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刀て

漁船損害等補償法施行令(昭和27年政令第68号)第 5条第 1項の規定により、漁船損害等補償法(昭和27年法律第

28号。以下「法」という。)第112条第 1項の規定による同意を求めるための事前届出があった。

なお、当該届出に係る指定漁船調書を平成26年 6月20日から同年7月4日まで一般の縦覧に供する。

平成26年 6月20日

発

氏 名

寺 下 誠

寺 下 隆 '=tJt h、

株式会社佐々波鯛網

代表取締役社長

勝 木 慶 司

泊 康 男

ヰヒ 角 勇 夫

伊 藤 四 自R

起 人
加入区

住 所

七尾市佐々波町二部2番地

七尾市佐々波町二部89番地

佐々波

七尾市佐々波町ソ部13番地

珠洲市三崎町寺家ユ部152番地

珠洲市三崎町寺家フ部45の2番地 寺家

珠洲市三崎町寺家ツ部81番地

公

石川県知事 谷 本 正 憲

法第113条第 1項の規定によ

る漁業協同組合に対する申出

&. 
Zヨ

行う。

" 

縦覧場所

石川県漁業協

同組合佐々波

支所

石川県漁業協

同組合すず支

所

政府調達に関する協定に係る入札公告

次のとおり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)の適用を受ける一般競

争入札を実施する。

平成26年 6月20日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 調達内容

(1) 借上件名及び数量
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インターネット情報提供機器(その 1)借上げ 一式

(2) 調達件名の特質等

入札説明書による。

(3) 借上期間

平成26年10月 1日から平成30年 9月30日まで

(4) 借上場所

第 12707号

別途指定する場所

2 入札方法

落札決定に当たっては、入札喜に記載された金額に当該金額の100分の 8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

108分の100に相当する金額を入札喜に記載すること。

3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(1) 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。

(2) 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26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。

(3) 指名停止の措置を受けている者でないこと。

4 入札者に要求される義務

入札の参加を希望する者は、次の(1)から(3)までに示す事項について証明する書類を平成26年 7月18日(金)午後

5時までに 5(1)の場所に提出しなければならない(郵送の場合は、簡易書留とし、提出期限内必着とする。)。なお、

提出された書類を審査した結果、当該物品を納入することができると認められる者を入札の参加の対象者とする。

また、契約担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

(1) 当該調達物品が入札説明書に示す仕様に合致していること。

(2) 当該調達物品を確実に納入できること。

(3) 当該調達物品を納入後、保守、点検、修理その他アフターサービスを速やかに提供できること。

5 入札書の提出場所等

(1) 入札喜の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先

干920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県総務部行政経営課情報システム室ネットワーク管理グループ

電話番号 076-225-1322 

(2) 入札説明書の交付方法

(1)の交付場所において交付

(3) 入札喜の受領期限

平成26年 8月 1日(金)午前11時(郵送の場合は、簡易書留とし、受領期限内必着とする。)

(4) 開札の日時及び場所

平成26年 8月 1日(金)午前11時石川県庁行政庁舎5階 511会議室

6 その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金

免除

(3) 入札の無効

この公告に示した競争入札参加者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

者の提出した入札喜その他入札説明書に示す無効の入札喜に掲げる入札喜は、無効とする。

(4) 契約書作成の要否

要

(5) 落札者の決定方法
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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。

(6) 手続における交渉の有無

無

(7) その他

詳細は、入札説明書による。

7 Summary 

(1) Nature and quantity of the products to be rented 

Equipment renewal such as communications equipments for web browsing etc 

(2) Period of lease 

1 October 2014--30 September 2018 

(3) Deli very place 

To be announced 

(4) Time limit of tender 

ll: 00 a. m. 1 August 2014 

(5) Contact point for the notice 

Network Management Group Information System Office Administrative Management Division 

Ishikawa Prefectural Government 

1--1 Kuratsuki Kanazawa 920--8580 Japan 

Phone +81--76--225--1322 

県有財産売払入札公告

次のとおり 一般競争入札を実施する。

平成26年 6月20日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 一般競争入札に付す物件及び最低売却価格

物件番号 所 在 地 番 財産区分 地目 地積 最低売却価格

1 加賀市山中温泉菅谷町ホ26番 土地 宅地 1， 269. 21 rri 1， 340， 000円

2 金沢市本多町一丁目485番 土地 宅地 464.94 rri 28， 700， 000円

3 金沢市つつじが丘207番 2、208番 2 土地 宅地 301. 63rri 4， 230， 000円

4 羽咋郡志賀町高浜町ノ36番73 土地 宅地 154.35rri 2， 040， 000円

5 七尾市矢田町弐四号白土6番36 土地 宅地 168.86rri 2，820，000円

6 鳳珠郡穴水町字由比ケ丘い21番 5 土地 宅地 161. 67 rri 1， 620， 000円

7 輪島市町野町東大野長瀬町82番 土地 宅地 572.90rri 1， 690， 000円

8 輪島市門前町舘ト32番 3、32番4 土地 宅地 405.47 rri 989， 000円

2 入札及び開札の日時及び場所

物件番号 入 キL 日 時 場 所 開 キL

加賀市山代温泉桔梗丘2丁目 105番 1
1 平成26年 7月17日(木)午後 3時 南加賀保健福祉センター

加賀地域センター会議室 (2階)

2 平成26年 7月17日(木)午前10時 金沢市鞍月 1丁目 1番地

3 平成26年 7月17日(木)午前II時 石川県庁行政庁舎603会議室 (6階) 入札後、

4 平成26年 7月18日(金)午後 1時30分 七尾市本府中町ソ27番 9 即時開札

5 平成26年 7月18日(金)午後 2時30分 中能登土木総合事務所入札室(1階)

6 平成26年 7月18日(金)午前II時

平成26年 7月18日(金)午後 1時
輪島市三井町洲衛10部II番 1

7 

平成26年 7月18日(金)午後 2時
奥能登総合事務所43会議室 (4階)

8 
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3 現地説明の日時及び場所

物件番号 所在地番(現地説明の場所) 現地説明 日 時

1 加賀市山中温泉菅谷町ホ26番 平成26年 6月26日(木)午後 3時

2 金沢市本多町一丁目485番 平成26年 6月26日(木)午前10時

3 金沢市つつじが丘207番 2、208番 2 平成26年 6月26日(木)午前11時30分

4 羽咋郡志賀町高浜町ノ 36番73 平成26年 6月27日(金)午後 3時30分

5 七尾市矢田町弐四号白土 6番36 平成26年 6月27日(金)午後 1時30分

6 鳳珠郡穴水町字由比ケ丘い21番 5 平成26年 6月27日(金)午前11時

7 輪島市町野町東大野長瀬町82番 平成26年 6月27日(金)午前11時30分

8 輪島市門前町舘ト32番 3、32番4 平成26年 6月27日(金)午後 2時30分

4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」としづ。)第167条の 4第 1項の規定により一般競争入

札に参加させることができない者以外の者であること。

(2) 政令第167条の4第 2項の規定により 一般競争入札に参加させないことができる者以外の者であること。

(3) 石川県暴力団排除条例(平成23年石川県条例第20号。以下「条例」という。)第 2条第 1号に規定する暴力団

(以下「暴力団」という。)ではないこと及び以下に該当しない者であること。

ア 役員等 (申込者が個人である場合にはその者を、申込者が法人である場合にはその役員又はその支底、営業

所その他の事業所を代表する者をし、う。以下同じ。) が、条例第 2条第 3号に規定する暴力団員 (以下「暴力

団員」 という。)である者

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

ウ 役員等が自己、 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力

団又は暴力団員の利用等をしている者

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴

力団の維持運営に協力し、又は関与している者

オ 役員等が暴力団又は暴力団員 と社会的に非難されるべき関係を有している者

5 入札案内書の交付期間及び交付場所

(1) 交付期間

平成26年 6月20日(金)から同年 7月9日(水)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

(2) 交付場所

名 称 住 所 電話番号

石川県総務部管財課 金沢市鞍月 1丁目1番地 076-225-1266 

南加賀保健福祉センター 加賀地域センター 加賀市山代温泉桔梗丘 2丁 目105番 1 0761一76-4300

中能登土木総合事務所 七尾市本府中町ソ27番 9 0767-52-5100 

奥能登総合事務所 輪島市三井町洲衛10部11番 1 0768-26-2300 

6 入札参加申込みの方法

(1) この入札に参加を希望する者は、入札案内書に示す県有財産一般競争入札参加申込書及び添付書類を(2)の受領

期限までに石川県総務部管財課まで持参し、又は郵送しなければならない。

(2) 受領期限

平成26年 7月 9日(水)午後 5時(郵送の場合は、簡易書留とし、受領期限内必着とする。)

7 その他

(1) 入札保証金

入札しようとする金額の100分の 5以上

(2) 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の提出した入札書、入札参加申込みを行わなかった者の提出し

た入札喜その他入札案内書に示す無効の入札に掲げる入札喜は、無効とする。

(3) 落札者の決定方法
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最低売却価格(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をい

う。)以上の価格で最高の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(4) 契約保証金

契約金額の100分の10以上

(5) 売買代金の納入

県が発行する納入通知書により、指定の期日(契約締結の日から30日以内)までに納入すること。

(6) 所有権の移転等

所有権の移転は、売買代金が完納された日とし、その日から起算して 7日以内に物件の引渡しを行う。

(7) その他の事項

詳細は、入札案内書による。

(8) 問合せ先

干920-8580 金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県総務部管財課 電話番号 076-225-1266

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 A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26年6月20日

医師の氏名

村 本 真 一郎

医師が協力を
承諾した市町

県内全域

石川県知事 谷 本 正 憲

予防接種を行う 主 たる場所

能美市大浜町ノ 85 国民健康保険能美市立病院

基本測量実施公告

測量法(昭和24年法律第188号)第14条第 1項の規定により、国土交通省国土地理院長から、次のとおり基本測量

を実施する旨の通知があった。

平成26年 6月20日

作業種類

基 本 調リ 量

(~ 国土調査に伴う基準点測量)

2 電子基準点現地調査

作業期間

平成26年 7月 1日から

平成27年 2月28日まで

石川県知事 谷 本 正 憲

作業地域

1 羽咋郡志賀町

2 七尾市、輪島市、加賀市、白山市、河北

郡内灘町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町

都市計画の決定に係る図書の写しの縦覧公告

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第 1項の規定により、野々市市から都市計画の決定に係る図書の写し

の送付があったので、次のとおり縦覧に供する。

平成26年 6月20日

都市計画の種類

金沢都市計画土地区画整理事業

(野々市市柳町土地区画整理事業)

石川県知事 谷 本 正 憲

縦覧場所

石川県土木部都市計画課及び野々市市産業建設部都市計画課
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都市計画の変更に係る図書の写しの縦覧公告

都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第 2項において準用する同法第20条第 1項の規定により、野々市市か

ら都市計画の変更に係る図書の写しの送付があったので、次のとおり縦覧に供する。

平成26年 6月20日

石川県知事 谷 本 正 憲

都市計画の種類 縦 覧 場 所

金沢都市計画用途地域 石川県土木部都市計画課及び野々市市産業建設部都市計画課

金沢都市計画下水道

" (野々市市公共下水道)

道路の位置の指定公告

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、次のとおり道路の位置を指定した。

平成26年 6月20日

石川県知事 谷 本 正 憲

関係土地の地名及び地番 道路の幅員及び延長 位置指定申請者 指定年月日

河北郡津幡町字太田ほ261番 1
幅員 4.45m 

金沢市寺町五丁目 1番22号

及び水路の無籍地の一部
延長 2. 25m 

金沢不動産株式会社 平成26年 6月 6日

清算人北村成人

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26年 6月20日

石川県知事 谷 本 正 憲

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

鹿島郡中能登町良川る1番 1、1番 3 道路 鹿島郡中能登町末坂 9部

から 1番47まで 鹿島郡中能登町良川る1番 1の一部 46番地

鹿島郡中能登町西馬場リ 41番 2 鹿島郡中能登町西馬場リ 41番 2 中能登町長杉本栄蔵

公園

鹿島郡中能登町良川る1番45

水路

鹿島郡中能登町良川る1番43

政府調達に関する協定に係る入札公告

次のとおり WT O (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)の適用を受ける一般競

争入札を実施する。

平成26年 6月20日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 調達内容

(1) 契約件名及び数量

1 Cカード運転免許証作成機賃貸借契約及び 1Cカード運転免許証台紙等消耗品単価契約 一式

(2) 調達件名の特質等

入札説明書による。

(3) 借上期間

平成27年 1月 1日から平成31年12月31日まで

(4) 設置場所
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別途指定する場所

(5) 入札方法

石川県公報 第 12707号

入札金額は、 1(3)の借上期間に係る賃貸借料総額を記載する 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 8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108分の100に相当する金額を入

札喜に記載すること。

2 競争入札参加者資格

(1) 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。

(2) 平成26年度に石川県において締結が見込まれる物品等の特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資

格等(平成26年石川県告示第140号)に基づき、競争入札参加者資格を有すると認められた者であること。なお、

当該競争入札に参加する資格の審査については、 4(5)に掲げる場所において随時申請を受け付けている。

(3) 指名停止の措置を受けている者でないこと。

(4) 次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。

ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支庖若しくは常時契約を締結

する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

(平成 3年法律第77号)第 2条第 6号に規定する暴力団員をしづ。以下同じ。)である者

イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力

団又は暴力団員の利用等をしている者

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力

団の維持運営に協力し、又は関与している者

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

3 入札者に要求される義務

入札者は、当該調達物品を確実に納入できることを証明する書類を平成26年 7月18日(金)までに 4(1)の提出場

所に提出しなければならない。なお、契約担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなけれ

ばならない。

4 入札喜の提出場所及び競争入札参加資格の申請場所等

(1) 入札喜の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先

干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 076-225一0110

(2) 入札説明書の交付方法

(1)の交付場所において交付

(3) 入札喜の受領期限

平成26年 8月 1日(金)正午(郵送の場合は、書留郵便とし、受領期限内必着とする。宛先は、 (1)の提出場所

とする。)

(4) 開札の日時及び場所

平成26年 8月 1日(金)午後 1時45分石川県警察本部庁舎2階入札室

(5) 競争入札参加資格の申請場所

干920-8580 金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県総務部管財課用度グ、ループ 電話番号 076-225-1262

5 その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金

免除

(3) 入札の無効
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この公告に示した競争入札参加者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

者の提出した入札喜その他入札説明書に示す無効の入札喜は、無効とする。

(4) 契約書作成の要否

要

(5) 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。

(6) 手続における交渉の有無

無

(7) その他

詳細は、入札説明書による。

6 Summary 

(1) Nature and quantity of the products to be rented 

Integrated Circuit Card Driver' s License Making System 1 set 

(2) Period of lease 

1 January 2015--31 December 2019 

(3) Deli very place 

To be specified Later 

(4) Time limit of tender 

Noon 1 August 2014 

(5) Contact Point for the notice 

Finance Division Ishikawa Prefectural Police Headquarters 

1--1 Kuratsuki Kanazawa 920--8553 Japan TEL 076--225一0110

教育委員 A
E
 

石川県教育委員会告示第11号

石川県文化財保護条例(昭和32年条例第41号)第26条第 1項の規定により、次の民俗文化財を石川県指定民俗文化

財に指定する。

平成26年 6月20日

石 川 県教育委員会

民俗文化財

種別 名 称 保護団体 所在地

無形民俗文化財 |輪島の海女による伝統的素潜り漁技術 |輪島の海女漁保存振興会 |輪島市海士町地内ほか

( 1箇月 2，350円送料とも) 発行人 'f920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地 石川県

印刷所 'f921-8002 石川県金沢市玉鉾4丁目 166番地 側共栄 TEL(076) 292-2236 


