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石川県告示第53号

森林法(昭和26年法律第249号)第33条の 3において準用する同法第29条の規定により、農林水産大臣から次のと

おり保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。

平成27年 2月13日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

白山市下田原ツ 1の 1、9の 1 (次の図に示す部分に限る。)、ナ4の 1 (次の図に示す部分に限る。)、桑島一号

1の甲 2、 1の4、 1の 5、 1の 6、 1の8、 6の 2、 8の甲 3、13の甲(次の図に示す部分に限る。)、 13の乙、

13の 3、17の 2、二号18の 1、20の5・25の甲 2 (以上 2筆について次の図に示す部分に限る。)、 26の甲 3の 1、

26の 1、32、41

2 保安林として指定された目的
かん

水源の酒養

3 変更後の指定施業要件

(1) 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める

標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法 ・期間及び樹種

次のとおりとする。

1 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

白山市桑島十号6の27、6の52、 7の10、 7の18、 7の19、白峰二十七号82、83

2 保安林として指定された目的

水源の酒養

3 変更後の指定施業要件

(1) 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める
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標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法 ・期間及び樹種

次のとおりとする。

1 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

白山市白峰十二号53、54の2から54の4まで、 55の甲

2 保安林として指定された目的

水源の酒養

3 変更後の指定施業要件

(1) 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

第 12 773号

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める

標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法 ・期間及び樹種

次のとおりとする。

1 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

白山市白峰一号28、二号13の2・13の3 (以上2筆について次の図に示す部分に限る。)

2 保安林として指定された目的

水源の酒養

3 変更後の指定施業要件

(1) 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める

標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法 ・期間及び樹種

次のとおりとする。

1 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

白山市白峰二号13の3 (次の図に示す部分に限る。)

2 保安林として指定された目的

水源の酒養

3 変更後の指定施業要件

(1) 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める

標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法 ・期間及び樹種

次のとおりとする。

( I次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を石川県農林水産部森林管理課及び白山市役所

に備え置いて縦覧に供する。)

石川県告示第54号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第 1項の規定により、次のとおり県道の区域を変更する。
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なお、その関係図面は、平成27年 2月13日から同月 27日まで縦覧に供する。

平成27年 2月13日

石川県知事 谷 本 正 憲

道 路 の 区 域 関係図面の
路 線名

変 更 区 問 旧新別 敷地の幅員(m) 延長(m) 縦覧場所の

下記区間を道路区域から除外する。 中能登土木

金沢田鶴浜線 羽咋郡宝達志水町柳瀬ソ111番 1地先から
総合事務 所

5. 53~ 7.95 23. 1 のと里山海道
羽咋郡宝達志水町柳瀬ソ111番 1地先まで 維持管理課

下記区間を道路区域から除外する。

" 羽咋郡宝達志水町柳瀬ソ111番 1地先から " 
羽咋郡宝達志水町柳瀬ソ111番 1地先まで

5. 04~14. 65 26. 5 

下記区間を道路区域から除外する。

" 羽咋郡宝達志水町柳瀬ソ111番 1地先から " 
羽咋郡宝達志水町柳瀬ソ111番 1地先まで

O. OO~ 6.12 21. 4 

下記区間を道路区域から除外する。

" 羽咋郡宝達志水町柳瀬ソ111番 1地先から " 
羽咋郡宝達志水町柳瀬ソ111番 1地先まで

1. 06~ 7.95 12. 6 

下記区間を道路区域から除外する。

七尾輪島線 七尾市中島町田岸ヨ 1番16地先から " 
七尾市中島町田岸ヨ 10番 1地先まで

O. 00~42. 48 57. 0 

石川県告示第55号

電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成 7年法律第39号)第3条第 1項の規定により、電線共同溝を整備す

べき道路を次のとおり指定した。

平成27年 2月13日

石川県知事 谷 本 正 憲

道路の種類 区 問 指定年月日

金沢市長田一丁目 284番地先から
県道

路線名

金沢港線
金沢市長田一丁目 165番地先までの上り線

平成27年 2月13日

公 &. 
zョ

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27年 2月13日

1 調達内容

(1) 購入件名及び数量

A重油 260，000リットル

(2) 調達件名の特質等

J 1 S 1種 2号(硫黄含有量1.0パーセント以下)

(3) 納入期間

平成27年 4月 1日から同年6月30日まで

(4) 納入場所

石川県立中央病院

石川県知事 谷 本 正 憲
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(5) 今後調達が予定される件名、数量及び入札公告予定時期

A重油 440，000リットル(平成27年 7月1日から同年9月30日まで)平成27年 5月頃

(6) 入札方法

第 12 773号

入札金額は、 (1)の物件の 1リットル当たりの単価額を記載すること。なお、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141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(1)に掲げる場所において臨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。

3 入札者に要求される義務

入札者は、当該購入物品を指定した日時及び場所に納入できることを証明する書類等入札説明書に示す関係書類

を平成27年 3月6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920-8530 金沢市鞍月東2丁目 1番地

石川県立中央病院管理局経理課用度係 電話番号 076-238一7859

(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27年 3月26日(木)午後 1時30分(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27年 3月26日(木)午後 1時30分 石川県立中央病院管理局会議室

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

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

石川県財務規則(昭和38年石川県規則第67号)第1JL9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 purchased 

Heavy oil A Grade 260，000 g 

(2) Deli very period 
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From 1 April 2015 through 30 June 2015 

(3) Deli very place 

Ishikawa Prefectural Central Hospital 

(4) Time limit of tender 

13:30 p.m 26 March 2015 

(5) Contact point for the notice 

Fiscal Division Ishikawa Prefectural Central Hospital 

2--1 Kuratsukihigashi Kanazawa 920--8530 Japan TEL 076--238一7859

政府調達に関する協定に係る入札公告

第 12 773号 5 

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27年 2月13日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 調達内容

(1) 購入件名及び予定数量

水道用ポリ塩化アルミニウム (JWWA K-154:2005-2 塩基度58パーセントから65パーセントまでとする。)

980， 000キログラム

(2) 調達件名の特質等

入札説明書による。

(3) 納入期間

平成27年4月 1日から平成28年 3月31日まで

(4) 納入場所

石川県手取川水道事務所

(5) 入札方法

入礼金額は、 1キログラム当たりの単価額を記載すること。なお、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書に記載すること。

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。

(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いう。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、当該調達物品を指定した日時及び場所に確実に納入できることを証明する書類を平成27年 3月 6日

(金)午後 5時までに 4(1)の場所に提出 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
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れた場合は、これに応じなければならない0

4 入札喜の提出場所等

(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920-2115 白山市白山町336番地

石川県手取川水道事務所庶務課 電話番号 076--273 -1305 

(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27年 3月25日(水)午後 5時(郵送の場合は、速達 ・書留郵便とし、受領期限内必着とする。宛先は、 (1)

とする。)

(4) 開札の日時及び場所

平成27年 3月26日(木)午前11時

石川県手取川水道事務所大会議室

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

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

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) 公告の無効

この公告は、 1(1)に係る予算の議案が石川県議会で議決されないときは、無効となる。

(7) 手続における交渉の有無

無

(8) 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 purchased 

Poly aluminum chloride for waterworks (JWWA K-154:2005-2) About 980，000kg 

(2) Deli very period 

From 1 April 2015 through 31 March 2016 

(3) Deli very place 

Tedori River Waterworks Management Office Ishikawa Prefectural Government 

(4) Time limit of tender 

5:00 p.m. 25 March 2015 

(5) Contact point for the notice 

General Affairs Division Tedori River Waterworks Management 

Office Ishikawa Prefectural Government 

336 Shirayama-machi Hakusan 920-2115 Japan TEL 076-273-1305 

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」としづ。)第 5条第 1項の規定により、次のとおり大規
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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2月13日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 大規模小売庖舗の名称及ひ、所在地

(仮称)コストコホールセール野々市倉庫眉

野々市市柳町土地区画整理事業施行地区 1街区 1、2-1、2-2番

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

コストコホールセールジャパン株式会社代表取締役 ケン ・テリオ

神奈川県川崎市川崎区池上新町三丁目 1番 4号

(2) 大規模小売庖舗において小売業を行う者

コストコホールセールジャパン株式会社代表取締役 ケン ・テリオ

神奈川県川崎市川崎区池上新町三丁目 1番 4号

3 大規模小売眉舗の新設をする日

平成27年8月20日

4 大規模小売庖舗内の庖舗面積の合計

10，063平方メートル

5 大規模小売眉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 783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 31台

(3) 荷さばき施設の位置及び面積

位置縦覧による。

面積 340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 45立方メートル

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時から午後 9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分から午後 9時30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 5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4時から午後10時まで

7 届出年月日

平成27年2月5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野々市市産業建設部産業振興課
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9 届出等の縦覧期間

平成27年 2月13日から同年 6月15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 6月15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

県営土地改良事業に係る不換地及び特別減歩指定公告

土地改良法(昭和24年法律第195号)第89条の 2第 3項において準用する同法第53条の 2の3第 1項の規定により、

県営ほ場整備事業今浜第 2地区の換地計画において、次のとおり換地を定めない土地及び地積を特に減じて換地を定

める土地を指定した。

平成27年 2月13日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 換地を定めない土地

市 町 大 F十-L，. 十，-L，. 地 番 地 目 面 積(rrf) 

宝達志水町 4、 浜 地 66 回 241 

" " ム 109 " 327 

" 
4、 浜 新 耕 60 " 815 

" " " 61 " 819 

" " " 145-1 " 664 

" ) 11 守で全Zプ 66 " 896 

" " " 71 " 868 

" " " 88-1 " 303 

" " " 88-2 " 546 

" " " 151 " 552 

2 地積を特に減じて換地を定める土地

市町 | 大

宝達志水町 |今 浜

，-L，. 

十 | 字 | 地番

新 | 耕 l 146-1 

政府調達に関する協定に係る入札公告

面積(rrf) 

663 

特に減ずる地積(rrf) 

387. 35 

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。

1 

平成27年 2月13日

石川県知事

調達内容

(1) 調達役務の名称及び数量

金沢競馬場清掃業務委託 一式

(2) 調達案件の仕様等

調達をする特定役務に関し、知事が入札説明書で指定する内容等であること。

(3) 履行期間

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(4) 履行場所

金沢競馬場

(5) 入札方法

谷 本 正 憲

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。)をもって落札価格とするので、入札
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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) 指名停止の措置を受けている者でないこと。

(3) 平成26年度に石川県において締結が見込まれる建築物の管理業務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141号)に基づき、競争入札参加者資格の審査においてAの等級に格付

けされた者であり、かっ、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「ビル衛

生管理法」としづ。)の規定に基づく都道府県知事の登録を受けて、清掃業を営む者であること。

(4) 受託責任者との連絡体制を完備している者であり、かつ、受託責任者に連絡をしてから 1時間以内に清掃に着

手できる者であること。

(5) 受託責任者を専任で 1名以上配置できる者であること。

(6) 清掃作業従事者の確保及び清掃器具の配備が可能である者であること。

(7) ビ、ル衛生管理法に規定する特定建築物又は医療法 (昭和23年法律第205号)第 1条の 5第 1項に規定する病院

(延床面積が3，000平方メートル以上のものに限る。)の清掃業務を平成24年 1月 1日以後、 12箇月以上継続して

誠実に履行した実績を有し、当該業務の履行が可能であると認められる者であること。

3 入札参加資格者確認申請書の提出期限及び提出場所

入札者は、入札参加資格者確認申請書に2(3)から(7)までの資格を証明できる書類を添付して、平成27年 3月13日

(金)午後 5時までに 4(1)の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920-3105 金沢市八田町西 1番地

石川県競馬事業局競馬総務課企画管理係

電話番号 076-258-5761 

(2) 入札説明書の交付方法

(1)の交付場所において交付

(3) 入札説明会

実施しない。入札説明書について質問等がある場合は、文書により平成27年 3月19日(木)午後 5時までに(1)

の場所に必着するよう提出すること。

(4) 入札喜の受領期限

平成27年 3月26日(木)午後 2時(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。)

(5) 開札の日時及び場所

平成27年 3月26日(木)午後 2時

石川県競馬事業局 3階会議室

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

免除

(3) 入札参加者資格審査

この入札に参加を希望する者は、 4(4)の入札書の受領期限までに資格の審査を受けなければならない。ただし、

既に競争入札参加資格者決定通知を受けている者は、この限りでない。

(4) 無効の入札喜

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、入札者に求めら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。

(5) 契約書作成の要否
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要

(6) 落札者の決定方法

この公告に示した特定役務を履行できると知事が判断した入札者であって、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

たものを落札者とする。

(7) この公告は、 1(1)に係る予算が議会で議決されないときは、無効となる。

(8) 手続における交渉の有無

鑑

(9) その他

詳細は、入札説明書による。

6 Summary 

(1) Nature of services required 

Cleaning of the Kanazawa racetrack 

(2) Contractual period 

From 1 April 2015 through 31 March 2016 

(3) Deli very place 

Kanazawa racetrack 

(4) Time limit of tender 

2:00 p.m. 26 March 2015 

(5) Inquiry section regarding notice of tender 

Horserace administration Division Ishikawa Prefectural Goverment 

1 Hatta-machinishi Kanazawa 920--3105 Japan TEL 076--258--5761 

次のとおり企画提案を募集する。

平成27年 2月13日

1 業務の概要

(1) 業務名

平成27年度金沢競馬実況放送業務

(2) 業務の内容

委託業務に係る企画提案の募集公告

石川県知事 谷 本 正 憲

金沢競馬における集客及び売得額の一層の向上を図るための、効果的かっ効率的な実況放送の実施

2 参加資格及び評価基準

(1) 参加資格

ア 平成23年4月 1日から平成27年 2月12日までの期間において競馬実況放送の実績のあるアナウンサーを 2名

以上有し、金沢競馬開催日に 1名を配置できる者であること。なお、複数の事業者により構成された共同企業

体の参加も認めることとし、その場合は、共同企業体においてこれを満たす者であること。

イ 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。なお、共同企業

体の場合は、全ての構成員がこれを満たす者であること。

ウ 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者資格を有すると認められた者であること。なお、共同企業体の場合は、

全ての構成員がこれを満たす者であること。

エ 指名停止の措置を受けている者でないこと。なお、共同企業体の場合は、全ての構成員がこれを満たす者で

あること。

オ 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。)ではないこと及び次のケ)から(オ)までに該当しない者であること。なお、共同企業体の

場合は、全ての構成員がこれを満たす者であること。
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ケ) 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眉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」

という。以下同じ。)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

L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、又は使宜を供与するなど、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

(2) 評価基準

ア 実況放送に関する考え方及び実施方法

イ レース展望放送に関する考え方及び実施方法

ウ ファンサービスに関する考え方

エ 運営組織及び執行体制のあり方(アナウンサーに不測の事故等が発生した場合の危機管理等)

オ アナウンサーの技術力

カ 業務実施に係る金額及び経費積算の妥当性

3 募集要項の交付場所等

(1) 交付場所

干920-3105 金沢市八田町西 1番地

石川県競馬事業局競馬総務課企画管理係

電話番号 076-258-5761 F AX番号 076-258-4291 

(2) 交付期間

平成27年 2月13日(金)から同月 20日(金)まで

4 企画提案書の提出場所等

(1) 提出場所

3(1)の交付場所に同じ。

(2) 提出期限

平成27年 3月6日(金)午後 5時までに、 (1)の提出場所へ持参又は郵送により提出すること(郵送の場合は、

提出期限内必着とする。)。

5 最優秀提案者の選定

提出された企画提案書について、 2(2)の評価基準に基づき審査を行い、最優秀提案者を選定するものであり、提

出のあった企画提案書に基づく各提案者からのプレゼンテーション及び審査会を経て、選定するものとする。選考

結果については、平成27年 3月中旬(予定)に各提案者に通知するものとする。

なお、契約は、選定された企画提案内容に沿って契約内容についての協議及び、調整を行った上で締結する。ただ

し、当該契約は、その業務に係る予算についての議会の議決が必要であり、当該予算が議会で議決されなかった場

合は、締結しない。このことについて、参加者は、あらかじめ了解しているものとみなす。

6 その他

(1) 質問は、 4(1)の提出場所において、平成27年 2月20日(金)午後 5時まで受け付けるものとする。なお、質問

は、文書によるものとし、書面の持参若しくは郵送、 FAX又は募集要項で定める電子メールによる提出により

行うこと。

(2) 4(2)の提出期限までに提出のあった企画提案書については、後日、各提案者によるプレゼンテーションを行う

ものとする。

なお、これについて出席、提出書類の作成等に要した費用は、参加者の負担とするほか、提出書類は、返却し

ないこととする。

都市計画事業の認可に係る公告

都市計画法(昭和43年法律第100号)第四条第2項の規定により、次の都市計画事業が認可された。

平成27年 2月13日
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石川県知事 谷 本 正 憲

都市計画事業の種類及び名称 施行者の名称

白山都市計画道路事業 3・5 石 川 県

• 27号

金沢小松線

入

次のとおり 一般競争入札を実施する。

平成27年 2月13日

事務所の所在地

白山市八幡町イ20番地

石川土木総合事務所

札 公 とヒ
ロ

事 業 地

(1) 収用の部分

白山市村井町地内

(2) 使用の部分

なし

石川県知事 谷 本 正 憲

1 一般競争入札に付する事項

(1) 借上件名及び数量

レンタカー借上一式

(2) 調達件名の特質等

仕様書等による。

(3) 借上期間

仕様書等による。

(4) 設置場所

石川県警察本部が別途指定する場所

2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

こ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)に基づき、平成26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、知事によりこの契約に係る入札参加資格の確認を受けたものであること。

(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) 県の指名停止措置を受けていない者であること。

(3) 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いう。 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、入札参加資格確認申請書を提出しなければならない。入札参加資格確認申請書には、次に示す事項に

ついて証明する書類を添えて平成27年 2月25日(水)までに 5(1)の提出場所に提出すること。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。

(1) 仕様書に定められる業務内容を公正かっ的確に遂行し得る者であること。

(2) 国又は地方公共団体が発注した各種のレンタカーに係る借上げを受注し、又は履行した実績を有し、この公

告に示 したレンタカーの納入が可能であると認められる者であること。

4 入札参加資格の確認結果の通知

確認の結果の通知は、平成27年 2月26日(木)までに入札参加資格確認結果通知書を郵送する等により行う。
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5 入札書の提出場所等

(1) 入札喜の提出場所、仕様書及び入札参加資格確認申請書の交付場所並びに問合せ先

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--225-0110

(2) 仕様書等の交付方法

(1)の交付場所において交付

(3) 入札喜の受領期限

平成27年 2月27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27年 2月27日(金)午後 1時30分石川県警察本部庁舎2階聴聞控室

6 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に相当する金額を加算した金額(当該

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108分の100に相当する金額を入札喜に記載すること。

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

(1) 入札参加者は、入札当日、入札参加資格確認結果通知書を提示すること。

(2) 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。

(3) 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

1 一般競争入札に付する事項

(1) 委託業務名

免許更新等受付業務委託

(2) 業務内容

入札説明書による。

(3) 委託期間

平成27年4月 1日から平成28年 3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の時期及び方法等(平成11年石川県告示第653号)

に基づき、平成26年度において競争入札参加者資格を有する者で、次に掲げる条件の全てに該当し、かつ、知事に

よりこの委託に係る入札参加資格の確認を受けたものであること。

(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) 県の指名停止措置を受けていない者であること。
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(3) 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いう。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、入札参加資格確認申請書を提出しなければならない。入札参加資格確認申請書には、次に示す事項に

ついて証明する書類を添えて平成27年 3月 2日(月)までに 5(1)の提出場所に提出すること。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。

(1) 仕様書に定められる業務内容等を、公正かっ的確に遂行し得る者であること。

(2) 平成27年 2月26日(木)までに道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条第 1項の規定により石川県公安委

員会の認定を受けた者で、県内に本居、支眉等を有するものであること。

(3) 県若しくは県内の地方公共団体又は警視庁若しくは道府県警察本部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。

4 入札参加資格の確認結果の通知

確認の結果の通知は、平成27年 3月 3日(火)までに入札参加資格確認結果通知書を郵送する等により行う。

5 入札書の提出場所等

(1) 入札喜の提出場所、仕様書及び入札参加資格確認申請書の交付場所並びに問合せ先

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) 仕様書等の交付方法

(1)の交付場所において交付

(3) 入札喜の受領期限

平成27年 3月4日(水)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27年 3月4日(水)午後 1時30分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、入札喜に記載された金額に当該金額の100分の 8に相当する金額を加算した金額(当該

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108分の100に相当する金額を入札喜に記載すること。

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

(1) 入札参加者は、入札当日、入札参加資格確認結果通知書を提示すること。

(2) 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。

(3) 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
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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

1 一般競争入札に付する事項

(1) 委託業務名

更新時講習等業務委託

(2) 業務内容

入札説明書による。

(3) 委託期間

平成27年 4月 1日から平成28年 3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の時期及び方法等(平成11年石川県告示第653号)

に基づき、平成26年度において競争入札参加者資格を有する者で、次に掲げる条件の全てに該当し、かつ、知事に

よりこの委託に係る入札参加資格の確認を受けたものであること。

(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) 県の指名停止措置を受けていない者であること。

(3) 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いう。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、入札参加資格確認申請書を提出しなければならない。入札参加資格確認申請書には、次に示す事項に

ついて証明する書類を添えて平成27年 3月 2日(月)までに 5(1)の提出場所に提出すること。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。

(1) 仕様書に定められる業務内容等を、公正かっ的確に遂行し得る者であること

(2) 平成27年 2月26日(木)までに道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条の 2第 3項の規定により石川県公

安委員会の認定を受けた者で、県内に本底、支庖等を有するものであること。

(3) 県若しくは県内の地方公共団体又は警視庁若しくは道府県警察本部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。

4 入札参加資格の確認結果の通知

確認の結果の通知は、平成27年 3月 3日(火)までに入札参加資格確認結果通知書を郵送する等により行う。

5 入札喜の提出場所等

(1) 入札喜の提出場所、仕様書及び入札参加資格確認申請書の交付場所並びに問合せ先

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
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(2) 仕様書等の交付方法

(1)の交付場所において交付

(3) 入札喜の受領期限

石川県公報 第 12 773号

平成27年 3月4日(水)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27年 3月4日(水)午後 1時40分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、入札喜に記載された金額に当該金額の100分の 8に相当する金額を加算した金額(当該

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108分の100に相当する金額を入札喜に記載すること。

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

(1) 入札参加者は、入札当日、入札参加資格確認結果通知書を提示すること。

(2) 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。

(3) 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

1 一般競争入札に付する事項

(1) 委託業務名

停止処分者講習等業務委託

(2) 業務内容

入札説明書による。

(3) 委託期間

平成27年4月 1日から平成28年 3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の時期及び方法等(平成11年石川県告示第653号)

に基づき、平成26年度において競争入札参加者資格を有する者で、次に掲げる条件の全てに該当し、かつ、知事に

よりこの委託に係る入札参加資格の確認を受けたものであること。

(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) 県の指名停止措置を受けていない者であること。

(3) 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いう。以下同じ。)である者
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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、入札参加資格確認申請書を提出しなければならない。入札参加資格確認申請書には、次に示す事項に

ついて証明する書類を添えて平成27年 3月2日(月)までに 5(1)の提出場所に提出すること。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。

(1) 仕様書に定められる業務内容等を、公正かっ的確に遂行し得る者であること。

(2) 平成27年 2月26日(木)までに道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条の 2第 3項の規定により石川県公

安委員会の認定を受けた者で、県内に本底、支眉等を有するものであること。

(3) 県若しくは県内の地方公共団体又は警視庁若しくは道府県警察本部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。

4 入札参加資格の確認結果の通知

確認の結果の通知は、平成27年 3月3日(火)までに入札参加資格確認結果通知書を郵送する等により行う。

5 入札書の提出場所等

(1) 入札喜の提出場所、仕様書及び入札参加資格確認申請書の交付場所並びに問合せ先

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--225-0110

(2) 仕様書等の交付方法

(1)の交付場所において交付

(3) 入札喜の受領期限

平成27年 3月4日(水)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27年 3月4日(水)午後 1時50分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、入札喜に記載された金額に当該金額の100分の 8に相当する金額を加算した金額(当該

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108分の100に相当する金額を入札喜に記載すること。

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

(1) 入札参加者は、入札当日、入札参加資格確認結果通知書を提示すること。

(2) 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。

(3) 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
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免除

1 一般競争入札に付する事項

(1) 委託業務名

原付講習業務委託

(2) 業務内容

入札説明書による。

(3) 予定数量

387件

(4) 委託期間

平成27年 4月 1日から平成28年 3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の時期及び方法等(平成11年石川県告示第653号)

に基づき、平成26年度において競争入札参加者資格を有する者で、次に掲げる条件の全てに該当し、かつ、知事に

よりこの委託に係る入札参加資格の確認を受けたものであること。

(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) 県の指名停止措置を受けていない者であること。

(3) 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いう。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、入札参加資格確認申請書を提出しなければならない。入札参加資格確認申請書には、次に示す事項に

ついて証明する書類を添えて平成27年 3月 2日(月)までに 5(1)の提出場所に提出すること。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。

(1) 仕様書に定められる業務内容を公正かっ的確に遂行し得る者であること。

(2) 平成27年 2月26日(木)までに道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条の 2第 3項の規定により石川県公

安委員会の認定を受けた者で、県内に本底、支庖等を有するものであること。

(3) 県若しくは県内の地方公共団体又は警視庁若しくは道府県警察本部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。

4 入札参加資格の確認結果の通知

確認の結果の通知は、平成27年 3月 3日(火)までに入札参加資格確認結果通知書を郵送する等により行う。

5 入札書の提出場所等

(1) 入札喜の提出場所、仕様書及び入札参加資格確認申請書の交付場所並びに問合せ先

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) 仕様書等の交付方法

(1)の交付場所において交付
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(3) 入札喜の受領期限

平成27年 3月4日(水)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27年 3月4日(水)午後 2時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、入札喜に記載された金額に当該金額の100分の 8に相当する金額を加算した金額(当該

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108分の100に相当する金額を入札喜に記載すること。

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

(1) 入札参加者は、入札当日、入札参加資格確認結果通知書を提示すること。

(2) 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。

(3) 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



20 平成 27年 2月 13日(金曜日) 石川県公報 第 12 773号

( 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 


