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令和２年10月20日
第　　  145 　　号

○漁船損害等補償法第112条第１項の規定による同意を求めるための事

　前届出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（漁業管理課）……………10

○福岡県漁業調整規則に基づく聴聞の期日における審理の公開

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（漁業管理課）……………13

○開発行為に関する工事の完了　　　　　　　　　　　　（都市計画課）……………13

　福岡県告示第780号

　救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条第１項に規定する救急病

院を次のように認定したので、同令第２条第１項の規定により告示する。

　　令和２年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋

病院の名称 所　　在　　地 有　効　期　間

朝倉医師会病院 朝倉市来春422－１

令和２年７月１日から
令和５年６月30日まで新小文字病院 北九州市門司区大里新町２－５

遠賀中間医師会おんが病院 遠賀郡遠賀町大字尾崎1725－２

医療法人恒生堂永田整形外科
病院 大牟田市不知火町１－６－３ 令和２年９月１日から

令和５年８月31日まで

ヨコクラ病院 みやま市高田町濃施480－２ 令和２年10月13日から
令和５年10月12日まで

　福岡県告示第781号

　森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第２項の規定に基づき、保安林の指定の

解除をするので、同法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のよう

に告示する。

　　令和２年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　

１　解除に係る保安林の所在場所

目　　　次
　　　　告　　　示（第780号・第781号）

○救急病院の認定　　　　　　　　　　　　　　　　　　（医療指導課）……………１

○解除に係る保安林の所在場所等　　　　　　　　　（農山漁村振興課）……………１

　　　　公　　　告

○開発行為に関する工事の完了　　　　　　　　　　　　（都市計画課）……………２

○福岡県県土整備部・建築都市部公共事業再評価検討委員会の開催

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（企　画　課）……………２

○指定居宅サービス事業者の指定　　　　　　　　　　　（介護保険課）……………２

○指定居宅サービス事業者の廃止　　　　　　　　　　　（介護保険課）……………５

○指定介護予防サービス事業者の指定　　　　　　　　　（介護保険課）……………６

○指定介護予防サービス事業者の廃止　　　　　　　　　（介護保険課）……………７

○指定介護療養型医療施設の辞退　　　　　　　　　　　（介護保険課）……………８

○介護医療院の許可　　　　　　　　　　　　　　　　　（介護保険課）……………８

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示　　　　　（税　務　課）……………９

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示　　　　　（税　務　課）……………９

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集　　　　　　　　（生活衛生課）……………９

○住宅確保要配慮者居住支援法人の指定に係る公示について　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（住宅計画課）……………９

○大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定に基づく変更の届出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中小企業振興課）……………10

○大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定に基づく変更の届出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中小企業振興課）……………10
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　⑴　海岸事業（三池港海岸 港湾海岸高潮対策事業）について

　⑵　海岸事業（苅田港海岸 港湾海岸高潮対策事業）について

　⑶　街路事業（西鉄天神大牟田線）について

　⑷　街路事業（久留米駅南町線）について

　⑸　砂防事業（下尾平川（砂防））について

　⑹　砂防事業（大谷川（砂防））について

４　会議の公開

　　会議の傍聴を希望する者は、会議当日、会場にて開会30分前から受付を行うので、

開会10分前までに申し込むこと。ただし、傍聴席に限りがあるため、申込者が10人を

超えた場合は、抽選により傍聴者を決定する。

５　問合せ先

　　福岡県県土整備部企画課（福岡市博多区東公園７番７号　電話092－643－3696）

　公告

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の規定に基づき、指定居宅サービ

ス事業者の指定をしたので、同法第78条第１号及び介護保険法施行規則（平成11年厚生

省令第36号）第131条の２の規定により次のように公示する。

　　令和２年10月20日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋

サービス
の種類

介護保険
事業所番号

事業所の名称
及び所在地 事業者の名称 指　定

年月日

訪問介護 4073800684

ヘルパーステーションう
みもも館
糟屋郡宇美町平和一丁目
17番７

有限会社アンセル 令和２年５月１日

〃 4075000739

ヘルパーステーション　
トラスト
遠賀郡水巻町吉田団地59
番地１号

株式会社トラスト  令和２年５月１日

〃 4072601943
サンふくし訪問介護
行橋市南大橋一丁目１番
25号

サンふくし合同会
社 令和２年５月１日

　　京都郡みやこ町犀川鐙畑字作り道611の２

２　保安林として指定された目的

　　水源の涵
かん

養

３　解除の理由

　　道路用地とするため

　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。

　　令和２年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糸島市多久字中原437番２及び437番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　糸島市南風台三丁目９番10号

　　行弘　和晃

　公告

　令和２年度福岡県県土整備部・建築都市部公共事業再評価検討委員会（第１回）が次

のように公開されるので、公告する。

　　令和２年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋

１　日時

　　令和２年10月27日（火）　午後１時30分

２　会場

　　福岡市博多区吉塚本町13番50号

　　福岡県吉塚合同庁舎７階　特６会議室

３　予定議案

公　　　告
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－１　アシーナ京町ビル
303号室

訪問看護 4062090081 訪問看護ステーションten
波多江 株式会社ten  令和２年５月１日

〃 4062190071
訪問看護ステーションは
ばたき
八女市吉田1540－5

医療法人社団筑水
会  令和２年６月１日

〃 4062390069
訪問看護ステーション　
つなぐ
筑後市常用826番地７

株式会社ふくろう  令和２年６月１日

〃 406559030 
訪問看護ステーション　
よつば
筑後市椿609番地38

株式会社アニーズ  令和２年６月１日

〃 4065690309 
訪問看護ステーション　
わんず
田川市伊加利1955番地56

合同会社One’s  令和２年６月１日

〃 4060490366 

訪問看護ステーション菜
の花
糟屋郡宇美町明神坂一丁
目２番５号フォレストヴ
ィラ進103号

医療法人社団廣徳
会  令和２年７月１日

〃 4062490042 
甘木病院　訪問看護ステ
ーション
朝倉市屋永2295－2

医療法人祥風会  令和２年７月１日

〃 4060490374

訪問看護ステーションあ
んco‐
糟屋郡新宮町三代499－1　
ハイライズMISIRO101

合同会社はる・す
た  令和２年８月１日

〃 4061490167 

みのり訪問看護ステーシ
ョン
太宰府市通古賀四丁目４
－16　リバーサイド陶山
101号室

合同会社viola  令和２年８月１日

〃 4061590149 

リハビリ専門　訪問看護
ステーションHARERU
大野城市錦町４－３－８　
グリンデルワルト１F

株式会社TRIH　
JAPAN  令和２年８月１日

〃 4064490255 

坂本内科訪問看護ステー
ション
大牟田市黄金町一丁目294
番地

医療法人慶潤会  令和２年８月１日

〃 4065390314 ルピナス訪問看護ステー
ション

株式会社　ヒュー
マンアシスト 令和２年８月１日

〃 4073001614
ケアネットはーとぴあ
筑紫野市岡田三丁目11番
地１ほほえみタウンA棟

社会福祉法人はー
と＆はーと  令和２年５月１日

〃 4071902987

モンクールホームケアサ
ービス
田川市新町８番地17　ピ
ッティパラッツオ101

モン・クール合同
会社  令和２年６月１日

〃 4073401426

ヘルパーステーションき
ずな
太宰府市朱雀二丁目８－
20　みなみ荘５号

有限会社アイティ
ーシー  令和２年６月１日

〃 4074200637

ニチイケアセンター新宮
町
糟屋郡新宮町下府三丁目
18番１号ナガサキビル２
－１号室

株式会社ニチイ学
館  令和２年６月１日

〃 4071902995
ヘルパーステーション
Link
田川市弓削田117－１

株式会社　きらぼ
し  令和２年７月１日

〃 4071503660

ヘルパーステーション花
たより
大牟田市南船津町三丁目
８番地４

合同会社花便り  令和２年９月１日

〃 4073700884

オレンジヘルパーステー
ション
那珂川市片縄北三丁目17
番７号

社会医療法人喜悦
会  令和２年９月１日

〃 4071503678
ヘルパーステーションち
くご
大牟田市高砂町16

社会福祉法人あら
ぐさ会  令和２年10月１日

〃 4072100813

ヘルパーステーション　
すりーる
嘉麻市山野135－137　コ
ーポカトレアB号室

合同会社ゲナム  令和２年10月１日

〃 4072601968

西日本ケアヘルパーサー
ビス
行橋市天生田586－1　サ
ン・ライズあもうだビル
205号

株式会社しろいわ  令和２年10月１日

〃 4073001622 ツクイ筑紫野
筑紫野市原田８－４－３ 株式会社ツクイ  令和２年10月１日

〃 4078000454
ヘルパーステーションな
ぎ
京都郡苅田町京町１－11

一般社団法人きぼ
うほう 令和２年10月１日
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〃 4075101040 りんどう
遠賀郡岡垣町山田679番地 株式会社木道  令和２年８月１日

〃 4079900405

デイサービスセンターみ
もざ
田川郡大任町今任原3500
－８

合同会社
KOKORO 令和２年９月１日

〃 4072601976 
宮の下デイサービスぼた
ん
行橋市元永882番地

株式会社豊翔  令和２年10月１日

〃 4073001630 ツクイ筑紫野
筑紫野市原田８－４－３ 株式会社ツクイ  令和２年10月１日

〃 4073101539 

グッドタイム春日デイサ
ービスセンター
春日市平田台一丁目138番
２号

社会福祉法人創生
会  令和２年10月１日

〃 4073101562 
ツクイ春日一の谷
春日氏一の谷一丁目102番
地

株式会社ツクイ  令和２年10月１日

〃 4073401434 
ツクイ太宰府
太宰府市国分三丁目１－
30

株式会社ツクイ  令和２年10月１日

〃 4073601090 
ライズケアセンター古賀
古賀市美明二丁目１番６
号

有限会社ひかり  令和２年10月１日

〃 4073700892 ツクイ福岡那珂川
那珂川市道善２－58 株式会社ツクイ  令和２年10月１日

〃 4074400658 ツクイ福岡粕屋
糟屋郡粕屋町仲原1798－1 株式会社ツクイ  令和２年10月１日

〃 4074501059 ツクイ福岡福津
福津市日蒔野６－２－10 株式会社ツクイ  令和２年10月１日

〃 4078000462 
ツクイ苅田京町
京都郡苅田町京町１－３
－１

株式会社ツクイ  令和２年10月１日

短期入所
生活介護

4073501548 ショートステイ潤の杜
糸島市潤三丁目８番１号

医療法人　舌間整
形外科医院  令和２年７月１日

特定施設
入居者生
活介護

4073101554 

グッドタイムホーム２・
春日
春日市平田台一丁目138番
２号

社会福祉法人　創
生会  令和２年10月１日

特定福祉
用具販売

4079500411
ライフプラスりはなす
田川郡糸田町上糸田2253
番地１

リハナス株式会社  令和２年８月１日

田川郡添田町添田1242－
21

〃 4064390091 

訪問看護ステーション　
福禄寿
柳川市三橋町百町464　待
鳥コーポ８

株式会社Forutuna  令和２年９月１日

〃 4061590156 

訪問看護ステーションお
おのじょう
大野城市御笠川一丁目５
－１

株式会社いわさき  令和２年10月１日

〃 4065590319 
訪問看護ステーション　
きさく
飯塚市中825番地

株式会社メディカ
ルラボ  令和２年10月１日

通所介護 40738000692 
デイサービスうみもも館
糟屋郡宇美町平和一丁目
17番７

有限会社アンセル  令和２年５月１日

〃 4075101032 
サンライト海老津
遠賀郡岡垣町海老津1100
番地１

株式会社ライト総
合ケアサービス  令和２年５月１日

〃 4071503652 
デイサービスセンター　
すまいる歴木
大牟田市歴木1807－1195

株式会社シャイニ
ングライフ  令和２年６月１日

〃 4071804001 

医療法人社団　新和会　
デイサービス　きんもく
せい頴田
飯塚市口原347番地１

医療法人社団親和
会  令和２年６月１日

〃 4071702304 生活訓練　Wing
直方市植木693番地３ 株式会社ウイング  令和２年８月１日

〃 4071903019 デイサービス光ヶ丘
田川市伊田2562番地40

株式会社トータル
ケア河野  令和２年８月１日

〃 4072900808 
シマリスみくに
小郡市津古字西宮原1001
－1

社会医療法人シマ
ダ  令和２年８月１日

〃 4073501555 
デイサービスたいようⅡ
糸島市二丈田中字中牟田
133－1

株式会社ｔｔｔ  令和２年８月１日

〃 4073601066 デイサービスこはる茶屋
古賀市米多比555－1

株式会社福祉サー
ビスひより茶屋  令和２年８月１日

〃 4073601074 

デイサービスセンターい
こいの里古賀
古賀市今の庄二丁目15番
10号

株式会社ウキシロ
ホールディングス 令和２年８月１日
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〃 4071902011  介護ステーションゆうき
田川郡香春町香春669

株式会社日本パイ
プコンベヤ研究所 令和２年８月31日 

〃 4073100861  
春日地域福祉事務所ひま
わり
春日市若葉台４－185

特定非営利活動法
人ワーカーズコー
プ 

令和２年９月１日 

〃 4072601505  

ＪＡ福岡京築ヘルパース
テーション「みやこ」
行橋市西宮市五丁目11番
１号

福岡京築農業協同
組合 令和２年９月30日 

〃 4071500070  
ヘルパーステーションち
くご
大牟田市高砂町16番地

筑後保健生活協同
組合 令和２年９月30日 

〃 4073000707  ツクイ筑紫野
筑紫野市原田８－４－３ 株式会社ツクイ 令和２年９月30日 

〃 4071802088  訪問介護　一期
飯塚市菰田115番地16 株式会社吾亦紅 令和２年９月30日 

〃 4073300420  
ホームヘルパーステーシ
ョン吉田
宗像市池田2983番地

有限会社ホームヘ
ルパーステイショ
ン吉田 

令和２年９月30日 

〃 4071800371  
いずみ訪問介護ステーシ
ョン
飯塚市庄司1941番地１

社会福祉法人いず
み福祉会 令和２年10月１日 

訪問看護 4062590023  
永寿会訪問看護ステーシ
ョン
大川市道海島861

社会福祉法人　道
海永寿会 令和２年７月31日 

〃 4065390264  

キズナ訪問看護ステーシ
ョン
田川郡添田町添田1242番
地14

ＮＰＯ法人　ライ
フサポート絆 令和２年７月31日 

訪問入浴
介護 4072500376  永寿会訪問入浴サービス

大川市道海島861
社会福祉法人　道
海永寿会 令和２年７月31日 

通所介護 4073300271  

デイサービスセンターゆ
とり苑
宗像市陵厳寺二丁目29番
６号

有限会社　ゆたか
公司 令和２年５月31日 

〃 4073300388  

デイサービスセンターあ
かま
宗像市田久三丁目11番１
号

社会福祉法人　久
寿福祉会 令和２年６月30日 

〃 4072200803  
デイサービスセンター　
希楽里
朝倉市杷木池田718番地

ヨコオハウジング
有限会社 令和２年８月31日 

福祉用具
貸与 4079500411

ライフプラスりはなす
田川郡糸田町上糸田2253
番地１

リハナス株式会社 令和２年８月１日

　公告

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定に基づき、指定居宅サービ

ス事業者から事業の廃止の届出があったので、同法第78条第２号及び介護保険法施行規

則（平成11年厚生省令第36号）第131条の２の規定により次のように公示する。

　　令和２年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋

サービス
の種類

介護保険
事業所番号

事業所の名称
及び所在地 事業者の名称 廃　止

年月日

訪問介護 4073101349
訪問介護　希
春日市須玖南四丁目37番
地

株式会社オフィス
Rei 令和２年６月11日 

〃 4072601554  
アバン・ヘルパーステー
ション
行橋市大野井871番１

株式会社　ケア・
ウェル 令和２年７月１日 

〃 4072600556
白ゆりヘルパーサービス
京都郡苅田町与原1836番
地

有限会社ケアプラ
ン・白ゆり 令和２年７月10日

〃 4073000889  

ウィズ・ユー介護サービ
ス合同会社
筑紫野市むさしケ丘三丁
目12番12号

ウィズ・ユー介護
サービス合同会社 令和２年７月31日 

〃 4072400288  おおづる介護サービス
筑後市野町378番地の１

有限会社大靏タク
シー 令和２年７月31日 

〃 4074900327  

ヘルパーステーション　
みずき
遠賀郡芦屋町山鹿863番地
11　マリンクワトロ101号

合同会社ミモザの
花 令和２年７月31日 

〃 4072200944
ヘルパーステーション希
楽里
朝倉市杷木池田718番地

ヨコオハウジング
有限会社 令和２年８月31日 

〃 4073400238  

特定非営利活動法人　ふ
れあいネット
太宰府市五条五丁目10番
12号

特定非営利活動法
人　ふれあいネッ
ト 

令和２年８月31日 
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オフィスパレア須恵１B
棟１号室

〃 4072900683  

にしてつ暮らしアシスト　
小郡三国が丘店
小郡市三国が丘一丁目50
番地１

西鉄不動産株式会
社 令和２年10月１日 

福祉用具
貸与 4071901385  エトウ福祉用具サービス

田川市伊田町15番32号
有限会社エトウ商
店 令和２年７月31日 

〃 4077800318  福祉用具　ウェルコム
田川郡赤村赤4548番地３

株式会社　ウェル
コム 令和２年７月31日 

〃 4074100415  

スペースケア福岡営業所
糟屋郡須恵町旅石233－２　
オフィスパレア須恵１B
棟１号室

株式会社スペース
ケア 令和２年８月31日 

〃 4072900683  

にしてつ暮らしアシスト　
小郡三国が丘店
小郡市三国が丘一丁目50
番地１

西鉄不動産株式会
社 令和２年10月１日 

〃 4073100614

有料老人ホームグッドタ
イムホーム２・春日
春日市平田台一丁目138番
地２

株式会社創生事業
団 令和２年９月30日

　公告

　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項の規定に基づき、指定介護予防サー

ビス事業者の指定をしたので、同法第115条の10第１号及び介護保険法施行規則（平成11

年厚生省令第36号）第140条の23の規定により次のように公示する。

　　令和２年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋

サービス
の種類

介護保険
事業所番号

事業所の名称
及び所在地 事業者の名称 指　定

年月日

介護予防
訪問看護 4062090081

訪問看護ステーションten
波多江
糸島市波多江駅北二丁目
13－３　REGISU波多江
301号室

株式会社ten 令和２年５月１日

〃 4062190071 訪問看護ステーションは
ばたき

医療法人社団筑水
会 令和２年６月１日

〃 4073100580  

グッドタイム春日デイサ
ービスセンター
春日市平田台一丁目138番
２号

株式会社創生事業
団 令和２年９月30日 

〃 4073000665  ツクイ筑紫野
筑紫野市原田８－４－３ 株式会社ツクイ 令和２年９月30日 

〃 4073100481  
ツクイ春日一の谷
春日市一の谷一丁目102番
地

株式会社ツクイ 令和２年９月30日 

〃 4073401079
ツクイ太宰府
太宰府市国分三丁目１－
30

株式会社ツクイ 令和２年９月30日 

〃 4073600720  

デイサービス　けやき通
り古賀
古賀市美明二丁目１番６
号

株式会社ケアプラ
ネッツ 令和２年９月30日 

〃 4073700686  ツクイ福岡那珂川
那珂川市道善二丁目58番 株式会社ツクイ 令和２年９月30日 

〃 4074400328  ツクイ福岡粕屋
糟屋郡粕屋町仲原1798－1 株式会社ツクイ 令和２年９月30日 

〃 4074500812  ツクイ福岡福津
福津市日蒔野６－２－10 株式会社ツクイ 令和２年９月30日 

〃 4078000207  
ツクイ苅田京町
京都郡苅田町京町一丁目
３番１号

株式会社ツクイ 令和２年９月30日 

通所リハ
ビリテー
ション 

4016119184  

医療法人正周会　猪熊ク
リニック
遠賀郡水巻町猪熊九丁目
４番30号

医療法人正周会水
巻共立病院 令和２年５月31日 

〃 4071700704  
直方診療所
直方市山部字喜富太504番
地

公益社団法人　福
岡医療団 令和２年５月31日 

〃 4072900055  

医療法人社団　豊泉会　
丸山病院
小郡市山隈字弥八郎273番
地

医療法人社団　豊
泉会 令和２年10月１日 

特定福祉
用具販売 4071901385  エトウ福祉用具サービス

田川市伊田町15番32号
有限会社エトウ商
店 令和２年７月31日 

〃 4077800318  福祉用具　ウェルコム
田川郡赤村赤4548番地３

株式会社　ウェル
コム 令和２年７月31日 

〃 4074100415  スペースケア福岡営業所
糟屋郡須恵町旅石233－２

株式会社スペース
ケア 令和２年８月31日 
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〃 4061590156 

訪問看護ステーションお
おのじょう
大野城市御笠川一丁目５
－１

株式会社いわさき 令和２年10月１日

〃 4065590319 
訪問看護ステーション　
きさく
飯塚市中825番地

株式会社メディカ
ルラボ

令和２年10月１日

介護予防
特定施設
入居者生
活介護 

4073101554 

グッドタイムホーム２・
春日
春日市平田台一丁目138番
２号

社会福祉法人創生
会

令和２年10月１日

介護予防
特定福祉
用具販売 

4079500411 
ライフプラスりはなす
田川郡糸田町上糸田2253
番地１

リハナス株式会社 令和２年８月１日

介護予防
福祉用具
貸与 

4079500411 
ライフプラスりはなす
田川郡糸田町上糸田2253
番地１

リハナス株式会社 令和２年８月１日

介護予防
短期入所
生活介護

4073501548 ショートステイ潤の杜
糸島市潤三丁目８番１号

医療法人　舌間整
形外科医院

令和２年７月１日

　公告

　介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定に基づき、指定介護予

防サービス事業者から事業の廃止の届出があったので、同法第115条の10第２号及び介護

保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第140条の23の規定により、次のように公示

する。

　　令和２年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋

サービス
の種類

介護保険
事業所番号

事業所の名称
及び所在地 事業者の名称 廃　止

年月日

介護予防
訪問看護 4062590023

永寿会訪問看護ステーシ
ョン
大川市道海島861

社会福祉法人　道
海永寿会 令和２年７月31日

〃 4065390264

キズナ訪問看護ステーシ
ョン
田川郡添田町添田1242番
地14

ＮＰＯ法人　ライ
フサポート絆 令和２年７月31日

介護予防
訪問入浴 4072500376 永寿会訪問入浴サービス

大川市道海島861
社会福祉法人　道
海永寿会 令和２年７月31日

八女市吉田1540－5

〃 4062390069 
訪問看護ステーション　
つなぐ
筑後市常用826番地７

株式会社ふくろう 令和２年６月１日

〃 4065590301 
訪問看護ステーション　
よつば
筑後市椿609番地38

株式会社アニーズ 令和２年６月１日

〃 4065690309 
訪問看護ステーション　
わんず
田川市伊加利1955番地56

合同会社One’s 令和２年６月１日

〃 4060490366 

訪問看護ステーション菜
の花
糟屋郡宇美町明神坂一丁
目２番５号フォレストヴ
ィラ進103号

医療法人社団廣徳
会

令和２年７月１日

〃 4062490042 
甘木病院　訪問看護ステ
ーション
朝倉市屋永2295－2

医療法人祥風会 令和２年７月１日

〃 4060490374

訪問看護ステーションあ
んco‐
糟屋郡新宮町三代499－1　
ハイライズMISHIRO101

合同会社はる・す
た

令和２年８月１日

〃 4061490167 

みのり訪問看護ステーシ
ョン
太宰府市通古賀四丁目４
－16　リバーサイド陶山
101号室

合同会社viola 令和２年８月１日

〃 4061590149 

リハビリ専門　訪問看護
ステーションHARERU
大野城市錦町４－３－８　
グリンデルワルト１F

株式会社TRIH　
JAPAN

令和２年８月１日

〃 4064490255 

坂本内科訪問看護ステー
ション
大牟田市黄金町一丁目294
番地

医療法人慶潤会 令和２年８月１日

〃 4065390314 

ルピナス訪問看護ステー
ション
田川郡添田町添田1242－
21

株式会社　ヒュー
マンアシスト

令和２年８月１日

〃 4064390091 

訪問看護ステーション　
福禄寿
柳川市三橋町百町464　待
鳥コーポ８

株式会社Forutuna 令和２年９月１日
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　公告

　健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第130条の２第１項の

規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保

険法（平成９年法律第123号）第113条の規定に基づき、指定介護療養型医療施設から指

定の辞退があったので、同法第115条第２号及び健康保険法等の一部を改正する法律（

平成18年法律第83号）附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものと

された健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整

備に関する省令（平成24年厚生労働省令第10号）第２条の規定による改正前の介護保険

法施行規則（平成11年厚生労働省令第36号）第140条の２の規定により、次のように公

告する。

　　令和２年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋

サービス
の種類

介護保険
事業所番号

事業所の名称
及び所在地 事業者の名称 辞　退

年月日

介護療養
型医療施
設

4014419339
医療法人　完光会　今野
病院
大牟田市末広町５－２

医療法人完光会 令和２年６月30日

〃 4010511154
医療法人寛晴会上田医院
福津市宮司六丁目10番１
号

医療法人寛晴会 令和２年８月１日

〃 4012619112
丸山病院
小郡市山隈字弥八郎273番
地11

医療法人社団　豊
泉会 令和２年９月30日

　公告

　介護保険法（平成９年法律第123号）第107条第１項の規定に基づき、介護医療院の開

設を許可したので、同法第114条の７第１号及び介護保険法施行規則（平成11年厚生省

令第36号）第140条の２の３の規定により次のように公示する。

　　令和２年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋

介護

介護予防
通所リハ 4016119184 医療法人正周会　猪熊ク

リニック
医療法人正周会水
巻共立病院 令和２年５月31日

ビリテー
ション

遠賀郡水巻町猪熊九丁目
４番30号

〃 4071700704
直方診療所
直方市山部字喜藤太504番
地

公益社団法人　福
岡医療団 令和２年５月31日

〃 4072900055

医療法人社団　豊泉会　
丸山病院
小郡市山隈字弥八郎273番
地

医療法人社団　豊
泉会 令和２年10月１日

介護予防
特定福祉
用具販売

4071901385 エトウ福祉用具サービス
田川市伊田町15番32号

有限会社エトウ商
店 令和２年７月31日

〃 4077800318 福祉用具　ウェルコム
田川郡赤村赤4548番地３

株式会社　ウェル
コム 令和２年７月31日

〃 4074100415

スペースケア福岡営業所
糟屋郡須恵町旅石233－２　
オフィスパレア須恵１B
棟１号室

株式会社スペース
ケア 令和２年８月31日

〃 4072900683

にしてつ暮らしアシスト　
小郡三国が丘店
小郡市三国が丘一丁目50
番地１

西鉄不動産株式会
社 令和２年10月１日

介護予防
福祉用具
貸与

4071901385 エトウ福祉用具サービス
田川市伊田町15番32号

有限会社エトウ商
店 令和２年７月31日

〃 4077800318 福祉用具　ウェルコム
田川郡赤村赤4548番地３

株式会社　ウェル
コム 令和２年７月31日

〃 4074100415

スペースケア福岡営業所
糟屋郡須恵町旅石233－２　
オフィスパレア須恵１B
棟１号室

株式会社スペース
ケア 令和２年８月31日

〃 4072900683

にしてつ暮らしアシスト　
小郡三国が丘店
小郡市三国が丘一丁目50
番地１

西鉄不動産株式会
社 令和２年10月１日

〃 4073100614

有料老人ホームグッドラ
イムホーム２・春日
春日市平田台一丁目138番
２号

株式会社創生事業
団 令和２年９月30日
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１　意見を募集しなかった理由

　　地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十七条に

規定する承認地域経済牽引事業に関する省令及び地域経済牽引事業の促進による地域

の成長発展の基盤強化に関する法律第二十九条に規定する承認連携支援事業に関する

省令の一部を改正する省令（令和２年総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経

済産業省、国土交通省、環境省令第１号）等の制定に伴い、当然必要とされる規定の

整理を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同

条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

２　規則の公布日

　　令和２年10月20日

　公告

　福岡県食品の安全・安心の確保に関する条例施行規則の一部を改正する規則案につい

て、次のとおり意見を募集します。

　　令和２年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　小　川　　洋

１　意見募集期間

　　令和２年10月20日から令和２年11月18日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲

載するほか、福岡県保健医療介護部生活衛生課に備え置きます。

　公告

　住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法律第112号

）第40条の規定に基づき、住宅確保要配慮者居住支援法人を指定したので、同法第41条

第１項の規定により次のように公示する。

　　令和２年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　

サービス
の種類

介護保険
事業所番号

施設の名称
及び所在地

開設者の名称
又は氏名

許　可
年月日

介護医療
院 40B2900023

丸山病院介護医療院
小郡市山隈字弥八郎273番
地11

医療法人社団豊泉
会 令和２年10月１日

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県税条例施行規則（昭和30年福岡県規則第18号）

の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/

）に掲載するほか、福岡県総務部税務課に備え置きます。

　　令和２年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　　地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）等の制定に伴い、当然必

要とされる規定の整理を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に

該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

２　規則の公布日

　　令和２年10月20日

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで地域経済牽引事業の促進のための福岡県税の課税免除

に関する条例施行規則（平成29年福岡県規則第57号）の一部改正を行ったので、次のと

おり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県総務部税務課に備え置きます。

　　令和２年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
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　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定に基づき、同法第

５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったの

で、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告

する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４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。

　　令和２年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋

１　届出年月日

　　令和２年10月２日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　マックスバリュ久留米西店

　⑵　所在地　久留米市白山町字鳥飼３番６　外５筆

３　当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

　あっては代表者の氏名

変更前 変更後

マックスバリュ九州株式会社
代表取締役　佐々木　勉
福岡市博多区博多駅東三丁目13番21号

イオン九州株式会社
代表取締役　柴田　祐司
福岡市博多区博多駅南二丁目９番11号

株式会社サンドラッグ
代表取締役　貞方　宏司
東京都府中市若松町一丁目38番１号

株式会社サンドラッグ
代表取締役　貞方　宏司
東京都府中市若松町一丁目38番１号

株式会社西松屋チェーン
代表取締役　大村　禎文
兵庫県姫路市飾東町庄266番１

株式会社西松屋チェーン
代表取締役　大村　浩一
兵庫県姫路市飾東町庄266番１

　公告

　漁船損害等補償法施行令（昭和27年政令第68号。以下「令」という。）第５条第１項

の規定により、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号。以下「法」という。）第112

条第１項の規定による同意を求めるための事前届出があったので、令第５条第３項の規

支援法人の名称 支援法人の住所 支援業務を行う
事務所の所在地

指　定
年月日

ふるさと管理綜合株式会
社

久留米市田主丸町菅原
1368番地

久留米市田主丸町菅原
1368番地

令和２年
10月７日

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定に基づき、同法附

則第５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があっ

たので、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり

公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４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。

　　令和２年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋

１　届出年月日

　　令和２年９月17日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地 

　⑴　名称　　ザ・モール春日店

　⑵　所在地　春日市春日五丁目17番地

３　当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名

変更前 変更後

合同会社西友
代表社員　ウォルマート・ジャパン・ホール
ディングス株式会社
職務執行者　リオネル・アルベール・ジェイ
・デスクリー・ドゥ・マレドスー
東京都北区赤羽二丁目１－１
外25社

合同会社西友
代表社員　ウォルマート・ジャパン・ホール
ディングス株式会社
職務執行者　リオネル・アルベール・ジェイ
・デスクリー・ドゥ・マレドスー
東京都北区赤羽二丁目１－１
外25社

　公告
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北九州市若松区大字有毛2820番地
北九州市若松区大字有毛2787番地の１
北九州市若松区大字有毛2956番地１

林　　文雄
網内　豊
山下　丈晴

岩屋 ひびき灘漁業協同組合

北九州市若松区大字安屋1742番地10
北九州市若松区大字安屋1752番地
北九州市若松区大字安屋1775番地

山口　豊志
本田　剛
脇坂　章典

脇田 ひびき灘漁業協同組合

北九州市小倉北区大字藍島142番地の
６
北九州市小倉北区大字藍島275番地１
北九州市小倉北区大字藍島177番地４

松下　洋一

柴﨑　清明
松下　清伸

藍島 ひびき灘漁業協同組合

北九州市若松区大字小竹1107番地の４
北九州市若松区大字小竹1626番地の１
北九州市若松区大字小竹1640番地

吉村　勇人
篠原　幸治
笹山　重実

脇之浦 北九州市漁業協同組合

北九州市戸畑区幸町２番10号
北九州市若松区浜町一丁目15番18号
北九州市八幡東区春の町二丁目８番27
号

石井　学
山下　健樹
吉田　俊 若戸 北九州市漁業協同組合

北九州市小倉北区日明四丁目６番22－
1005号
北九州市小倉北区平松町２番４号
北九州市小倉北区平松町２番11号

内山　仁志

徳永　信雄
石川　弘三

平松 北九州市漁業協同組合

北九州市小倉北区砂津二丁目11番20－
601号
北九州市小倉北区末広一丁目４番６号
北九州市小倉北区長浜町16番8-203号

木下　宏

長村　達也
田中　直亮

長浜 北九州市漁業協同組合

北九州市小倉北区大字馬島110番地
北九州市小倉北区大字馬島106番地２
北九州市小倉北区大字馬島111番地
北九州市門司区大里戸ノ上一丁目２番
29号
北九州市門司区梅ノ木町３番４号
北九州市門司区大里戸ノ上一丁目３番
21号
北九州市門司区東本町一丁目６番４号
北九州市門司区老松町９番12号
北九州市門司区白野江一丁目８番13－
101号

島田　重信
吉田　泰裕
前田　秀雄
三松　浩

帆足　嘉則
田中　耕平

江頭　俊二
松永　常夫
磯井　章弘

門司 北九州市漁業協同組合

北九州市門司区大字柄杓田1416番地９
北九州市門司区大字柄杓田1417番地５
北九州市門司区大字柄杓田400番地２

近藤　勝利
他力　清
中村　幸一

新門司 豊前海北部
漁業協同組合

北九州市門司区大字今津104番地
北九州市門司区大字畑2206番地
北九州市門司区大字今津168番地

松下　学
松下　幸史
南野　英和

今津 北九州東部
漁業協同組合

定により次のように公示し、届出に係る指定漁船調書を当該漁業協同組合において、令

和２年10月20日から令和２年11月４日までの間縦覧に供する。

　　令和２年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋

発起人の住所及び氏名
加入区

法第113条第１項の申出
をする漁業協同組合の
名称住所 氏名

糸島市志摩岐志772番地２
糸島市二丈深江671番地
糸島市志摩芥屋3479番地

岡﨑　敦能
谷口　利幸
丸田　陽一

糸島 糸島漁業協同組合

福岡市西区大字小呂島７番地
福岡市西区大字小呂島21番地
福岡市西区大字小呂島33番地

島田　隆
嶌田　掌
白水　勝

福岡市西部 福岡市漁業協同組合

福岡市中央区福浜一丁目27番３号
福岡市中央区福浜一丁目24番１号
福岡市中央区福浜一丁目28番２号

半田　孝之
村田　繁雄
村田　郁次

福岡市 福岡市漁業協同組合

福岡市東区大字志賀島538番地２
福岡市東区大字志賀島1298番地183
福岡市東区大字志賀島1524番地39

小林　繁洋
中島　利幸
竹井　忠彦

福岡市東部 福岡市漁業協同組合

糟屋郡新宮町大字相島1386番地
糟屋郡新宮町大字相島1406番地
糟屋郡新宮町大字相島1553番地

長澤　照仁
花田　松治
長竹　克徳

新宮相島 新宮相島漁業協同組合

福津市渡94番地１
福津市西福間三丁目44番21号
福津市津屋崎町四丁目39番６号

永島　孝人
田畑　洋一
西住　芳弘

福津 宗像漁業協同組合

宗像市神湊906番地１
宗像市神湊165番地30
宗像市神湊1242番地241

髙橋　義則
永島　義弘
浜田　充

神湊 宗像漁業協同組合

宗像市大島242番地９
宗像市大島1655番地１
宗像市大島1028番地２

宮本　敏喜
佐藤　隆二
遠藤　久幸

大島 宗像漁業協同組合

宗像市鐘崎612番地
宗像市鐘崎586番地
宗像市鐘崎455番地

廣橋　幸年
七田　勝雅
権田　美幸

鐘崎 宗像漁業協同組合

宗像市地島857番地１
宗像市地島173番地１
宗像市地島866番地

立石　智
村田　憲次
奥　真司

地島 宗像漁業協同組合

遠賀郡岡垣町大字波津215番地
遠賀郡芦屋町大字山鹿1032番地９
遠賀郡芦屋町西浜町13番32号

刀根　和馬
山形　隆幸
中西　厚

遠賀 遠賀漁業協同組合
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柳川市久々原786番地３
柳川市七ッ家701番地２
柳川市七ッ家1509番地10

太田　幸吉
井上　一義
髙田　敏征

久間田 柳川漁業協同組合

柳川市佃町541番地１
柳川市吉富町234番地９
柳川市弥四郎町332番地

幸田　伸一
松尾　仏美
田中　則義

柳川 柳川漁業協同組合

柳川市南浜武362番地２
柳川市南浜武133番地３
柳川市南浜武680番地４

荒巻　弘吉
大渕　俊春
田中　稔大

浜武 浜武漁業協同組合

柳川市筑紫町655番地１
柳川市矢留町61番地
柳川市矢留本町444番地２

内田　一広
平野　年吉
石橋　政典

沖端 沖端漁業協同組合

柳川市大字有明町1489番地２
柳川市大浜町490番地３
柳川市大浜町1642番地20

堤　義秀
古賀　祐哲
今村　克博

両開 両開漁業協同組合

柳川市大和町皿垣開1437番地
柳川市大和町皿垣開398番地１
柳川市大和町栄1440番地

西田　典広
小宮　祐治
石川　典昭

皿垣開 皿垣開漁業協同組合

柳川市大和町明野288番地
柳川市大和町明野120番地
柳川市大和町明野1275番地３

西村　裕二
松藤　幹彦
武末　昭二

有明 有明漁業協同組合

柳川市大和町中島562番地
柳川市大和町中島510番地15
柳川市大和町六合837番地１

田中　訓
石川　誠
田中　輝義 中島・

山門羽瀬

中島漁業協同組合

柳川市大和町鷹ノ尾1110番地
みやま市瀬高町河内69番地９
柳川市大和町六合1605番地

古賀　和彦
西田　登
津留　満博

山門羽瀬漁業協同組合

柳川市大和町中島1471番地１
柳川市大和町中島2326番地３
柳川市大和町中島2240番地１

西田　昭治
髙椋　正治
江崎　喬

大和 大和漁業協同組合

みやま市高田町黒崎開1891番地
みやま市高田町江浦1640番地１
みやま市高田町江浦1295番地

内野　嘉泰
渡邊　保文
石田　清孝

高田 高田漁業協同組合

大牟田市大字岬2438番地
大牟田市大字手鎌１番地
大牟田市大黒町四丁目３番地

浦川　省二
乗冨　鉄男
木下　正久

新三浦

三浦第一漁業協同組合

大牟田市大字手鎌914番地
大牟田市大字手鎌778番地
大牟田市大字岬2656番地

河野　末広
猿渡　弘志
山本　昇則

三浦海苔生産
漁業協同組合

大牟田市中町二丁目６番地５
大牟田市大字手鎌７番地
大牟田市北磯町30番地６

安田　清己
西田　大輔
畑中　直幸

手鎌漁業協同組合

北九州市小倉南区下吉田二丁目11番15
号
北九州市小倉南区下吉田二丁目１番８
号
北九州市小倉南区上吉田三丁目12番27
号

北城　昭雄

各務　浩

藤原　仁

吉田 北九州東部
漁業協同組合

北九州市小倉南区曽根新田北三丁目13
番34号

松本　貞生 曽根 曽根漁業協同組合

北九州市小倉南区曽根新田北三丁目11
番23号
北九州市小倉南区曽根新田南二丁目２
番１号

事柴　和裕

伊藤　一夫

京都郡苅田町神田町三丁目８番地20
京都郡苅田町神田町一丁目２番地２
京都郡苅田町港町９番地５

藤田　公一
國田　栄一
青木　司

苅田町 苅田町漁業協同組合

行橋市大字蓑島82番地の１
行橋市大字蓑島273番地
行橋市大字蓑島832番地２

中原　普一
森林　保治
永田　康幸

蓑島 蓑島漁業協同組合

行橋市大字元永1038番地３
行橋市大字元永1039番地４
行橋市大字沓尾232番地１

伊藤　豊純
明石　翼
奥　雅明

行橋 行橋市漁業協同組合

豊前市大字八屋1737番地１
豊前市大字八屋2190番地14
豊前市大字八屋2197番地13

山下　正
山下　信秀
舛井　喜代視

豊築 豊築漁業協同組合

豊前市大字宇島377番地２
豊前市大字宇島347番地
豊前市大字宇島387番地

冨島　泰博
内丸　義彦
吉田　仁

宇島 豊築漁業協同組合

築上郡吉富町大字小犬丸345番地３
築上郡吉富町大字小犬丸351番地１
築上郡吉富町大字小祝610番地の13

下畑　辰己
山本　道統
真鍋　真一

吉富 吉富漁業協同組合

大川市大字小保928番地１
大川市大字小保903番地４
大川市大字小保968番地17

西　　正好
古賀　清見
西　幸二

大川 大川漁業協同組合

大川市大字大野島3348番地１
大川市大字大野島3874番地
大川市大字大野島4099番地２の１

島﨑　幸則
島崎　茂憲
大坪　浩文

大野島 大野島漁業協同組合

大川市大字新田941番地２
大川市大字新田1002番地２,1003番地
２,1004番地１
大川市大字九網385番地10

古賀　潤二
古賀　明展

小栁　節則

上新田 上新田漁業協同組合

大川市大字新田570番地１
大川市大字新田858番地
大川市大字新田594番地３

山口　高義
黒田　洋児
龍　寛太

川口 川口漁業協同組合
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　　令和２年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　朝倉郡筑前町原地蔵字地蔵下2322番１から2322番13まで及び2346番２並びにこれら

の区域内の道路である町有地の一部

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　福岡市博多区古門戸町５番１号

　　株式会社Ｃ&Ｃ

　　代表取締役　行武　忠孝

大牟田市大字岬1837番地１
大牟田市大字岬2924番地４
大牟田市浜田町19番地10

松藤　文豪
木下　健治
古賀　利雄

新大牟田漁業協同組合

大牟田市早米来町二丁目129番地１
大牟田市三川町五丁目54番地６
大牟田市早米来町一丁目62番地

城戸　和成
野口　一光
松本　等

三池港

三里漁業協同組合

大牟田市南船津町一丁目12番地４
大牟田市天領町三丁目８番地１
大牟田市上屋敷町一丁目３番地11

松本　正澄
中島　敏信
荒木　健史

新大牟田漁業協同組合

　公告

　福岡県漁業調整規則（昭和43年福岡県規則第64号）第48条４項及び第50条第３項の規

定に基づき聴聞の期日における審理を次のとおり公開するので、公告する。

　　令和２年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋

１　不利益処分の根拠となる法令の条項

　　福岡県漁業調整規則第48条第１項及び第50条第１項

２  聴聞の期日及び場所

　　令和２年11月２日　午後14時30分

　　福岡市博多区東公園７番７号　福岡県庁北棟４階

　　海区漁業調整委員会室

３　傍聴の方法

　　傍聴は、聴聞の期日の先着順に許可する。

４　聴聞に関する問合せ先

　　福岡県総務部行政経営企画課法務班

　　　電話番号092－643－3028

　　郵便による場合の宛先

　　　郵便番号812－8577（福岡県庁）

　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。


