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石川県告示第20号

介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第 1項本文に規定する指定居宅サービス事業者を次のとおり指定した。

平成27年 1月27日

石川県知事 谷 本 正 憲

。

事業者番号
指定居宅サービス

事業所の名称及び所在地
指定 サービス

事業者の名称 年月日 の種類

株式会社 ピースタイルケ 白山フィジオセンター 平成26年
通所介護1772200786 

ア 白山市安養寺町ロ 13-4 11月4日

株式会社 ライフイノベー
らいふケアサボーター 訪問介護ステーシ

平成26年
1771300751 ョン さいん 訪問介護

ション 11月10日
野々市市藤平田 1丁目 290

白山石川医療企業団
公立つるぎ病院 平成26年 短期入所療養

1712210614 
白山市鶴来水戸町ノ 1番地 12月 1日 介護

社会福祉法人加賀福祉会
やわらぎ広大舎 平成26年

通所介護1772300396 
能美市緑が丘 1丁目79 12月 8日

株式会社かめはうす
デイサービスセンターかめはうす 平成26年

1771300736 " 野々市市三日市町49街区 1 12月20日

株式会社ユナイト
デイサービス凍 平成27年

1771300769 " 野々市市御経塚1丁目 510番地 1月 1日

石川県告示第21号

介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第 1項本文に規定する指定居宅介護支援事業者を次のとおり指定した。

平成27年 1月27日

石川県知事 谷 本 正 憲。
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指定 サ ビス指定居宅介護支援
事業所の名称及び所在地

年月日 の種類
事業者番号

事業者の名称

合同会社 JAPAN U 
たなかだいご介護 ・福祉相談室 平成26年

居宅介護支援1770300810 NITED HOME C 
小松市松生町93番地 11月 1日

ARE 

石川県告示第22号

介護保険法(平成 9年法律第123号)第53条第 1項本文に規定する指定介護予防サービス事業者を次のとおり指定

した。

平成27年 1月27日

石川県知事 谷 本 正 憲

事業者番号
指定介護予防サービス

事業所の名称及び所在地
指定 サービス

事業者の名称 年月日 の種類

株式会社 ピースタイルケ 白山フィジオセンター 平成26年 介護予防通所
1772200786 

ア 白山市安養寺町ロ 13-4 11月4日 介護

株式会社 ライフイノベー
らいふケアサボーター 訪問介護ステーシ

平成26年 介護予防訪問
1771300751 ョン さいん

ション 11月10日 介護
野々市市藤平田1丁目 290

白山石川医療企業団
公立つるぎ病院 平成26年 介護予防短期

1712210614 
白山市鶴来水戸町ノ 1番地 12月 1日 入所療養介護

社会福祉法人加賀福祉会
やわらぎ広大舎 平成26年 介護予防通所

1772300396 
能美市緑が丘 1丁目79 12月8日 介護

株式会社かめはうす
デイサービスセンターかめはうす 平成26年

1771300736 " 野々市市三日市町49街区 1 12月20日

メデイカル ・スタッフ ・サ 訪問看護ルナ ・ステーション 平成27年 介護予防訪問
1761390895 

ービス株式会社 野々市市押野5丁目39番地 1月 1日 看護

株式会社ユナイト
デイサービス凄 介護予防通所

1771300769 " 野々市市御経塚1丁目 510番地 介護

石川県告示第23号

介護保険法(平成 9年法律第123号)第75条第 2項の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり事業

を廃止する旨の届出があった。

平成27年 1月27日

石川県知事 谷 本 正 憲

廃止した 廃止の届出
事業者番号 事業者の名称 事業所の名称及び所在地 サービス を受理した

の種類 年月 日

特定医療法人社団勝木会
訪問看護ステーションリハケアやわた

訪問看護
平成26年

1760390326 
小松市八幡イ 12番地 7 11月20日

町町株式会社
デイサービス柔柔

通所介護
平成26年

1772300354 
能美市玉間堂町戊46-6 11月26日

特定非営利活動法人志ネ ミニデ、イサービス 菜の花のおうち 平成26年
1772200406 " ット ・石川 白山市千代野西二丁目 5-3 11月28日

株式会社やまひで
こはる

訪問介護
平成26年

1770600524 
加賀市別所町2丁目82番地 12月26日
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石川県告示第24号

介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の 5第 2項の規定により、指定介護予防サービス事業者から、次のと

おり事業を廃止する旨の届出があった。

平成27年 1月27日

石川県知事 谷 本 正 憲

廃止した 廃止の届出
事業者番号 事業者の名称 事業所の名称及び所在地 サービス を受理した

の種類 年月 日

特定医療法人社団勝木会
訪問看護ステーションリハケアやわた 介護予防訪 平成26年

1760390326 
小松市八幡イ 12番地 7 問看護 11月20日

町町株式会社
デイサービス柔柔 介護予防通 平成26年

1772300354 
能美市玉間堂町戊46-6 所介護 11月26日

特定非営利活動法人志ネ ミニデ、イサービス 菜の花のおうち 平成26年
1772200406 " ット ・石川 白山市千代野西二丁目 5-3 11月28日

株式会社やまひで
こはる 介護予防訪 平成26年

1770600524 
加賀市別所町2丁目82番地 問介護 12月26日

石川県告示第25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27年 1月27日

1 落札に係る物品等の名称、数量及び調達方法

多目的用 FPD搭載型デジタノレX線透視装置 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

石川県立中央病院管理局経理課用度係

金沢市鞍月東2丁目 1番地

3 落札者を決定した日

平成26年 1月6日

4 落札者の名称及び所在地

ナレッジメデイカル株式会社

金沢市元町2丁目 13番 8号

5 落札金額

58，860，000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26年11月25日

石川県告示第26号

石川県知事 谷 本 正 憲

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27年 1月27日

石川県知事 谷 本 正 憲

羽咋加入区

(1) 発起人の住所及び氏名
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羽咋市滝町カ244番地の 2

羽咋市滝町カ211番地

(2) 区域

石川県公報

株式会社本吉漁業

駒井豊志

石川県漁業協同組合の地区のうち旧羽咋漁業協同組合の地区

(3) 区分

法第104条第 2号に掲げる漁業

第 12 768号

(4) 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26年12月25日

公 &. 
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大規模小売庖舗の新設の届出の公告

大規模小売眉舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第 5条第 1項の規定により、次のとおり大規

模小売庖舗を新設する旨の届出があった。

なお、法第8条第 2項の規定に基づき、当該大規模小売庖舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のた

め配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から 4月以内に、県に対し、 意見書の提出により 意見を

述べることができる。

平成27年 1月27日

1 大規模小売眉舗の名称及ひ、所在地

アルビス西南部唐

金沢市八日市出町840番ほか18筆

石川県知事 谷 本 正 憲

2 大規模小売眉舗を設置する者及び当該大規模小売庖舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては代表者の氏名

(1) 大規模小売庖舗を設置する者

アルビス 株式会社代表取締役大森実

富山県射水市流通センター水戸田三丁 目4番地

(2) 大規模小売庖舗において小売業を行う者

アルビス 株式会社代表取締役大森実

富山県射水市流通センター水戸田三丁目 4番地

3 大規模小売眉舗の新設をする日

平成27年 9月20日

4 大規模小売眉舗内の庖舗面積の合計

1，800平方メートル

5 大規模小売庖舗の施設の配置に関する事項

(1) 駐車場の位置及び収容台数

位置縦覧による。

収容台数 75台

(2) 駐輪場の位置及び収容台数

位置縦覧による。

収容台数 23台

(3) 荷さばき施設の位置及び面積

位置縦覧による。

面積 54平方メートル

(4) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

位置縦覧による。

容量 38立方メートル
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6 大規模小売眉舗の施設の運営方法に関する事項

(1) 大規模小売庖舗において小売業を行う者の開庖時刻及び閉居時刻

午前8時から翌午前0時まで

(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前 7時30分から翌午前O時15分まで(一部午後 9時45分まで)

(3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

出入口の数 6箇所

位置縦覧による。

(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前 3時から午後10時まで

7 届出年月日

平成27年 1月19日

8 届出等の縦覧場所

石川県商工労働部経営支援課、石川県行政情報サービスセンター及び金沢市経済局商業振興課

9 届出等の縦覧期間

平成27年 1月27日から同年 5月27日まで

10 意見書の提出期限及び提出先並びに問合せ先

平成27年 5月27日

金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県商工労働部経営支援課

大規模小売眉舗の廃止の届出の公告

大規模小売庖舗立地法(平成10年法律第91号)第 6条第 5項の規定により、次のとおり大規模小売庖舗を廃止する

旨の届出があった。

平成27年 1月27日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 大規模小売眉舗の名称及ひ、所在地

東京ストアー西南部庖

金沢市八日市出町土地区画整理事業地内 7街区4ほか20筆

2 大規模小売眉舗内の廃止前の眉舗面積の合計

1，493平方メートル

3 大規模小売眉舗内の廃止後の庖舗面積の合計

0平方メートル

4 大規模小売眉舗内の庖舗面積の合計が1，000平方メートル以下となる日

平成26年 9月24日

5 変更する理由

当該庖舗を閉鎖したため

公共測量実施公告

測量法(昭和24年法律第188号)第39条において準用する同法第14条第 1項の規定により、金沢地方法務局長から、

次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

平成27年 1月27日

石川県知事 谷 本 正 憲

伝
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，
 

業 種 類 作 業 期 間 作業地域

公 共 測 量 |平成27年 1月26日から |金沢市泉野 ・寺町 ・野町地区

(不動産登記法第14条第 1項地図作成) 平成27年 2月20日まで
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