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北九州市告示第２１号

  瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の

規定による特定施設の設置の許可申請があったので、同条第４項の規定により

、その概要を告示し、同条第３項に規定する事前評価に関する事項を記載した

書面を、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該特定施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日

までに、北九州市長に、事前評価に関する事項についての意見書を提出するこ

とができる。

  令和３年２月４日 

北九州市長 北 橋 健 治

１ 申請の概要

（１） 申請者

北九州市小倉南区朽網東五丁目１番１号 

ＴＯＴＯアクアテクノ株式会社本社・小倉工場 

小倉総務部長 大神 芳浩 

（２） 工場又は事業場の所在地及び名称

北九州市小倉南区朽網東五丁目１番１号 

ＴＯＴＯアクアテクノ株式会社本社・小倉工場 

（３） 設置される特定施設に関する事項 

ア 種類、名称及び能力 

種類 

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第

１８８号）別表第１の第６５号に掲げる酸

又はアルカリによる表面処理施設 

名称 フロンゾール洗浄装置硫酸槽 

能力 ２０ｋｇ／日 

イ 使用時間間隔、１日当たりの使用時間、季節的変動及び施設の設置年

月日 

使用時間間隔 ９：００～１７：００

１日当たりの使用時間 ８時間

季節的変動 なし

設置年月日 許可日以降
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ウ 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の１日当たりの量及 

び汚染状態 

汚水等の量 

（ｍ３／日） 

通常 ０ 

最大 ０．２ 

水素イオン濃度 
通常 １～４ 

最大 １～４ 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０ 

最大 ０．５ 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０ 

最大 ０．１ 

六価クロム化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０ 

最大 ０．０２ 

クロム含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０ 

最大 ０．０２ 

（４） 汚水等の処理施設に関する事項 

使用時における当該汚水処理施設による処理後の汚水等の１日当たりの

通常の量及び最大の量並びに当該汚水等の汚染状態の通常値及び最大の値

等 

項目 設置前 設置後 

汚水等の量 

（ｍ３／日） 

通常 ８２１ 

最大 １，３１９ 
同左 

水素イオン濃度 
通常 ５．８～８．６ 

最大 ５．８～８．６ 
同左 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２．８ 

最大 ５．６ 
同左 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．５ 

最大 ２．０ 
同左 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．８ 

最大 ２．０ 
同左 

燐
りん

含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．５ 

最大 １．０ 
同左 

クロム含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．３ 

最大 ０．５ 
同左 
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ふっ素及びその化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．１５未満 

最大 ０．２ 
同左 

ほう素及びその化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．８ 

最大 １．０ 
同左 

銅含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．３ 

最大 １．０ 
同左 

（５） 排出水に関する事項

ア 排水口名 全体排水口 

イ 排水量及び汚染の状態 

項目 設置前 設置後

排出水の量

（ｍ３／日）

通常 ２，７４０ 

最大 ３，３４０ 
同左 

水素イオン濃度 
通常 ５．８～８．６ 

最大 ５．８～８．６ 
同左 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ４．４ 

最大 ５．８ 
同左 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２．０ 

最大 ９．４ 
同左 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １．９ 

最大 ３．６ 
同左 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．０８ 

最大 ０．６４ 
同左 

クロム含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．１ 

最大 ０．２ 
同左 

ふっ素及びその化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２．１ 

最大 ３．２ 
同左 

ほう素及びその化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２．５ 

最大 ４．０ 
同左 

銅含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．０５ 

最大 ０．１５ 
同左 

２ 縦覧の期間及び場所 

（１） 期間 
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令和３年２月４日から同月２５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１５分まで

（２） 場所

北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市環境局環境監視部環境監視課

３ 意見書の提出要領

事前評価に関する事項についての意見をできるだけ具体的に記載した文書

を、令和３年２月２５日までに前項第２号の場所に到着するように提出する

こと。 
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北九州市公告第６７号
次の物品について、一般競争入札により物品調達契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２
２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
令和３年２月４日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 調達内容

購入品目及び予

定数量

リサイクル男子作業服上 ５１１着

リサイクル男子作業服下 ７１５着

リサイクル男子夏シャツ ５５７着

リサイクル女子作業服上 ７４着

リサイクル女子作業服下 ９３着

リサイクル女子夏シャツ ９２着

購入物品の仕様 仕様書に定めるとおり

契約期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

納入場所 市が指定する場所

２ 競争入札参

加資格（次の

いずれにも該

当する者であ

ること。）

登録 有資格業者名簿（注１）に記載されていること。

所在地 有資格業者名簿に記載されている本店所在地又は受任地が北九州市内にあること。

実績

平成３０年度以降において、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。

以下「本市」という。）が発注した１件１６０万円を超える物品等供給契約における指

名の実績又は契約の履行実績（随意契約によるものを含む。）があること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。

３ 契約条項を

示す場所及び

期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市技術監理局契約部契約課

期間 この公告の日から本件開札日まで（注２）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

４ 競争参加資

格確認申請書

提出期間

この公告の日から令和３年２月１８日まで（注２）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

５ 入札書の受

付期間

令和３年２月２６日から同年３月４日まで（注２）の毎日午前９時から午後７時まで及び同月５日午前９

時から午後２時まで

６ 開札の場所

及び日時

場所 北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市技術監理局契約部契約課

日時 令和３年３月５日午後２時１０分

７ 入札及び契

約に関する条

件

入札保証金 免除する。

契約保証金
契約金額に予定数量を乗じた総額の１００分の５以上の額。ただし、契約規則第２５

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。

入札方法

入札は予定数量に１着当たりの単価を掛けた総価により行う。ただし、契約は落札金

額の１着当たりの価格による単価契約とする。入札者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１

００に相当する金額を入札書に記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書

に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもっ

て落札金額とする。

電子入札案件 この公告に係る入札は、原則として電子入札システムにより行う。

８ 落札者の決

定方法

契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者

を落札者とする。

９ 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１） この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札

（２） 競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札

（３） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（４） 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

１０ 契約の締

×結

この契約の締結については、落札の決定があっても、この契約に係る予算が成立しない場合は、行わな

い。この場合において、市は、契約を行わないことによる補償は、行わない。

１１ その他

（１） この調達に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（２） 入札説明書及び仕様書は、北九州市技術監理局契約部ホームページからダウンロードする方法に

より交付する。ただし、これにより難い場合は、第３項に示す場所及び期間において無償で交付する。

（３） この入札に係る競争参加資格確認通知を受けていない者は、当該入札に参加することができな

6



い。

（４） 原則として、入札者名義のＩＣカード（注３）を取得し、北九州市電子入札システムの利用者登

録を完了していること。

（５） この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話 ０９３－５８２－２０

１７）とする

注１ 北九州市物品等供給契約の競争参加者の資格及び審査等に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１

項に規定する有資格業者名簿をいう。

注２ この公告第３項から第５項までに規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注３ 北九州市電子入札用電子証明書（ＩＣカード）登録要領第３条に規定するＩＣカードをいう。
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北九州市公告第６８号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１項の規定によ

る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２月４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 

  ダイレックス門司大里公園店 

  北九州市門司区不老町一丁目１番１２ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  ダイレックス株式会社 

  代表取締役 多田高志 

  佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

３ 大規模小売店舗において小売業を行う者 

  ダイレックス株式会社 

  代表取締役 多田高志 

  佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

４ 大規模小売店舗の新設をする日 

  令和３年９月３０日 

５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

  １，４７８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 

（１） 駐車場の収容台数 

  ６２台 

（２）  駐輪場の収容台数 

  １８台 

（３）  荷さばき施設の面積 

  ６５平方メートル 

（４） 廃棄物等の保管施設の容量 

  ８．２２立方メートル 

７ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

（１）  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 
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  午前９時から午後１０時まで 

 （２）  来客が駐車場を利用することができる時間帯 

  午前８時３０分から午後１０時３０分まで 

 （３）  駐車場の自動車の出入口の数 

  ２箇所 

（４）  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 

  ２４時間 

８ 届出年月日 

令和３年１月２９日 

９ 縦覧場所 

（１）  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局地域・観光産業振興部商業・サービス産業政策課  

（２）  北九州市門司区清滝一丁目１番１号 

  北九州市門司区役所総務企画課 

１０ 縦覧期間 

   この公告の日から令和３年６月４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 

１１ 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６月４日までに北九州市産業経

済局地域・観光産業振興部商業・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７０号 

  一般競争入札により、保険契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り、次のとおり公告する。 

    令和３年２月４日 

                                  北九州市長  北 橋 健 治   

１  保険内容 

 （１） 保険名 消防艇ひまわりの船舶保険 

 （２） 保険内容等 仕様書で定めるとおり 

 （３） 保険契約期間 

令和３年３月２０日午前８時から令和４年３月２０日午前８時まで 

 （４） 履行場所  北九州市小倉北区浅野三丁目１０番５０号 

小倉北消防署浅野分署 

 （５） 入札方法  総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額をもって落札金額とする。 

２  契約条項を示す場所及び期間 

 （１） 場所 

北九州市小倉北区大手町３番９号 

北九州市消防局総務部総務課 

 （２） 期間 

この公告の日から令和３年２月２４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（以下「

日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

並びに同月２５日の午前９時から午前１０時まで 

３  入札に参加するための要件 

 （１） あらかじめ入札参加申込みを行い、入札参加者としての資格を有す

るか否かについて審査を受けなければならない。 

 （２） 入札参加申込みは、所定の様式を提出すること。 

４  入札参加申込みを受け付ける場所及び期間 

 （１） 場所 

北九州市小倉北区大手町３番９号 

   北九州市消防局総務部総務課 

 （２） 期間 

ア 持参する場合は、この公告の日から令和３年２月１９日まで（日曜日
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等を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時か

ら午後４時３０分までに提出すること。 

イ 郵送する場合は、第１号の場所に書留郵便により、この公告の日から

令和３年２月１９日午後４時３０分までに必着のこと。 

５  入札及び開札の日時並びに場所 

 （１） 入札日時 令和３年２月２５日 午前１０時 

 （２） 開札日時 入札締切り後直ちに行う。 

 （３） 入札及び開札場所 

   北九州市小倉北区大手町３番９号 

   北九州市消防局庁舎２階災害対策本部室 

６  競争入札参加資格 

    次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること

。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

に記載されていること。 

 （３） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

７  その他   

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

    ア  言語  日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア  入札保証金  入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ  契約保証金  契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア  この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

    イ  申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 落札者の決定方法  契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 
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 （５） 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

地等 

      北九州市消防局総務部総務課 

      〒８０３－８５０９  北九州市小倉北区大手町３番９号 

      電話  ０９３－５８２－３８０２ 

     ＦＡＸ ０９３－５９２－６８９８ 
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北九州市選挙管理委員会告示第１１号 

 令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙における当選人は、次

のとおりである。 

  令和３年２月１日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 富 増 健 次 

選挙区名 住 所 氏 名 

門司区選挙区 

北九州市門司区大里東四丁目 

１３番２６－１１０号 
渡辺  徹 

北九州市門司区谷町一丁目 

１２番５－２１１号 
日野 雄二 

北九州市門司区大字猿喰 

５４２番地１７ 
奥村 直樹 

北九州市門司区黒川西三丁目 

３番１９号 
中島 愼一 

北九州市門司区丸山吉野町 

４番２号 
小宮 敬子 

北九州市門司区大里東四丁目 

１１番１８号 
髙橋  都 

小倉北区選挙区 

北九州市小倉北区妙見町３番１７号 大石 仁人 

北九州市小倉北区東篠崎三丁目 

３番１－４１３号 
佐藤 栄作 

北九州市小倉北区足原一丁目 

１０番３６－４０２号 
中村 義雄 

北九州市小倉北区原町一丁目 

１１番１－１３０２号 
木畑 広宣 

北九州市小倉北区上富野三丁目 

１６番２７号 
冨士川 厚子 

北九州市小倉北区吉野町 

５番３０－８０２号 
松岡 裕一郎 

北九州市小倉北区須賀町 

２１番１－４１３号 
大石 正信 

北九州市小倉北区熊本二丁目 

４番７－２０２号 
世良 俊明 

北九州市小倉北区三郎丸一丁目 

７番１４号 
吉田 幸正  

北九州市小倉北区片野一丁目 

１番７－２０２号
篠原 研治 

北九州市小倉北区篠崎五丁目 

３０番７号 
出口 成信 

北九州市小倉南区守恒本町一丁目 

２５番１５－１００１号
森 結実子

北九州市小倉南区南方三丁目 

１９番２０号
泉 日出夫
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小倉南区選挙区 

北九州市小倉南区志井鷹羽台 

１５番２９号
木下 幸子

北九州市小倉南区上貫一丁目 

３番８号
吉村 太志

北九州市小倉南区沼新町二丁目 

１６番２３号
渡邊 修一

北九州市小倉南区湯川五丁目 

８番３０－１０５号 
森本 由美 

北九州市小倉南区東貫三丁目 

１５番２３号 
金子 秀一 

北九州市小倉南区星和台一丁目 

１４番１２号
藤澤 加代

北九州市小倉南区曽根新田南二丁目 

１番１号 
渡邊  均 

北九州市小倉南区長行東三丁目 

１４番３号 
西田  一 

北九州市小倉南区横代北町二丁目３

番１６号Ｂ10 2
有田 絵里

北九州市小倉南区山手二丁目 

１２番５号
井上 秀作

若松区選挙区 

北九州市若松区本町三丁目 

１１番１－１４０６号
野村 まゆみ

北九州市若松区西畑町 

１２番２０号 
本田 忠弘 

北九州市若松区大字有毛 

２４６５番地 
本田 一郎 

北九州市若松区高須東一丁目 

７番３５号 
三原 朝利 

北九州市若松区畠田三丁目 

６番３４号 
山内 涼成 

八幡東区選挙区 

北九州市八幡東区茶屋町 

１２番３０号 
戸町 武弘 

北九州市八幡東区大蔵二丁目 

２２番３０号
成重 正丈

北九州市八幡東区宮田町 

１２番８－３０３号 
井上 真吾 

北九州市八幡東区羽衣町 

１０番５号 
白石 一裕 

北九州市八幡西区黒崎五丁目 

１番２７号ゆう和ビル２階 
井上 純子 

北九州市八幡西区穴生一丁目 

１５番１－６０５号 
山本 眞智子 

北九州市八幡西区木屋瀬二丁目 

３２番２－３０２号 
中島 隆治 

北九州市八幡西区丸尾町 

１１番１号 
村上 直樹 
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八幡西区選挙区 

北九州市八幡西区本城東四丁目 

１４番８－３０３号 
鷹木 研一郎 

北九州市八幡西区東神原町 

５番８号 
村上 幸一 

北九州市八幡西区下上津役一丁目 

２番３－１０６号
宮﨑 吉輝

北九州市八幡西区東鳴水二丁目 

１０番１号 
松尾 和也 

北九州市八幡西区西鳴水二丁目 

２５番９号 
濵口 恒博 

北九州市八幡西区穴生一丁目 

１８番３号 
村上 聡子 

北九州市八幡西区穴生二丁目 

９番６－２０１号 
永井 佑 

北九州市八幡西区則松七丁目 

１３番８号 
田仲 常郎 

北九州市八幡西区木屋瀬二丁目 

１４番５号 
伊藤 淳一 

北九州市八幡西区大字笹田 

１００１番地
香月 耕治

北九州市八幡西区日吉台一丁目 

９番３号 
大久保 無我 

戸畑区選挙区 

北九州市戸畑区明治町 

８番２１－５０２号
田中  元 

北九州市戸畑区高峰一丁目 

７番９号
岡本 義之

北九州市戸畑区中原東三丁目 

１１番９号
荒川  徹 

北九州市戸畑区観音寺町 

８番９号 
河田 圭一郎 
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