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北九州市公告第６４３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）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、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９月１３日 

                                  北九州市長  北 橋 健 治   

１  物品等の名称及び数量   

    家庭ごみ収集用指定袋 ７５６万枚  

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 

    北九州市技術監理局契約部契約課 

    北九州市小倉北区城内１番１号 

３  落札者を決定した日   

    令和３年８月３０日 

４  落札者の名称及び住所   

    株式会社テライ 

大阪市東淀川区上新庄一丁目２番７号 

５  落札金額   

    ３，３３７万９，５００円 

６  契約の相手方を決定した手続   

    一般競争入札 

７  一般競争入札の公告をした日         

    令和３年７月３０日 

８  落札方式 

    最低価格による。 
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北九州市門司区選挙管理委員会告示第１２号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７条第２項の規定により、本

区の区域を分けて投票区を令和３年９月１３日から次のように設ける。 

投票区の設置についての告示（昭和５２年北九州市門司区選挙管理委員会告

示第１９号）は、廃止する。 

  令和３年９月１３日 

北九州市門司区選挙管理委員会 

委員長 遠 山 義 則 

投票区名 区域 

第１投票区 

清滝一丁目 清滝二丁目１番、２番 清滝三丁目１番～

４番 元清滝 広石一丁目 広石二丁目 風師一丁目 

風師二丁目１番～５番 西海岸二丁目 大字門司の一部 

第２投票区 

清滝二丁目３番、４番 清滝三丁目５番～７番 清滝四

丁目 清滝五丁目 本町 栄町 錦町 港町 西海岸一

丁目 大字門司の一部 

第３投票区 

丸山一丁目 丸山二丁目 丸山三丁目 丸山四丁目 丸

山吉野町 長谷一丁目 長谷二丁目 谷町一丁目２番～

４番 谷町二丁目１番、２番２６号～４０号、１６番、

１７番 大字門司の一部 大字黒川の一部 

第４投票区 

法師庵１番 上本町１番～３番 花月園１番、２番、３

番１号、３号、５号～８号、４番～１２番 東門司二丁

目５番～１９番 谷町一丁目１番、５番～１２番 谷町

二丁目２番１号～２５号、３番～１５番 大字門司の一

部 

第５投票区 

東門司一丁目 東門司二丁目１番～４番 畑田町１番～

３番 清見一丁目１番～３番 老松町 庄司町 大字門

司の一部 

第６投票区 
旧門司一丁目 旧門司二丁目 東港町 浜町 東本町一

丁目 東本町二丁目 大字門司の一部 

第７投票区 

畑田町４番～９番 大久保一丁目 大久保二丁目 大久

保三丁目 清見一丁目４番～１１番、１３番～２０番 

清見二丁目１番～１３番 田野浦海岸１番～５番 大字

門司の一部 大字田野浦の一部 

第８投票区 
清見一丁目１２番、２１番 清見二丁目１４番～２１番 

清見三丁目 清見四丁目 清見佐夜町 法師庵２番～５ 
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番 花月園３番２号、４号、１３番～２１番 上本町４

番～１０番 鳴竹一丁目１番～７番、９番１９号 鳴竹

二丁目１番１号～８号、１６号～２０号 大字門司の一

部 大字白野江の一部 大字田野浦の一部 

第９投票区 

田野浦一丁目 田野浦二丁目 田野浦三丁目 田野浦海

岸６番～１５番 新開 鳴竹一丁目８番、９番１号～１

８号、１０番～１４番 鳴竹二丁目１番９号～１５号、

２番～１８番 太刀浦海岸 大字田野浦の一部 

第１０投票区
白野江一丁目 白野江二丁目 白野江三丁目 白野江四

丁目 大字白野江の一部 

第１１投票区

黒川西一丁目１番、３番、５番～１１番 黒川西二丁目 

黒川西三丁目 黒川東一丁目 黒川東二丁目 大字喜多

久 大字大積 大字黒川の一部 

第１２投票区
黒川西一丁目２番、４番 春日町 高砂町 大字黒川の

一部 

第１３投票区 柄杓田町 大字柄杓田 

第１４投票区

風師二丁目６番～１１番 風師三丁目１番～８番、９番

１号、３０号～３５号 葛葉一丁目 葛葉二丁目１番～

３番、６番～１０番 西海岸三丁目 大字門司の一部 

大字小森江の一部 

第１５投票区

風師三丁目９番２号～２９号、１０番～１３番 風師四

丁目 葛葉二丁目４番・５番 葛葉三丁目１番～７番 

片上海岸１番～５番 二夕松町 大字小森江の一部 

第１６投票区

葛葉三丁目８番 片上町 片上海岸６番、７番 北川町 

羽山一丁目 羽山二丁目 小森江一丁目 小森江二丁目 

小森江三丁目１番～１０番 南本町１番、２番、６番 

矢筈町１番～１２番、１４番 大里元町 大字小森江の

一部 

第１７投票区

大里東一丁目１番、５番～９番 大里東二丁目１番～１

０番 大里東三丁目 大里東五丁目１番 小森江三丁目

１１番、１２番 南本町３番～５番、７番、８番 矢筈

町１３番 大字大里の一部 大字小森江の一部 

第１８投票区

奥田一丁目 奥田二丁目 奥田三丁目 奥田四丁目 奥

田五丁目 寺内四丁目 寺内五丁目 城山町 永黒二丁

目５番～１３番 松崎町 大字大里の一部 大字畑の一 
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 部 大里桜ケ丘 

第１９投票区

上二十町９番～１２番 寺内一丁目 寺内二丁目 寺内

三丁目 大里戸ノ上三丁目３番～１４番 大里戸ノ上四

丁目 永黒一丁目 永黒二丁目１番～４番 柳町四丁目

１番～３番 大字大里の一部 

第２０投票区

上二十町１番～８番、１３番 大里東二丁目１１番～１

５番 大里東四丁目 大里東五丁目２番～５番 大里戸

ノ上一丁目４番～１７番 大里戸ノ上二丁目 大里戸ノ

上三丁目１番、２番 中二十町 大字大里の一部 

第２１投票区

梅ノ木町１番～５番、６番２１号 黄金町 下二十町３

番～５番、９番、１０番 大里戸ノ上一丁目１番～３番 

大里東口 大里本町一丁目  

第２２投票区

梅ノ木町６番１号～２０号 大里本町二丁目 大里本町

三丁目１番～８番、１０番１号～１０番８号、１０番１

２号以上、１１番～２０番  

第２３投票区

高田一丁目 高田二丁目 大里原町１番、５番～７番、

１１番～１３番 中町１番～４番 不老町一丁目 不老

町二丁目 柳町一丁目 柳町二丁目 柳町三丁目 柳町

四丁目４番～１５番 柳原町１番、２番、４番～１１番 

大字大里の一部 

第２４投票区

小松町 大里桃山町 大里原町２番～４番、８番～１０

番 大里本町三丁目９番、１０番９号～１０番１１号 

中町５番、６番 原町別院 東馬寄 別院 松原一丁目 

柳原町３番 桃山台 大字大里の一部 

第２５投票区
泉ケ丘 稲積一丁目５番～１２番 上馬寄一丁目 上馬

寄二丁目 上馬寄三丁目 新原町 大字大里の一部 

第２６投票区

稲積一丁目１番～４番 社ノ木一丁目 社ノ木二丁目 

下馬寄 大里新町 西新町一丁目 西新町二丁目 東新

町一丁目 東新町二丁目 松原二丁目 松原三丁目 大

字大里の一部 

第２７投票区
青葉台 光町一丁目 光町二丁目 藤松一丁目 藤松三

丁目１番、７番、９番～１２番 大字大里の一部 

第２８投票区

新門司一丁目 新門司二丁目 新門司三丁目 恒見町 

吉志一丁目 吉志二丁目 吉志三丁目 吉志四丁目 吉

志五丁目 吉志六丁目 吉志七丁目 吉志新町一丁目  
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吉志新町二丁目 吉志新町三丁目 吉志新町四丁目 大

字吉志 大字恒見 大字畑の一部 

第２９投票区
大字今津 大字猿喰 大字畑の一部 新門司北一丁目 

新門司北二丁目 新門司北三丁目 

第３０投票区 大字伊川 

第３１投票区
下二十町１番、２番、６番～８番、１１番、１２番 大

里東一丁目２番～４番、１０番、１１番 

第３２投票区
稲積二丁目 上藤松一丁目 上藤松二丁目 上藤松三丁

目 藤松二丁目 藤松三丁目２番～６番、８番 緑ケ丘 
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