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平成 25 年 10 月 11 日

第 １２６３７ 号（金曜日）

毎 週 ２ 回 　 火 曜 　 金 曜 発 行

　　　　告　　　示
○一般競争入札の落札者等 （情報政策課）　１
○一般競争入札の落札者等 （厚生政策課）　１

　　　　公　　　告
○予防接種を行う医師に係る公告 （健康推進課）　２
○予防接種を行う医師の承諾撤回公告 （　　同　　）　２

○大規模小売店舗立地法による意見の概要の公告
 （経営支援課）　２

　　　　選挙管理委員会
○衆議院小選挙区選出議員選挙における候補者の選挙運
　動に関する収支報告書の要旨の公表 　３

石川県告示第419号
　ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第23号）の適用を受ける特定調達契約につ
き､ 一般競争入札の落札者を決定したので､ 次のとおり落札者等について告示する｡

　　平成25年10月11日
 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　落札に係る物品等の名称､ 数量及び調達方法

　　県庁舎情報通信基盤ネットワーク機器　一式　借上げ

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　石川県企画振興部情報政策課

　　金沢市鞍月１丁目１番地

３　落札者を決定した日

　　平成25年８月30日
４　落札者の名称及び所在地

　　ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社　

　　東京都港区芝五丁目29番11号
５　落札金額

　　141,238,440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行った日

　　平成25年７月19日

石川県告示第420号
　ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第23号）の適用を受ける特定調達契約につ 
き、一般競争入札の落札者を決定したので、次のとおり落札者等について告示する。

　　平成25年10月11日
 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　落札に係る物品等の名称、数量及び調達方法

　　リアルタイム三次元動作解析装置　一式　購入

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

目　　　　　　　　　　　次

告　　　　　　　　示
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　　石川県リハビリテーションセンター庶務課

　　金沢市赤土町ニ13－１
３　落札者を決定した日

　　平成25年９月９日
４　落札者の名称及び所在地

　　イーストメディック株式会社

　　金沢市割出町702番２
５　落札金額

　　28,843,500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行った日

　　平成25年７月30日

予防接種を行う医師に係る公告

　市町長が予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条第１項の規定により行うB類疾病の予防接種について、予防接
種法施行令（昭和23年政令第197号）第４条第１項本文の規定により当該市町長の要請に応じて当該予防接種を行う
医師の氏名及び予防接種を行う場所は、次のとおりである。

　　平成25年10月11日
 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

医師の氏名
医師が協力を

承諾した市町
予　防　接　種　を　行　う　主　た　る　場　所

野 村 奈 穂 県 内 全 域 金沢市有松５丁目１番７号　医療法人社団中央会　金沢有松病院

熊 走 一 郎 〃 金沢市若草町５－６　わかくさホームケアクリニック

予防接種を行う医師の承諾撤回公告

　市町長が予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条第１項の規定により行うB類疾病の予防接種について、予防接
種法施行令（昭和23年政令第197号）第４条第１項本文の承諾を撤回した医師の氏名及び予防接種を行う場所は、次
のとおりである。

　　平成25年10月11日
 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

医師の氏名 予 防 接 種 を 行 う 主 た る 場 所 承諾撤回年月日

島　樋　　　茂
金沢市元菊町20番１号　医療法人社団仁智会　金沢春日クリ
ニック

平成25年９月30日

山　下　剛　史 〃 〃

大規模小売店舗立地法による意見の概要の公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項及び第２項の規定による大規模小売店舗に関する意見
の概要は、次のとおりである。

　　平成25年10月11日
 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　（仮称）100満ボルト金沢直江店

公　　　　　　　　告
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　　金沢市副都心北部直江土地区画整理事業施行地区内37街区１番～ 32－２番
２　届出の内容及び届出の公告の日

　　内容　新設

　　公告日　平成25年６月４日
３　市町の意見の概要

　　市町名　金沢市

　　意見の概要

　 　自動車騒音等について、夜間の騒音レベルの最大値が基準値を超過している地点がある。現在周辺には住居等が
立地していないため、影響は少ないと考えられるが、今後周辺環境の変化に伴い、近隣の住民から苦情が発生した

場合は、速やかに対策を講じること。また、関係法令等を遵守するとともに、今後とも周辺地域の生活環境の保持

について適切な対応を図るよう努められたい。

４　居住者等の意見の概要

　　居住者等の意見なし

５　意見の縦覧場所

　　石川県商工労働部経営支援課及び石川県行政情報サービスセンター

６　意見の縦覧期間

　　平成25年10月11日から同年11月11日まで

石川県選挙管理委員会告示第84号
　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第192条第１項及び第２項の規定により、平成25年７月21日執行の参議院選挙
区選出議員選挙における候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨を次のとおり公表する。

　　平成25年10月11日
石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨

１　選挙の種類

　　平成25年７月21日執行　参議院選挙区選出議員選挙（石川県選挙区）
２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

　　36,015,000円
３　報告書の要旨（50音順）

候補者氏名 一川　保夫 所属党派 民主党
期間
　　平成25年６月１日から　　

第１回分
　　　　平成25年８月１日まで出納責任者氏名 大間　　猛

収入 支出

円 円

主たる寄附 人件費 2,310,600
（氏名・団体名） （寄附額） 家屋費 3,983,588
　民主党石川県参議院選挙区第１総支部 3,500,000 　選挙事務所費 2,270,950
　民主党本部 5,000,000 　集合会場費 1,712,638
　民主党石川県総支部連合会 3,000,000 通信費 551,326
　石川県不動産政治連盟 50,000 交通費 1,850

印刷費 2,332,068
広告費 1,579,800
文具費 20,272
食糧費 940,497
休泊費 170,610

選 挙 管 理 委 員 会
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雑　費 973,341

総　計 11,550,000 総　計 12,863,952

支出のうち公費負担相当額

項　　　　　目 金　　　　　額

選挙運動用通常葉書の作成 295,200円
ビラの作成 756,600円
ポスターの作成 1,280,268円
選挙事務所の立札及び看板の類の作成 159,000円
選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 202,000円
個人演説会の立札及び看板の類の作成 193,000円

計 2,886,068円
報告書受理年月日 平成25年８月５日　第１回報告分

候補者氏名 一川　保夫 所属党派 民主党
期間
　　平成25年８月20日から　　

第２回分
　　　　平成25年８月23日まで出納責任者氏名 大間　　猛

収入 支出

円 円

通信費 30,429
雑　費 169,041

今回計 0 今回計 199,470
前回計 11,550,000 前回計 12,863,952
総　計 11,550,000 総　計 13,063,422

支出のうち公費負担相当額

項　　　　　目 金　　　　　額

選挙運動用通常葉書の作成 295,200円
ビラの作成 756,600円
ポスターの作成 1,280,268円
選挙事務所の立札及び看板の類の作成 159,000円
選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 202,000円
個人演説会の立札及び看板の類の作成 193,000円

計 2,886,068円
報告書受理年月日 平成25年８月26日　第２回報告分

候補者氏名 亀田　良典 所属党派 日本共産党
期間
　　平成25年６月６日から　　

第１回分
　　　　平成25年８月５日まで出納責任者氏名 牧田　俊雄

収入 支出

円 円

主たる寄附 人件費 209,000
（氏名・団体名）　　　　　　　（職業） （寄附額） 家屋費 403,476
　日本共産党石川県委員会 1,242,500 　選挙事務所費 403,476
　明石　輝雄　　　　　　　　無職 80,000 通信費 15,267
　田畑　吉廣　　　　　　　　無職 80,000 交通費 1,150

広告費 263,150
食糧費 60,339
休泊費 53,600
雑　費 40,000
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総　計 1,402,500 総　計 1,045,982

支出のうち公費負担相当額

項　　　　　目 金　　　　　額

選挙運動用通常葉書の作成 0円
ビラの作成 0円
ポスターの作成 0円
選挙事務所の立札及び看板の類の作成 0円
選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 0円
個人演説会の立札及び看板の類の作成 0円

計 0円
報告書受理年月日 平成25年８月５日　第１回報告分

候補者氏名 亀田　良典 所属党派 日本共産党
期間
　　平成25年８月16日から　　

第２回分
　　　　平成25年８月23日まで出納責任者氏名 牧田　俊雄

収入 支出

円 円

主たる寄附 家屋費 75,510
（氏名・団体名） （寄附額） 　選挙事務所費 75,510
　日本共産党石川県委員会 1,000,000 通信費 2,467

印刷費 888,600

今回計 1,000,000 今回計 966,577
前回計 1,402,500 前回計 1,045,982
総　計 2,402,500 総　計 2,012,559

支出のうち公費負担相当額

項　　　　　目 金　　　　　額

選挙運動用通常葉書の作成 0円
ビラの作成 0円
ポスターの作成 0円
選挙事務所の立札及び看板の類の作成 0円
選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 0円
個人演説会の立札及び看板の類の作成 0円

計 0円
報告書受理年月日 平成25年８月23日　第２回報告分

候補者氏名 浜崎　　茂 所属党派 無所属
期間
　　平成25年７月４日から　　

第１回分
　　　　平成25年７月21日まで出納責任者氏名 浜崎　　茂

収入 支出

円 円

総　計 0 総　計 0

支出のうち公費負担相当額

項　　　　　目 金　　　　　額

選挙運動用通常葉書の作成 0円
ビラの作成 0円
ポスターの作成 0円
選挙事務所の立札及び看板の類の作成 0円
選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 0円
個人演説会の立札及び看板の類の作成 0円

計 0円
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報告書受理年月日 平成25年７月22日　第１回報告分

候補者氏名 宮元　　智 所属党派 幸福実現党
期間
　　平成25年５月21日から　　

第１回分
　　　　平成25年７月25日まで出納責任者氏名 宮元　　智

収入 支出

円 円

主たる寄附 人件費 62,600
（氏名・団体名） （寄附額） 家屋費 98,000
　幸福実現党 7,000,000 　選挙事務所費 98,000
　幸福実現党石川県本部 308,000 通信費 1,000

印刷費 872,655
広告費 862,785
雑　費 32,181

総　計 7,308,000 総　計 1,929,221

支出のうち公費負担相当額

項　　　　　目 金　　　　　額

選挙運動用通常葉書の作成 0円
ビラの作成 0円
ポスターの作成 0円
選挙事務所の立札及び看板の類の作成 0円
選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 0円
個人演説会の立札及び看板の類の作成 0円

計 0円
報告書受理年月日 平成25年８月１日　第１回報告分

候補者氏名 山田　修路 所属党派 自由民主党
期間
　　平成25年６月21日から　　

第１回分
　　　　平成25年７月30日まで出納責任者氏名 山口登志起

収入 支出

円 円

主たる寄附 人件費 1,290,000
（氏名・団体名） （寄附額） 家屋費 558,269
　自由民主党石川県参議院選挙区第１支部 5,372,904 　選挙事務所費 402,904

　集合会場費 155,365
　その他の寄附　１件 5,000 通信費 128,000

交通費 377,814
　その他の収入 5,000,000 印刷費 2,583,000

広告費 2,359,562
文具費 280,452
食糧費 583,212
休泊費 89,890
雑　費 2,164,239

総　計 10,377,904 総　計 10,414,438
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支出のうち公費負担相当額

項　　　　　目 金　　　　　額

選挙運動用通常葉書の作成 295,200円
ビラの作成 756,600円
ポスターの作成 1,280,268円
選挙事務所の立札及び看板の類の作成 160,164円
選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 202,192円
個人演説会の立札及び看板の類の作成 193,105円

計 2,887,529円
報告書受理年月日 平成25年８月１日　第１回報告分

候補者氏名 山田　修路 所属党派 自由民主党
期間
　　平成25年８月26日から　　

第２回分
　　　　平成25年８月26日まで出納責任者氏名 山口登志起

収入 支出

円 円

主たる寄附 通信費 41,421
（氏名・団体名） （寄附額）

　自由民主党石川県参議院選挙区第１支部 41,421

今回計 41,421 今回計 41,421
前回計 10,377,904 前回計 10,414,438
総　計 10,419,325 総　計 10,455,859

支出のうち公費負担相当額

項　　　　　目 金　　　　　額

選挙運動用通常葉書の作成 295,200円
ビラの作成 756,600円
ポスターの作成 1,280,268円
選挙事務所の立札及び看板の類の作成 160,164円
選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 202,192円
個人演説会の立札及び看板の類の作成 193,105円

計 2,887,529円
報告書受理年月日 平成25年８月26日　第２回報告分
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