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(農業基盤課) 4 

刀て

国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条第 3項の規定により、次の地籍調査を国土調査として指定した。

令和 2年 7月28日

指定年月日

令和 2年 7月28日

石川県告示第259号

調査を行う者の名称

加賀市

石川県知事 谷 本 正 憲

調 査地 域

伊切町カ、甲及び乙の全部

調査 期間

令和 2年 7月28日から

令和 3年 3月31日まで

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)第四条第 2項の規定により、告示する。

なお、その関係図面は、令和 2年 7月28日から同年 8月11日まで縦覧に供する。

令和 2年 7月28日

石川県知事 谷 本 正 憲

供用 開 始の期 日
関係図面の

路 線名 供用開始の区間
縦覧場所

県央土木
金沢市上山町ヲ215番 1地先から

令和 2 年 7 月 31 日 総合事務所芝原石引町線
金沢市上山町ヲ228番 1地先まで

維持管理課

石川県告示第260号

公有水面埋立法(大正10年法律第57号。以下「法」という。)第22条第 1項の規定により、次のとおり公有水面の
しゅん

埋立てに関する工事の竣功を認可した。

令和 2年 7月28日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 認可年月日

令和 2年4月 1日

2 認可を受けた者の名称、

石川県

3 埋立区域
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(1)位置

金沢市戸水町タ之部63番 3の地先公有水面

(2) 区域

次の各地点のうち①の地点から③の地点を順次に結んだ線及び③の地点から@の地点及び①の地点から⑫の地

点を順次に結ぶ平成29年の秋分の満潮位 (D.L. +0. 42m)における公有水面と戸水物揚場、固有港湾施設及び

工作物との境界線により固まれた区域

①の地点 二等水準点 (43-008 -009) 

(北緯36度36分24.0369秒、東経136度36分55.4627秒)から

19度24分28秒 191. 64mの地点

②の地点 ①の地点から 258度05分27秒 29.40mの地点

③の地点 ②の地点から 285度21分13秒 25.55mの地点

④の地点 ③の地点から 195度36分07秒 2.23mの地点

⑤の地点、 ④の地点から 105度37分04秒 0.64mの地点

⑥の地点 ⑤の地点から 166度09分02秒 13.76mの地点

⑦の地点 ⑥の地点、から 76度27分57秒 0.02mの地点

⑧の地点 ⑦の地点から 166度27分50秒 1. OOmの地点

⑨の地点、 ③の地点から 76度27分57秒 O.02mの地点

⑩の地点、 ⑨の地点から 166度27分50秒 6.00mの地点

⑪の地点 ⑩の地点から 76度27分50秒 0.04mの地点

⑫の地点、 ⑪の地点から 166度27分50秒 8.80mの地点

⑬の地点 ⑫の地点から 76度27分59秒 0.04mの地点

⑭の地点 ⑬の地点から 166度27分49秒 70. 15mの地点

⑮の地点 ⑭の地点から 76度27分55秒 3.97mの地点

⑮の地点、 ⑮の地点から 166度35分29秒 2.50mの地点

⑪の地点、 ⑮の地点から 76度16分19秒 47.57mの地点

⑮の地点 ⑪の地点から 346度42分49秒 51. 94mの地点

⑬の地点 ⑬の地点から 256度45分11秒 O.Olmの地点

⑮の地点 ⑮の地点から 346度44分56秒 9.50mの地点

@の地点 ⑮の地点から 76度40分27秒 0.09mの地点

⑫の地点 @の地点、から 346度49分36秒 19.50mの地点

@の地点、 @の地点から 76度26分55秒 O.05mの地点

①の地点 @の地点から 346度27分50秒 10. 30mの地点

(3) 面積

4，891. 00平方メー トル

4 埋立地の用途

緑地

5 埋立て免許年月日及び番号

平成30年 3月28日

石川県指令港第483号

6 法第22条第 3項の市町村名

金沢市

公 昌E二コ

特定調達契約に係る入札公告

次のとおり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

る特定調達契約に係る一般競争入札を実施する。

令和 2年 7月28日
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石川県知事 谷 本 正 憲

調達内容

(1) 調達役務の名称及び数量

石川県立図書館資料等燦蒸クリーニング業務委託 一式

(2) 調達役務の仕様等

入札説明書等による。

(3) 履行期間

契約締結日から令和4年 3月31日まで

(4) 履行場所

仕様書による。

(5) 入札方法

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10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間わず、見積もった契約希望金額の110

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) 県の指名停止の措置を受けている者でないこと。

(3) 令和 2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(令和 2年石川県告示第119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。

(4) 過去 5年以内に日本国内の公共図書館又は大学図書館で実施された資料クリーニング又は資料爆蒸業務を受託

し、かつ、履行した実績が 1件以上あること。

3 入札説明書の配布方法等

(1) 配布期間

令和 2年 7月28日(火)から同年 9月8日(火)午後 3時まで

(2) 配布方法

以下の石川県ホームページよりダウンロー ドすること。

https://剛 w.pref. ishikawa. 19. jp/library_seibi/cleaning. html 

4 入札参加資格の申請等

(1) 提出書類

入札説明書に示すとおり 。

(2) 提出方法

郵送(書留郵便とし、受領期限必着とする。)

(3) 受領期限

令和 2年 8月19日(水)午後 5時

(4) 提出場所

5(4)に示す場所

5 入札書の提出場所等

(1) 提出方法

郵送(書留郵便とし、 受領期限必着とする。)

(2) 受領期限

令和 2年 9月8日(火)午後 3時

(3) 開札日時

令和 2年 9月8日(火)午後 3時

(4) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所

干920-8580 金沢市鞍月 1丁目 1番地(行政庁舎10階)

石川県県民文化スポーツ部文化振興課新図書館整備推進室

電話番号 076-225-1346 
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6 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) 無効の入札書

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、入札参加資格の申請等を行わない者の提出

した入札書その他入札説明書に示す無効の入札書に掲げる入札書は、無効とする。

(4) 契約書の要否

要

(5) 落札者の決定方法

石川県財務規則J(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) 入札説明会

実施しない。

(7) 入札に係る質問等

入札説明書に示すとおり 。

(8) 手続における交渉の有無

鉦

(9) その他

詳細は、入札説明書及び仕様書による。

7 Summary 

(1) Item and quantity of service requested 

Ishikawa Pr巴fectura1Library Mat巴ria1C1巴aning1 Set 

(2) D巴ad1inefor Execution 

31 March 2022 

(3) Time 1imi t of tender 

3:00 p.m. 8 September 2020 

(4) Language and currency used in the contracting procedure 

The 1anguage and currency used in the contracting procedure sha11 be ]apanese and ]apanese 

currency 

(5) Contact details 

New Library Planning Office， Ishikawa Prefectura1 Government 

1-1 Kuratsuki Kanazawa 920--8580 ]apan TEL (076) 225--1346 

国土調査の成果認証公告

国土調査法(昭和26年法律第180号)第四条第 2項の規定により、次のとおり国土調査の成果を認証した。

令和 2年 7月28日

石川県知事 谷 本 正 憲

調行のっ名査た者称を 調査を行った期間 成果の名称、 調査を行った地域 認証年月日

平成19年 4月27日から 加賀市(新保町の一部)の
新保町ほの一部 令和 2年 7月28日

平成29年 3月31日まで 地籍図及び地籍簿

加賀市
平成23年 4月15日から 加賀市(山中温泉栖野町の 山中温泉栢野町ハ及ひ、ニの

11 

平成29年 3月31日まで 一部)の地籍図及び地籍簿 各一部

平成19年4月27日から 加賀市(伊切町の一部)の
伊切町はの一部 11 

平成30年 3月31日まで 地籍図及び地籍簿
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小松市
平成28年 5月6日から

漆町の地籍図及び地籍簿
漆町イ、 ロ、ニ及びホの全

" 平成31年 3月31日まで 部

西海千ノ浦栢梨、ワ、カ、

平成29年 1月13日から
志賀町(西海千ノ浦、西海 ヨ、夕、レ、ソ、ツ、ネ、

久喜の各一部)の地籍図及 オ、 1、2、4、5及び 9 " 平成31年 3月31日まで
び地籍簿 の各一部並びに西海久喜ろ

及びはの各一部

平成29年 1月13日から 志賀町(赤崎の一部)の地 赤崎ノ¥ヲ、1及び5の各

" 
志賀 町

平成31年 3月31日まで 籍図及び地籍簿 一部

地保甲、 チ、リ、ヌ、ル及

平成29年4月 1日から 志賀町(地保、切留の各一 びヲの各一部並びに切留甲、

" 平成31年 3月31日まで 部)の地籍図及び地籍簿 乙、ハ、ニ、ホ、へ、ト、

チ、リ、ヌ及び4の各一部

平成29年 8月25日から
志賀町(香能の全部、赤崎

香育齢、及びろの全部並びに
の一部)の地籍図及び地籍 " 平成31年 3月31日まで
簿

赤崎タ及び4の各一部

一青ロ、ハ、カ、ヨ 、夕、

ツ、ム、と、ち、を、わ、

平成27年4月21日から 中能登町 (一青の一部)の か、よ、た、れ、そ、な、

" 平成31年 3月31日まで 地籍図及び地籍簿 ら、む及びうの全部並びに

弐壱、弐弐、弐参及び弐六

の各一部

能登部下九弐、九六、九七、

中能登町
壱O壱、壱O弐、壱O参及

平成26年 9月24日から
中能登町(能登部下、徳丸 び壱O四の全部並びに八九、

及び能登部上の各一部)の 九参、九五及び壱O玉の各 " 平成31年 3月31日まで
地籍図及び地籍簿 一部、徳丸タの全部並びに

壱及びロの各一部並びに能

登部上コの一部

平成29年 8月25日から 中能登町(西馬場の一部)
西馬場ラ、ヰ、ノ、オ、ヤ、

マ、ケ、フ及びコの全部並 " 平成31年 3月31日まで の地籍図及び地籍簿
びに南、北及びエの各一部
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