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地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7年政令第372号)に規定する特定調達

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。

令和 2年 7月10日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 落札に係る物品等の名称、数量及び調達方法

石川県給与システム機器 一式借上

2 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

石川県総務部人事課総務事務管理室

金沢市鞍月 1丁目 1番地

3 落札者を決定した日

令和 2年 6月 5日

4 落札者の名称及び所在地

富士通 リース株式会社

東京都千代田区神田練塀町3番地

5 落札金額

3，421，000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

令和 2年 4月21日

石川県告示第240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した。

なお、その関係図面は、令和 2年 7月10日から同月 27日まで縦覧に供する。

令和 2年 7月10日

石川県知事 谷 本 正 憲
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道 路
路 線名

変 更 問の 区

下記区間を道路区域から除外する。

富永横川町線 白山市横江町896番地先から

野々市市二 日市一丁 目50番地先まで

公

の 区
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域 関係図面の

敷地の幅員 (m) 延長(m) 縦覧場所

石川土木

総合事務所
5. 70~15. 00 374.8 

維持管理課

特定非営利活動法人の設立認証申請公告

特定非営利活動促進法(平成10年法律第 7号)第10条第 1項の規定により、特定非営利活動法人の設立の認証の申

請があった。

令和 2年 7月10日

1 申請のあった年月日

令和 2年 6月25日

2 特定非営利活動法人の名称

NPO法人 AO  

3 代表者の氏名

高田 暁 香荊1

4 主たる事務所の所在地

金沢市直江町イ 4番地 2 (英ビル・ 401号)

5 定款に記載された目的

石川県知事 谷 本 正 憲

この法人は、地域住民に対して、スポーツの振興に関する事業を行い、明るく 豊かで住みよいまちづくりを推進

し、子どもたちをはじめ地域住民の健全育成に寄与し、地域の活性化や、より良い社会生活の実現に貢献すること

を目的とする。

1 申請のあった年月日

令和 2年6月25日

2 特定非営利活動法人の名称

NPO法人 CYH 

3 代表者の氏名

高田治吉

4 主たる事務所の所在地

金沢市直江町イ 4番地 2 (英ビル・ 302号)

5 定款に記載された目的

この法人は、地域住民に対して、スポーツの振興に関する事業を行い、明るく豊かで、住みよいまちづくりを推進

し、子どもたちをはじめ地域住民の健全育成に寄与し、地域の活性化や、より良い社会生活の実現に貢献すること

を目的とする。

1 申請のあった年月日

令和 2年 6月25日

2 特定非営利活動法人の名称

NPO法人 Zen 

3 代表者の氏名

高田敬子

4 主たる事務所の所在地

金沢市直江町イ 4番地 2 (英ビル・ 402号)
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5 定款に記載された目的

この法人は、地域住民に対して、スポーツの振興に関する事業を行い、明るく豊かで住みよいまちづくりを推進

し、子どもたちをはじめ地域住民の健全育成に寄与し、地域の活性化や、より良い社会生活の実現に貢献すること

を目的とする。

企画提案書の募集公告

次のとおり企画提案書を募集する。

令和 2年 7月10日

1 調達概要

(1) 調達件名及び数量

SNS等を活用した若者向け消費者教育推進業務 一式

(2) 業務内容

企画提案仕様書による。

(3) 履行期限

令和 3年 3月31日まで

2 企画提案書提山者の参加資格等

(1) 次の条件を全て満たすこと。

石川県知事 谷 本 正 憲

ア 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。

イ 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、令和 2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。

ウ 指名停止措置を受けている者でないこと。

エ インターネット広告等の広告代理業務を受注した実績を有する者であること。

(2)提案は、 1者 1件とする。

3 企画提案仕様書等の交付場所等

(1) 交付場所及び問合せ先

干920-8580 金沢市鞍月 1丁円 1番地

石川県生活環境部生活安全課消費生活グループ

電話 076-225-1386 

(2) 交付方法

(1)の場所において交付する。

4 企画提案書の提出場所等

(1) 提出場所及び問合せ場所

3 (1)の交付場所に同じ

(2) 企画提案書の提出期限等

ア 提出 期限令和 2年 7月28日(火)午後 5時

イ 提出方法持参又は郵送(郵送の場合は、提出期限内に必着とする。)

5 企画提案書の採否及び契約

(1) 4(2)アの提出期限までに提出のあった企画提案書について、後日審査会を開催する。

(2) 企画提案書の採否については、 (1)の審査会の開催後 2週間以内に応募者に対し文書で通知し、採用された企画

提案書を提出した者と契約条件を協議の上、契約を締結する。

6 その他

(1) 契約書作成の要否

要

(2) 提出書類の作成等に要する経費は、応募者の負担とし、提出書類等は、返却しない。

(3) その他詳細は、企画提案仕様書による。
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指定構造計算適合性判定機関の変更の届出の公告

建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の35の8第 2項の規定により、指定構造計算適合性判定機関から、次

のとおり指定構造計算適合性判定機関の事務所の所在地を変更する旨の届出があった。

令和 2年 7月10日

1 指定構造計算適合性判定機関の名称及び住所

株式会社建築構造センター

東京都新宿区新宿一丁目 8番 1号

2 変更する事項

構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地

(変更前)(1) 本社

東京都新宿区新宿一丁 目8番 1号大橋御苑駅ビル6階

(2) 東北事務所

石川県知事 谷 本 正 憲

宮城県仙台市青葉区本町二丁目10番28号 カメ イ仙台グ リーンシティ 3階

(3) 福島事務所

福島県郡山市中町11番 5号 やまのいビノレ1003号室

(4) 群馬事務所

群馬県高崎市八島町262番地 内藤ビル2階

(5) 埼玉事務所

埼玉県さいたま市浦和区高砂二丁目 2番 3号 さいたま浦和ビルディング 3階

(6) 千葉事務所

千葉県船橋市葛飾町2-402-3 丸庄ビル 1階

(7) 神奈川事務所

神奈川県横浜市西区北幸二丁目 3番目号 日総第8ビ、ル 8階

(8) 長野事務所

長野県長野市南県町1082番地 ND南県町ビノレ5階

(9) 愛知事務所

愛知県名古屋市中区栄四丁円 14番 2号 久屋ノfークピル 7階

(1ω 三重事務所

三重県四日市市浜田町12番目号 アーク四日市ビル 7階

(11) 山陰事務所

島根県松江市中原町6番地

(12) 岡山事務所

岡山県岡山市北区内山下一丁目 3番目号成広ピル2階

(13) 広島事務所

広島県広島市中区八丁堀15番 6号広島ちゅうぎんビル704-2号室

(14) 香川事務所

香川県高松市亀井町2-1 朝日生命高松ビル5階

(15) 愛媛事務所

愛媛県松山市三番町七丁目13番13号 ミツネビルデ、イング601号室

(16) 福岡事務所

福岡県福岡市博多区御供所町 1番 1号 西鉄祇園ピル3階

(1カ佐賀事務所

佐賀県佐賀市駅前中央一丁目 5番10号 朝日生命佐賀駅前ビル 3階

(18) 長崎事務所

長崎県長崎市万才町3番4号長崎ビル2階

(19) 鹿児島事務所

鹿児島県鹿児島市西千石町11番21号鹿児島MSビル2階B号室
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側沖 縄事 務 所

沖縄県浦添市牧港五丁目 6番 8号沖縄県建設会館4階

(変更後)(1) 本社

東京都新宿区新宿一丁目 8番 1号大橋御苑駅ビル6階

(2) 東北事務所

宮城県仙台市青葉区本町二丁目 10番28号 カメイ仙台グリーンシティ 3階

(3) 福島事務所

福島県郡山市中町11番 5号やまのいビル1003号室

(4) 群馬事務所

群馬県高崎市八島町262番地 内藤ビル2階

(5) 埼玉事務所

第 1332 1号

埼玉県さいたま市浦和区高砂二丁目2番 3号 さいたま浦和ビルデ、イング 3階

(6) 千葉事務所

千葉県船橋市葛飾町2-402-3 丸庄ビル 1階

(7) 神奈川事務所

神奈川県横浜市西区高島 2丁目 12番 6号 崎陽軒ビルヨコハマ・ジャスト 1号館 7階

(8) 長野事務所

長野県長野市南県町1082番地 ND南県町ビ、ル5階

(9) 愛知事務所

愛知県名古屋市中区栄四丁目 14番 2号 久屋パークビル 7階

(1ω 三重事務所

三重県四日市市浜田町12番18号 アーク四日市ビル 7階

(11) 山陰事務所

島根県松江市中原町6番地

(12) 岡山事務所

岡山県岡山市北区内山下一丁目 3番目号 成広ビノレ2階

(13) 広島事務所

広島県広島市中区八丁堀15番 6号 広島ちゅうぎんピノレ704-2号室

(14) 香川事務所

香川県高松市亀井町2-1 朝日生命高松ビル5階

(15) 愛媛事務所

愛媛県松山市三番町七丁目 13番13号 ミツネビルディング601号室

(16) 福岡事務所

福岡県福岡市博多区御供所町 1番 1号 西鉄祇園ビル 3階

(1カ 佐 賀事務所

佐賀県佐賀市駅前中央一丁目 5番10号 朝日生命佐賀駅前ビル3階

(18) 長崎事務所

長崎県長崎市万才町3番4号長崎ビル 2階

(19) 鹿児島事務所

鹿児島県鹿児島市西千石町11番21号鹿児島MSビル2階B号室

附 沖縄事務所

沖縄県浦添市牧港五丁目 6番 8号沖縄県建設会館4階

3 変更する年月日

令和 2年 7月13日
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