
目 次

石川県告示第411号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第101条第１項の規定により､ 平成24年第３回石川県議会定例会を次のとおり

招集する｡

平成24年９月４日

石川県知事 谷 本 正 憲

１ 招集期日

平成24年９月11日

２ 場所

金沢市

石川県告示第412号

漁業災害補償法 (昭和39年法律第158号) 第108条第５項において準用する同法第105条の２第３項の規定による届

出を審査した結果､ 次の加入区について同法第108条第２項の規定による同意があったものと認める｡

平成24年９月４日

石川県知事 谷 本 正 憲

内灘加入区� 発起人の住所及び氏名

河北郡内灘町白帆台１丁目123番地 氷見山 晴雄

河北郡内灘町字向粟崎２丁目202番地 吉野 徹� 区域

石川県漁業協同組合の地区のうち旧内灘町漁業協同組合の地区� 区分

総トン数6.5トン以上10トン未満の漁船により主として底びき網又はごち網を使用して営む漁業� 漁業災害補償法施行規則 (昭和39年農林省令第35号) 第48条の２において準用する同令第46条第１項の規定に

よる通知年月日

平成24年８月６日
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告 示

平成 24 年 ９ 月 ４ 日

第 １２５２４ 号 (火曜日)

毎 週 ２ 回 火 曜 金 曜 発 行

告 示
○石川県議会定例会の招集 (財 政 課) 1
○漁業災害補償法第108条第２項の規定による同意の認
定 (水 産 課) 1

公 告
○入札公告 (情報政策課) 2

○開発行為及び公共施設に関する工事の完了公告
(建築住宅課) 3

○入札公告 (警 察 本 部) 3



入 札 公 告

次のとおり一般競争入札を実施する｡

平成24年９月４日

石川県知事 谷 本 正 憲

１ 調達内容� 借上件名及び数量

新情報書府インターネット情報提供機器借上げ 一式� 借上件名の特質等

入札説明書による｡� 借上期間

平成24年12月１日から平成28年11月30日まで� 納入場所

別途指定する場所

２ 入札方法

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５に相当する額を加算した金額 (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ので､ 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､ 見積もった契約希望金額の

105分の100に相当する金額を入札書に記載すること｡

３ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項� 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第167条の４の規定に該当しない者であること｡� 平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負､ 物品の購入等の契約に係る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並びに資格審査の申請の時期及び方法等 (平成９年石川県告示第581号) に基づき､

平成24年度において競争入札参加資格を有すると認められた者であること｡� 指名停止の措置を受けている者でないこと｡� この公告に係る入札説明書の交付を受けた者であること｡

４ 契約の条項を示す場所等� 契約条項を示す場所及び問い合わせ先

〒920－8580 金沢市鞍月１丁目１番地

石川県企画振興部情報政策課ネットワーク管理担当

電話番号 076－225－1322 ＦＡＸ番号 076－225－1328� 入札説明書の交付方法�の場所において交付� 入札説明書の交付期間

平成24年９月４日 (火) から同月18日 (火) までの県の機関の休日を除く毎日午前９時から午後５時まで

５ 入札の日時及び場所

平成24年９月28日 (金) 午前11時

〒920－8580 金沢市鞍月１丁目１番地

石川県庁行政庁舎 ８階 812会議室 (入札後､ 即時開札する｡)

６ 入札に関する注意事項� 入札参加者は､ 入札説明書､ 仕様書及び契約書案を熟覧の上､ 入札しなければならない｡� 入札参加者は､ 金額を示した見積内訳書を持参しなければならない｡ 提出を求めることがある｡� 郵便又は電報による入札を認めないので､ 入札参加者は､ ５に定める入札の日時及び場所に集合すること｡

７ その他� 入札保証金及び契約保証金

免除

平成 24 年９月４日 (火曜日) 第１２５２４号石 川 県 公 報2

公 告



� 入札の無効

この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書､ 入札者に要求される義務を履行しなかった者

の提出した入札書その他入札説明書に示す無効の入札書に掲げる入札書は､ 無効とする｡� 契約書作成の要否

要� 落札者の決定方法

石川県財務規則 (昭和38年石川県規則第67号) 第119条の規定により作成された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｡� 入札又は開札の取消し又は延期による損害

天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により明らかに競争の実効がないと

認められる場合は､ 入札又は開札を取り消し､ 又は延期することがある｡ この場合において､ 入札又は開札の取

消し又は延期による損害は､ 入札者の負担とする｡� その他

詳細は､ 入札説明書による｡

開発行為及び公共施設に関する工事の完了公告

都市計画法 (昭和43年法律第100号) に基づく次の開発行為及び公共施設に関する工事が完了した｡

平成24年９月４日

石川県知事 谷 本 正 憲

入 札 公 告

次のとおり一般競争入札を実施する｡

平成24年９月４日

石川県知事 谷 本 正 憲

１ 一般競争入札に付する事項� 委託業務名

安全・安心 ｢いしかわ｣ パトロール事業委託� 業務内容

入札仕様書 (以下 ｢仕様書｣ という｡) による｡� 委託期間

平成24年10月１日から同年12月31日まで

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

この委託業務の入札に参加することができる者は､ 平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負､ 物品の

購入等の契約に係る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並びに資格審査の申請の時期及び方

法等 (平成９年石川県告示第581号) 及び平成12年度以降石川県が発注する建築物の管理業務の契約に係る一般競

争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請時期及び方法等 (平成11年石川県告示第

653号) に基づき､ 平成24年度競争入札参加資格を有する者で､ 次に掲げる条件の全てに該当し､ かつ､ 知事によ

りこの委託業務に係る入札参加資格の確認を受けたものであること｡
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開発区域に含まれる地域の名称 公共施設の種類､ 位置及び区域 開発許可を受けた者

河北郡津幡町字潟端206番２から206番４

まで､ 209番２､ 209番４から209番６まで､

213番､ 220番２､ 220番４から220番６まで､

951番２､ 951番３､ 952番２､ 953番１及び

953番３

潟端に95番１､ 95番９から95番15まで､

農道の無籍地の一部及び水路の無籍地の一

部

道 路

河北郡津幡町字潟端206番３､ 209番

２､ 220番５及び953番１

潟端に95番１､ 農道の無籍地の一部

及び水路の無籍地の一部

水 路

河北郡津幡町字潟端206番４及び951

番３

金沢市保古一丁目28番地

株式会社ハクトー



� 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第167条の４の規定に該当しない者であること｡� 県の指名停止措置を受けていない者であること｡� 国又は地方公共団体が発注した各種委託契約を受注し､ 又は履行した実績を有し､ この委託業務の履行が可能

であると認められる者であること｡� 警備業法 (昭和47年法律第117号) 第４条の規定による警備業の石川県公安委員会の認定を受けている者であ

ること｡� 道路交通法 (昭和35年法律第105号) 第74条の３に規定する安全運転管理者としての経歴を１年以上有する者

を委託業務の責任者として指定することができる者であること｡� 仕様書に定められる業務内容を､ 公正かつ的確に遂行し得る者であること｡

３ 入札参加資格の確認手続等

入札に参加しようとする者は､ 入札参加資格確認申請書に関係書類を添えて知事に提出し､ 入札参加資格の確認

を受けなければならない｡ なお､ �アの提出期間に入札参加資格確認申請書を提出しない者及び入札参加資格がな
いと認められた者は､ 入札に参加することができない｡� 入札参加資格確認申請書の提出期間等

ア 提出期間

平成24年９月４日 (火) から同月10日 (月) まで (石川県の休日を定める条例 (平成元年石川県条例第16号)

第１条第１項に規定する県の休日 (以下 ｢県の休日｣ という｡) を除く｡)

イ 提出時間

午前９時から午後５時まで

ウ 提出場所

金沢市鞍月１丁目１番地

石川県警察本部庁舎４階 会計課

エ 提出方法

持参又は郵送 (郵送の場合は､ 簡易書留とし､ 提出期間内必着とする｡) により提出すること｡� 入札参加資格の確認の結果の通知

確認の結果の通知は､ 平成24年９月10日 (月) までに入札参加資格確認結果通知書を郵送する等して行う｡

４ 入札参加資格確認申請書､ 仕様書等の交付� 入札参加資格確認申請書､ 仕様書等の交付場所及び問い合わせ先

〒920－8553 金沢市鞍月１丁目１番地

石川県警察本部庁舎４階 会計課

電話番号 076－225－0110 (内線 2213)� 交付期間

平成24年９月４日 (火) から同月10日 (月) まで (県の休日を除く｡)� 交付時間

午前９時から午後５時まで

５ 入札書の提出場所等� 入札書の提出場所

４�の交付場所に同じ� 入札書の受領期限

平成24年９月11日 (火) 正午 (郵送の場合は､ 簡易書留とし､ 受領期限内必着とする｡)� 開札の日時及び場所

ア 日時

平成24年９月11日 (火) 午後１時30分

イ 場所

金沢市鞍月１丁目１番地

石川県警察本部庁舎２階 入札室

６ 入札方法

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５に相当する金額を加算した金額 (当該
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金額に１円未満の端数金額があるときは､ その端数金額を切り捨てるものとする｡) をもって落札価格とするので､

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､ 見積もった契約希望金

額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること｡

７ 落札者の決定方法

石川県財務規則 (昭和38年石川県規則第67号) 第119条の規定により作成された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｡

８ 入札に関する注意事項� 入札に参加する者は､ 入札当日､ 入札参加資格確認結果通知書を提示すること｡� 入札参加者は､ 仕様書､ 契約書案その他関係書類を熟覧の上､ 入札すること｡� 入札参加資格を有すると認められた者が入札を希望しないときは､ 入札に参加しないことができる｡ この場合

において､ 県は､ 入札に参加しないことを理由に不利益な取扱いは行わない｡

９ 入札の無効

この公告に示した入札に参加する資格のない者､ 入札参加資格の確認手続等を行わない者､ 入札に関する注意事

項を遵守しない者及び入札心得に違反した者のした入札書は､ 無効とする｡

10 契約書作成の要否

要

11 入札保証金及び契約保証金

免除
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(１箇月2,350円送料とも) 発行人 〒920－8580 石川県金沢市鞍月１丁目１番地 石 川 県

印刷所 〒921－8002 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 ㈱ 共 栄 TEL(076)292－2236
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