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平成 28 年 ２ 月 ９ 日

第 １２８７４ 号（火曜日）

毎 週 ２ 回 　 火 曜 　 金 曜 発 行

　　　　告　　　示
○私立学校振興助成法第14条第３項の規定による平成28
　年度以後の各年度の貸借対照表等に添付する監査報告
　書に係る監査事項の指定 （総　務　課）　１

　　　　公　　　告
○農用地利用配分計画の認可申請及び縦覧公告
 （農業政策課）　１
○入札公告 （港　湾　課）　７

石川県告示第48号
　私立学校振興助成法（昭和50年法律第61号）第14条第３項の規定により、知事を所轄庁とする学校法人（同法附則
第２条第２項に規定する学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等を含む。）が同法第14条第２項の規定により届け出
る平成28年度以後の各年度の貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類に添付する公認会計士又は監査
法人の監査報告書に係る監査事項を次のとおり指定し、平成28年度の監査報告書から適用する。
　私立学校振興助成法第14条第３項の規定による昭和53年度以後の各年度の貸借対照表等に添付する監査報告書に係
る監査事項の指定（昭和53年石川県告示第32号）は、平成27年度の監査報告書を限りとして廃止する。
　　平成28年２月９日
 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

　学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）の定めるところに従って、会計処理が行われ、財務計算に関する書
類（資金収支内訳表、活動区分資金収支計算書及び事業活動収支内訳表を除く。）が作成されているかどうか。

農用地利用配分計画の認可申請及び縦覧公告

　農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第１項の規定により、石川県農地中間管理
機構から農用地利用配分計画の認可の申請があったので、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

　なお、この公告に係る利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該農用地利用配分計画について、知事に意

見書を提出することができる。

　　平成28年２月９日
石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　農用地利用配分計画の概要

賃 借 権 の 設 定 等 を 受 け る 者
賃借権の設定等を受ける土地

氏 名 又 は 名 称 住　　　　　所

村田　泉 加賀市柴山町３－７ 加賀市一白町１－52ほか16筆
坂本　文栄 加賀市柴山町３の94 加賀市伊切町乙２－２ほか３筆

中村　長一郎 加賀市新保町カ33番地 加賀市大菅波町124－１ほか５筆

農事組合法人　四十九院
加賀市山中温泉四十九院町ト90－
１

加賀市山中温泉四十九院町よ11－１ほか
60筆

加納　善英 加賀市加茂町52－67 加賀市加茂町144ほか38筆

目　　　　　　　　　　　次

告　　　　　　　　示

公　　　　　　　　告
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西口　昭治 加賀市日谷町55－35 加賀市日谷町20ほか５筆
嶋崎　裕明 加賀市柴山町２－22 加賀市干拓町134ほか７筆
宮永　久志 加賀市新保町ル47 加賀市伊切町57－１ほか11筆
山出　敏幸 加賀市弓波町イ81 加賀市弓波町30－１ほか９筆
西出　匡志 加賀市新保町ル59 加賀市伊切町に202ほか１筆
堀　真一郎 加賀市塩浜町と42番地 加賀市塩浜町71ほか３筆
農事組合法人　明峰ファーム 小松市大島町ホ29番地１ 小松市大島町118番ほか275筆
農事組合法人　アグリ松東 小松市大野町ニ129番地乙 小松市大野町36番ほか173筆
農事組合法人　アイシーコマツ

ファーム
小松市小島町ホ88番地１ 小松市小島町２番ほか184筆

農事組合法人　アイケーファー

ム
小松市犬丸町甲27番地 小松市梯町ロ26番１ほか199筆

農事組合法人　月津楽農組合 小松市月津町ラ124番地 小松市月津町こ33番ほか563筆
農事組合法人　矢田野地区営農

組合
小松市矢田野町５の39番地 小松市矢田野町テ24番１ほか574筆

和田　烈 小松市三谷町イ５番地 小松市三谷町ひ49番
有限会社　嵐農産 小松市河田町ニ199番地４ 小松市河田町チ11番ほか38筆
細川　昭夫 小松市小野町丙10番地１ 小松市小野町丁61番
太田　洋 小松市古府町ヌ60番地 小松市小野町34番１ほか13筆
中井　均 小松市埴田町ト84番地２ 小松市鵜川町25番ほか16筆

櫻井　孝治
小松市打越町丙140番地１　ラフィ
ネデュオⅡ212

小松市遊泉寺町カ53番１ほか８筆

北村　栄次 小松市古府町ヌ30番地甲 小松市古府町亥25番１ほか９筆
村中　孝一 小松市漆町イ27番地 小松市漆町36番ほか３筆
牧野　茂樹 小松市金屋町29番地１ 小松市金屋町４番１

北川　辰夫 小松市漆町イ86番地 小松市漆町１番ほか９筆

蕪城　清 小松市若杉町ヲ14番地１ 小松市若杉町10番
宮本　政康 小松市蓮代寺町ヌ51番地 小松市蓮代寺町西71番
山岸　昇 小松市北浅井町イ137番地 小松市北浅井町弐号46番ほか１筆
横江　博昭 小松市串町ヌ８番地1 小松市串町182番
出渕　敏夫 小松市佐美町申341番地甲１ 小松市佐美町42番ほか３筆
江端　孝敏 小松市串町ヌ47番地１ 小松市串茶屋町い34番ほか６筆
元田　芳幸 小松市丸の内町二丁目100番地 小松市上牧町538番ほか３筆
澤田　武光 小松市草野町イ５番地 小松市浮柳町ア23番ほか６筆
杉野　隆一 小松市金平町ヲ57番地１ 小松市金平町滝２番１ほか３筆

坂井　紀敬 小松市金平町ヲ85番地３ 小松市金平町尾谷18番
橘　博行 小松市金平町新88番地１ 小松市金平町尾谷53番
藤田　享一 小松市波佐谷町ヲ279番地 小松市波佐谷町ヨ153番ほか２筆
谷口　成 小松市塩原町ホ４番地 小松市塩原町北31番
谷口　和典 小松市塩原町ホ27番地甲１ 小松市塩原町北28番
有限会社　吉田農園 小松市長田町リ21番地 小松市長田町ル103番ほか11筆
竹田　茂 小松市長田町ル67番地 小松市御館町甲24番ほか12筆
小坂　昇平 小松市高堂町ト70番地 小松市高堂町ホ23番１ほか１筆
大橋　武志 小松市高堂町ト149番地 小松市高堂町巳31番ほか５筆
東出　榮春 小松市高堂町ロ139番地 小松市高堂町ニ33番１ほか５筆
吉倉　和夫 小松市高堂町ト２番地 小松市高堂町ホ20番１ほか２筆
竹田　喜義 小松市長田町へ152番地 小松市高堂町ロ30番ほか１筆
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松本　孝次 小松市荒屋町甲41番地 小松市高堂町ロ52番ほか１筆
塚崎　祐三 小松市能美町イ５番地 小松市能美町ソ79番
吉本　豊久 小松市能美町イ106番地 小松市能美町ソ33番
柏田　一夫 小松市能美町イ103番地 小松市能美町ハ85番
巽　真理 小松市矢田新町カ109番地 小松市矢田新町35番ほか１筆
中山　常明 能美市舘町甲160 能美市舘町112－１ほか４筆
土谷　治 能美郡川北町字与九郎島ヘ66の５ 能美郡川北町字与九郎島43－１ほか１筆
池田　行夫 能美郡川北町字橘ソ17 能美郡川北町字橘120ほか６筆
西川　利明 能美郡川北町字橘レ214 能美郡川北町字橘10ほか４筆
有限会社　北次農場 能美郡川北町字朝日イ24 能美郡川北町字朝日ヨ66－２ほか２筆
農事組合法人　三舟アグロス 能美郡川北町字三反田ロ120番地 能美郡川北町字三反田79ほか５筆
三浦　秀一 白山市源兵島町189番地 白山市源兵島町1307ほか３筆
安實　吉久 白山市矢頃島町12番地 白山市矢頃島町615ほか５筆
清水　勇介 白山市瀬木野町62番地 白山市瀬木野町６ほか６筆

北村　利夫 白山市吉田町68番地 白山市吉田町1017－１ほか６筆
笠野　浩一 白山市福留町68－１ 白山市福留町1665ほか15筆
株式会社　ヤマジマ 白山市安吉町277番地 白山市矢頃島町639ほか１筆
農事組合法人　八束穂 白山市吉田町66番地 白山市吉田町1105ほか16筆
新川　清和 白山市松本町31番地 白山市松本町2100ほか３筆
農事組合法人　ゆいファームか

わい
白山市河合町ニ90番地 白山市河合町南105

有限会社　ノモト農産 白山市相川町280番地 白山市相川町2783ほか３筆
株式会社　AMT 白山市宮丸町152番地１ 白山市宮丸町1985ほか３筆
有限会社　あさひ 白山市宮永町73番地 白山市福留町691－２ほか８筆
農事組合法人　一木 白山市村井町1382番地 白山市宮丸町1927ほか12筆
津田　弥生 白山市藤木町５番地 白山市日向町259ほか５筆
有限会社　くらた農産 白山市乙丸町５番地 白山市剣崎町1291ほか10筆
金子　洋 白山市剣崎町83番地 白山市剣崎町1556ほか３筆
北崎　和久 白山市剣崎町36番地 白山市剣崎町1310
有限会社　グリーン松任 白山市村井町1776番地 白山市米光町975ほか12筆
宮川　正行 白山市松本町28番地 白山市北島町1571ほか17筆
高木　晴夫 白山市三浦町８番地 白山市三浦町282ほか19筆
森田　利彦 白山市森島町以90番地１ 白山市森島町い45ほか２筆
森　俊朗 白山市上二口町278番地１ 白山市平松町591ほか５筆
農事組合法人　北辰農産 白山市行町131番地 白山市安養寺町７ほか16筆
有限会社　アグリにしだ 白山市行町イ153番地 白山市明法島町42ほか４筆
村本　安夫 白山市荒屋町に55番地 白山市熱野町37ほか６筆
農事組合法人　西ノ村営農組合 白山市明島町西96番地１ 白山市明島町中66－１ほか16筆
中村　信夫 白山市明島町ヌ143番地 白山市明島町春115ほか４筆
株式会社　吉左エ門 白山市相滝町ハ152番地 白山市別宮出町24ほか３筆
農事組合法人　早崎農産 白山市明島町ヨ36番地１ 白山市明島町春126
農事組合法人　白山農産組合 白山市白山町ソ27番地１ 白山市白山町185－１ほか５筆
農事組合法人　釜池 白山市釜清水町ち27番地 白山市釜清水町南１－１ほか７筆

株式会社　グリーンサポート出

村
白山市上吉谷町南41番地 白山市下吉谷町南78－２ほか11筆

有限会社　わくわく手づくり

ファーム川北
能美郡川北町字壱ッ屋93番地 白山市美川本吉59
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小浦場　完 金沢市才田町甲128 金沢市才田町中94ほか19筆
有限会社　美園川ライス 金沢市才田町118 金沢市才田町丁93ほか164筆
小林　正治 金沢市八田町324 金沢市才田町西14ほか37筆
農事組合法人　Ｏｎｅ 金沢市才田町は25－２ 金沢市才田町西65ほか189筆
農事組合法人　湖南ファーム 金沢市八田町東40 金沢市大場町西1471
横井　辰則 金沢市才田町は115 金沢市才田町中134ほか29筆
山本　保 金沢市才田町乙73 金沢市才田町中153－１ほか９筆
前川　欣裕 金沢市八田町東297 金沢市才田町西130ほか７筆
農事組合法人　蓮だより 金沢市才田町乙183－２ 金沢市才田町西125ほか８筆
農事組合法人　大場坊主の里 金沢市大場町東148 金沢市大場町西1512ほか380筆
北川　浩一 金沢市大場町東92 金沢市大場町東694－１ほか22筆
農事組合法人　俵ファーム 金沢市俵町ヲ13 金沢市俵町ヘ甲31丙ほか512筆
舟木　祐治 金沢市打木町西71 金沢市打木町東1583ほか１筆
松原　孝司 金沢市打木町西115 金沢市打木町西366ほか４筆
本野　壽一 金沢市打木町西290－１ 金沢市打木町東1546ほか３筆
有限会社　西村農園 金沢市粟崎町ホ110－１ 金沢市打木町東1167－１ほか１筆
小塩　治 金沢市新竪町３丁目109 金沢市打木町東1639ほか１筆
北川　誠一郎 金沢市戸水１丁目153 金沢市才田町東11ほか２筆
農事組合法人　ゆのき 金沢市柚木町イ68 金沢市柚木町チ227ほか498筆
稲葉　幸亜 金沢市小橋町３－44 金沢市梨木町イ224ほか４筆
太平　幸久 金沢市打木町西69 金沢市打木町西251
村上　博行 かほく市森ヌ158 かほく市森ツ30－１ほか43筆
金布　誠治 かほく市森レ52－４ かほく市森リ８－１ほか21筆
高田　弘之 かほく市森ル35－１ かほく市森ヲ161－１ほか12筆
森内　瑞恵 かほく市森ワ61－１ かほく市森ヲ121－１ほか２筆
中村　善光 かほく市上田名レ219 かほく市森ヲ60ほか35筆
農事組合法人　末廣農産 かほく市上田名ソ75 かほく市森リ９－１ほか38筆
喜綿　雅之 かほく市大崎ル１ かほく市大崎六字243ほか52筆
小村　悟 かほく市大崎ホ１甲 かほく市大崎七字96ほか51筆
中村　昭男 かほく市大崎１－28－３ かほく市大崎七字72ほか24筆
小幡　誠 かほく市大崎５－274 かほく市大崎七字１ほか34筆
西川　良幸 かほく市大崎５－417－２ かほく市大崎六字182ほか64筆
西川　和久 かほく市大崎北142－２ かほく市大崎七字162ほか23筆
中　外喜雄 河北郡内灘町字大学２－234 かほく市大崎六字24ほか17筆
中村　悟 かほく市内日角ニ122 かほく市大崎六字112ほか43筆
農事組合法人　うわだな かほく市上田名ホ124 かほく市上田名丑60ほか137筆
寺内　光男 かほく市上田名ホ12 かほく市上田名巳71ほか１筆
岡本　信和 かほく市上田名ニ15 かほく市上田名イ31ほか94筆
村田　茂 かほく市上田名丑52－２ かほく市上田名ヘ17ほか101筆
岡部　郁良 かほく市上田名ホ103 かほく市上田名ヲ15－２ほか37筆
岡部　和則 かほく市上田名ホ133 かほく市上田名辰34ほか20筆
寺内　健市 かほく市上田名ホ77 かほく市上田名寅43ほか２筆
農事組合法人　よち かほく市余地甲161 かほく市余地チ９ほか578筆
松本　秋一 河北郡津幡町字南中条７－11 河北郡津幡町字潟端536ほか７筆
木村　道明 河北郡津幡町字川尻ヨ65 河北郡津幡町字川尻ほ115ほか９筆
橋本　堅一 河北郡津幡町字舟橋イ114 河北郡津幡町字舟橋23ほか３筆
中川　洋兒 河北郡津幡町字舟橋ハ29－１ 河北郡津幡町字舟橋134－１ほか３筆
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新田　勇人 河北郡津幡町字舟橋イ109 河北郡津幡町字舟橋220
橋本　豊治 河北郡津幡町字舟橋イ104 河北郡津幡町字舟橋284－１
中川　信幸 河北郡津幡町字舟橋ツ１ 河北郡津幡町字舟橋290ほか４筆
池野　武秀 河北郡津幡町字潟端ト33 河北郡津幡町字潟端553－１ほか12筆
中井　勝 河北郡津幡町字南中条２－80－１ 河北郡津幡町字潟端20－１ほか４筆
松田　堅一 河北郡津幡町字上大田ノ241 河北郡津幡町字種ロ83－１ほか４筆
松本　良明 河北郡津幡町字谷内リ10 河北郡津幡町字舟橋86ほか１筆
宮森　徹雄 河北郡津幡町字川尻ヨ135 河北郡津幡町字川尻は79－１ほか１筆
高山　國雄 河北郡津幡町字上大田ル57 河北郡津幡町字上大田雨21ほか27筆
農事組合法人　上大田営農組合 河北郡津幡町字上大田ル８ 河北郡津幡町字上大田和15ほか194筆

農事組合法人　興津営農組合 河北郡津幡町字興津コ96
河北郡津幡町字下河合ラ72・73・74合併
ほか107筆

農事組合法人　市谷 河北郡津幡町字市谷ヲ138 河北郡津幡町字吉倉タ300ほか166筆
農事組合法人　仮生やまざくら 河北郡津幡町字仮生ト58 河北郡津幡町字仮生エ２ほか36筆
農事組合法人　笠野ファーム 河北郡津幡町字笠池ヶ原ロ220 河北郡津幡町字笠池ヶ原東15ほか81筆
農事組合法人　池ヶ原ファーム 河北郡津幡町字池ヶ原ト３ 河北郡津幡町字池ヶ原62ほか155筆
農事組合法人　かさの郷 河北郡津幡町字七黒ホ８乙 河北郡津幡町字七黒イ117ほか81筆
農事組合法人　アグロス御門 河北郡津幡町字御門チ161 河北郡津幡町字御門ヌ95ほか201筆
農事組合法人　スワン 河北郡津幡町字舟橋164 河北郡津幡町字舟橋166ほか122筆
農事組合法人　ファームくらみ 河北郡津幡町字倉見タ352 河北郡津幡町字倉見ほ72－１ほか535筆
農事組合法人　さんでん 羽咋郡宝達志水町散田チ26 羽咋郡宝達志水町散田中１ほか100筆
山澤　憲一 羽咋郡宝達志水町散田い11－5 羽咋郡宝達志水町散田西４－１ほか10筆
岡田　一哲 羽咋郡宝達志水町散田チ32 羽咋郡宝達志水町散田中12ほか１筆
農事組合法人　あぐりばんば 鹿島郡中能登町東馬場ほ59 鹿島郡中能登町東馬場上出１ほか322筆
農事組合法人　あぐり熊野川 鹿島郡中能登町井田81－125 鹿島郡中能登町井田西１ほか195筆
農事組合法人　能登やまびこ 鹿島郡中能登町春木西123 鹿島郡中能登町春木西４ほか６筆

有限会社　北都 鹿島郡中能登町一青ロ53 鹿島郡中能登町一青20－１－１ほか１筆
右近　武志 鹿島郡中能登町一青ロ55 鹿島郡中能登町一青わ５－１ほか１筆

久保　史朗 鹿島郡中能登町良川た38－１ 鹿島郡中能登町良川け41－１ほか５筆
池島　和喜夫 鹿島郡中能登町瀬戸ハ18－２ 鹿島郡中能登町瀬戸い24ほか９筆
宮崎　一也 鹿島郡中能登町西イ６－４ 鹿島郡中能登町西弐16ほか２筆
小川　守 鹿島郡中能登町芹川４－２ 鹿島郡中能登町芹川ち６ほか18筆
青木　靖 鹿島郡中能登町芹川ぬ68 鹿島郡中能登町芹川と82ほか７筆
中井　厚明 鹿島郡中能登町芹川チ113 鹿島郡中能登町芹川ろ31ほか３筆
桜井　清信 鹿島郡中能登町井田90－４ 鹿島郡中能登町井田に１－１ほか２筆

松田　利八 鹿島郡中能登町最勝講ヤ20 鹿島郡中能登町最勝講壱15ほか23筆
岡崎　正弘 鹿島郡中能登町井田27－１ 鹿島郡中能登町井田東114ほか６筆
村田　正弘 鹿島郡中能登町最勝講ク19甲 鹿島郡中能登町最勝講弐12ほか１筆
上田　美幸 鹿島郡中能登町最勝講セ６ 鹿島郡中能登町最勝講弐６ほか11筆
久保　幸子 鹿島郡中能登町最勝講イ９ 鹿島郡中能登町最勝講弐19ほか１筆
今井　國雄 鹿島郡中能登町久江ソ19－１ 鹿島郡中能登町久江え40
久島　栄治 鹿島郡中能登町久江ヌ21－２ 鹿島郡中能登町久江か75ほか４筆
池田　和幸 鹿島郡中能登町久江ワ６ 鹿島郡中能登町久江あ11ほか６筆
鈴木　一郎 鹿島郡中能登町久江マ105 鹿島郡中能登町久江あ30ほか７筆
河内　行夫 鹿島郡中能登町久江タ29 鹿島郡中能登町久江か51ほか１筆
大湯　正宏 鹿島郡中能登町久江ケ甲18 鹿島郡中能登町久江あ６ほか２筆

大湯　栄伸 鹿島郡中能登町久江ヲ51 鹿島郡中能登町久江い47ほか１筆
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井上　隆司 鹿島郡中能登町久江ワ１ 鹿島郡中能登町久江い46
山本　良一 鹿島郡中能登町久江ル１－１ 鹿島郡中能登町久江い49
領家　良昭 鹿島郡中能登町小田中井39 鹿島郡中能登町小田中り27ほか16筆
二宮　武薫 鹿島郡中能登町小田中井28 鹿島郡中能登町小田中おき16ほか１筆
谷内田　純教 鹿島郡中能登町小金森ホ89－１ 鹿島郡中能登町高畠15－72
上河原　清 鹿島郡中能登町曽祢ホ48 鹿島郡中能登町小金森か25
前田　憲治 鹿島郡中能登町曽祢ノ33 鹿島郡中能登町曽祢ま22
澤井　昭範 鹿島郡中能登町能登部下112－42 鹿島郡中能登町能登部下132－10ほか11筆

谷　喜義
鹿島郡中能登町能登部下57－10－
18

鹿島郡中能登町能登部下135－５

飴谷　忠司 鹿島郡中能登町能登部下123－25 鹿島郡中能登町能登部下132－３ほか１筆
農事組合法人　鹿南農産 鹿島郡中能登町西馬場タ４ 鹿島郡中能登町金丸東67
木島　和夫 鹿島郡中能登町金丸2521－８ 鹿島郡中能登町金丸1762ほか１筆
木島　幸一 鹿島郡中能登町金丸又か33 鹿島郡中能登町金丸1628
出越　久信 鹿島郡中能登町金丸又か29 鹿島郡中能登町金丸東144
苗山　良晴 鹿島郡中能登町金丸又う60 鹿島郡中能登町金丸南64ほか28筆
中村　勉 鹿島郡中能登町金丸ム53 鹿島郡中能登町金丸520ほか23筆
橋本　一成 鹿島郡中能登町金丸又つ33 鹿島郡中能登町金丸南61
濱田　勉 鹿島郡中能登町金丸1066 鹿島郡中能登町金丸1308ほか５筆
宮田　直樹 鹿島郡中能登町金丸1143 鹿島郡中能登町金丸東139ほか22筆
山辺　勝久 鹿島郡中能登町金丸又た40 鹿島郡中能登町金丸3017
八十田　敏彦 鹿島郡中能登町金丸ケ56 鹿島郡中能登町金丸240ほか95筆
豊島　靖志 鹿島郡中能登町小金森チ26 鹿島郡中能登町曽祢弐４－３ほか２筆

森口　松信 鹿島郡中能登町小金森ホ98 鹿島郡中能登町小金森タ６ほか１筆

桜井　文雄 鹿島郡中能登町尾崎レ５－２ 鹿島郡中能登町東馬場高出８

田中　憲治 鹿島郡中能登町水白ル62 鹿島郡中能登町水白11－16ほか20筆
木幡　直 鹿島郡中能登町小竹イ23－１ 鹿島郡中能登町小竹は34ほか５筆
福井　明雄 鹿島郡中能登町尾崎レ４ 鹿島郡中能登町水白22－101ほか２筆
谷元　義明 輪島市町野町大川ヌ－24 輪島市町野町大川22字24番ほか19筆
上野　宏弥 輪島市町野町東大野イ－30 輪島市町野町東大野119番ほか14筆
農事組合法人　時国営農組合 輪島市町野町南時国１字49番乙 輪島市町野町南時国３番

川端　克己 鳳珠郡穴水町字此木16の85番地１ 鳳珠郡穴水町字七海い70番ほか１筆

平中　茂
鳳珠郡穴水町字由比ケ丘はの２番

地17
鳳珠郡穴水町字七海い31番ほか２筆

株式会社　OkuruSky 鳳珠郡穴水町字鹿波ハの１番地１ 鳳珠郡穴水町字山中ワ108番１ほか５筆
有限会社　ワールドファーム 茨城県つくば市谷田部3395番地１ 鳳珠郡能登町字白丸96番ほか24筆
農事組合法人　三甲農産 鳳珠郡能登町字当目24字30番地 鳳珠郡能登町字鴨川２字９番ほか61筆
干場　輝昭 鳳珠郡能登町字鴨川ヘ部76番地 鳳珠郡能登町字鴨川２字60番ほか１筆
野村　勉 鳳珠郡能登町字鴨川コ部27番地 鳳珠郡能登町字鴨川３字72番
干場　家良 鳳珠郡能登町字当目77字43番地 鳳珠郡能登町字当目ま部35番２ほか15筆

農事組合法人　岩井戸農産 鳳珠郡能登町字黒川38号37番地
鳳珠郡能登町字五十里ム部59番４ほか42
筆

合同会社　菜夢来 羽咋郡志賀町米町タの28番地１ 鳳珠郡能登町字合鹿33号４番
農事組合法人　ＳＫＹファーム 鳳珠郡能登町字神和住ヌ部36番地 鳳珠郡能登町字柳田日部41番ほか27筆
有限会社　あさひ農園 鳳珠郡能登町字布浦コ字21番地１ 鳳珠郡能登町字四方山２字150番３

２　農用地利用配分計画の縦覧場所及び縦覧期間

　⑴　縦覧場所
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　　　石川県農林水産部農業政策課

　⑵　縦覧期間

　　　平成28年２月９日から同月22日まで
３　意見書の提出先

　　石川県農林水産部農業政策課

　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地

入　　札　　公　　告

　次のとおり一般競争入札を実施する。

　　平成28年２月９日
石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　一般競争入札に付する事項

　⑴　業務名　

　　　金沢港船舶運航管理業務委託

　⑵　業務場所　　

　　　金沢港内

　⑶　業務内容

　　　金沢港船舶運航管理業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）による。

　⑷　業務実施期間

　　　平成28年４月１日から平成29年３月31日まで
　⑸　引継期間

　　　契約締結日から平成28年３月31日の期間については、引継期間とする。
２　入札に参加する者に必要な資格に関する事項

　 　この業務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27年度において競争入札資格を有すると認められた者（以下「競争
入札参加資格者名簿登載者」という。）で、次に掲げる条件の全てに該当するものとする。

　⑴　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。
　⑵ 　入札参加資格確認申請書提出期間の末日からこの業務の開札の日までの期間に、石川県の指名停止措置を受け

ていない者であること。

　⑶ 　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店若しくは常時契約を締結

する事業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員をいう。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

　⑷　事業所（本社又は本店に限る。）の所在地が石川県県央土木総合事務所管内であること。

　⑸ 　過去５年間に、元請負人（特別建設工事共同企業体にあっては、代表者に限る。）として引船を使用した港湾
工事、海岸工事等の海上工事を施工し、又は引船（傭船を含む。）を使用した港湾運送若しくは引船の業務に従

事した実績があること。

３　入札者に要求される義務等

　 　入札者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料（以下「入札参加資格確認申請書等」という。）
を次のとおり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
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じなければならない。

　⑴　提出場所

　　　〒920－0211　金沢市湊４丁目12番地
　　　石川県金沢港湾事務所庶務課

　⑵　提出期限

　　　平成28年３月９日（水）午後５時まで
　⑶　提出方法

　　　持参又は郵送（郵送の場合は、書留郵便とし、提出期限内必着とする。）

　⑷　入札参加資格確認の結果通知

　　　入札参加資格確認の結果は、平成28年３月11日（金）までに通知する。
　⑸　入札参加資格否認の理由説明

　　ア　入札参加資格がないと認められた者は、その理由の説明を求めることができる。

　　イ 　アの説明の請求は、平成28年３月15日（火）午後５時までに書面により行わなければならない。この場合に
おいて、当該書面は、３⑴の提出場所へ持参により提出しなければならない。

　　ウ　アの説明は、平成28年３月17日（木）までに書面により行う。
４　入札書の提出場所等

　⑴　入札説明書の交付場所

　　　〒920－0211　金沢市湊４丁目12番地
　　　石川県金沢港湾事務所庶務課

　⑵　入札説明書の交付方法等

　　ア　入札説明書の交付方法

　　　 　⑴の交付場所において書面により交付する。なお、石川県金沢港湾事務所の下記ホームページから当該書面
に係る電磁的記録をダウンロードすることができる。http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kanazawakouwan/index.
html

　　イ　入札説明書の交付期間　

　　　 　平成28年２月９日（火）から同年３月９日（水）まで、石川県の休日を定める条例（平成元年石川県条例第16号）
第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く、午前９時から午後５時まで

　　ウ　入札説明書に対する質問の受付期間及び方法

　　　 　平成28年２月９日（火）から同年３月９日（水）までの県の休日を除く、午前９時から午後５時までの間
に、書面（様式は、任意とする。）を４⑴の場所に持参又は郵送（書留郵便に限る。）により提出すること。

　　エ　質問に対する回答の閲覧期間及び閲覧場所

　　　 　平成28年２月９日（火）から同年３月９日（水）までの県の休日を除く、午前９時から午後５時までの間、
４⑴の場所において閲覧に供する。

　⑶　入札の日時及び場所

　　ア　日時　平成28年３月17日（木）午前10時
　　イ　場所　石川県金沢港湾事務所２階（会議室）

　⑷　入札書の提出方法

　　　持参により提出すること。

５　入札保証金及び契約保証金

　　免除

６　落札価格

　 　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た金額）をもって落札価格とするので、入札参加者は、

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。
７　入札に関する注意事項

　⑴ 　入札参加者は、入札心得、仕様書、入札説明書等を熟覧の上、入札しなければならない。
　⑵　入札参加者は、金額を明示した見積内訳書を持参し、提出しなければならない。
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　⑶ 　郵便又は電報による入札を認めないので、入札参加者は、４⑶に定める入札の日時及び場所に集合すること。
８　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入札書は、無効とする。

９　契約書作成の要否

　　要

10　落札者決定予定日　
　　平成28年３月17日（木）
11　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。

12　問合せ先
　　〒920－0211　金沢市湊４丁目12番地
　　石川県金沢港湾事務所庶務課　

　　電話番号　076－268－1201
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