
。

。

。

。

平成 27年 1月 21日(水曜日) 石川県公報 号 外

、， ‘ -‘ - ‘ 平成 27年 1 月 21 日(水曜日)

A♂‘"1...--，曹晶号 外'‘." ~ 1"1'一一・ (第 2 号)

公 &. 
Eヨ

0県有財産貸付一般競争入札公告

目

(管 財課)

公

次

&. 
1=1 

県有財産貸付一般競争入札公告

次のとおり 一般競争入札を実施する。

平成27年 1月21日

1 貸付内容

(1) 件名

自動販売機設置に係る県有財産貸付

(2) 貸付けする施設名及び貸付面積並びに販売品目

別表 1のとおり

(3) 貸付期間

平成27年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(4) 入札方法

石川県知事 谷 本 正 憲

入札価格は貸付期間中の貸付料の総額とし、次の入札方法のうちいずれかの方法により別表 2のとおり入札に

付すものとする。

なお、落札者の決定に当たっては、入札喜に記載された金額の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たものとする。)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108分の100fこ相当する金額を入札喜に記載すること。ただし、土地の貸付に係る落札価格については、入

札喜に記載された金額とする。

ア単独入札

物件ごとにそれぞれ入札に付すもの

イ 一括入札

二以上の物件を一括して入札に付すもの

ウ 一抜け入札

採用順位を定めた二以上の物件について一回で入札し、採用順位に従って落札者を決定するが、採用順位が

上位の物件の落札者が入札した落札物件より下位のものの入札価格を無効とするもの。ただし、採用順位が上

位の落札者のほかに入札がない場合及び予定価格以上の有効な入札がない場合は有効とする。

2 入札日時

別表 2のとおり

3 開札日時

入札後即時開札

4 入札及び開札の場所

金沢市鞍月 1丁目 1番地 石川県庁行政庁舎 1階102会議室
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5 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年度の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。

(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、条例第 2条第 3号に規定する暴力団員

(以下「暴力団員」とし、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、若しくは関与している者

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

(4) 指名停止措置を受けている者でないこと。

(5) 法人にあっては石川県内に本底、支庖又は営業所を有し、個人にあっては石川県内で事業を営んでいる者であ

ること。

(6) 自動販売機の設置業務について、過去 3年間に 2年以上自ら管理 ・運営している実績を有している者であるこ

と。

(7) たばこの自動販売機の設置にあっては、たばこの販売に必要な許可等を受けている者であること 0

4 契約の条項を示す場所等

(1) 契約内容に関する事項

入札案内書に記載のとおり

(2) 入札案内書の交付場所

ア 別表3に掲げる物件番号ごとの「入札案内書交付場所」

イ 石川県総務部管財課資産活用室

金沢市鞍月 1丁目 1番地石川県庁行政庁舎6階

電話番号 076-225-1266 

5 入札参加申込の方法

(1) この入札に参加を希望する者は、入札案内書に示す一般競争入札参加申込書兼県有財産借用願書及び添付書類

を(2)の受領期限までに、別表 3に掲げる物件番号ごとの「入札事務を執行する機関Jまで持参し、又は簡易書留

により送付しなければならない。

(2) 受領期限

平成27年 2月18日(水) 17時(簡易書留の場合は受領期限内必着とする。)

6 その他

(1) 入札保証金及び契約保証金

免除

(2) 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

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) 貸付料の納入

貸付料は落札価格とし、年度ごとに、石川県が発行する納入通知書により、年額を指定の期日までに納入する。

ただし、年2回の分割納入をすることもできる。
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(5) その他の事項

詳細は、入札案内書による。

(6) 問合せ先

別表 3に掲げる物件ごとの「入札事務を執行する機関」

別表 1

物件
施設名 設置場所

財産
住 所 貸付面積

販売
番号 区分 品目

石川県庁行政庁舎
1階東側自動販売機コー

建物 金沢市鞍月 1丁目 1番地 0.83rri たばこl 
ナー

2 石川県庁行政庁舎 7階自動販売機コーナー 建物 金沢市鞍月 1丁目 1番地 0.83rri たばこ

3 石川県庁行政庁舎 11階自動販売機コーナー 建物 金沢市鞍月 1丁目 1番地 0.83rri たばこ

4 石川県庁行政庁舎 15階自動販売機コーナー 建物 金沢市鞍月 1丁目 1番地 0.83rri たばこ

5 石川県庁行政庁舎 19階自動販売機コーナー 建物 金沢市鞍月 1丁目 1番地 0.83rri たばこ

6 石川県庁警察本部庁舎 1階自動販売機コーナー 建物 金沢市鞍月 1丁目 1番地 0.83rri たばこ

7 石川県庁警察本部庁舎 8階自動販売機コーナー 建物 金沢市鞍月 1丁目 1番地 O. 64 rri たばこ

8 幸町庁舎 1階自動販売機コーナー 建物 金沢市幸町12番 1号 O. 48 rri たばこ

9 石川県庁行政庁舎 9階自動販売機コーナー 建物 金沢市鞍月 1丁目 1番地 1. 628 rri 食品

10 石川県庁警察本部庁舎 8階自動販売機コーナー 建物 金沢市鞍月 1丁 目1番地 1. 63 rri 食品

11 石川県庁警察本部庁舎 5階自動販売機コーナー 建物 金沢市鞍月 1丁 目1番地 1. 617rri 飲料

12 石川県庁警察本部庁舎 8階自動販売機コーナー 建物 金沢市鞍月 1丁 目1番地 1. 341 rri 飲料

13 石川県庁警察本部庁舎 1階自動販売機コーナー 建物 金沢市鞍月 1丁 目1番地 1. 341 rri 飲料

14 幸町庁舎 1階自動販売機コーナー 建物 金沢市幸町12番 1号 1. 1925rri 飲料

15 幸町庁舎 3階自動販売機コーナー 建物 金沢市幸町12番 1号 1. 7642 rri 飲料

16 石川県庁警察本部庁舎 5階自動販売機コーナー 建物 金沢市鞍月 1丁 目1番地 1. 7642 rri 飲料

17 石川県庁警察本部庁舎 1階自動販売機コーナー 建物 金沢市鞍月 1丁目 1番地 1. 7642 rri 飲料

18 石川県庁警察本部庁舎 8階自動販売機コーナー 建物 金沢市鞍月 1丁 目1番地 1. 7642 rri 飲料

19 石川県庁警察本部庁舎 1階自動販売機コーナー 建物 金沢市鞍月 1丁 目1番地 1. 5066rri 飲料

石川県小松県税事務所 1階ロビー 建物
小松市園町ハ108番地の

2. oorri 飲料20 
1 

石川県こころの健康セン
1階渡廊下 建物

金沢市鞍月東2丁目 6番
2. oorri 飲料21 

ター 地

石川県南加賀保健福祉セ
1階待合ロビー 建物 小松市園町ヌ48番地 1. 43 rri 飲料22 

ンター

石川県保健環境センター 1階西階段下 建物
金沢市太陽が丘 1丁 目11

0.84 rri 飲料23 
番地

石川県保健環境センター 1階西階段下 建物
金沢市太陽が丘 1丁目 11

0.84 rri 飲料24 
番地

25 石川県立保育専門学園 3階学生談話室内 建物 金沢市泉 1丁目 3番63号 2. oorri 飲料

石川県青少年総合研修セ
本館 1階エレベーター前 建物 金沢市常盤町212番地1 1. 95 rri 飲料26 

ンター

石川県青少年総合研修セ
本館2階ロビー 建物 金沢市常盤町212番地1 1. 58 rri 飲料27 

ンター

石川県青少年総合研修セ
別館2階階段踊場横 建物 金沢市常盤町212番地1 1. 35 rri 飲料28 

ンター

石川県青少年総合研修セ
別館2階階段踊場横 建物 金沢市常盤町212番地1 1. 35 rri 飲料29 

ンター

石川県青少年総合研修セ
本館2階ロビー 建物 金沢市常盤町212番地1 1. 58 rri 飲料30 

ンター
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石川県青少年総合研修セ
別館 2階階段踊場横 建物 金沢市常盤町212番地1 1. 35 rrf 飲料31 

ンター

32 石川県庁行政庁舎 15階自動販売機コーナー 建物 金沢市鞍月 1丁目 1番地 1. 7642 rrf 飲料

33 石川県庁行政庁舎 9階自動販売機コーナー 建物 金沢市鞍月 1丁目 1番地 1. 7642 rrf 飲料

34 石川県庁行政庁舎 7階自動販売機コーナー 建物 金沢市鞍月 1丁目 1番地 1. 7642 rrf 飲料

35 石川県庁行政庁舎 7階自動販売機コーナー 建物 金沢市鞍月 1丁目 1番地 1. 7642 rrf 飲料

36 石川県庁行政庁舎 11階自動販売機コーナー 建物 金沢市鞍月 1丁目 1番地 1. 7642 rrf 飲料

石川県庁行政庁舎
1階東側自動販売機コー

建物 金沢市鞍月 1丁目 1番地 1. 7642 rrf 飲料37 
ナー

38 石川県庁行政庁舎 11階自動販売機コーナー 建物 金沢市鞍月 1丁目 1番地 1. 7642 rrf 飲料

39 石川県庁行政庁舎 15階自動販売機コーナー 建物 金沢市鞍月 1丁目 1番地 1. 7642 rrf 飲料

40 石川県庁行政庁舎 19階自動販売機コーナー 建物 金沢市鞍月 1丁目 1番地 1. 7642 rrf 飲料

41 石川県庁行政庁舎 19階自動販売機コーナー 建物 金沢市鞍月 1丁目 1番地 1. 7642 rrf 飲料

42 石川県庁行政庁舎 19階自動販売機コーナー 建物 金沢市鞍月 1丁目 1番地 1. 7642 rrf 飲料

石川県庁行政庁舎
1階西側自動販売機コー

建物 金沢市鞍月 1丁目 1番地 1. 7642 rrf 飲料43 
ナー

石川県庁行政庁舎
1階西側自動販売機コー

建物 金沢市鞍月 1丁目 1番地 1. 7642 rrf 飲料44 
ナー

45 石川県中能登総合事務所 1階玄関ホール 建物 七尾市小島町二部33番地 1. 50 rrf 飲料

石川県能登中部保健福祉
1階玄関ロビー46 

センター
建物 七尾市本府中町ソ27番 9 2. oorrf 飲料

石川県消防学校
管理棟1階自動販売機コ

建物
金沢市東蚊爪町2丁目 5

2. 06rrf 飲料47 
ーナー 番

石川県消防学校
管理棟1階自動販売機コ

建物
金沢市東蚊爪町2丁目 5

1.81rrf 飲料48 
ーナー 番

石川県消防学校
管理棟1階自動販売機コ

建物
金沢市東蚊爪町2丁目 5

1. 33 rrf 飲料49 
ーナー 番

石川県農林総合研究セン
本館通用口玄関ポーチ 土地

金沢市才田町戊295番地
1. 35 rrf 飲料50 

ター 1 

石川県農林総合研究セン
本館通用口玄関ポーチ 土地

金沢市才田町戊295番地
1. 95 rrf 飲料51 

ター 1 

石川県農林総合研究セン
事務所通用 口横軒下 土地

羽咋郡宝達志水町坪山ナ
1. 80 rrf 飲料52 

ター畜産試験場 部93番 2

石川県県央土木総合事務
1階玄関ホール 建物 金沢市泉本町6丁目34 1. 00 rrf 飲料53 

所

石川県県央土木総合事務
1階玄関ホール 建物 金沢市泉本町6丁目34 1. 44 rrf 飲料54 

所

石川県南加賀土木総合事
1階玄関ホール 建物 小松市白江町リ 61番地1 2.40rrf 飲料55 

務所

石川県石川土木総合事務
1階玄関風除室内 建物 白山市八幡町イ20 1. 35 rrf 飲料56 

所

石川県県央土木総合事務
1階玄関風除室内 建物

河北郡津幡町字加賀爪ヌ
1. 00 rrf 飲料57 

所津幡土木事務所 111番地1

石川県中能登土木総合事
1階自動販売機コーナー 建物 七尾市本府中町ソ27番 9 1. 53 rrf 飲料58 

務所

石川県中能登土木総合事
1階自動販売機コーナー 建物 羽咋市石野町へ31 1. 36 rrf 飲料59 

務所羽咋土木事務所
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石川県奥能登土木総合事
1階自動販売機コーナー 建物 輪島市河井町22部 1の1 1.47rrf 飲料60 

務所

犀川左岸浄化センター 管理棟1階下足室内 建物
金沢市下安原町東1301番

1. 00 rrf 飲料61 
地

62 翠ヶ丘浄化センター 管理棟1階下足室内 建物 能美市山口町ト75番地 1. 00 rrf 飲料

63 石川 トライアルセンター
石川県工業試験場 5階技

術交流室横
建物 金沢市鞍月 2丁目 1番地 1. 20 rrf 飲料

新分野創造開発支援セン
1階電波無響室横 建物 金沢市鞍月 2丁目 1番地 2. oorrf 飲料64 

ター

石川県立九谷焼技術研修
実習棟1階ロビー 建物 能美市泉台町南 2番地 1. 50 rrf 飲料65 

所

石川県立九谷焼技術者自
共同棟1階ギャラリー内 建物 能美市泉台町南38番地 1. 50 rrf 飲料66 

立支援工房

67 石川県金沢港湾事務所 1階自動販売機コーナー 建物 金沢市湊4丁目 12番地 1. 14rrf 飲料

石川県平和町庁舎 A館 1階廊下湯沸場前 建物
金沢市平和町1丁目 3番

2. oorrf 飲料68 
1号

69 石川県教育センター 研修棟1階ホール 建物 金沢市高尾町ウ31番地1 2. oorrf 飲料

石川県立輪島漆芸技術研
1階廊下第二収蔵庫横 建物

輪島市釜屋谷町1字30番
1. 61 rrf 飲料70 

修所 地

石川県石川農林総合事務
1階玄関ロビー 建物

白山市馬場 2丁目 113番
1. 80 rrf 飲料71 

所 地

石川県石川農林総合事務
1階廊下玄関口横 建物

白山市鶴来本町4丁目リ
1. 50 rrf 飲料72 

所森林部 75番地

石川県県央農林総合事務
1階階段下 建物 金沢市戸水 2丁目30番地 1. 20 rrf 飲料73 

所

石川県県央農林総合事務
1階階段下 建物 金沢市戸水 2丁目30番地 1. 20 rrf 飲料74 

所

75 石川県立白山青年の家 本館 1階食堂前 建物 白山市八幡町戊142番地 1. 28 rrf 飲料

76 石川県立白山青年の家 本館 1階食堂前 建物 白山市八幡町戊142番地 1. 28 rrf 飲料

石川県健康の森 オートキャンプ場 土地
輪島市三井町中大谷内20

1. 60 rrf 飲料77 
-1 

78 石川県健康の森 バンガローエリア 土地 輪島市三井町中地内 1. 60 rrf 飲料

79 石川県健康の森 総合交流センター内 建物 輪島市三井町中長谷12 1. 60 rrf 飲料

80 石川県森林公園 鹿園横 土地 津幡町字能瀬セ25甲 1. 60 rrf 飲料

81 石川県森林公園 やまびこ荘内 建物 津幡町字上矢田ヰ8番甲 1. 60 rrf 飲料

82 石川県森林公園 インフォメーション内 建物 津幡町字津幡エ14 1. 60 rrf 飲料

83 石川県森林公園 緑化の広場 土地 津幡町字津幡ラ79乙 1. 60 rrf 飲料

84 石川県森林公園 子供の広場取付道路口 土地 津幡町字能瀬甲 1丁 1. 60 rrf 飲料

85 石川県森林公園 公園管理事務所前 土地 津幡町字鳥越ハ 2-2 1. 60 rrf 飲料

86 石川県森林公園 子供の広場取付道路口 土地 津幡町字能瀬甲 1丁 1. 60 rrf 飲料

87 石川県森林公園 鹿園横 土地 津幡町字能瀬セ25甲 1. 60 rrf 飲料

石川県森林公園
三国山キャンプ場管理事

土地 津幡町字下河合ム122 1. 60 rrf 飲料88 
務所前

89 石川県森林公園 三国山キャンプ場 土地 津幡町字下河合ナ15-1 1. 60 rrf 飲料

運転免許センター
1階食堂内自動販売機コ

建物
金沢市東蚊爪町2丁目 1

1. 25 rrf 食品90 
ーナー 番地
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金沢中警察署 1階自動販売機コーナー 建物
金沢市下本多町6番丁目

1. 15rrf 食品91 
番地1

金沢東警察署 4階自動販売機コーナー 建物
金沢市元町2丁目 15番 1

0.90rrf 食品92 
号

白山警察署 3階食堂 ・情操教室 建物
白山市倉光九丁目 11番地

1. 00 rrf 食品93 
1 

運転免許センター
1階食堂内自動販売機コ

建物
金沢市東蚊爪町2丁目 1

1.17rrf 飲料94 
ーナー 番地

金沢中警察署 1階公衆電話横 建物
金沢市下本多町6番丁目

1. 32 rrf 飲料95 
番地1

金沢東警察署 1階自動販売機コーナー 建物
金沢市元町2丁目 15番 1

0.97 rrf 飲料96 
号

大聖寺警察署 1階自動販売機コーナー 建物
加賀市大聖寺東町1丁目

0.74rrf 飲料97 
1番

小松警察署 1階自動販売機コーナー 建物
小松市上小松町乙163番

0.74rrf 飲料98 
地の 1

白山警察署 1階自動販売機コーナー 建物
白山市倉光九丁目 11番地

O. 75 rrf 飲料99 
1 

津幡警察署 1階自動販売機コーナー 建物
河北郡津幡町字加賀爪ヌ

O. 88 rrf 飲料100 
40番地の 3

七尾警察署 1階玄関風除室 建物
七尾市藤橋町亥部45番地

O. 68 rrf 飲料101 
1 

運転免許センター
1階食堂内自動販売機コ

建物
金沢市東蚊爪町2丁目 1

1. 20 rrf 飲料102 
ーナー 番地

金沢中警察署 3階自動販売機コーナー 建物
金沢市下本多町6番丁目

1. 80 rrf 飲料103 
番地1

運転免許センター
1階食堂内自動販売機コ

建物
金沢市東蚊爪町2丁目 1

1. 20 rrf 飲料104 
ーナー 番地

金沢西警察署 1階自動販売機コーナー 建物
金沢市金石本町イ 1番地

O. 58 rrf 飲料105 
1 

金沢中警察署 1階自動販売機コーナー 建物
金沢市下本多町6番丁目

0.96rrf 飲料106 
番地1

白山警察署 1階喫煙コーナー 建物
白山市倉光九丁目 11番地

0.81rrf たばこ107 
1 

運転免許センター
1階食堂内自動販売機コ

建物
金沢市東蚊爪町2丁目 1

1. 23 rrf 飲料108 
ーナー 番地

運転免許センター
1階食堂内自動販売機コ

建物
金沢市東蚊爪町2丁目 1

1. 33 rrf 飲料109 
ーナー 番地

金沢東警察署 1階自動販売機コーナー 建物
金沢市元町2丁目 15番 1

1. 77 rrf 飲料110 
号

運転免許センター
1階食堂内自動販売機コ

建物
金沢市東蚊爪町2丁目 1

1. 33 rrf 飲料111 
ーナー 番地

金沢中警察署 1階自動販売機コーナー 建物
金沢市下本多町6番丁目

1. 52 rrf 飲料112 
番地1

金沢西警察署 2階自動販売機コーナー 建物
金沢市金石本町イ 1番地

1. 62 rrf 飲料113 
1 
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金沢西警察署 1階自動販売機コーナー 建物
金沢市金石本町イ 1番地

1. 38 rrf 飲料114 
1 

金沢中警察署 3階自動販売機コーナー 建物
金沢市下本多町6番丁目

1. 80 rrf 飲料115 
番地1

野々市市北西部土地区画

116 交通機動隊 1階自動販売機コーナー 建物 整理事業施行地区29街区 1. 42 rrf 飲料

18番

大聖寺警察署 1階自動販売機コーナー 建物
加賀市大聖寺東町 1丁目

1. 40 rrf 飲料117 
1番

大聖寺警察署 4階自動販売機コーナー 建物
加賀市大聖寺東町 1丁目

0.96rrf 飲料118 
1番

小松警察署 1階自動販売機コーナー 建物
小松市上小松町乙163番

1. 29 rrf 飲料119 
地の 1

小松警察署 2階自動販売機コーナー 建物
小松市上小松町乙163番

0.83rrf 飲料120 
地の 1

小松警察署 2階自動販売機コーナー 建物
小松市上小松町乙163番

1.11rrf 飲料121 
地の 1

白山警察署 1階自動販売機コーナー 建物
白山市倉光九丁目 11番地

1. 85 rrf 飲料122 
1 

白山警察署 1階自動販売機コーナー 建物
白山市倉光九丁目 11番地

0.81rrf 飲料123 
1 

124 寺井警察署 1階玄関風除室 建物 能美市寺井町リ 44番地 1. 33 rrf 飲料

125 白山警察署鶴来庁舎 1階職員玄関室 建物 白山市月橋町644番地 1. 16rrf 飲料

輪島警察署穴水庁舎 1階玄関風除室 建物
鳳珠郡穴水町字川島カ 4

1. 38 rrf 飲料126 
番地の 1

輪島警察署 1階自動販売機コーナー 建物
輪島市杉平町鬼回 1番地

1. 50 rrf 飲料127 
の4

津幡警察署 1階自動販売機コーナー 建物
河北郡津幡町字加賀爪ヌ

2.01rrf 飲料128 
40番地の 3

七尾警察署 1階玄関風除室 建物
七尾市藤橋町亥部45番地

1. 31 rrf 飲料129 
1 

珠洲警察署能登庁舎 1階玄関ホール 建物
鳳珠郡能登町字宇出津ウ

0.81rrf 飲料130 
字76番地

珠洲警察署 1階自動販売機コーナー 建物
珠洲市上戸町北方ろ字15

1. 31 rrf 飲料131 
番地1

珠洲警察署 1階自動販売機コーナー 建物
珠洲市上戸町北方ろ字15

0.84 rrf 飲料132 
番地1

石川県政記念しいのき迎
地下駐車場 1階出入口横 建物

金沢市広坂 2丁目 1番 1
1. 30 rrf 飲料133 

賓館 号

別表 2

ア 単独入札物件

物件 入札
施 設 名 設置場所

販売
入札日時

番号 区分 品目

単独
石川県庁行政庁舎 9階自動販売機コーナー 食品

平成27年 2月23日
9 

入札 午前10時10分

単独
石川県庁警察本部庁舎 8階自動販売機コーナー 食品

平成27年 2月23日
10 

入札 午前10時25分
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単独
幸町庁舎 1階自動販売機コーナー 飲料

平成27年 2月23日
14 

入札 午前11時00分

単独
幸町庁舎 3階自動販売機コーナー 飲料

平成27年 2月23日
15 

入札 午前11時15分

単独
石川県小松県税事務所 1階ロビー 飲料

平成27年 2月23日
20 

入札 午後 1時00分

単独
石川県こころの健康センター 1階渡廊下 飲料

平成27年 2月23日
21 

入札 午後 1時15分

単独
石川県南加賀保健福祉センター 1階待合ロビー 飲料

平成27年 2月23日
22 

入札 午後 1時30分

単独
石川県立保育専門学園 3階学生談話室内 飲料

平成27年 2月23日
25 

入札 午後 2時05分

単独
石川県中能登総合事務所 1階玄関ホール 飲料

平成27年 2月24日
45 

入札 午前10時00分

単独
石川県能登中部保健福祉センター 1階玄関ロビー 飲料

平成27年 2月24日
46 

入札 午前10時15分

単独
石川県消防学校 管理棟1階自動販売機コーナー 飲料

平成27年 2月24日
47 

入札 午前10時30分

単独
石川県消防学校 管理棟1階自動販売機コーナー 飲料

平成27年 2月24日
48 

入札 午前10時45分

単独
石川県消防学校 管理棟1階自動販売機コーナー 飲料

平成27年 2月24日
49 

入札 午前11時00分

単独
石川県農林総合研究センター 本館通用口玄関ポーチ 飲料

平成27年 2月24日
50 

入札 午前11時15分

単独
石川県県央土木総合事務所 1階玄関ホール 飲料

平成27年 2月24日
53 

入札 午後 1時00分

単独
石川県県央土木総合事務所 1階玄関ホール 飲料

平成27年 2月24日
54 

入札 午後 1時15分

単独
石川県南加賀土木総合事務所 1階玄関ホール 飲料

平成27年 2月24日
55 

入札 午後 1時30分

単独
石川県石川土木総合事務所 1階玄関風除室内 飲料

平成27年 2月24日
56 

入札 午後 1時45分

単独 石川県県央土木総合事務所津幡土
1階玄関風除室内 飲料

平成27年 2月24日
57 

入札 木事務所 午後 2時00分

単独
石川県中能登土木総合事務所 1階自動販売機コーナー 飲料

平成27年 2月24日
58 

入札 午後 2時15分

単独 石川県中能登土木総合事務所羽咋
1階自動販売機コーナー 飲料

平成27年 2月24日
59 

入札 土木事務所 午後 2時30分

単独
石川県奥能登土木総合事務所 1階自動販売機コーナー 飲料

平成27年 2月24日
60 

入札 午後 2時45分

単独
犀川左岸浄化センター 管理棟1階下足室内 飲料

平成27年 2月24日
61 

入札 午後 3時00分

単独
翠ヶ丘浄化センター 管理棟1階下足室内 飲料

平成27年 2月24日
62 

入札 午後 3時15分

単独
石川 トライアルセンター

石川県工業試験場5階技術交流室
飲料

平成27年 2月24日
63 

入札 横 午後 3時30分
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64 
単独

新分野創造開発支援センター
平成27年 2月24日

入札
1階電波無響室横 飲料

午後 3時45分

単独
67 石川県金沢港湾事務所 1階自動販売機コーナー

平成27年 2月25日

入札
飲料

午前10時00分

単独
68 石川県平和町庁舎 A館 1階廊下湯沸場前 飲料

平成27年 2月25日

入札 午前10時15分

単独
69 石川県教育センター 研修棟1階ホール 飲料

平成27年 2月25日

入札 午前10時30分

単独
70 石川県立輪島漆芸技術研修所 1階廊下第二収蔵庫横 飲料

平成27年 2月25日

入札 午前10時45分

単独
71 石川県石川農林総合事務所 1階玄関ロビー 飲料

平成27年 2月25日

入札 午前11時00分

単独
72 石川県石川農林総合事務所森林部 1階廊下玄関口横 飲料

平成27年 2月25日

入札 午前11時15分

単独
94 運転免許センター 1階食堂内自動販売機コーナー 飲料

平成27年 2月26日

入札 午前10時15分

単独
95 金沢中警察署 1階公衆電話横 飲料

平成27年 2月26日

入札 午前10時30分

単独
96 金沢東警察署 1階自動販売機コーナー 飲料

平成27年 2月26日

入札 午前10時45分

単独
107 白山警察署 1階喫煙コーナー

平成27年 2月26日

入札
たばこ

午前11時35分

128 
単独

津幡警察署
平成27年 2月27日

入札
1階自動販売機コーナー 飲料

午前10時40分

単独
129 七尾警察署 1階玄関風除室 飲料

平成27年 2月27日

入札 午前10時55分

130 
単独

珠洲警察署能登庁舎
平成27年 2月27日

入札
1階玄関ホール 飲料

午前11時20分

単独
133 石川県政記念しいのき迎賓館 地下駐車場 1階出入口横 飲料

平成27年 2月27日

入札 午前11時50分

イ 一括入札物件

物件 入札
施 設 名 設置場所

販売
入札日時

番号 区分 品目

l 石川県庁行政庁舎 1階東側自動販売機コーナー たばこ
ト一一一一一一

2 石川県庁行政庁舎 7階自動販売機コーナー たばこ
ト一一一一一一

3 石川県庁行政庁舎 11階自動販売機コーナー たばこ
卜一一一一一一

4 一括 石川県庁行政庁舎 15階自動販売機コーナー たばこ 平成27年 2月23日
卜一一一一一一

5 入札 石川県庁行政庁舎 19階自動販売機コーナー たばこ 午前10時00分
ト一一一一一一

6 石川県庁警察本部庁舎 1階自動販売機コーナー たばこ
卜一一一一一一

7 石川県庁警察本部庁舎 8階自動販売機コーナー たばこ
ト一一一一一一

8 幸町庁舎 1階自動販売機コーナー たばこ

51 石川県農林総合研究センター 本館通用 口玄関ポーチ 飲料
卜一一一一一一 一括 平成27年 2月24日

石川県農林総合研究センター畜産試
52 入札 事務所通用口横軒下 飲料 午前11時30分

験場

65 一括 石川県立九谷焼技術研修所 実習棟1階ロビー 飲料 平成27年 2月24日
卜一一一一一一

66 入札 石川県立九谷焼技術者自立支援工房 共同棟1階ギャラリー内 飲料 午後4時00分
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77 石川県健康の森 オートキャンプ場 飲料
ト一一一一一一 一括 平成27年 2月25日

78 石川県健康の森 バンガローエリア 飲料
ト一一一一一一 入札 午後 1時20分

79 石川県健康の森 総合交流センター内 飲料

88 一括 石川県森林公園 三国山キャンプ場管理事務所前 飲料 平成27年 2月25日
ト一一一一一一

89 入札 石川県森林公園 三国山キャンプ場 飲料 午後 2時05分

90 運転免許センター 1階食堂内自動販売機コーナー 食品
卜一一一一一一

91 一括 金沢中警察署 1階自動販売機コーナー 食品 平成27年 2月26日
ト一一一一一一

92 入札 金沢東警察署 4階自動販売機コーナー 食品 午前10時00分
卜一一一一一一

93 白山警察署 3階食堂 ・情操教室 食品

97 大聖寺警察署 1階自動販売機コーナー 飲料
ト一一一一一一

98 小松警察署 1階自動販売機コーナー 飲料
卜一一一一一一 一括 平成27年 2月26日

99 白山警察署 1階自動販売機コーナー 飲料
ト一一一一一一 入札 午前11時00分
100 津幡警察署 1階自動販売機コーナー 飲料

卜一一一一一一

101 七尾警察署 1階玄関風除室 飲料

126 一括 輪島警察署穴水庁舎 1階玄関風除室 飲料 平成27年 2月27日
ト一一一一一一

127 入札 輪島警察署 1階自動販売機コーナー 飲料 午前10時25分

131 一括 珠洲警察署 1階自動販売機コーナー 飲料 平成27年 2月27日
ト一一一一一一

132 入札 珠洲警察署 1階自動販売機コーナー 飲料 午前11時35分

ウ 一抜け入札物件

物件 入札 採用
施 設 名 設置場所

販売
入札日時

番号 区分 順位 品目

11 石川県庁警察本部庁舎 5階自動販売機コーナー 飲料
卜一一一一一一 一抜け l 平成27年 2月23日

12 石川県庁警察本部庁舎 8階自動販売機コーナー 飲料
卜一一一一一一 入札 午前10時40分

13 2 石川県庁警察本部庁舎 1階自動販売機コーナー 飲料

16 l 石川県庁警察本部庁舎 5階自動販売機コーナー 飲料
卜一一一一一一

17 一抜け 2 石川県庁警察本部庁舎 1階自動販売機コーナー 飲料 平成27年 2月23日
ト一一一一一一

18 入札 3 石川県庁警察本部庁舎 8階自動販売機コーナー 飲料 午前11時30分
ト一一一一一一

19 4 石川県庁警察本部庁舎 1階自動販売機コーナー 飲料

23 一抜け l 石川県保健環境センター 1階西階段下 飲料 平成27年 2月23日
ト一一一一一一

24 入札 2 石川県保健環境センター 1階西階段下 飲料 午後 1時45分

石川県青少年総合研修セン
本館1階エレベーター前 飲料26 l 

ター
ト一一一一一一

石川県青少年総合研修セン
本館2階ロビー 飲料27 2 

ター
ト一一一一一一

石川県青少年総合研修セン
別館2階階段踊場横 飲料28 3 

一抜け ター 平成27年 2月23日
卜一一一一一一

入札 石川県青少年総合研修セン
別館2階階段踊場横 飲料

午後 2時20分
29 4 

ター
ト一一一一一一

石川県青少年総合研修セン
本館2階ロビー 飲料30 5 

ター
ト一一一一一一

石川県青少年総合研修セン
別館2階階段踊場横 飲料31 6 

ター

32 l 石川県庁行政庁舎 15階自動販売機コーナー 飲料
ト一一一一一一

33 2 石川県庁行政庁舎 9階自動販売機コーナー 飲料
卜一一一一一一

34 3 石川県庁行政庁舎 7階自動販売機コーナー 飲料
卜一一一一一一

35 4 石川県庁行政庁舎 7階自動販売機コーナー 飲料
ト一一一一一一

36 5 石川県庁行政庁舎 11階自動販売機コーナー 飲料

一



平成 27年 1月 21日(水曜日) 石川県公報 号 外 11

37 6 石川県庁行政庁舎 1階東側自動販売機コーナー 飲料
ト一一一一一一 一抜け 平成27年 2月23日

38 7 石川県庁行政庁舎 11階自動販売機コーナー 飲料
ト一一一一一一 入札 午後 2時55分

39 8 石川県庁行政庁舎 15階自動販売機コーナー 飲料
卜一一一一一一

40 9 石川県庁行政庁舎 19階自動販売機コーナー 飲料
ト一一一一一一

41 10 石川県庁行政庁舎 19階自動販売機コーナー 飲料
卜一一一一一一

42 11 石川県庁行政庁舎 19階自動販売機コーナー 飲料
卜一一一一一一

43 12 石川県庁行政庁舎 1階西側自動販売機コーナー 飲料
ト一一一一一一

44 13 石川県庁行政庁舎 1階西側自動販売機コーナー 飲料

73 一抜け l 石川県県央農林総合事務所 1階階段下 飲料 平成27年 2月25日
ト一一一一一一

74 入札 2 石川県県央農林総合事務所 1階階段下 飲料 午前11時30分

75 一抜け l 石川県立白山青年の家 本館1階食堂前 飲料 平成27年 2月25日
卜一一一一一一

76 入札 2 石川県立白山青年の家 本館1階食堂前 飲料 午後 1時00分

80 石川県森林公園 鹿園横 飲料
卜一一一一一一 l 

81 石川県森林公園 やまびこ荘内 飲料
卜一一一一一一

82 石川県森林公園 インフォメーション内 飲料
ト一一一一一一 2 

83 一抜け 石川県森林公園 緑化の広場 飲料 平成27年 2月25日
卜一一一一一一

84 入札 石川県森林公園 子供の広場取付道路口 飲料 午後 1時35分
ト一一一一一一 3 

85 石川県森林公園 公園管理事務所前 飲料
ト一一一一一一

86 石川県森林公園 子供の広場取付道路口 飲料
卜一一一一一一 4 

87 石川県森林公園 鹿園横 飲料

102 運転免許センター 1階食堂内自動販売機コーナー 飲料
卜一一一一一一 l 
103 金沢中警察署 3階自動販売機コーナー 飲料

卜一一一一一一 一抜け 平成27年 2月26日
104 運転免許センター 1階自動販売機コーナー 飲料

ト一一一一一一 入札 2 午前11時15分
105 金沢西警察署 1階自動販売機コーナー 飲料

卜一一一一一一

106 3 金沢中警察署 1階食堂内自動販売機コーナー 飲料

108 l 運転免許センター 1階食堂内自動販売機コーナー 飲料
ト一一一一一一

109 一抜け 2 運転免許センター 1階食堂内自動販売機コーナー 飲料 平成27年 2月26日
卜一一一一一一

110 入札 3 金沢東警察署 1階自動販売機コーナー 飲料 午後 1時00分
ト一一一一一一

111 4 運転免許センター 1階食堂内自動販売機コーナー 飲料

112 l 金沢中警察署 1階自動販売機コーナー 飲料
卜一一一一一一

113 2 金沢西警察署 2階自動販売機コーナー 飲料
ト一一一一一一 一抜け 平成27年 2月26日
114 3 金沢西警察署 1階自動販売機コーナー 飲料

卜一一一一一一 入札 午後 1時25分
115 4 金沢中警察署 3階自動販売機コーナー 飲料

ト一一一一一一

116 5 交通機動隊 1階自動販売機コーナー 飲料

117 l 大聖寺警察署 1階自動販売機コーナー 飲料
卜一一一一一一

118 2 大聖寺警察署 4階自動販売機コーナー 飲料
ト一一一一一一 一抜け 平成27年 2月26日
119 3 小松警察署 1階自動販売機コーナー 飲料

ト一一一一一一 入札 午後 1時55分
120 小松警察署 2階自動販売機コーナー 飲料

卜一一一一一一 4 
121 小松警察署 2階自動販売機コーナー 飲料

122 l 白山警察署 1階自動販売機コーナー 飲料
ト一一一一一一

123 一抜け 2 白山警察署 1階自動販売機コーナー 飲料 平成27年 2月27日
卜一一一一一一

124 入札 3 寺井警察署 1階玄関風除室 飲料 午前10時00分
ト一一一一一一

125 4 白山警察署鶴来庁舎 1階職員玄関室 飲料
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別表 3

号 外

施設名

入札案内書交付場所

|自動販売機の設置場所を所 |入札参加申込書提出場所
入札事務を執行する機関 |管する機関又は自動販売機

の設置場所を管理する団体

物件

番号

石川県庁行政庁
1~5 

9 

32~44 

6 

7 I石川県庁警察本

舎

石川県総務部管財課

金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県庁行政庁舎 6階

電話番号076-225-1261

石川県総務部管財課

金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県庁行政庁舎6階

電話番号076-225-1261

1O~13 1 部庁舎

16~19 

8 

14 I幸町庁舎

15 

20 
石川県小松県税

事務所

石川県総務部税務課

金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県庁行政庁舎 6階

電話番号076-225-1271

石川県小松県税事務所

小松市園町ハ108番地の

1 

電話番号0761-23-1713

21 

一

番

タ

6

ン

目

陀

丁出
U
鞍

限

問

地

石
健

地

保

番

室
ロ

1

障

目

部

丁

祉

1

福

月

康

鞍
健

市

県

課

沢

川

祉

金

石

福

のろ県石

健康センター
石川県庁行政庁舎 9階

電話番号076-225-1426
電話番号076-238-5761

入札事務を執行する機関

石川県総務部管財課

金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県庁行政庁舎6階

電話番号076-225-1261

入札事務を執行する機関

石川県総務部税務課

金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県庁行政庁舎6階

電話番号076-225-1271

入札事務を執行する機関

石川県健康福祉部障害保健

福祉課

金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県庁行政庁舎9階

電話番号076-225-1426

石川県南加賀保健福祉セン

ター 入札事務を執行する機関
22 石川県南加賀保 I石川県健康福祉部厚生政策

小松市園町ヌ48番地 石川県健康福祉部厚生政策|健福祉センター
課

電話番号0761-22一0793 課
金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県保健環境センター 金沢市鞍月 1丁目 1番地
石川県庁行政庁舎 9階

金沢市太陽が丘 1丁目 11 石川県庁行政庁舎9階23 l石川県保健環境 l 電話番号076-225-1411
電話番号076-225-1411番地24 センター

電話番号076-229-2011

入札事務を執行する機関
石川県健康福祉部少子化対

石川県健康福祉部少子化対
策監室 石川県立保育専門学園

策監室
石川県立保育専 I 金沢市鞍月 1丁目 1番地 金沢市泉 1丁目 3番63号

金沢市鞍月 1丁目 1番地
25 

品園
電話番号076-242-5185門子 石川県庁行政庁舎10階

石川県庁行政庁舎10階
電話番号076-225-1447

電話番号076-225-1447

入札事務を執行する機関
石川県健康福祉部少子化対

株式会社アイ ・イー ・パー 石川県健康福祉部少子化対
策監室

トナーズ 策監室
石川県青少年総 I 金沢市鞍月 1丁目 1番地

金沢市小将町8番33号 金沢市鞍月 1丁目 1番地
26~31 I ム研伴セ、タ

ロ 1墨ン一 石川県庁行政庁舎10階
電話番号076-261-3857 石川県庁行政庁舎10階

電話番号076-225-1422
電話番号076-225-1422
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石川県中能登総合事務所
石川県中能登総

七尾市小島町ニ部33番地 入札事務を執行する機関45 
合事務所 石川県総務部市町支援課

石川県総務部市町支援課電話番号0767-52-6111
金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県能登中部保健福祉セ 金沢市鞍月 1丁目 1番地
石川県能登中部 石川県庁行政庁舎5階

ンター 石川県庁行政庁舎5階
46 保健福祉センタ 電話番号076-225-1281

七尾市本府中町ソ27番 9 電話番号076-225-1281

電話番号0767-53 -2482 

入札事務を執行する機関
石川県危機管理監室危機対

石川県消防学校 石川県危機管理監室危機対
策課

金沢市東蚊爪町2丁目 5 策課
47~49 石川県消防学校 金沢市鞍月 1丁目 1番地

番 金沢市鞍月 1丁目 1番地
石川県庁行政庁舎6階

電話番号076-237 -1800 石川県庁行政庁舎6階
電話番号076-225-1482

電話番号076-225-1482

石川県農林総合研究センタ

50 石川県農林総合
金沢市才田町戊295番地 入札事務を執行する機関

51 研究センター 石川県農林水産部生産流通
1 石川県農林水産部生産流通

課
電話番号076-257-6911 課

金沢市鞍月 1丁目 1番地
石川県農林総合研究センタ 金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県庁行政庁舎13階
一畜産試験場 石川県庁行政庁舎13階石川県農林総合

電話番号076-225-1622
羽咋郡宝達志水町坪山ナ 電話番号076-225-162252 研究センター畜

産試験場 部93番 2

電話番号0767-28-2284

石川県県央土木総合事務所
53 石川県県央土木

金沢市泉本町6丁目34
54 総合事務所

電話番号076-241-8201

石川県南加賀土木総合事務

石川県南加賀土 所
55 

木総合事務所 小松市白江町リ 61番地1

電話番号0761-21 -3333 

石川県石川土木総合事務所
石川県石川土木

白山市八幡町イ20
入札事務を執行する機関

56 
総合事務所

石川県土木部監理課 電話番号076-272-1188
石川県土木部監理課

石川県県央土木 金沢市鞍月 1丁目 1番地 石川県県央土木総合事務所
金沢市鞍月 1丁目 1番地

57 総合事務所津幡 石川県庁行政庁舎15階 金沢市泉本町6丁目34
石川県庁行政庁舎15階

土木事務所 電話番号076-225-1711 電話番号076一241-8201
電話番号076-225-1711

石川県中能登土
石川県中能登土木総合事務58 

木総合事務所
所

石川県中能登土
七尾市本府中町ソ27番 9

59 木総合事務所羽
電話番号0767-52-5100

咋土木事務所

石川県奥能登土木総合事務

石川県奥能登土 所
60 

木総合事務所 輪島市河井町22部 1の 1

電話番号0768-22一0567
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61 
犀川左岸浄化セ|石川県環境部水環境創造課

ンター | 金沢市鞍月 1丁目 1番地

翠ヶ丘浄化セン | 石川県庁行政庁舎 7階

ター | 電話番号076一225-149562 

入札事務を執行する機関

石川県環境部水環境創造課

金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県庁行政庁舎 7階

電話番号076-225-1495

入札事務を執行する機関

石川県商工労働部産業政策

課

金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県庁行政庁舎12階

電話番号076-225-1511

入札事務を執行する機関

石川県商工労働部経営支援

課

金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県庁行政庁舎12階

電話番号076-225-1521

入札事務を執行する機関

石川県土木部港湾課

金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県庁行政庁舎16階

電話番号076-225-1746

入札事務を執行する機関

石川県教育委員会事務局庶

務課

金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県庁行政庁舎17階

電話番号076-225-1811

入札事務を執行する機関

石川県教育委員会事務局教

職員課

金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県庁行政庁舎17階

電話番号076-225-1821

1 入札事務を執行する機関
石川県立輪島漆芸技術研修 l

所

輪島市釜屋谷町1字30番

公益財団法人石川県下水道

公社

金沢市下安原町東1301番

地

電話番号076-240-6018

63 
|石川|ト

センタ一 課 石川県工業試験場

金沢市鞍月 1丁目 1番地 金沢市鞍月 2丁目 1番地

|一造開発 l 石川県庁行政庁舎12階 電話番号076-267-8080
64 

支援センター 電話番号076-225-1511

石川県立九谷焼 石川県商工労働部経営支援

技術研修所 課 石川県立九谷焼技術研修所

石川県立九谷焼
金沢市鞍月 1丁目 1番地 能美市泉台町南 2番地

技術者自立支援
石川県庁行政庁舎12階 電話番号0761-57 -3340 

工房
電話番号076-225-1521

石川県土木部港湾課 石川県金沢港湾事務所

金沢市鞍月 1丁目 1番地 金沢市湊4丁目 12番地

事務所 石川県庁行政庁舎16階
電話番号076-268-1201

電話番号076-225-1746

65 

66 

67 

石川県教育委員会事務局庶 石川県金沢教育事務所

68 
石川県平和町庁 I務課金沢市鞍月 1丁目 1番地 金沢市平和町1丁目 3番

舎 石川県庁行政庁舎17階 1号
電話番号076-245-6776

電話番号076-225-1811

石川県教育委員会事務局教

職員課 石川県教育センター

69 石川県教育セン I 金沢市鞍月 1丁目 1番地 金沢市高尾町ウ31番地1
ター

石川県庁行政庁舎17階 電話番号076-298-3515

電話番号076-225-1821

電話番号076-225-1841I 電話番号0768-22一7000I 
_....-. ~ - 電話番号076-225-1841

|石川県石川農林総合事務所 |

白山市馬場 2丁目 113番

地

電話番号07日 76-0528l入札事務を執行する機関

石川県農林水産部農業政策 |石川県石川農林総合事務所 |石川県農林水産部農業政策

70 
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月
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教

市

県

課

沢

川

財

金

石

化
漆島輪立県石

芸技術研修所
石川県庁行政庁舎17階

71 
石川県石川農林

総合事務所

72 

石川県石川農林 |課

総合事務所森林 | 金沢市鞍月 1丁目 1番地

也
'
T
A
 

森林部

白山市鶴来本町4丁目リ

号 外

石川県教育委員会事務局文

化財課

金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県庁行政庁舎17階

課

金沢市鞍月 1丁目 1番地
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音日

73 

74 

石川県県央農林

総合事務所

石川県公報

石川県庁行政庁舎13階

電話番号076-225-1612

75番地

電話番号076-272-1171

石川県県央農林総合事務所

金沢市戸水 2丁目30番地

電話番号076-204-2100

号 外 15

石川県庁行政庁舎13階

電話番号076-225-1612
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石
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石川県立白山青年の家

白山市八幡町戊142番地

電話番号076-272-3695

入札事務を執行する機関

石川県教育委員会事務局生

涯学習課

金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県庁行政庁舎17階

電話番号076-225-1836

77~79 I石川県健康の森

80~89 I石川県森林公園
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運転免許センタ

金沢中警察署

署察警東沢金
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健康の森総合交流センター

l 輪島市三井町中長谷12 入札事務を執行する機関
石川県観光戦略推進部観光 | | 

| 電話番号0768-26一1413|石川県観光戦略推進部観光
振興課 •• • _......_..__. 

|森林公園地域振興会 ・金沢 |振興課
金沢市鞍月 1丁目 1番地 I '.' :: ~ ~ - '"..:" _. . - . . I 

|森林組合エコグループ | 金沢市鞍月 1丁目 1番地
石川県庁行政庁舎12階 I ._"  ~~.. .__ . ... 

| 河北郡津幡町鳥越ハ 2一| 石川県庁行政庁舎12階
電話番号076-225-1126I .. -..  ._ ...-

2 

電話番号076-288-1214

運転免許センター

金沢市東蚊爪町2丁目 1

番地

電話076-238-5901

金沢中警察署

金沢市下本多町6番丁目

番地 1

電話番号076-222-0110
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号
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市

番

東

沢

話

沢

金

号

電

金

白山警察署

白山市倉光 9丁目 11番地

1 

電話番号076-216-0110

大聖寺警察署

加賀市大聖寺東町 1丁目

1番

電話番号0761一72-0110

電話番号076-225-1126
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98 

119~ 

121 

100 

128 

101 

129 

105 

113 

114 

小松警察署

津幡警察署

七尾警察署

金沢西警察署

116 I交通機動隊

124 I寺井警察署

125 

126 

127 

130 

131 

132 

133 

|白山警察署鶴来

庁舎

|輪島警察署穴水

庁舎

|輪島警察署

珠洲警察署能登

庁舎

珠洲警察署

石川県政記念し

いのき迎賓館

( 1箇月 2，350円送料とも)

石川県警察本部警務部会計

課

金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県警察本部庁舎4階

電話番号076-225-0110

小松警察署

小松市上小松町乙163番

地の 1 入札事務を執行する機関

電話番号0761-22一0110|石川県警察本部警務部会計

津幡警察署 |課

河北郡津幡町字加賀爪ヌ

40番地の 3

金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県警察本部庁舎4階

電話番号076-289一01101 電話番号076-225一0110

七尾警察署

七尾市藤橋町亥部45番地

1 

電話番号0767-53一0110

金沢西警察署

金沢市金石本町イ 1番地

1 

電話番号076-266一0110

交通機動隊

野々市市北西部土地区画

整理事業施行地区29街区

18番

電話番号076-225-0110

寺井警察署

能美市寺井町リ 44番地

電話番号0761-57一0110

白山警察署

白山市倉光九丁目 11番地

1 

電話番号076-216一0110

輪島警察署

輪島市杉平町鬼田 1番地

の4

電話番号0768-22一0110

珠洲警察署

珠洲市上戸町北方ろ字15

番地 1

電話番号0768-82一0110

l 石川県政記念しいのき迎賓 |入札事務を執行する機関
石川県企画振興部企画課 1 ..  - - _ . 1 

|館 |石川県企画振興部企画課
金沢市鞍月 1丁目 1番地 _.，.

石川県庁行政庁舎8階

電話番号076-225-1313

金沢市広坂 2丁目 1番 1

号

金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県庁行政庁舎8階

電話番号076一261-1111I 電話番号076一225-1313

発行人 'f920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地

印刷所 'f921-8002 石川県金沢市玉鉾4丁目 166番地

石川県

側共 栄 TEL(076)292-2236 


