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北九州市公告第４０１号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和３年６月９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

スーパーセンタートライアル門司片上海岸店 

  北九州市門司区片上海岸９５番地１５ 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社トライアルカンパニー 

  福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

  代表取締役 石橋亮太 

３ 変更した事項 

（１） 大規模小売店舗を設置する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 

   株式会社トライアルカンパニー 

   福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

   代表取締役 楢木野仁司 

   変更後 

   株式会社トライアルカンパニー 

   福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

   代表取締役 石橋亮太 

 （２） 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 

   株式会社トライアルカンパニー 

   福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

   代表取締役 楢木野仁司 

   変更後 
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   株式会社トライアルカンパニー 

   福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

   代表取締役 石橋亮太 

４ 変更の年月日 

  平成３０年６月１９日 

５ 変更する理由 

営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 

令和３年５月２８日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局商業・ＭＩＣＥ推進部商業・サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和３年１０月１２日まで（日曜日、土曜日及び国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）

の毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和３年１０月１２日までに北九州市産

業経済局商業・ＭＩＣＥ推進部商業・サービス産業政策課に到着するように

提出すること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第４０２号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和３年６月９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

スーパーセンタートライアル門司店 

  北九州市門司区大里新町３１９番地１０他 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社トライアルカンパニー 

  福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

  代表取締役 石橋亮太 

３ 変更した事項 

（１） 大規模小売店舗を設置する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 

   株式会社トライアルカンパニー 

   福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

   代表取締役 楢木野仁司 

   変更後 

   株式会社トライアルカンパニー 

   福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

   代表取締役 石橋亮太 

 （２） 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 

   株式会社トライアルカンパニー 

   福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

   代表取締役 楢木野仁司 

   変更後 
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   株式会社トライアルカンパニー 

   福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

   代表取締役 石橋亮太 

４ 変更の年月日 

  平成３０年６月１９日 

５ 変更する理由 

営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 

令和３年５月２８日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局商業・ＭＩＣＥ推進部商業・サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和３年１０月１２日まで（日曜日、土曜日及び国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）

の毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和３年１０月１２日までに北九州市産

業経済局商業・ＭＩＣＥ推進部商業・サービス産業政策課に到着するように

提出すること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第４０３号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和３年６月９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

スーパーセンタートライアル東篠崎店 

  北九州市小倉北区東篠崎三丁目７番 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社トライアルカンパニー 

  福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

  代表取締役 石橋亮太 

３ 変更した事項 

（１） 大規模小売店舗を設置する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 

   株式会社トライアルカンパニー 

   福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

   代表取締役 楢木野仁司 

   変更後 

   株式会社トライアルカンパニー 

   福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

   代表取締役 石橋亮太 

 （２） 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 

   株式会社トライアルカンパニー 

   福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

   代表取締役 楢木野仁司 

   変更後 
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   株式会社トライアルカンパニー 

   福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

   代表取締役 石橋亮太 

４ 変更の年月日 

  平成３０年６月１９日 

５ 変更する理由 

営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 

令和３年５月２８日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局商業・ＭＩＣＥ推進部商業・サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和３年１０月１２日まで（日曜日、土曜日及び国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）

の毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和３年１０月１２日までに北九州市産

業経済局商業・ＭＩＣＥ推進部商業・サービス産業政策課に到着するように

提出すること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第４０４号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和３年６月９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

スーパーセンタートライアル北九州空港バイパス店 

  北九州市小倉南区葛原東四丁目６番１０号 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社トライアルカンパニー 

  福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

  代表取締役 石橋亮太 

３ 変更した事項 

（１） 大規模小売店舗を設置する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 

   株式会社トライアルカンパニー 

   福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

   代表取締役 楢木野仁司 

   変更後 

   株式会社トライアルカンパニー 

   福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

   代表取締役 石橋亮太 

 （２） 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 

   株式会社トライアルカンパニー 

   福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

   代表取締役 楢木野仁司 

   変更後 
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   株式会社トライアルカンパニー 

   福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

   代表取締役 石橋亮太 

４ 変更の年月日 

  平成３０年６月１９日 

５ 変更する理由 

営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 

令和３年５月２８日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局商業・ＭＩＣＥ推進部商業・サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和３年１０月１２日まで（日曜日、土曜日及び国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）

の毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和３年１０月１２日までに北九州市産

業経済局商業・ＭＩＣＥ推進部商業・サービス産業政策課に到着するように

提出すること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第４０５号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和３年６月９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

スーパーセンタートライアル二島店 

  北九州市若松区南二島一丁目４番１号 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社トライアルカンパニー 

  福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

  代表取締役 石橋亮太 

３ 変更した事項 

（１） 大規模小売店舗を設置する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 

   株式会社トライアルカンパニー 

   福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

   代表取締役 楢木野仁司 

   変更後 

   株式会社トライアルカンパニー 

   福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

   代表取締役 石橋亮太 

 （２） 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 

   株式会社トライアルカンパニー 

   福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

   代表取締役 楢木野仁司 

   変更後 
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   株式会社トライアルカンパニー 

   福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

   代表取締役 石橋亮太 

４ 変更の年月日 

  平成３０年６月１９日 

５ 変更する理由 

営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 

令和３年５月２８日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局商業・ＭＩＣＥ推進部商業・サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和３年１０月１２日まで（日曜日、土曜日及び国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）

の毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和３年１０月１２日までに北九州市産

業経済局商業・ＭＩＣＥ推進部商業・サービス産業政策課に到着するように

提出すること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第４０６号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和３年６月９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

スーパーセンタートライアル八幡東田店 

  北九州市八幡東区東田一丁目５番地１０９他 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社トライアルカンパニー 

  福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

  代表取締役 石橋亮太 

３ 変更した事項 

（１） 大規模小売店舗を設置する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 

   株式会社トライアルカンパニー 

   福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

   代表取締役 楢木野仁司 

   変更後 

   株式会社トライアルカンパニー 

   福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

   代表取締役 石橋亮太 

 （２） 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 

   株式会社トライアルカンパニー 

   福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

   代表取締役 楢木野仁司 

   変更後 
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   株式会社トライアルカンパニー 

   福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

   代表取締役 石橋亮太 

 （３） 大規模小売店舗の名称 

   変更前 

   スーパーセンタートライアル八幡東店 

   変更後 

   スーパーセンタートライアル八幡東田店 

４ 変更の年月日 

 （１） 前項第１号 平成３０年６月１９日 

（２） 前項第２号 平成３０年６月１９日 

 （３） 前項第３号 令和３年４月１日 

５ 変更する理由 

営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 

令和３年５月２８日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局商業・ＭＩＣＥ推進部商業・サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和３年１０月１２日まで（日曜日、土曜日及び国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）

の毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和３年１０月１２日までに北九州市産

業経済局商業・ＭＩＣＥ推進部商業・サービス産業政策課に到着するように

提出すること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 

13



北九州市公告第４０７号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和３年６月９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

スーパーセンタートライアル上津役店 

  北九州市八幡西区中の原二丁目１９番１号 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社トライアルカンパニー 

  福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

  代表取締役 石橋亮太 

  株式会社高田屋 

  大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号 

  代表取締役 土井良太 

３ 変更した事項 

（１） 大規模小売店舗を設置する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 

   株式会社トライアルカンパニー 

   福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

   代表取締役 楢木野仁司 

   株式会社高田屋 

   大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号 

   代表取締役 土井良太 

   変更後 

   株式会社トライアルカンパニー 

   福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

   代表取締役 石橋亮太 

株式会社高田屋 
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   大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号 

   代表取締役 土井良太 

 （２） 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 

   株式会社トライアルカンパニー 

   福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

   代表取締役 楢木野仁司 

   変更後 

   株式会社トライアルカンパニー 

   福岡市東区多の津一丁目１２番２号 

   代表取締役 石橋亮太 

４ 変更の年月日 

  平成３０年６月１９日 

５ 変更する理由 

営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 

令和３年５月２８日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局商業・ＭＩＣＥ推進部商業・サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和３年１０月１２日まで（日曜日、土曜日及び国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）

の毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和３年１０月１２日までに北九州市産

業経済局商業・ＭＩＣＥ推進部商業・サービス産業政策課に到着するように

提出すること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第４０９号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定によ

り道路を指定したので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）

第１０条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和３年６月９日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 道路の種類 

  建築基準法第４２条第１項第５号の道路 

２ 指定年月日及び指定番号 

  令和３年６月９日 第７５５１０２号 

３ 道路の位置、延長及び幅員 

位置 延長（ｍ） 幅員（ｍ） 

北九州市小倉南区中曽根五丁目

８１６番１８及び８１６番２６ 
１５．８７ ５．００～６．００
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北九州市公営競技局公告第１７号 

 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。以下「政令」という。）第４条に規定する特定調達契約に

つき、随意契約の相手方を決定したので、北九州市公営競技局物品等又は特定

役務の調達手続の特例を定める規程（平成３０年北九州市公営競技局管理規程

第１１号）第２条において準用する北九州市物品等又は特定役務の調達手続の

特例を定める規則 ( 平成７年北九州市規則第７８号 ) 第１２条第１項の規定に

より次のとおり公告する。 

  令和３年６月９日 

               北九州市公営競技局長 上 野 孝 司   

１ 物品等の名称及び数量 

  競走用ボート ６５隻 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市公営競技局ボートレース事業課 

  北九州市若松区赤岩町１３番１号 

３ 契約の相手方を決定した日 

  令和３年４月１日 

４ 契約の相手方の名称及び住所 

  ヤマト発動機株式会社 

  群馬県太田市六千石町２１４番地 

５ 契約金額 

  ４，２６４万７，６０５円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約の理由 

  政令第１１条第１項第１号に該当するため 
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