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○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）……………29

○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）……………29
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○大規模小売店舗の新設の届出　　　　　　　　　　（中小企業振興課）……………30

○開発行為に関する工事の完了　　　　　　　　　　　　（都市計画課）……………31

　　　　教育委員会

○情報通信の技術を利用して行う福岡県教育委員会の所管する行政手

　続等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（教育庁教職員課）……………32
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　福岡県告示第70号

　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）第18条

の２の規定に基づき、令和４年12月６日付けで鳥獣捕獲等事業の認定をしたので、同法

第18条の５第２項の規定により次のように公示する。

　　令和５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

告　　　示
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県土整備
事務所名

道路の
種　類 路　線　名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

久留米 県　道
浮　羽
草　野
久留米　

線

前 久留米市山本町３番４先から
久留米市山本町３番１先まで

6.1 
～ 
6.3

11.0 

後 久留米市山本町３番４先から
久留米市山本町３番１先まで

6.3 
～ 
6.5  

11.0 

　福岡県告示第73号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

５年２月10日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名 路　線　名 供　用　開　始　の　区　間

久留米
浮　羽
草　野
久留米　

線 久留米市山本町３番４先から
久留米市山本町３番１先まで

　福岡県告示第74号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

事業者の名称 住　　　所 代表者の氏名

一般社団法人福岡県猟友会 福岡市博多区博多駅東二丁目８−22
第１よしみビル206号 不老　安正

　福岡県告示第71号

　河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和40年政令第14号

）第49条の規定により次のように公示する。

　その関係図書は、福岡県県土整備部河川管理課及び福岡県直方県土整備事務所に備え

置いて縦覧に供する。

　　令和５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　河川の名称

　　遠賀川水系近津川

２　廃川敷地等が生じた年月日

　　令和５年２月10日

３　廃川敷地等の位置

　　直方市大字上頓野1864番25

４　廃川敷地等の種類及び数量

　　土地

　　0.26㎡

　福岡県告示第72号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　
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県土整備
事務所名

道路の
種　類 路　線　名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

久留米 県　道 大　和
城　島　線

前

久留米市城島町江上上1092番１先か
ら
久留米市城島町江上上566番20先ま
で

7.3 
～ 

13.5
199.8 

後

久留米市城島町江上上1092番１先か
ら
久留米市城島町江上上566番20先ま
で

7.3 
～ 

23.4   
199.2 

　福岡県告示第77号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路　線　名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

久留米 県　道 宮　本
大　川　線

前

久留米市城島町江上上553番１先か
ら
久留米市城島町江上上1068番１先ま
で

6.1 
～ 
7.9

278.8 

後

久留米市城島町江上上553番１先か
ら
久留米市城島町江上上1068番１先ま
で

8.0 
～ 

10.8   
278.8 

　福岡県告示第78号

　保安林の指定をする予定であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２の規

定により次のように告示する。

　　令和５年２月10日

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路　線　名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

久留米 県　道 西　島
筑　邦　線

前

久留米市安武町安武本1341番11先か
ら
久留米市安武町安武本1341番20先ま
で

4.1 
～ 
4.2

33.1 

後

久留米市安武町安武本1341番11先か
ら
久留米市安武町安武本1341番20先ま
で

5.3 
～ 
5.4   

33.1 

　福岡県告示第75号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

５年２月10日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名 路　線　名 供　用　開　始　の　区　間

久留米 西　島
筑　邦　線

久留米市安武町安武本1341番11先から
久留米市安武町安武本1341番20先まで

　福岡県告示第76号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　
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大任町 令和元年度から
令和２年度まで 地籍図及び地籍簿 大字今任原の一部 令和５年

１月27日

　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。

　　令和５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

調査を行った者
の名称 調査を行った期間 成果の名称 調査を行った地域 認　証

年月日

田川市 令和２年度から
令和３年度まで 地籍図及び地籍簿 大字伊田の一部 令和５年

１月27日

田川市 令和２年度から
令和３年度まで 地籍図及び地籍簿 大字夏吉の一部 令和５年

１月27日

田川市 令和２年度から
令和３年度まで 地籍図及び地籍簿 大字位登の一部 令和５年

１月27日

田川市 令和２年度から
令和３年度まで 地籍図及び地籍簿 大字川宮の一部 令和５年

１月27日

　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。

　　令和５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

調査を行った者
の名称 調査を行った期間 成果の名称 調査を行った地域 認　証

年月日

行橋市 令和３年度から
令和４年度まで 地籍図及び地籍簿 行事七丁目の一部 令和５年

１月27日

新宮町 令和２年度から
令和３年度まで 地籍図及び地籍簿 大字三代の一部 令和５年

１月27日

　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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　保安林予定森林の所在場所

　　田川郡添田町大字津野字飛ノ木谷137

２　指定の目的

　　水源の涵
かん

養

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県農林水産部農山漁村振興課及び

添田町役場に備え置いて縦覧に供する。）

　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。

　　令和５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

調査を行った者
の名称 調査を行った期間 成果の名称 調査を行った地域 認　証

年月日

北九州市 令和２年度から
令和３年度まで 地籍図及び地籍簿

小倉南区葛原本町一丁
目・三丁目・四丁目・
六丁目の各一部

令和５年
１月27日

福岡市 平成30年度から
令和３年度まで 地籍図及び地籍簿 西区愛宕三丁目の一部 令和５年

１月27日

大任町 令和元年度から
令和２年度まで 地籍図及び地籍簿 大字大行事の一部 令和５年

１月27日

公　　　告
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。）及び添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

キ　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

　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　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）

　　エ　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）

　　オ　社会保険等加入状況報告（誓約）書（様式第10号）及び確認資料

　　カ　個人住民税特別徴収実施申告（誓約）書（様式第11号）及び確認資料

　　キ　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）

　　ク　障がい者の雇用状況の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がいのある方を雇用しているときには、障がい者雇用

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。

　　令和５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　調達をする物品等又は特定役務の種類

　　令和５年度漁業取締船「しんぷう」、「げんかい」及び「つくし」用免税軽油単価

契約

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ため知事が一定

の期間を定めて競争入札に参加させないこととした者であって、当該期間を経過

していないもの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　次に掲げる法律の規定により届出の義務が課されたものであって、当該届出の

義務を履行していない者

①　健康保険法（大正11年法律第70号）第48条

②　厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条

③　雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条

　　オ　県内の市町村において個人住民税（個人県民税及び個人市町村民税）を特別徴

収すべき者に対して給与の支払を行っている者であって、地方税法（昭和25年法

律第226号）第321条の４に規定する特別徴収義務者の指定を受けていないもの（

特別の理由がある場合を除く。）

　　カ　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
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　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、令和５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等の調達について、次のとおり一般競争入

札に付します。

　　令和５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　競争入札に付する事項

　⑴　契約事項の名称

　　　令和５年度漁業取締船「しんぷう」、「げんかい」及び「つくし」用免税軽油単

価契約

　⑵　契約内容及び特質等

入札説明書による

　⑶　契約期間

　　　令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

　⑷　履行場所

　　　「しんぷう」、「げんかい」及び「つくし」係留地（福岡市中央区長浜船溜）

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（令和４年４月福岡県告示第

371号）に定める資格を得ている者（令和３年度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

状況調査票（様式第４号）

　　ケ　営業概要表（様式第５号）

　　コ　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

サ　印刷業明細表（印刷業のみ）（様式第７号）

シ　ビル清掃管理業明細表（ビル清掃管理業のみ）（様式第８号）

ス　暴力団排除に関する誓約書（役員名簿）（様式第９号）

セ　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

　　ソ　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

　　タ　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

　　チ　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

あるものに係る評価申請書等（ただし、障がい者雇用はクに掲げるもの）

　　ツ　返信用封筒（404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厚生課調達班

　　　〒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（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/）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

この公告の日から令和５年２月27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令和

５年９月末日までとする。



第
37

2 
号

7
令
和
５
年
２
月
10
日
　
金
曜
日

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

　　総務部総務事務厚生課調達班

　　〒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）

（ＦＡＸ）　092−643−3109

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

　　令和５年２月10日（金曜日）から令和５年３月９日（木曜日）までの福岡県の休日

を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条に規定する休日（以下「県の休日

」という。）を除く毎日、９時00分から17時00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

　　　令和５年３月27日（月曜日）15時00分

　⑶　提出方法

　　　持参（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

　　　総務部総務事務厚生課入札室（行政南棟１階）

福岡市博多区東公園７番７号

　⑵　日時

　　　令和５年３月28日（火曜日）14時00分

11　落札者がない場合の措置

　　福岡県総務部総務事務厚生課調達班

　　〒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（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/）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。）

　　令和５年３月27日（月曜日）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、業種及び等級が次の条件を満たす者

大分類 中分類 業種名 等級

08 01 石油 ＡＡ・Ａ

　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保守、点検、修理その他の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

　⑷　納入しようとする物品が１の⑵に示した物品であることを証明する仕様申立書を

農林水産部水産局漁業管理課に令和５年３月９日（木曜日）17時00分までに提出し

て承認を受けた者

　　・仕様申立書の提出場所及び仕様申立書に関する問合せ先

農林水産部水産局漁業管理課

〒812−8577　福岡市博多区東公園７番７号

（電話番号）092−643−3555

（ＦＡＸ）　092−643−3558

　　　なお、提出した仕様申立書について説明を求められたときは、これに応じなけれ

ばならない。

　⑸　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

　⑹　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
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　⑸　入札者又はその代理人の記名がなく、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。

　　　なお、落札者が契約締結前に指名停止となった場合は、落札者としての権利を失

うものとし、契約を締結しない。

　⑼　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

ち開札に立ち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。なお、同協定に基づいて設置した

福岡県政府調達苦情検討委員会への苦情申立てについては、福岡県庁ホームページ

（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲載している。

　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。

　　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、再度の入札を行う。ただし、開札の際入札者又はその代理人の全て

が立ち会っており、その全てが同意する場合にあっては直ちにその場で、その他の場

合にあっては別に定める日時、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（当該発注者が交付した証明書）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（当該発注者が交付した証明書）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

　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
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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 4071702429 訪問介護　すまいる
直方市山部878番地７

株式会社ラポ
ール 令和４年１月１日

〃 4079900421 訪問介護　希望の星
田川郡大任町今任原1706番地

株式会社　明
和 令和４年１月１日

〃 4072000948
ヘルパーステーションけあふれ
んず
柳川市古賀２−２

株式会社Ｏｎ
ｅＷａｙ 令和４年２月１日

〃 4072100888
訪問介護ステーションすぱいだ
ー
嘉麻市貞月340−１

株式会社
Alohi　Spider 令和４年２月１日

〃 4078400449
訪問介護エソラ
八女郡広川町広川34−１　ｉｋ
ｋａ広川　A棟８号

合同会社エソ
ラ 令和４年２月１日

〃 4078900323
訪問介護事業所わびさび
築上郡上毛町大字上唐原1964番
地２

株式会社カイ
ンド 令和４年２月１日

〃 4072801600 ホームケア　喜ラック
中間市上底井野1903番地７

有限会社ＭＫ
テック 令和４年３月１日

〃 4079700524 ヘルパーステーション　陽
京都郡みやこ町国分字松井241

株式会社しろ
いわ 令和４年３月１日

〃 4071804191 ケアサポートむすび
飯塚市柏の森2080−３

エニーコーポ
レーション株
式会社

令和４年４月１日

〃 4072602024 訪問介護サービス　すまいる
行橋市大字前田292番地８

株式会社
Peaceful 令和４年４月１日

〃 4072602032

ライズ行橋ヘルパーステーショ
ン
行橋市行事六丁目10−20　末広
アパートA棟２号

合同会社ヒュ
ーマニティー 令和４年４月１日

〃 4073501621

訪問介護事業所　ｔｅｔｏｔｅ
糸島市二丈武49番地３　サービ
ス付き高齢者向け住宅ｔｅｔｏ
ｔｅ

株式会社新上
五島在宅ケア
センター

令和４年４月１日

〃 4073501647 新希望ヘルパーステーション
糸島市前原北１−６−34

株式会社新希
望 令和４年４月１日

〃 4074501083
ふれあい介護ステーション福津
福津市津屋崎三丁目９−18　セ
ジュール天神102

合資会社ふれ
あい 令和４年４月１日

〃 4072500764 ヘルパーステーションおはな
大川市大野島3226

合同会社カレ
ッジ 令和４年５月１日

16　Summary

　⑴　The name of a contract matter

　　　Diesel fuel

　⑵　Time Limit of Tender： 

　　　３：00 P. M. on March 27, 2023

　⑶　Contact Point for the Notice： General Affairs and Welfare Division, General 

Affairs Department, Fukuoka Prefectural Office 

　　　７−７,Higashikoen, Hakata−ku, Fukuoka City, 812−8577, Japan

　　　TEL 092−643−3092

　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５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

大牟田市新港町１番336

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

福岡市中央区高砂一丁目10番１号

西日本プラント工業株式会社

代表取締役　佐々木　有三

　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５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　
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〃 4073601140
けあビジョンホーム古賀訪問介
護
古賀市谷山939−１

株式会社ビジ
ュアルビジョ
ン

令和４年８月１日

〃 4079400893 ヘルパーステーションみずき
田川郡福智町上野4072−１

株式会社公信
社 令和４年８月１日

〃 4071804241 ヘルパーステーションどれみ
飯塚市伊川433番地１

どれみ介護支
援センター合
同会社

令和４年９月１日

〃 4078000496 訪問介護　ゆい
京都郡苅田町大字与原2003番１

株式会社Ｓ・
Ｋコーポレー
ション

令和４年９月１日

〃 4071804274
アフィニティーきんもくせい頴
田　ヘルパーステーション
飯塚市口原347番地１

医療法人社団
親和会 令和４年10月１日

〃 4071804282
アフィニティーつつじの丘　ヘ
ルパーステーション
飯塚市伊岐須166番地６

医療法人社団
親和会 令和４年10月１日

〃 4072201058 ヘルパーステーションネクスト
朝倉市堤458番地１

株式会社スカ
イメディカル
ネクスト

令和４年10月１日

〃 4071702460
ヘルパーステーションＦａｍｉ
ｌｉａ
直方市上新入2377−70

合同会社Ｆａ
ｍｉｌｉａ 令和４年11月１日

〃 4071804290 ケアステーション紅仙
飯塚市平恒437番地 株式会社紅仙 令和４年11月１日

〃 4073401574
あるぴなす　ケアステーション
太宰府市通古賀三丁目９−10　
陶山興産ビル１F

株式会社Ａ‐
ＬＰＩＮＵＳ 令和４年11月１日

〃 4075400624
ヘルパーステーション　すまい
る
鞍手郡鞍手町中山2327番地１

株式会社グロ
ーバルケア 令和４年11月１日

〃 4079601144 オリーブケアセンター
田川郡川崎町池尻600−２

合同会社　ハ
ピネス 令和４年11月１日

〃 4073101729 訪問介護ステーション一の谷
春日市一の谷一丁目51番地２号

株式会社シュ
トック 令和４年12月１日

訪問入浴
介護 4072801626

とうしん遠賀訪問入浴センター
中間市東中間二丁目４番５号　
メゾン・ボーＤ　203号

株式会社とう
しん 令和４年６月１日

〃 4073401582
あるぴなす　ケアステーション
太宰府市通古賀三丁目９−10　
陶山興産ビル１Ｆ

株式会社Ａ‐
ＬＰＩＮＵＳ 令和４年11月１日

〃 4072301569 はぴねす訪問入浴
八女市本村362−３

株式会社エム
アイ企画 令和４年12月１日

〃 4072900915

ヘルパーステーション　陽なた
小郡市祇園一丁目２−22　深江
ビル１階　及び　小郡市祇園一
丁目２−23シャルダン小郡１階

株式会社　大
切 令和４年５月１日

〃 4073201628
SJR下大利ヘルパーステーショ
ン
大野城市下大利一丁目21番17号

JR九州シニア
ライフサポー
ト株式会社

令和４年５月１日

〃 4073501654
ヘルパーステーション  はなの
しずく
糸島市二丈深江580−１

一般社団法人
しずく 令和４年５月１日

〃 4075400616
ヘルパーステーションかりん
鞍手郡鞍手町中山2263−26　テ
ナント白水101号

株式会社リー
ベ介護サービ
ス

令和４年５月１日

〃 4071503801
ヘルパーステーション　ここい
ろ
大牟田市浪花町６−１

合同会社心の
おと 令和４年６月１日

〃 4071503819 ケアサポートＰＯＫＡＰＯＫＡ
大牟田市倉永114番地１

合同会社ＰＯ
ＫＡＰＯＫＡ 令和４年６月１日

〃 4073001713
ヘルパーステーションみらい
筑紫野市桜台二丁目25−１ヴィ
ルスリージェ西小路303

一般社団法人
みらい 令和４年６月１日

〃 4074200694
ヘルパーステーション新宮
糟屋郡新宮町緑ケ浜四丁目17番
12号

医療法人鵬志
会 令和４年６月１日

〃 4072500780

ヘルパーステーション大川の愛
糸
大川市津259−４　たいよう大
川館

株式会社ｔｔ
ｔ 令和４年７月１日

〃 4073101703

ヘルパーステーションＫＯＫＯ
ＲＯ
春日市小倉７−31ライズリチャ
ーズⅡ203

株式会社ＣＡ
ＮＡＥＬ 令和４年７月１日

〃 4073401558 訪問介護ケアステーション凛
太宰府市青山三丁目７番10号

株式会社ＫＭ
Ｓ 令和４年７月１日

〃 4073501670
ケアステーション桜寿のさと伊
都
糸島市高田一丁目７番１号

株式会社桜寿
福祉会 令和４年７月１日

〃 4075501116 ヘルパーステーションまる
宮若市宮田103−４

株式会社イノ
シン 令和４年７月１日

〃 4071903076 ハートケアサービス　ふれあい
田川市伊加利2192−58

合同会社あふ
ぇっと 令和４年８月１日
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〃 4060690148 訪問看護ステーションりりー
宗像市東郷1168番地６

株式会社ＡＬ
ＰＨＡ 令和４年６月１日

〃 4064290069
訪問看護ステーション　蒼空
みやま市瀬高町下庄1528番地６　
中川ビル502号

株式会社満月
の光 令和４年７月１日

〃 4065590400
なでしこほっと訪問看護ステー
ション
飯塚市太郎丸265

社会福祉法人
恩賜財団済生
会支部福岡県
済生会

令和４年７月１日

〃 4066190192

ウィナース訪問看護ステーショ
ン
遠賀郡岡垣町吉木東一丁目25番
２号

合同会社Ｗｉ
Ｎｓ 令和４年７月１日

〃 4060490432
うえの訪問看護ステーション
糟屋郡志免町志免二丁目10番20
号

医療法人うえ
の病院 令和４年８月１日

〃 4065590418
訪問看護ステーションつむぎ
飯塚市赤坂499−２　関アパー
ト１Ｆ

リベラルホー
ム株式会社 令和４年８月１日

〃 4065590426 あい訪問看護ステーション
飯塚市菰田西三丁目18−11

株式会社ＡＮ
Ｉ 令和４年８月１日

〃 4066190200 訪問看護ステーション心暖
遠賀郡水巻町猪熊八丁目８−７ 株式会社暖 令和４年８月１日

〃 4066290091

訪問看護リハビリステーション　
ここは
中間市中尾一丁目12−17　ふぁ
みりぃビル２階

合同会社心花 令和４年８月１日

〃 4061690212
ふたば訪問看護ステーション
春日市春日原東町二丁目44番３
−102号

医療法人　四
つ葉 令和４年９月１日

〃 4065590434 MCC訪問看護ステーション
飯塚市菰田東二丁目５番20号

株式会社ベス
トパートナー 令和４年９月１日

〃 4065590442
アフィニティーつつじの丘　訪
問看護ステーション
飯塚市伊岐須166番地６

医療法人社団
親和会 令和４年９月１日

〃 4066190218
訪問看護ステーション桜の花
遠賀郡水巻町猪熊七丁目２−４
水巻クリーンハイツＡ棟201

株式会社唯の
月 令和４年９月１日

〃 4066290109

訪問看護ステーション　ビブレ
福岡
中間市蓮花寺三丁目９−16　桜
館１−101号室

株式会社Ｂｅ　
Ｂｒａｖｅ 令和４年９月１日

訪問看護 4060490416

訪問看護ステーションいぶきの
風　新宮
糟屋郡新宮町三代西一丁目１番
７号　エルヴェール新宮１−Ｃ

株式会社ＰＯ
ＳＩＴＩＶＥ　
ＧＲＥＥＮ

令和４年１月１日

〃 4060490424

みかさの里訪問看護ステーショ
ン
糟屋郡須恵町旅石887番７　オ
フィスパレア須恵ⅢＢ棟４号室

株式会社アド
ライフケア 令和４年１月１日

〃 4064490263
訪問看護ステーション　しらぬ
い
大牟田市手鎌1800番地

医療法人社団
新光会 令和４年１月１日

〃 4061690196
ケアライフ上白水訪問看護ステ
ーション
春日市上白水六丁目30−１

有限会社ベス
トライフ 令和４年２月１日

〃 4062390085 訪問看護ステーションセロリ
筑後市前津90−１

医療法人　伊
藤医院 令和４年２月１日

〃 4061690204
訪問看護ステーションココエル　
昇町
春日市昇町五丁目33

株式会社ビオ
ネスト 令和４年３月１日

〃 4062490067 訪問看護ステーションアイ
朝倉市甘木150−４（１階）

株式会社スカ
イメディカル
アイ

令和４年４月１日

〃 4062590114 メンタルケア訪問看護ふらっと
大川市大野島2871番地１

株式会社　
Retry 令和４年４月１日

〃 4065590350 ひかり訪問看護ステーション
飯塚市西徳前13−６

ＳＨＹ株式会
社 令和４年４月１日

〃 4065590368
訪問看護ステーション　せらび
飯塚市鯰田2278−１　ブルーマ
リヌ　C−102

株式会社フォ
ーシーム 令和４年４月１日

〃 4065590376 訪問看護ステーションつなぐ
飯塚市柏の森2080−３

エニーコーポ
レーション株
式会社

令和４年４月１日

〃 4066190184
パステル訪問看護ステーション
遠賀郡岡垣町東松原一丁目12−
９　クロスロードⅡ　２号室

株式会社ミン
ナデ 令和４年４月１日

〃 4062190089 毎日介護訪問看護ステーション
八女市本町553−２

株式会社毎日
介護タクシー 令和４年５月１日

〃 4065590384
訪問看護ステーション　おもて
なし
飯塚市楽市229

合同会社さち 令和４年５月１日

〃 4065590392 訪問看護はぴねステーション
飯塚市下三緒35−726

有限会社筑豊
メディカル商
事

令和４年５月１日
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〃 4061490183
訪問看護リハビリステーション　
匠
太宰府市五条２−11−３

医療法人社団
悠雅 令和４年12月１日

〃 4061690238
ラヴィケア訪問看護ステーショ
ン
春日市小倉四丁目224−107号

合同会社ラヴ
ィケア 令和４年12月１日

訪問リハ
ビリテー
ション

4075101081

訪問リハビリテーション　更生
会にじの郷
遠賀郡岡垣町中央台三丁目22番
１号

社会福祉法人
日本傷痍者更
生会

令和４年１月１日

〃 4072100904
シルバーケア嘉穂　訪問リハビ
リテーション
嘉麻市鴨生480番地１

社会福祉法人
内野会 令和４年７月１日

通所介護 4072100862 笑顔満開はなことば稲築
嘉麻市岩崎503−１

ウェルフェア
ライフ株式会
社

令和４年１月１日

〃 4072301551 Ｐｒｉｎｃｅｓｓ永翔
八女市本1154−10

株式会社毎日
介護タクシー 令和４年２月１日

〃 4073401533 共生型デイサービス　まほろば
太宰府市青葉台三丁目22番10号

株式会社グリ
ーンケア 令和４年２月１日

〃 4071702437

リハビリ専門デイサービス　リ
ハプラス
直方市神正町４−23　敷田ビル
５　１階

Ｇｒｏｗ　Ｌ
ｉｆｅ合同会
社

令和４年３月１日

〃 4072801618
デイサービス中間のオリーブ
中間市垣生909−２　有料老人
ホームオリーブ中間館

株式会社ｔｔ
ｔ 令和４年３月１日

〃 4073101687 桜ヶ丘デイサービスセンター
春日市桜ケ丘四丁目28番地１

社会福祉法人　
徳和会 令和４年３月１日

〃 4078700830
デイサービスセンター　らいふ
・ぷらす
みやま市瀬高町小川570番地１

株式会社Ｌｉ
ｆｅ 令和４年３月１日

〃 4079601136 アイリスデイサービスセンター
田川郡川崎町池尻457−１

株式会社アイ
リスケアステ
ーション

令和４年３月１日

〃 4071804175
リハビリデイサービス　サンラ
イズ
飯塚市阿恵384番地４

有限会社サン
ファミリー 令和４年４月１日

〃 4072400957 デイサービス　小さな花
筑後市熊野271−３

合同会社　小
さな花 令和４年４月１日

〃 4072900907 いきいき介護プラザ
小郡市八坂553−１

社会医療法人
シマダ 令和４年４月１日

〃 4060690155

訪問看護ステーションリボーン
宗像
宗像市三郎丸四丁目18−15　イ
ンペリアルコート107号

株式会社ｒｅ
ｂоｒｎ 令和４年10月１日

〃 4061690220

クラッチケア訪問看護ステーシ
ョン春日小倉
春日市小倉二丁目２−１階C号
室

ＣＲＯＷＮＳ
株式会社 令和４年10月１日

〃 4062190097
在宅ホスピス訪問看護ステーシ
ョン彩り
八女市本村90−３

株式会社　ｂ
ｅａｕｔｉｆ
ｕｌ　ｇｌｉ
ｄｅｒｓ

令和４年10月１日

〃 4064490271

社会保険大牟田天領病院　訪問
看護ステーション
大牟田市天領町一丁目100番地
５

一般社団法人　
福岡県社会保
険医療協会

令和４年10月１日

〃 4065390330
訪問看護　Ｈａｎｄｓ
田川郡福智町伊方4233番地４　
ＭＪコーポ

株式会社プロ
グレス 令和４年10月１日

〃 4065590459 デイジー訪問看護ステーション
飯塚市柏の森149番地８

デイジー株式
会社 令和４年10月１日

〃 4065690382
田川新生病院　訪問看護ステー
ション
田川市夏吉3638番地

社会福祉法人　
柏芳会記念福
祉事業会

令和４年10月１日

〃 4066290117 ガイド訪問看護ステーション
中間市岩瀬西町五丁目１

株式会社きん
かん 令和４年10月１日

〃 4067590234 訪問看護サービス　すまいる
行橋市前田292番地８

株式会社Ｐｅ
ａｃｅｆｕｌ 令和４年10月１日

〃 4060490440 さくら訪問看護ステーション
糟屋郡須恵町旅石72番地326

Ｂｅ　Ｎａｔ
ｕｒａｌ　Ｊ
ａｐａｎ合同
会社

令和４年11月１日

〃 4065490197
訪問看護ステーションＳａｌｌ
ｙ
直方市中泉827番地４

株式会社Ｂｅ
ｅ 令和４年11月１日

〃 4065590467
アフィニティーきんもくせい頴
田　訪問看護ステーション
飯塚市口原347−１

医療法人社団
親和会 令和４年11月１日

〃 4065690390
訪問看護ステーションみらい
田川市奈良1587番地95石川ハイ
ツⅠ　104

合同会社縁 令和４年11月１日

〃 4067590242 訪問看護ステーションのぶなが
行橋市延永208

株式会社ぴゅ
あはぁーと 令和４年11月１日
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〃 4071702452 デイサービスぬくもり
直方市上頓野1961番地

社会福祉法人
二丈福祉会 令和４年８月１日

〃 4071804258 デイサービスセンター希望
飯塚市南尾１−96

株式会社Ｓ＆
Ｆ 令和４年９月１日

〃 4072602057
はーとふるデイサービスセンタ
ー
行橋市南泉一丁目24−12

株式会社ハー
トフル 令和４年９月１日

〃 4073001721 ブルーミングケア福岡筑紫野
筑紫野市岡田一丁目９番地１

株式会社Ｃａ
ｒｅＮａｔｉ
ｏｎ

令和４年９月１日

〃 4073700942 ブルーミングケア福岡那珂川
那珂川市片縄二丁目139

株式会社Ｃａ
ｒｅＮａｔｉ
ｏｎ

令和４年９月１日

〃 4078000504 デイサービスセンター　ゆい
京都郡苅田町大字与原2003番８

株式会社Ｓ・
Ｋコーポレー
ション

令和４年９月１日

〃 4072201066 星の丘デイサービスけやき
朝倉市堤458番地１

株式会社スカ
イメディカル
ネクスト

令和４年10月１日

〃 4073201636 オーフィット
大野城市緑ケ丘四丁目10番５号

株式会社あす
ここ 令和４年10月１日

〃 4071804316
アフィニティーつつじの丘　デ
イサービス
飯塚市横田823番地１

医療法人社団
親和会 令和４年11月１日

〃 4072500798
リハビリデイサービス　たんな
か
大川市本木室408−５

株式会社　タ
ナカカナタ 令和４年11月１日

〃 4071503835 通所介護　今日美
大牟田市沖田町312−２ 合同会社眞澄 令和４年12月１日

〃 4073201644
デイサービス　グッドスマイル
大野城市南ケ丘二丁目24−１サ
ンシティ南ヶ丘21Ｔ−２

合同会社新 令和４年12月１日

〃 4073201651
デイサービスうぶすな
大野城市つつじケ丘一丁目１番
７号

株式会社シュ
トック 令和４年12月１日

短期入所
生活介護 4073101695 桜ヶ丘ショートステイセンター

春日市桜ケ丘四丁目28番地１
社会福祉法人　
徳和会 令和４年３月１日

〃 4073900344 特別養護老人ホーム　つくも苑
糟屋郡篠栗町金出3226番地

社会福祉法人
つくも会 令和４年４月１日

〃 4074400690

ショートステイ　グッドライフ
粕屋
糟屋郡粕屋町戸原東二丁目11番
12号

社会福祉法人
来福 令和４年４月１日

〃 4073201602 ブルーミングケア大野城
大野城市大城四丁目24−37

ヒカリレンタ
株式会社 令和４年４月１日

〃 4073501639

通所介護事業所　すまいるはぁ
と
糸島市二丈武49番地３　サービ
ス付き高齢者向け住宅tetote

株式会社新上
五島在宅ケア
センター

令和４年４月１日

〃 4075000770
デイサービスにじいろ赤とんぼ
遠賀郡水巻町頃末南一丁目12−
５

福岡県高齢者
福祉生活協同
組合

令和４年４月１日

〃 4075700452
リハビリデイサービス　スイッ
チ
嘉穂郡桂川町土居1073番地２

株式会社フリ
ースペース
761

令和４年４月１日

〃 4071804209 デイサービスセンターいずみ
飯塚市庄司1878番地２

社会福祉法人
いずみ福祉会 令和４年５月１日

〃 4073201610
ＳＪＲ下大利デイサービスセン
ター
大野城市下大利一丁目21番17号

JR九州シニア
ライフサポー
ト株式会社

令和４年５月１日

〃 4073800726

悠愛デイサービスセンター　お
結び家
糟屋郡宇美町貴船二丁目30番３
号

株式会社アバ
ンセライフサ
ポート

令和４年５月１日

〃 4075101099

のぼりふじからだづくりサポー
ト岡垣
遠賀郡岡垣町海老津三丁目１−
５　シティフォレスト海老津
103号104号

上り藤株式会
社 令和４年５月１日

〃 4074200678
デイサービス新宮駅前
糟屋郡新宮町緑ケ浜四丁目17番
12号

医療法人鵬志
会 令和４年６月１日

〃 4074200686
デイサービス新宮別館
糟屋郡新宮町緑ケ浜四丁目17番
12号

医療法人鵬志
会 令和４年６月１日

〃 4075300444 デイサービスみずき
鞍手郡小竹町勝野3964−35

株式会社公信
社 令和４年６月１日

〃 4072100896 愛恵デイサービス
嘉麻市鴨生222番地

医療法人新緑
会 令和４年７月１日

〃 4072100912 デイサービスすぱいだー
嘉麻市貞月340−１

株式会社Ａｌ
ｏｈｉ　Ｓｐ
ｉｄｅｒ

令和４年７月１日

〃 4073501688
デイサービスセンター桜寿のさ
と伊都
糸島市高田一丁目７番１号

株式会社桜寿
福祉会 令和４年７月１日
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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 4071901211 居宅サービス事業「まんてん」
田川市春日町13番18号

株式会社ティ
・アンド・エ
フ

令和４年１月１日

〃 4078900182
年輪　ヘルパーステーション
柳川市三橋町五拾町290番地の
２

有限会社年輪 令和４年１月10日

〃 4072200290 にこにこ介護サービス
朝倉市桑原363−１

有限会社　朝
倉共同運輸 令和４年１月31日

〃 4075101008 ヘルパーステーション燦々山田
遠賀郡岡垣町山田679番 株式会社木道 令和４年１月31日

〃 4072400783 ヘルパーステーション花華
大川市向島字北九反田1598−１

ＩＳＳＡ株式
会社 令和４年２月15日

〃 4071501334 ヘルパーステーション三愛
大牟田市天領町三丁目６番地23

合資会社三愛
ケアサービス 令和４年２月28日

〃 4079400588
ヘルパーステーション　ふじの
花
田川郡福智町神崎1056番地153

株式会社ふじ
の花 令和４年３月１日

〃 4071501292 ヘルパーステーション美さと
大牟田市南船津町一丁目10番

社会福祉法人
けんこう 令和４年３月31日

〃 4071503710 ケアステーション大牟田
大牟田市旭町三丁目３番地３

ニューガイア
コーポレーシ
ョン株式会社

令和４年３月31日

〃 4072900188

ＪＡみい　いきいきヘルパーサ
ービス
小郡市八坂553−１　ＪＡみい　
いきいき介護プラザ

みい農業協同
組合 令和４年３月31日

〃 4073101000
ヘルパーステーション　ゆうゆ
う
春日市春日二丁目27番地

株式会社悠楽 令和４年３月31日

〃 4073501217 訪問介護事業所　ｔｅｔｏｔｅ
糸島市二丈武49番地３

株式会社ヤナ
セデライト 令和４年３月31日

〃 4074100423 ヘルパーステーションひなの里
糟屋郡須恵町須恵229番地６

株式会社ひな
の里 令和４年３月31日

〃 4075700254
有限会社テイクあおぞらホーム
ヘルプサービス
嘉穂郡桂川町土師484番地

有限会社テイ
ク 令和４年３月31日

〃 4079400661 ケアサービスあじさい
田川郡福智町弁城2321番地 株式会社武広 令和４年３月31日

〃 4071804233 ショートステイ　サミック飯塚
飯塚市太郎丸712番地１

社会福祉法人
サミック 令和４年８月１日

特定施設
入居者生
活介護

4079400885 介護付有料老人ホームふじの花
田川郡福智町神崎1056番地153

株式会社ふじ
の花 令和４年３月１日

〃 4073601132 有料老人ホーム小野山荘
古賀市薬王寺539番地１

社会福祉法人
創生会 令和４年４月１日

福祉用具
貸与 4072100870 福祉用具スギョー

嘉麻市牛隈字京田1934番地２
合同会社スギ
ョー 令和４年１月１日

〃 4071804183
太陽シルバーサービス株式会社　
飯塚営業所
飯塚市枝国510番地７

太陽シルバー
サービス株式
会社

令和４年４月１日

〃 4072500772 株式会社　ファーストケア
大川市大野島255−５

株式会社　フ
ァーストケア 令和４年５月１日

〃 4071804217 株式会社Ｃｌａｐ
飯塚市立岩1605−10

株式会社Ｃｌ
ａｐ 令和４年７月１日

〃 4073501662
桜寿のさと福祉用具サービスセ
ンター
糸島市高田一丁目７番１号

株式会社桜寿
福祉会 令和４年７月１日

〃 4073101711 ストマート株式会社
春日市春日三丁目55

ストマート株
式会社 令和４年８月１日

特定福祉
用具販売 4072100870 福祉用具スギョー

嘉麻市牛隈字京田1934番地２
合同会社スギ
ョー 令和４年１月１日

〃 4071804183
太陽シルバーサービス株式会社　
飯塚営業所
飯塚市枝国510番地７

太陽シルバー
サービス株式
会社

令和４年４月１日

〃 4072500772 株式会社　ファーストケア
大川市大野島255−５

株式会社　フ
ァーストケア 令和４年５月１日

〃 4071804217 株式会社Ｃｌａｐ
飯塚市立岩1605−10

株式会社Ｃｌ
ａｐ 令和４年７月１日

〃 4073101711 ストマート株式会社
春日市春日三丁目55

ストマート株
式会社 令和４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５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　
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〃 4079200426 ホームヘルプめい
田川郡香春町中津原1872番地３

株式会社　あ
らき 令和４年11月30日

訪問看護 4065690234
訪問看護ステーションあいあい
田川
田川市糒2085−10

株式会社ＳＫ
Ｙ 令和４年３月１日

〃 4061790053
訪問看護ステーション宝満
筑紫野市美しが丘南三丁目４番
７号宝満ヴィラ美しが丘206

社会福祉法人
宝満福祉会 令和４年３月31日

〃 4065590152 訪問看護ステーション　もも
飯塚市阿恵384番地８

有限会社サン
ファミリー 令和４年３月31日

〃 4065390132
あい愛田川訪問看護ステーショ
ン
田川郡川崎町池尻993−１

あおば地域医
療研究所有限
会社

令和４年４月30日

〃 4063290037 訪問看護　れんげ
三井郡大刀洗町山隈1313番地６

一般社団法人
常照会 令和４年７月31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４年９月30日

〃 4062490067 訪問看護ステーションアイ
朝倉市甘木150−４（１階）

株式会社スカ
イメディカル
アイ

令和４年９月30日

〃 4064490131 訪問看護ステーションみなみ
大牟田市野添町１番地８

公益財団法人
大牟田医療協
会

令和４年10月１日

〃 4061790103 そら訪問看護ステーション
筑紫野市紫三丁目11番２号 株式会社そら 令和４年11月30日

通所介護 4071702312 デイサービスビリーブ
直方市日吉町13番24号

株式会社リー
ベ介護サービ
ス

令和４年１月31日

〃 4079400596
デイサービスセンター　ふじの
花
田川郡福智町神崎1056番地153

株式会社ふじ
の花 令和４年３月１日

〃 4072900311

ＪＡみい　いきいきデイサービ
ス
小郡市八坂553−１　ＪＡみい　
いきいき介護プラザ

みい農業協同
組合 令和４年３月31日

〃 4073100218
デイサービスセンター春日
春日市春日原南町二丁目27番２
号

社会福祉法人
寿楽園 令和４年３月31日

〃 4073201495 ブルーミングケア大野城
大野城市大城四丁目24−37

ナガノ電気株
式会社 令和４年３月31日

〃 4073501613 通所介護事業所すまいるはぁと
糸島市二丈武49番地３

株式会社ヤナ
セデライト 令和４年３月31日

〃 4073101653
ヘルパーステーションはるのか
ぜ
春日市白水ケ丘二丁目134

株式会社あか
り会 令和４年４月30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４年４月30日

〃 4075500464
ヘルパーステーション　サンフ
ラワー
宮若市磯光1713番地41

有限会社サン
フラワー 令和４年４月30日

〃 4071901765 友愛ステーション
田川市伊加利2186番地110

有限会社友愛
ステーション 令和４年５月１日

〃 4071700381 ＭＧヘルパーステーション
宮若市龍徳1043番地

ＭＧタクシー
株式会社 令和４年５月31日

〃 4074200652
ヘルパーステーション新宮宴
糟屋郡新宮町緑ケ浜四丁目17番
12号

株式会社総合
福祉サービス
アイル

令和４年５月31日

〃 4073500730 ライオン　サポート
糸島市曽根407番地３

有限会社若師
子 令和４年６月30日

〃 4070000452 愛翠苑ホームヘルプサービス
築上郡築上町上ノ河内1048番地

社会福祉法人
若杉会 令和４年７月31日

〃 4072900501 ヘルパーステーション青寿苑
小郡市井上531番地

社会福祉法人　
青寿会 令和４年７月31日

〃 4072900519

けあらーず三国が丘指定訪問介
護事業所
小郡市三国が丘六丁目10　ライ
フステージ三国が丘110号

株式会社セラ
ム 令和４年８月31日

〃 4072601703 いずみ介護ステーション
行橋市南泉四丁目11番４号

社会福祉法人　
みぎわ会 令和４年９月１日

〃 4073301840 ヘルパーステーションみあれ苑
宗像市田島2290−１

株式会社ｅｊ
ｓケアサービ
ス

令和４年９月20日

〃 4071804167
すこやか訪問介護　飯塚ステー
ション
飯塚市立岩1431−１

株式会社スピ
カ 令和４年10月10日

〃 4071801932 ケアステーションふぁみりぃ
飯塚市平恒437

有限会社ふぁ
みりぃ 令和４年10月31日

〃 4071803961
ヘルパーステーション　ぴあⅡ
飯塚市西町４−22　エクセル西
町101

ＮＰＯ法人語
らんネットお
かがき

令和４年11月30日

〃 4073100572
心しあわせ介護ステーション春
日
春日市一の谷一丁目51−２

株式会社デニ
ッシュケア 令和４年11月30日
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〃 4072301148 宅老所はるさん家
八女市本町２−264

株式会社はる
さん介護 令和４年９月30日

〃 4073201479
ユーフィット大野城
大野城市緑ケ丘四丁目10番５号　
緑ヶ丘ヒルズウォークＫ１Ｆ

ユーコネクト
株式会社 令和４年９月30日

〃 4075100943
デイサービス　あるく
遠賀郡岡垣町東高倉二丁目20番
10号

株式会社東高
倉 令和４年10月31日

〃 4073200893
デイサービス　うぶすな
大野城市つつじケ丘一丁目１番
地７号

株式会社デニ
ッシュケア 令和４年11月30日

特定施設
入居者生
活介護

4073600621 有料老人ホーム小野山荘
古賀市薬王寺539番地１

株式会社アー
キプランニン
グ

令和４年３月31日

福祉用具
貸与 4073501589 福祉用具　ＧＯＯＭＥＬ

糸島市南風台七丁目３番９号
合同会社ＧＯ
ＯＭＥＬ 令和４年２月19日

〃 4073401491 福祉用具　ライフラック
太宰府市向佐野四丁目４−27

合同会社ライ
フラック 令和４年２月28日

〃 4075101057
福祉用具　千の里
遠賀郡岡垣町東高陽一丁目８番
７号

合同会社千の
里 令和４年２月28日

〃 4073500466
JA糸島　福祉用具貸与事業所
ひまわり
糸島市浦志二丁目２−12

糸島農業協同
組合 令和４年３月31日

〃 4079900249 有限会社　英彦介護センター
田川郡大任町大行事1671番地１

有限会社　英
彦介護センタ
ー

令和４年３月31日

〃 4072200399 あかつき商事株式会社
朝倉郡筑前町栗田1365−１

あかつき商事
株式会社 令和４年４月30日

〃 4073201594 こもれび福祉用具事業所
大野城市横峰二丁目20−26

株式会社こも
れび 令和４年７月31日

〃 4074100225 介護ショップ　よりそい
糟屋郡須恵町旅石115番地の483

医療法人社団
正信会 令和４年10月31日

特定福祉
用具販売 4075101057

福祉用具　千の里
遠賀郡岡垣町東高陽一丁目８番
７号

合同会社千の
里 令和４年２月28日

〃 4073500516
ＪＡ糸島福祉用具販売事業所ひ
まわり
糸島市浦志二丁目２−12

糸島農業協同
組合 令和４年３月31日

〃 4072200399 あかつき商事株式会社
朝倉郡筑前町栗田1365−１

あかつき商事
株式会社 令和４年４月30日

〃 4071903043 福岡通所介護サービス
田川市夏吉893番地３

一般社団法人
天翔福祉会 令和４年４月１日

〃 4073800635

悠愛デイサービスセンター　お
結び家
糟屋郡宇美町貴船二丁目30番３
号

ウェルビス悠
愛株式会社 令和４年４月30日

〃 4073600332 中山内科デイサービスセンター
古賀市天神三丁目７番20号

有限会社　中
山内科デイサ
ービスセンタ
ー

令和４年５月31日

〃 4074200645
デイサービス新宮宴
糟屋郡新宮町緑ケ浜四丁目17番
12号

株式会社総合
福祉サービス
アイル

令和４年５月31日

〃 4074200660
デイサービス新宮宴　別館
糟屋郡新宮町緑ケ浜四丁目17番
12号

株式会社総合
福祉サービス
アイル

令和４年５月31日

〃 4073600753 デイサービス　桑の実
古賀市駅東二丁目11−14

株式会社プラ
スネット 令和４年６月30日

〃 4073001374
デイサービス　エレガンス天拝
坂
筑紫野市天拝坂一丁目14番11

株式会社アレ
ンジライフ 令和４年７月１日

〃 4071701256 デイサービス　ハロー福智亭
直方市上頓野1961番地

株式会社ハロ
ーケアサービ
ス

令和４年７月31日

〃 4073200661 月舟寮
大野城市月の浦二丁目21番11号

株式会社デニ
ッシュケア 令和４年７月31日

〃 4079800373 デイサービス　花みずき
築上郡築上町東築城113番地１

社会福祉法人
博愛会 令和４年７月31日

〃 4072900782 弥生の里デイサービスセンター
小郡市山隈弥八郎273番地の35

社会福祉法人
若草会 令和４年８月31日

〃 4073001697
ブルーミングケア幸の花　筑紫
野館
筑紫野市岡田一丁目９番地１

エナピース株
式会社 令和４年８月31日

〃 4073700900
ブルーミングケア幸の花　那珂
川館
那珂川市片縄二丁目139

エナピース株
式会社 令和４年８月31日

〃 4073301832 デイサービスみあれ苑
宗像市田島2290−１

株式会社ｅｊ
ｓケアサービ
ス

令和４年９月20日

〃 4072201033
健生館けやき　デイサービスセ
ンター
朝倉市堤458番地１

株式会社スカ
イメディカル
アイ

令和４年９月30日
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〃 4062490067 訪問看護ステーションアイ
朝倉市甘木150−４（１階）

株式会社スカ
イメディカル
アイ

令和４年４月１日

〃 4062590114 メンタルケア訪問看護ふらっと
大川市大野島2871番地１

株式会社　Ｒ
ｅｔｒｙ 令和４年４月１日

〃 4065590350 ひかり訪問看護ステーション
飯塚市西徳前13−６

ＳＨＹ株式会
社 令和４年４月１日

〃 4065590368
訪問看護ステーション　せらび
飯塚市鯰田2278−１　ブルーマ
リヌ　C−102

株式会社フォ
ーシーム 令和４年４月１日

〃 4065590376 訪問看護ステーションつなぐ
飯塚市柏の森2080−３

エニーコーポ
レーション株
式会社

令和４年４月１日

〃 4066190184
パステル訪問看護ステーション
遠賀郡岡垣町東松原一丁目12−
９　クロスロードⅡ　２号室

株式会社ミン
ナデ 令和４年４月１日

〃 4062190089 毎日介護訪問看護ステーション
八女市本町553−２

株式会社毎日
介護タクシー 令和４年５月１日

〃 4065590384
訪問看護ステーション　おもて
なし
飯塚市楽市229

合同会社さち 令和４年５月１日

〃 4065590392 訪問看護はぴねステーション
飯塚市下三緒35−726

有限会社筑豊
メディカル商
事

令和４年５月１日

〃 4060690148 訪問看護ステーションりりー
宗像市東郷1168番地６

株式会社ＡＬ
ＰＨＡ 令和４年６月１日

〃 4064290069
訪問看護ステーション　蒼空
みやま市瀬高町下庄1528番地６　
中川ビル502号

株式会社満月
の光 令和４年７月１日

〃 4065590400
なでしこほっと訪問看護ステー
ション
飯塚市太郎丸265

社会福祉法人
恩賜財団済生
会支部福岡県
済生会

令和４年７月１日

〃 4066190192

ウィナース訪問看護ステーショ
ン
遠賀郡岡垣町吉木東一丁目25番
２号

合同会社Ｗｉ
Ｎｓ 令和４年７月１日

〃 4060490432
うえの訪問看護ステーション
糟屋郡志免町志免二丁目10番20
号

医療法人うえ
の病院 令和４年８月１日

〃 4065590418
訪問看護ステーションつむぎ
飯塚市赤坂499−２　関アパー
ト１Ｆ

リベラルホー
ム株式会社 令和４年８月１日

〃 4073201594 こもれび福祉用具事業所
大野城市横峰二丁目20−26

株式会社こも
れび 令和４年７月31日

〃 4074100225 介護ショップ　よりそい
糟屋郡須恵町旅石115番地の483

医療法人社団
正信会 令和４年10月31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５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

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
訪問入浴

介護
4072801626

とうしん遠賀訪問入浴センター
中間市東中間二丁目４番５号　
メゾン・ボーＤ　203号

株式会社とう
しん 令和４年６月１日

〃 4072301569 はぴねす訪問入浴
八女市本村362−３

株式会社エム
アイ企画 令和４年12月１日

介護予防
訪問看護 4060490416

訪問看護ステーションいぶきの
風　新宮
糟屋郡新宮町三代西一丁目１番
７号　エルヴェール新宮１−Ｃ

株式会社ＰＯ
ＳＩＴＩＶＥ　
ＧＲＥＥＮ

令和４年１月１日

〃 4060490424

みかさの里訪問看護ステーショ
ン
糟屋郡須恵町旅石887番７　オ
フィスパレア須恵ⅢＢ棟４号室

株式会社アド
ライフケア 令和４年１月１日

〃 4064490263
訪問看護ステーション　しらぬ
い
大牟田市手鎌1800番地

医療法人社団
新光会 令和４年１月１日

〃 4061690196
ケアライフ上白水訪問看護ステ
ーション
春日市上白水六丁目30−１

有限会社ベス
トライフ 令和４年２月１日

〃 4062390085 訪問看護ステーションセロリ
筑後市前津90−１

医療法人　伊
藤医院 令和４年２月１日

〃 4061690204
訪問看護ステーションココエル　
昇町
春日市昇町五丁目33

株式会社ビオ
ネスト 令和４年３月１日
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〃 4065590459 デイジー訪問看護ステーション
飯塚市柏の森149番地８

デイジー株式
会社 令和４年10月１日

〃 4065690382
田川新生病院　訪問看護ステー
ション
田川市夏吉3638番地

社会福祉法人　
柏芳会記念福
祉事業会

令和４年10月１日

〃 4066290117 ガイド訪問看護ステーション
中間市岩瀬西町五丁目１

株式会社きん
かん 令和４年10月１日

〃 4067590234 訪問看護サービス　すまいる
行橋市前田292番地８

株式会社
Peaceful 令和４年10月１日

〃 4060490440 さくら訪問看護ステーション
糟屋郡須恵町旅石72番地326

Ｂｅ　Ｎａｔ
ｕｒａｌ　Ｊ
ａｐａｎ合同
会社

令和４年11月１日

〃 4065490197
訪問看護ステーションＳａｌｌ
ｙ
直方市中泉827番地４

株式会社Ｂｅ
ｅ 令和４年11月１日

〃 4065590467
アフィニティーきんもくせい頴
田　訪問看護ステーション
飯塚市口原347−１

医療法人社団
親和会 令和４年11月１日

〃 4065690390
訪問看護ステーションみらい
田川市奈良1587番地95石川ハイ
ツⅠ　104

合同会社縁 令和４年11月１日

〃 4067590242 訪問看護ステーションのぶなが
行橋市延永208

株式会社ぴゅ
あはぁーと 令和４年11月１日

〃 4061490183
訪問看護リハビリステーション　
匠
太宰府市五条二丁目11−３

医療法人社団
悠雅 令和４年12月１日

〃 4061690238
ラヴィケア訪問看護ステーショ
ン
春日市小倉四丁目224−107号

合同会社ラヴ
ィケア 令和４年12月１日

介護予防
訪問リハ
ビリテー

ョン

4075101081

訪問リハビリテーション　更生
会にじの郷
遠賀郡岡垣町中央台三丁目22番
１号

社会福祉法人
日本傷痍者更
生会

令和４年１月１日

〃 4072100904
シルバーケア嘉穂　訪問リハビ
リテーション
嘉麻市鴨生480番地１

社会福祉法人
内野会 令和４年７月１日

介護予防
短期入所
生活介護

4073101695 桜ヶ丘ショートステイセンター
春日市桜ケ丘四丁目28番地１

社会福祉法人　
徳和会 令和４年３月１日

〃 4073900344 特別養護老人ホーム　つくも苑
糟屋郡篠栗町金出3226番地

社会福祉法人
つくも会 令和４年４月１日

〃 4065590426 あい訪問看護ステーション
飯塚市菰田西三丁目18−11

株式会社ＡＮ
Ｉ 令和４年８月１日

〃 4066190200 訪問看護ステーション心暖
遠賀郡水巻町猪熊八丁目８−７ 株式会社暖 令和４年８月１日

〃 4066290091

訪問看護リハビリステーション　
ここは
中間市中尾一丁目12−17　ふぁ
みりぃビル２階

合同会社心花 令和４年８月１日

〃 4061690212
ふたば訪問看護ステーション
春日市春日原東町二丁目44番３
−102号

医療法人　四
つ葉 令和４年９月１日

〃 4065590434 ＭＣＣ訪問看護ステーション
飯塚市菰田東二丁目５番20号

株式会社ベス
トパートナー 令和４年９月１日

〃 4065590442
アフィニティーつつじの丘　訪
問看護ステーション
飯塚市伊岐須166番地６

医療法人社団
親和会 令和４年９月１日

〃 4066190218
訪問看護ステーション桜の花
遠賀郡水巻町猪熊七丁目２−４
水巻クリーンハイツＡ棟201

株式会社唯の
月 令和４年９月１日

〃 4066290109

訪問看護ステーション　ビブレ
福岡
中間市蓮花寺三丁目９−16　桜
館１−101号室

株式会社Ｂｅ　
Ｂｒａｖｅ 令和４年９月１日

〃 4060690155

訪問看護ステーションリボーン
宗像
宗像市三郎丸四丁目18−15　イ
ンペリアルコート107号

株式会社ｒｅ
ｂоｒｎ 令和４年10月１日

〃 4061690220

クラッチケア訪問看護ステーシ
ョン春日小倉
春日市小倉二丁目２−１階C号
室

ＣＲＯＷＮＳ
株式会社 令和４年10月１日

〃 4062190097
在宅ホスピス訪問看護ステーシ
ョン彩り
八女市本村90−３

株式会社　ｂ
ｅａｕｔｉｆ
ｕｌ　ｇｌｉ
ｄｅｒｓ

令和４年10月１日

〃 4064490271

社会保険大牟田天領病院　訪問
看護ステーション
大牟田市天領町一丁目100番地
５

一般社団法人　
福岡県社会保
険医療協会

令和４年10月１日

〃 4065390330
訪問看護　Ｈａｎｄｓ
田川郡福智町伊方4233番地４　
MJコーポ

株式会社プロ
グレス 令和４年10月１日
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　　令和５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

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 4065690234

訪問看護ステーションあいあい
田川
田川市糒2085−10

株式会社ＳＫ
Ｙ 令和４年３月１日

〃 4061790053
訪問看護ステーション宝満
筑紫野市美しが丘南三丁目４番
７号宝満ヴィラ美しが丘206

社会福祉法人
宝満福祉会 令和４年３月31日

〃 4065590152 訪問看護ステーション　もも
飯塚市阿恵384番地８

有限会社サン
ファミリー 令和４年３月31日

〃 4065390132
あい愛田川訪問看護ステーショ
ン
田川郡川崎町池尻993−１

あおば地域医
療研究所有限
会社

令和４年４月30日

〃 4063290037 訪問看護　れんげ
三井郡大刀洗町山隈1313番地６

一般社団法人
常照会 令和４年７月31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４年９月30日

〃 4062490067 訪問看護ステーションアイ
朝倉市甘木150−４（１階）

株式会社スカ
イメディカル
アイ

令和４年９月30日

〃 4064490131 訪問看護ステーションみなみ
大牟田市野添町１番地８

公益財団法人
大牟田医療協
会

令和４年10月１日

〃 4061790103 そら訪問看護ステーション
筑紫野市紫三丁目11番２号 株式会社そら 令和４年11月30日

介護予防
特定施設
入居生活

介護

4073600621 有料老人ホーム小野山荘
古賀市薬王寺539番地１

株式会社アー
キプランニン
グ

令和４年３月31日

介護予防
福祉用具

貸与
4073501589 福祉用具　ＧＯＯＭＥＬ

糸島市南風台七丁目３番９号
合同会社ＧＯ
ＯＭＥＬ 令和４年２月19日

〃 4073401491 福祉用具　ライフラック
太宰府市向佐野四丁目４−27

合同会社ライ
フラック 令和４年２月28日

〃 4075101057
福祉用具　千の里
遠賀郡岡垣町東高陽一丁目８番
７号

合同会社千の
里 令和４年２月28日

〃 4074400690

ショートステイ　グッドライフ
粕屋
糟屋郡粕屋町戸原東二丁目11番
12号

社会福祉法人
来福 令和４年４月１日

〃 4071804233 ショートステイ　サミック飯塚
飯塚市太郎丸712番地１

社会福祉法人
サミック 令和４年８月１日

介護予防
特定施設
入居者生

介護

4073601132 有料老人ホーム小野山荘
古賀市薬王寺539番地１

社会福祉法人
創生会 令和４年４月１日

介護予防
福祉用具

貸与
4072100870 福祉用具スギョー

嘉麻市牛隈字京田1934番地２
合同会社スギ
ョー 令和４年１月１日

〃 4071804183
太陽シルバーサービス株式会社　
飯塚営業所
飯塚市枝国510番地７

太陽シルバー
サービス株式
会社

令和４年４月１日

〃 4072500772 株式会社　ファーストケア
大川市大野島255−５

株式会社　フ
ァーストケア 令和４年５月１日

〃 4071804217 株式会社Ｃｌａｐ
飯塚市立岩1605−10

株式会社Ｃｌ
ａｐ 令和４年７月１日

〃 4073101711 ストマート株式会社
春日市春日三丁目55

ストマート株
式会社 令和４年８月１日

特定介護
予防福祉
用具販売

4072100870 福祉用具スギョー
嘉麻市牛隈字京田1934番地２

合同会社スギ
ョー 令和４年１月１日

〃 4071804183
太陽シルバーサービス株式会社　
飯塚営業所
飯塚市枝国510番地７

太陽シルバー
サービス株式
会社

令和４年４月１日

〃 4072500772 株式会社　ファーストケア
大川市大野島255−５

株式会社　フ
ァーストケア 令和４年５月１日

〃 4071804217 株式会社Ｃｌａｐ
飯塚市立岩1605−10

株式会社Ｃｌ
ａｐ 令和４年７月１日

〃 4073101711 ストマート株式会社
春日市春日三丁目55

ストマート株
式会社 令和４年８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。
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介護老人
保健施設 4055380119

介護老人保健施設ユニット型
レイクヴィラたぎり
田川郡糸田町字木実浦870番
地３

医療法人玄風会 令和４年８
月31日

　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。

　　令和５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　調達をする物品等又は特定役務の種類

・福岡県警察連携サーバ（ハードウェア）賃貸借

・福岡県警察連携サーバ（ソフトウェア）賃貸借

・警察コミュニケーションシステム用端末装置賃貸借

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ため知事が一定

の期間を定めて競争入札に参加させないこととした者であって、当該期間を経過

していないもの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　次に掲げる法律の規定により届出の義務が課されたものであって、当該届出の

義務を履行していない者

①　健康保険法（大正11年法律第70号）第48条

②　厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条

③　雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条

〃 4073500466
ＪＡ糸島　福祉用具貸与事業所
ひまわり
糸島市浦志二丁目２−12

糸島農業協同
組合 令和４年３月31日

〃 4079900249 有限会社　英彦介護センター
田川郡大任町大行事1671番地１

有限会社　英
彦介護センタ
ー

令和４年３月31日

〃 4072200399 あかつき商事株式会社
朝倉郡筑前町栗田1365−１

あかつき商事
株式会社 令和４年４月30日

〃 4073201594 こもれび福祉用具事業所
大野城市横峰二丁目20−26

株式会社こも
れび 令和４年７月31日

〃 4074100225 介護ショップ　よりそい
糟屋郡須恵町旅石115番地の483

医療法人社団
正信会 令和４年10月31日

特定介護
予防福祉
用具販売

4075101057
福祉用具　千の里
遠賀郡岡垣町東高陽一丁目８番
７号

合同会社千の
里 令和４年２月28日

〃 4073500516
JA糸島福祉用具販売事業所ひ
まわり
糸島市浦志二丁目２−12

糸島農業協同
組合 令和４年３月31日

〃 4072200399 あかつき商事株式会社
朝倉郡筑前町栗田1365−１

あかつき商事
株式会社 令和４年４月30日

〃 4073201594 こもれび福祉用具事業所
大野城市横峰二丁目20−26

株式会社こも
れび 令和４年７月31日

〃 4074100225 介護ショップ　よりそい
糟屋郡須恵町旅石115番地の483

医療法人社団
正信会 令和４年10月31日

　公告

　介護保険法（平成９年法律第123号）第99条第２項の規定に基づき、介護老人保健施設

から廃止の届出があったので、同法第104条の２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137条の２の規定により次のように公示する。

　　令和５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

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

介護老人
保健施設 4055380093

介護老人保健施設　レイクヴ
ィラたぎり
田川郡糸田町字木実浦870番
地３

医療法人玄風会 令和４年８
月31日
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　　カ　個人住民税特別徴収実施申告（誓約）書（様式第11号）及び確認資料

　　キ　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）

　　ク　障がい者の雇用状況の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がいのある方を雇用しているときには、障がい者雇用

状況調査票（様式第４号）

ケ　営業概要表（様式第５号）

　　コ　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

サ　印刷業明細表（印刷業のみ）（様式第７号）

シ　ビル清掃管理業明細表（ビル清掃管理業のみ）（様式第８号）

ス　暴力団排除に関する誓約書（役員名簿）（様式第９号）

セ　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

ソ　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

タ　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

　　チ　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

あるものに係る評価申請書等（ただし、障がい者雇用はクに掲げるもの）

ツ　返信用封筒（404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厚生課調達班

　　　〒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（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/）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

この公告の日から令和５年３月８日（水曜日）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

　　オ　県内の市町村において個人住民税（個人県民税及び個人市町村民税）を特別徴

収すべき者に対して給与の支払を行っている者であって、地方税法（昭和25年法

律第226号）第321条の４に規定する特別徴収義務者の指定を受けていないもの（

特別の理由がある場合を除く。）

　　カ　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

　　キ　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

　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　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）

　　エ　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）

　　オ　社会保険等加入状況報告（誓約）書（様式第10号）及び確認資料
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371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。

・申請書の提出場所及び入手方法並びに申請に関する問合せ先

福岡県総務部総務事務厚生課調達班

〒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（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/）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。）

令和５年３月29日（水曜日）現在において、次の条件をすべて満たすこと。

　⑴　２の入札参加資格を有する者のうち、業種及び等級が次の条件を満たす者

大分類 中分類 業種名 等級

13 08 リース・レンタル ＡＡ，Ａ

　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保守、点検、修理その他の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

　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2244

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令和

５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、令和５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。

　　令和５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　調達内容

　⑴　調達案件名

福岡県警察連携サーバ（ハードウェア）賃貸借

　⑵　契約内容及び特質等

入札説明書による。

　⑶　賃貸借期間

令和６年１月１日から令和10年12月31日までの間

　⑷　納入場所

入札説明書による。

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（令和４年４月福岡県告示第
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理人の全てが立ち会っており、その全てが同意する場合にあっては直ちにその場で、

その他の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（消費税込みの金額）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（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合

　⑵　契約保証金

　　　契約金額（消費税込みの金額）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（当該発注者が交付した証明書）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により再度の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

　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提出期限までに納付されず、又は見積

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

　　令和５年２月10日（金曜日）から令和５年３月22日（水曜日）までの福岡県の休日

を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条に規定する休日（以下「県の休日

」という。）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

令和５年３月29日（水曜日）午後５時45分

　⑶　提出方法

　　　持参（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

令和５年３月30日（木曜日）午前10時00分

　⑶　その他

　　　開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合におい

て、入札者又はその代理人がこれに立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係

のない職員を立ち会わせてこれを行う。

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場合は、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、再度入札は、入札者又はその代
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　⑵　Time Limit of Tender

５：45 P. M. March 29, 2023 

　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. 2244）

　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。

　　令和５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　調達内容

　⑴　調達案件名

福岡県警察連携サーバ（ソフトウェア）賃貸借

　⑵　契約内容及び特質等

入札説明書による。

　⑶　賃貸借期間

令和６年１月１日から令和10年12月31日までの間

　⑷　納入場所

入札説明書による。

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（令和４年４月福岡県告示第

371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

金額（消費税込みの金額）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　入札書に日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札

　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

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者以上あるときは、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

ち開札に立ち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　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。なお、同協定に基づいて設置した

福岡県政府調達苦情検討委員会への苦情の申立てについては、福岡県庁ホームペー

ジ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲載している。

　⑵　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。

　⑶　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の

県の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。

　⑷　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。

　⑸　その他、詳細は入札説明書による。

16　Summary

　⑴　The name of a contract matter

　　　A leasing contract for Fukuoka police cooperation server （hardware） lease 

agreement
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　　令和５年２月10日（金曜日）から令和５年３月22日（水曜日）までの福岡県の休日

を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条に規定する休日（以下「県の休日

」という。）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

令和５年３月29日（水曜日）午後５時45分

　⑶　提出方法

　　　持参（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

令和５年３月30日（木曜日）午前10時15分

　⑶　その他

　　　開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合におい

て、入札者又はその代理人がこれに立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係

のない職員を立ち会わせてこれを行う。

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場合は、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、再度入札は、入札者又はその代

理人の全てが立ち会っており、その全てが同意する場合にあっては直ちにその場で、

その他の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

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。

・申請書の提出場所及び入手方法並びに申請に関する問合せ先

福岡県総務部総務事務厚生課調達班

〒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（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/）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。）

　　令和５年３月29日（水曜日）現在において、次の条件をすべて満たすこと。

　⑴　２の入札参加資格を有する者のうち、業種及び等級が次の条件を満たす者

大分類 中分類 業種名 等級

13 08 リース・レンタル ＡＡ，Ａ

　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保守、点検、修理その他の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

　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2244

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
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　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

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者以上あるときは、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

ち開札に立ち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　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。なお、同協定に基づいて設置した

福岡県政府調達苦情検討委員会への苦情の申立てについては、福岡県庁ホームペー

ジ（https：//www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲載している。

　⑵　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。

　⑶　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の

県の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。

　⑷　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。

　⑸　その他、詳細は入札説明書による。

16　Summary

　⑴　The name of a contract matter

　　　A leasing contract for Fukuoka police cooperation server （software） lease 

agreement

　⑵　Time Limit of Tender

５：45 P. M. March 29, 2023 

　⑶　Section where to inquire about this Notice of Tender

　⑴　入札保証金

　　　見積金額（消費税込みの金額）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（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合

　⑵　契約保証金

　　　契約金額（消費税込みの金額）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（当該発注者が交付した証明書）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により再度の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

　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提出期限までに納付されず、又は見積

金額（消費税込みの金額）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　入札書に日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札
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〒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（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/）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。）

令和５年４月４日（火曜日）現在において、次の条件をすべて満たすこと。

　⑴　２の入札参加資格を有する者のうち、業種及び等級が次の条件を満たす者

大分類 中分類 業種名 等級

13 08 リース・レンタル ＡＡ，Ａ

　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保守、点検、修理その他の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

　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2244

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

　　令和５年２月10日（金曜日）から令和５年３月22日（水曜日）までの福岡県の休日

を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条に規定する休日（以下「県の休日

」という。）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。

　　　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. 2244）

　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。

　　令和５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　調達内容

　⑴　調達案件名

警察コミュニケーションシステム用端末装置賃貸借

　⑵　契約内容及び特質等

入札説明書による。

　⑶　賃貸借期間

令和５年８月１日から令和10年７月31日までの間

　⑷　納入場所

入札説明書による。

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（令和４年４月福岡県告示第

371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。

　・申請書の提出場所及び入手方法並びに申請に関する問合せ先

福岡県総務部総務事務厚生課調達班
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　　ア　県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額の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（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合

　⑵　契約保証金

　　　契約金額（消費税込みの金額）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（当該発注者が交付した証明書）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により再度の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

　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提出期限までに納付されず、又は見積

金額（消費税込みの金額）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　入札書に日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札

　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

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

令和５年４月４日（火曜日）午後５時45分

　⑶　提出方法

　　　持参（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

令和５年４月５日（水曜日）午前10時00分

　⑶　その他

　　　開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合におい

て、入札者又はその代理人がこれに立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係

のない職員を立ち会わせてこれを行う。

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場合は、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、再度入札は、入札者又はその

代理人の全てが立ち会っており、その全てが同意する場合にあっては直ちにその場で

、その他の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（消費税込みの金額）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。
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Tel 092−641−4141（Ext. 2244）

　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５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　届出年月日

令和５年１月27日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

変更前 変更後

ヒマラヤスポーツ福岡新宮店ほか
糟屋郡新宮町沖田地区区画整理事業内Ｅ12街
区

ヒマラヤスポーツ福岡新宮店ほか
糟屋郡新宮町中央駅前二丁目６番４ほか

　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５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　届出年月日

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者以上あるときは、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

ち開札に立ち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　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。なお、同協定に基づいて設置した

福岡県政府調達苦情検討委員会への苦情の申立てについては、福岡県庁ホームペー

ジ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲載している。

　⑵　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。

　⑶　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の

県の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。

　⑷　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。

　⑸　その他、詳細は入札説明書による。

16　Summary

　⑴　The name of a contract matter

　　　A leasing contract for A leasing contract for terminal equipment for police 

communication system

　⑵　Time Limit of Tender

　　　５：45 P. M. April 4, 2023 

　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
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　　・室外機（送風機）の定格出力が7.5kW以上の場合、騒音規制法に基づく設置届が

必要なため、設備の仕様を確認の上、届出等遺漏のないようにしてください。設置届

をした場合、当該場所は第４種区域（70dB以下（６：00～23：00）、65dB以下（23

：00～６：00））の規制に該当するため、留意してください。

③廃棄物対策

　・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、適正な管理をお願いします。

　・廃棄物の減量化及びリサイクルに努めてください。

　　・紙製廃棄物等、ガラス製廃棄物等、プラスチック製廃棄物等の産業廃棄物に該当

するものは、苅田町リサイクルセンターで処理できません。民間の許可業者で処理し

てください。

④防災・防犯対策

　　・駐車場等死角ができないよう街灯等の設置をする等、防犯対策を充分に行ってく

ださい。

⑤街づくり等

　　・当該申請地は、北九州広域都市計画地区計画　南原・殿川町地区地区計画区域内

です。

　・京築広域景観計画に基づき、必要な手続を行ってください。

　　・屋外広告物を設置する際は、福岡県屋外広告物条例、同条例施行規則に基づき、

必要な手続を行ってください。

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第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５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　届出年月日

　　令和５年１月26日

令和５年１月27日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

変更前 変更後

ユニクロ福岡新宮店
糟屋郡新宮町沖田地区区画整理事業内（Ｅ13
−３街区）

ユニクロ福岡新宮店
糟屋郡新宮町中央駅前二丁目５番1ほか

　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５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北九

州中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　（仮称）ラ・ムー苅田店

　⑵　所在地　京都郡苅田町大字南原字浮殿下2085−28

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

①交通対策

　　・周辺道路では大型トラックや、自転車利用が多いことから安全の確保を十分に行

ってください。

　　・駐車場内における車両の円滑な誘導、歩道前の一旦停止などについて案内板や標

識等を活用して、スムーズにかつ安全な運行を確保するようお願いします。

　　・当該申請地は、北九州広域都市計画地区計画　南原・殿川町地区計画区域内で、

建築物等の整備の方針に「公共交通の利用の促進を図るため、バス停留場を整備する

。」と、記載されていることから、バス停留所整備の際には協議させて頂きたいと考

えています。

②騒音対策



第
37

2 
号

31
令
和
５
年
２
月
10
日
　
金
曜
日

建物敷地南東側駐車場西側 8

合計  18

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

荷さばき施設の位置 面積（平方メートル）

建物２階部 50

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

廃棄物等の保管施設の位置 容量（立方メートル）

建物２階部 30.17

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

小売業者の氏名 開店時刻 閉店時刻

株式会社グッデイ 午前７時00分 午後10時00分

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

午前６時30分から午後10時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

出入口の数 位置

４箇所
建物敷地北西側及び南西側
建物敷地東側
建物敷地南西側駐車場北西側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分から午後11時00分

　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。

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　グッデイ大野城店

　⑵　所在地　大野城市御笠川六丁目８番１外

３　大規模小売店舗を設置する者及び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

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

氏名又は名称 住所

株式会社グッデイ 代 表 取 締 役 　 柳 瀬　
隆志 福岡市博多区中洲中島町２番３号

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

氏名又は名称 住所

株式会社グッデイ 代 表 取 締 役 　 柳 瀬　
隆志 福岡市博多区中洲中島町２番３号

４　大規模小売店舗を新設する日

　　令和５年９月27日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　3,981平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

駐車場の位置 収容台数（台）

建物敷地内平面部 19

建物２階部 19

建物敷地南東側 49

合計 87

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

駐輪場の位置 収容台数（台）

建物西側  10
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　　令和５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会　　

１　意見募集期間

令和５年２月１日から同年３月２日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県警察ホームページ（https://www.police.pref.fukuoka.

jp/）に掲載するほか、福岡県警察本部総務部総務課情報公開室に備え置く。

　福岡県生活衛生営業審議会公告

　公衆浴場入浴料金の今後のあり方に関し、審議会の答申に係る福岡県意見書提出制度

要綱（平成12年２月29日11行改推第92号）第２条第１項の規定により次のとおり意見を

募集しますので、意見書を提出される方は、所定の方法で提出してください。

　　令和５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　福岡県生活衛生営業審議会　会長　　笹川　洋平　　

１　意見募集の対象

　　公衆浴場入浴料金の今後のあり方に係る答申案

２　答申案の概要

　　公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令（昭和32年厚生省第38号）第２条

に基づく料金の指定については、大人は現行の450円から30円の値上げを行い480円と

し、中人は現行の180円から20円の値上げを行い200円とし、小人は現行の70円から30

円の値上げを行い100円とすることが適当である。

　　料金の改定は、令和５年４月１日からとすることが適当である。

　（理由）

　⑴　今般の燃料費の高騰等を踏まえ、公衆浴場営業者から料金引き上げの要望がなさ

れたこと。

　⑵　このほど県が実施した公衆浴場経営実態調査結果に基づき、収入及び必要経費の

両面から算定した料金単価は大人ベースで482円であり、現行料金450円との差額は

32円であったこと。また、中人料金、小人料金は、これまでの改定状況や利用者へ

　　令和５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糸島市二丈深江字樋ノ口1458番１、1458番３から1458番34まで、1483番１の一部及

び2970番１の一部並びにこれらの区域内の道路である市有地の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

佐賀県佐賀市本庄町大字本庄507番地８

株式会社トップエステート

代表取締役　溝上　尚久

　福岡県教育委員会告示第15号

　福岡県教育委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（

平成16年福岡県教育委員会規則第２号）において例によることとされる知事等に係る行

政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成16年福岡県規則第25号）第

３条の規定に基づき、情報通信の技術を利用して行う手続等のうち、電子署名を要しな

い申請等の根拠となる法令又は条例等の名称及び条項、当該使用の開始日並びに対象手

続を次のように公示する。

　　令和５年２月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県教育委員会　　

手続等の根拠となる法令又は条例等
の名称 条項 使用の開始日 対象手続

教育職員免許状に関する規則（昭和
53年福岡県教育委員会規則第５号） 第６条 令和５年３月１日 免許外教科担任許可申請

福岡県公安委員会告示第25号

　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１項の規定に基づき、個

人情報の保護に関する法律に基づく福岡県公安委員会及び福岡県警察本部長の処分に係

る審査基準（案）等について、次のとおり意見を募集する。
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　　（ファクシミリ）092−643−3282

（電子メール）hoeisei@pref.fukuoka.lg.jp

の影響、全国の状況なども踏まえ、これを改定する必要があること。

　⑶　答申後、一定の周知期間を経て速やかに実施することが望ましいことから、今回

の答申に基づく改定は令和５年４月１日からとすることが適当と考えられること。

（補足意見）

　　地域の公衆衛生の向上及び増進のため、県及び市町村にあっては、これまでも普通

公衆浴場の経営の安定と施設の確保を目的に所要の助成措置が講じられており、営業

者にあっては、種々の取組の実施など自助努力がなされているところである。しかし

ながら、今般の燃料費の高騰など、普通公衆浴場を取り巻く経営環境はさらに厳しさ

を増している。

　　普通公衆浴場に課せられた自家風呂を持たない住民に対する入浴機会の提供という

社会的使命や、高齢者をはじめとする地域住民相互の交流促進、地域住民の健康づく

りや親子のふれあいの場といった役割を充分に斟酌され、営業者におかれては季節の

イベント開催など集客のための様々な取組を推進し、行政関係者にあっては営業者の

取組の広報強化や公的助成の充実、新たな活用方法の検討など、その振興による公衆

浴場施設の確保に努める必要がある。

３　審議会における資料の閲覧場所

　⑴　県民情報センター（福岡市博多区東公園７番７号）

　⑵　北九州県民情報コーナー（北九州市小倉北区城内７番８号）

　⑶　筑後県民情報コーナー（久留米市合川町1642番地の１）

　⑷　筑豊県民情報コーナー（飯塚市新立岩８番１号）

　⑸　京築県民情報コーナー（行橋市中央一丁目２番１号）

　⑹　福岡県ホームページ　（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

４　意見書の提出期間

県公報登載の日から令和５年２月23日（木）

５　意見書の提出方法

持参、郵送、ファクシミリ又は電子メール

６　意見書の提出先

福岡県保健医療介護部生活衛生課

（住所）〒812−8577　福岡市博多区東公園７番７号




