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石川県告示第551号

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28年12月6日

石川県知事 谷 本 正 憲

。

珠洲北部加入区

(1) 発起人の住所及び氏名

珠洲市高屋町23字 9番地 2 番匠栄作

珠洲市高屋町12字 7番地 1 井上

(2) 区域

石川県漁業協同組合の地区のうち旧すずし漁業協同組合の地区(高屋町、 笹波町、石神町、 馬繰町、 大谷町、

長橋町、片岩町、 清水町及び仁江町の区域に限る0)

(3) 区分

総トン数2.5トン以上の漁船により、 主として刺網を使用して営む漁業

(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28年11月 2日

石川県告示第552号

道路法(昭和27年法律第180号)第四条第 1項の規定により、次のとおり県道の区域を変更する。

なお、その関係図面は、平成28年12月 6日から同月 20日まで縦覧に供する。

平成28年12月 6日

石川県知事 谷 本 正 憲

。
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道 路 の 区 域 関係図面の
路線名

変 更 の 区 問 旧新別 敷地の幅員(m) 延長(m) 縦覧場所

|日 6. 80~26. 77 213. 7 奥能登土木
珠洲市正院町飯塚二部11番 2地先から

総合事務所折戸飯田線
珠洲市正院町飯塚二部10番 1地先まで 新 10. 77~35. 29 213. 7 維持管理課

石川県告示第553号

次のとおり県道の供用を開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定により、告示する。

なお、その関係図面は、平成28年12月6日から同月20日まで縦覧に供する。

平成28年12月 6日

石川県知事 谷 本 正 憲

路線名

折戸飯田線

供用開始の区間

珠洲市正院町飯塚二部11番 2地先から

珠洲市正院町飯塚二部11番 2地先まで

公

供用開始の期日

平 成 28年 12月 6 日

L::I::. 
Eヨ

予防接種を行う医師に係る公告

関係図面の
縦覧場所

奥能登土木

総合事務所

維持管理課

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28年12月 6日

石川県知事 谷 本 正 憲

医師の氏名
医師が協力を

予防接種を行 フ 主た る場所
承諾した市町

柳川勇人 県内全域 金沢市藤江北4丁目273 ゃながわ在宅クリニック

贋田雄 一 " 羽咋市的場町松崎24番地公立羽咋病院

池田太一郎 " 野々市市新庄 2丁目 10番地 医療法人社団洋和会池田病院

池田 漠 " " 
清水華子 " " 
多国隼人 " " 
葛西 傑 " " 
杉山賢郎 " 加賀市作見町リ 36番地加賀市医療センター

山崎英雄 " " 
岡藤啓史 " 加賀市手塚町サ150番地独立行政法人国立病院機構石川病院

富岳 売 " " 
太田邦雄 " 鳳珠郡能登町字宇出津タ字97番地 公立宇出津総合病院

斉藤剛克 " " 
荒木来太 " " 
朝倉有香 " " 
城戸内健介 " " 
山本怜奈 " 七尾市富岡町94番地社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院

坂井勇太 " " 
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清水賢巳 11 能美郡川北町壱ツ屋195番地 医療法人社団洋和会川北温泉クリニック

池田 漠 11 11 

清水華子 11 11 

多国隼人 11 11 

葛西 傑 11 11 

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 B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28年12月 6日

石川県知事 谷 本 正 憲

医師の氏名
医師が協力を

予防接種を行 フ 主た る場所
承諾 した市町

坂本人一 県内全域 小松市向本折町ホ60番地 国民健康保険 ノト松市民病院

大江真史 11 11 

渡遁 i真 11 11 

谷村航太 11 11 

石井孝佳 11 小松市八幡イ12番地 7 医療法人社団勝木会 やわたメデイカルセンター

福 田敦夫 11 11 

谷 口雅行 11 11 

加藤久人 11 能美市緑が丘11丁目 71番地 医療法人社団和楽仁芳珠記念病院

八木麻里子 11 11 

高橋知子 11 11 

山崎裕人 11 11 

石田 善浩 11 11 

清水奨太 11 11 

吉倉昌平 11 11 

高桑 功一朗 11 11 

予防接種を行う医師の承諾撤回公告

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項本文の承諾を撤回した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28年12月6日

石川県知事 谷 本 正 憲

医師の氏名 | 予防接種を行う主たる場所 |承諾撤回年月 日

山 口 順道 |能美郡川北町壱ツ屋195番地医療法人社団洋和会川北温泉クリニック|平成28年4月30日

平成28年度石川県ふぐ処理資格者試験公告

石川県ふぐの処理等の規制に関する条例(平成18年石川県条例第33号)第15条の規定により、平成28年度石川県ふ

ぐ処理資格者試験を次のとおり 実施する。

平成28年12月 6日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 試験の日時
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(1) 学科試験

平成29年 2月 8日(水)午前10時30分から正午まで

(2) 実技試験

平成29年 2月15日(水)午前10時から

2 試験の場所

(1) 学科試験

石川県庁行政庁舎 11階会議室

(2) 実技試験

金沢勤労者プラザ

金沢市北安江 3丁目 2番20号

3 出願に関する書類の受付期間

第 12959号

平成28年12月22日(木)から平成29年 1月12日(木)まで(県の休日を除く 。)とする。ただし、郵送の場合は、

同日までの消印があるものに限り受け付ける。

4 試験実施要領の配布場所及び出願に関する書類の提出先

(1) 県内(金沢市を除く 。)に居住する者

住所地を管轄する県保健福祉センター

(2) 金沢市又は県外に居住する者

石川県健康福祉部薬事衛生課

5 その他

詳細な点についての問合せは、石川県健康福祉部薬事衛生課へすること。

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12月 6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

有限会社 三共農園 加賀市新保町カ33番地 加賀市豊町イ34番ほか 7筆

有限会社吉田農産 加賀市宮地町ト23 加賀市宮地町448番ほか 2筆

東谷清一 加賀市山田町タ 10番地 加賀市山田町ほ66番ほか 9筆

中野昭康 加賀市大聖寺上木町出村56番甲地 加賀市大聖寺上木町9番ほか 3筆

坂上忠 加賀市上河崎町ヨ20 加賀市上河崎町131番ほか10筆

東勇夫 加賀市小菅波町ヌ88番地 加賀市小菅波町44番ほか4筆

中 谷治夫 加賀市伊切町に148番地 加賀市伊切町59番ほか3筆

宮下 長 保 加賀市弓波町イ80 加賀市弓波町92番ほか 7筆

山出吉栄 加賀市弓波町イ49 加賀市弓波町152番ほか 2筆

株式会社六星 白山市橋爪町104 白山市乙丸町655番ほか18筆

株式会社 AMT  白山市宮丸町152-1 白山市宮丸町227番ほか18筆

有限会社双和ファーム 白山市村井新町23-1 白山市北安田町217番ほか21筆

矢木又二 白山市北安田町5200 白山市北安田町48番ほか 1筆

中堀裕之 白山市宮丸町52 白山市宮丸町2066番ほか 1筆

株式会社ヤマジマ 白山市安吉町277 白山市吉田町1116番ほか 2筆

安 賓 吉 久 白山市矢頃島町12 白山市矢頃島町28番 1ほか3筆
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有限会社 ノモト農産 白山市相川町280 白山市平木町963番ほか8筆

有限会社 くらた農産 白山市乙丸町5 白山市坊丸町554番ほか8筆

小西 重之 白山市島田町30 白山市島田町734番ほか11筆

中西良祥 白山市平木町32 白山市北安田町365番 1ほか11筆

有限会社 グリーン松任 白山市村井町1776 白山市北安田町497番ほか15筆

林博之 白山市向島町10 白山市向島町800番ほか 2筆

有限会社安井ファーム 白山市七郎町15 白山市北安田町997番ほか4筆

有限会社北井農産 白山市上柏野町7 白山市上柏野町936番ほか 1筆

有限会社黒j翠農場 白山市黒瀬町23 白山市松本町2111番ほか 2筆

北崎 和 久 白山市剣崎町36 白山市剣崎町1533番ほか 2筆

金子洋 白山市剣崎町83 白山市剣崎町1546番 1ほか 1筆

安田憲一 金沢市下安原町西357 金沢市下安原町西283番ほか 2筆

清水 宣幸 金沢市下安原町西367 金沢市下安原町西847番ほか10筆

荒川顕博 金沢市下安原町西310 金沢市下安原町西906番ほか11筆

吉田孝之 金沢市下安原町西390 金沢市下安原町西1010番ほか 7筆

西村 和 憲 金沢市下安原町西133 金沢市下安原町西1222番 2ほか8筆

吉田武志 金沢市下安原町西141 金沢市下安原町西656番ほか 2筆

山森篤 金沢市下安原町東333-1 金沢市下安原町西1090番ほか 9筆

松尾武弘 金沢市下安原町西305 金沢市下安原町西1106番ほか 3筆

堀治 金沢市下安原町東332 金沢市下安原町西1060番ほか 1筆

安田伸一 金沢市下安原町東336 金沢市下安原町西640番

山 浩 明 金沢市下安原町西356 金沢市下安原町西535番ほか 2筆

馬田康浩 金沢市下安原町西148 金沢市下安原町西415番ほか4筆

向井好昭 金沢市下安原町西131 金沢市下安原町西895番ほか 2筆

池端 一之 金沢市下安原町東335 金沢市下安原町西795番ほか10筆

池 村正明 金沢市下安原町西344 金沢市下安原町東1269番ほか4筆

西村健一 金沢市下安原町西334 金沢市下安原町西927番ほか4筆

荒井登 金沢市下安原町西328 金沢市下安原町西1086番ほか 2筆

安 原 孝 久 金沢市下安原町西178-1 金沢市下安原町西494番

荒川雅登 金沢市下安原町西142 金沢市下安原町西1078番

石黒 一英 金沢市下安原町西372 金沢市下安原町西898番

村 田 浩 之 金沢市普正寺町 1の56 金沢市普正寺町弐字65番

村本知三 金沢市普正寺町 1の14 金沢市普正寺町参字23番

福田武比古 金沢市普正寺町 1の48 金沢市普正寺町参字116番

奥村 明 義 金沢市疋田 1-175 金沢市福久町イ37番ほか 3筆

農事組合法人 One 金沢市才田町は25-2 金沢市才田町戊27番ほか4筆

有限会社美園川ライス 金沢市才田町は118 金沢市才田町戊368番

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1327番ほか2筆

農事組合法人大場幼主の里 金沢市大場町東148 金沢市大場町東604番 1ほか 3筆

柏木 哲 也 金沢市大場町東908 金沢市忠縄町238番 1ほか9筆

小林 正治 金沢市八田町東324 金沢市八田町東3064番ほか 1筆

株式会社北ファーム 金沢市宮保町イ4 金沢市高柳町七字79番ほか8筆

大田昇 かほく市二ツ屋レ25-1 かほく市二ツ屋新4番ほか74筆

杉角俊信 かほく市二ツ屋ヨ 4-1 かほく市二ツ屋に32番ほか5筆

大多勝 かほく市二ツ屋タ 1 かほく市二ツ屋西 5番ほか6筆

川村秀行 河北郡津幡町字川尻カ239番地 河北郡津幡町字川尻に25番ほか9筆

本田 明 河北郡津幡町字太田い58番地 河北郡津幡町字川尻ほ158番
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若林正則 河北郡津幡町字舟橋そ20番地

農事組合法人スワン 河北郡津幡町字舟橋164番地

橋本堅一 河北郡津幡町字舟橋イ 114番地

新 田 勇 人 河北郡津幡町字舟橋イ 109番地

有限会社河原農産 河北郡津幡町字能瀬カ14番地

藤本英幸 河北郡津幡町字下河合イ69番地 1

池野武秀 河北郡津幡町字潟端ト33番地

洞庭元 河北郡津幡町字川尻カ241

高利 充 七尾市能登島百万石町27-3 

農事組合法人佐野ファーム 七尾市佐野町ノ 21-6番地

山 崎勝盛 輪島市門前町浦上46-7 

池徹哉 輪島市二勢町19番地

山本久司 鳳珠郡穴水町竹太24字37番地

2 農用地利用配分計画の縦覧場所及び縦覧期間

(1) 縦覧場所

石川県農林水産部農業政策課

(2) 縦覧期間

平成28年12月 6日から同月 20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

道路の位置の指定公告

第 12959号

河北郡津幡町字横浜 3番 1ほか 1筆

河北郡津幡町字川尻は 5番ほか2筆

河北郡津幡町字舟橋48番 1ほか4筆

河北郡津幡町字舟橋56番 1ほか 1筆

河北郡津幡町字能瀬南12番ほか3筆

河北郡津幡町字下河合は 9番ほか10筆

河北郡津幡町字太田る42番 1ほか2筆

河北郡津幡町字川尻に124番 1ほか2筆

七尾市能登島南町37番

七尾市佐野町ウ16-2番ほか 2筆

輪島市門前町安代原8番ほか 9筆

輪島市長井町47番 1ほか 1筆

鳳珠郡穴水町古君ネ39番ほか 3筆

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28年12月 6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

かほく市白尾ツ 6番 8及び 7番 5 幅員 6.00m 羽咋郡志賀町高浜町ヤの141番地 平成28年11月21日

延長 37. 10m 有限会社大生地建

河北郡津幡町字横浜ほ51番 3、51 幅員 4. 00~6. OOm 金沢市高尾台一丁目84番地 11 

番 4、52番 4、52番 5、53番 2の 延長 79.62m エフピィ・リアルエステート株

一部、農道の無籍地の一部及び水 式会社

路の無籍地の一部

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28年12月 6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

別表のとおり

(3) 貸付期間

平成29年 1月25日から平成31年 3月31日まで

(4) 入札方法

石川県知事 谷 本 正 憲
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入札価格は貸付期間中の貸付料の総額とし、単独入札(物件ごとにそれぞれ入札に付すもの。)により入札に

付する ものとする。

なお、落札者の決定に当たっては、入札書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100に相当する金額を入札書に記載すること。

2 入札日時

平成29年 1月17日(火)午前10時

3 開札日 時

入札後即時開札

4 入札及び開札の場所

金沢市本多町3丁目 2番15号 石川県立図書館 2階県民交流室

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28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Jとしづ。)第 2条第 1号に規定する暴力団

(以下 「暴力団」とし、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」としづ。)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) 法人にあっては県内に本庖、支庖又は営業所を有し、 個人にあっては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。

6 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

石川県立図書館総務グ、ループ

金沢市本多町 3丁目 2番15号

電話番号 076-223-9565 

7 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、6(2)の場所に持参し、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29年 1月10日(火)午後 5時(簡易書留の場合は受領期限内必着とする。)

8 その他

(1) 入札保証金及び契約保証金

免除

(2) 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、入札参加申込みを行わなかった者の提出し

た入札書その他入札案内書に示す無効の入札に掲げる入札書は、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、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。

(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

石川県立図書館総務グ、ループ

金沢市本多町 3丁目 2番15号

電話番号 076-223-9565 

物件
施設 名 設置場所

番号

1 石川県立図書館 1階玄関ホール

2 石川県立図書館 1階玄関ホール

財産
住 所 貸面積付

区分

建物 金沢市本多町3丁目2番15号 1. 78 rrf 

建物 金沢市本多町3丁目2番15号 1. 34 rrf 

( 1箇月 2，350円送料とも) 発行人 干920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地 石 川 県

販売品目

飲料

(紙コップ)

飲料

(缶・ベットボトル)

印刷所 干92卜8002 石川県金沢市玉鉾4丁目 166番地 側共栄 TEL(076) 292-2236 


