糟屋郡篠栗町高田499－１ベンタナ
ヒルズ篠栗16－1207

八女市黒木町北大淵7917

糟屋郡宇美町大字井野614・615合筆
地

福岡市中央区薬院２－15－11福博ビ
ル２Ｆ

朝倉市片延23－４

筑後市大字徳久163ＳＫマンション
107号

安武　寛憲

安武　隆麿

宮﨑　稔子

壬生　隆明

水ノ江　晴敏

藤中　寛之

福澤　信光

平木　尚子

平井　信太郎

春田　章匡

畠山　恵美

野田　稔子

田辺　弘之

田中　栄一

世利　昌規

新開　崇司

重松　一英

坂井　久子

平成27年１月21日

平成27年１月５日

平成27年１月９日

平成27年１月５日

平成27年１月９日

平成27年１月10日

平成27年１月21日

平成27年１月21日

平成27年１月15日

平成27年１月20日

平成27年１月21日

平成27年１月６日

平成27年１月21日

平成26年12月24日

平成27年１月14日

平成27年１月10日

平成27年１月26日

平成27年１月７日

平成27年１月21日

平成27年１月５日

平成27年１月９日

平成27年１月５日

平成27年１月９日

平成27年１月13日

平成27年１月30日

平成27年１月21日

平成27年１月15日

平成27年１月20日

平成27年１月22日

平成27年１月７日

平成27年１月21日

平成27年１月14日

平成27年１月15日

平成27年１月13日

平成27年１月26日

平成27年１月７日
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　（８団体）

　福岡県選挙管理委員会告示第90号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項の規定による資金管理団体指

定取消届があったので、同法第19条の２第１項の規定により次のとおり告示する。

　　平成27年８月25日

福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

資金管理団体届出
事項の異動の届出
をした者の氏名

公職の種類 資金管理団体の名称 異動事項
内　　容

異動年月日 届出年月日
新 旧

吉田　厚

前川　健太

藤野　哲司

新村　優

新上　健一

後藤　元秀

江藤　秀之

飯盛　利康

春日市議会議員

福岡市議会議員

福岡市議会議員

福岡市議会議員

北九州市議会議員

福岡県議会議員

福岡県議会議員

福岡市議会議員

吉田アツシ後援会

前川健太後援会

ふじの哲司後援会

新村まさる後援会

新上健一政経会

福岡藤花会

えとう秀之後援会

飯盛利康後援会

主たる事務所の所在地

主たる事務所の所在地

主たる事務所の所在地

主たる事務所の所在地

主たる事務所の所在地

主たる事務所の所在地

主たる事務所の所在地

主たる事務所の所在地

春日市紅葉ケ丘東３－67　

福岡市南区向野２－15－10
向栄ビル大橋101　

福岡市東区箱崎２－６－13　

福岡市南区長丘２－24－３
武末第一ビル106号　

北九州市八幡東区西本町４
－１－２－1302号　

福岡市中央区白金１－17－
11（株）後藤産業内　

飯塚市横田351－１　

福岡市南区長住４－２－30　

春日市紅葉ケ丘東９－168
－２　

福岡市南区野間４－１－35
－107　

福岡市東区箱崎２－16－48　

福岡市南区長丘５－16－27
ホワイトスクエア長丘601号　

北九州市八幡東区中央１－
２－３－906号　

福岡市中央区白金１丁目17
－11後藤産業ビル２Ｆ　

飯塚市花瀬83－１　

福岡市南区長住３－10－204　

平成26年11月１日

平成27年１月１日

平成27年１月９日

平成26年10月16日

平成27年１月５日

平成26年８月１日

平成27年１月16日

平成27年１月１日

平成27年１月28日

平成27年１月６日

平成27年１月14日

平成27年１月14日

平成27年１月28日

平成27年１月29日

平成27年１月19日

平成27年１月29日

　受付期間　平成27年１月１日～１月31日

　法第19条第３項第１号による届出

資金管理団体の指定の取消し
の届出をした者の氏名

公職の種類 資金管理団体の名称 代表者の氏名 取消年月日 届出年月日

吉栁　順一

掛橋　要一

貝掛　俊之

今泉　正敏

伊塚　弘

福岡県議会議員

川崎町議会議員

芦屋町議会議員

篠栗町議会議員

苅田町議会議員

きりゅう順一後援会

かけはし要一後援会

かいかけ俊之後援会

今泉まさとし後援会

伊塚ひろし後援会

吉栁　順一

掛橋　要一

貝掛　俊之

今泉　正敏

伊塚　弘

平成26年12月26日

平成26年12月31日

平成24年12月31日

平成26年12月31日

平成26年12月30日

平成27年１月９日

平成27年１月27日

平成27年１月28日

平成27年１月21日

平成27年１月20日
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　（11団体）

吉田　帰命

柳瀬　弘光

田淵　千恵子

近藤　大賀

古賀　光子

草場　賢一郎

久留米市議会議員

東峰村議会議員

嘉麻市議会議員

福岡市議会議員

大川市議会議員

八女市議会議員

吉田帰命後援会

柳瀬ひろみつ後援会

たぶち千恵子後援会

近藤大賀後援会

こが光子後援会

草場賢一郎後援会

吉田　帰命

柳瀬　弘光

田淵　千恵子

近藤　大賀

古賀　光子

草場　賢一郎

平成26年12月31日

平成27年１月12日

平成26年12月19日

平成26年12月31日

平成26年12月31日

平成26年12月30日

平成27年１月30日

平成27年１月14日

平成27年１月14日

平成27年１月15日

平成27年１月19日

平成27年１月７日


