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石川県告示第 5号

石川県薬物の濫用の防止に関する条例(平成26年石川県条例第38号。 以下 「条例Jとしづ。)第 9条第 1項の規定

により、知事監視製品を次のとおり指定する。

令和 3年 1月22日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 知事監視製品を特定できる情報

(1) 次の写真に示すとおり、被包に IBURSTLIMITEDJと表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

(2) 次の写真に示すとおり、被包に IOXI-EFM85引と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

(3) 次の写真に示すとおり、被包に IHOTDOGGYJと表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

(4) 次の写真に示すとおり、被包に「虎岡IJ KOGOJと表示のある製品で、あって、その内容物が植物片のもの

(5) 次の写真に示すとおり、被包に IFALLDOWNJ と表示のある製品で、あって、その内容物が粉末のもの

(6) 次の写真に示すとおり、被包に IGOMESSJ と表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

(7) 次の写真に示すとおり、被包に IFIRSTTIME GAY xxx HOTJと表示のある製品であって、その内容物が液体の

もの

(8) 次の写真に示すとおり、被包に IPASSIONJ と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

(9) 次の写真に示すとおり、被包に 18Ball PoolJと表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

(10) 次の写真に示すとおり、被包に IGAYLONG TIMEJ と表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

(11) 次の写真に示すとおり、被包に IGAYEXPLOSIONJ と表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

閥次の写真に示すとおり、被包に IMONSTERKi ller Jと表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

(13) 次の写真に示すとおり、被包に ICarmenJ と表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

(14) 次の写真に示すとおり、被包に ILGBTFLASHJと表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

(15) 次の写真に示すとおり、被包に ILGBTCRYSTALJと表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの

(16) 次の写真に示すとおり、被包に IDiamondDivaJと表示のある製品で、あって、その内容物が粉末のもの

(同 次の写真に示すとおり、被包に ISexyBERRYJと表示のある製品で3あって、その内容物が植物片のもの

(18) 次の写真に示すとおり、被包に 106StyleJ と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの

(19) 次の写真に示すとおり、被包に IEQuality Jと表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

閥次の写真に示すとおり 、被包に ISWEETLOVEJ と表示のある製品で3あって、その内容物が液体のもの



令和 3年 1月 22日(金曜日) 石川 県公 報 第 13373号

削次の写真を付して「合法 WAXyellow RUSH Trance SEXJ の名称、で販売される製品であって、その内容物が蝋

状のもの

凶次の写真を付して「合法制Xgreen RUSH Reggae SEXJの名称、で販売される製品で、あって、その内容物が蝋状

のもの

凶 次の写真を付して IVSCHEMISTRYJの名称、で販売される製品で、あって、その内容物が固形物のもの
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次の写真に示すとおり、被包に ILIGHTNINGJ と表示のある製品であって、その内容物が固形物のもの

次の写真に示すとおり、被包に INightHUNTERJと表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

次の写真に示すとおり、被包に IXZEROJ と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

次の写真に示すとおり、被包に IWINEYBITCHJと表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

次の写真に示すとおり、被包に IExcite FuzeJ と表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

次の写真に示すとおり、被包に ILOVEMAKER PROJと表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

次の写真に示すとおり、被包に IAgeha Dream 3J と表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

次の写真に示すとおり、被包に IGSHOTJ と表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

次の写真に示すとおり、被包に IHONEYHOLEJ と表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

次の写真に示すとおり、被包に IAshedForce DRYJと表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

次の写真に示すとおり、被包に IEGOSUPER HAZE-TJと表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

次の写真に示すとおり、被包に ICrystalFUSIONJ と表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

次の写真に示すとおり、被包に ISPLASHwomanJ と表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

次の写真に示すとおり、被包に ISILKYMILKY TIMEJと表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

次の写真に示すとおり、被包に ICOBRATWISTJと表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

次の写真に示すとおり、被包に IIBIZAJ と表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

次の写真に示すとおり、被包に IDROPOFF PINK GRADEJ と表示のある製品であって、その内容物が液体のも

次の写真に示すとおり、被包に IORGASMSLAVEJ と表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの

次の写真に示すとおり、被包に IPLAYGUYJ と表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの

次の写真を付して「純白 pure合法ノξウダーJの名称、で販売される製品であって、その内容物が粉末のもの

次の写真に示すとおり、被包に IEcstasyLOOPJと表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの

同次の写真に示すとおり、被包に IGOLDICEJ と表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの

(1次の写真」は、省略し、その写真を石川県健康福祉部薬事衛生課及び県保健福祉センターに備え置いて縦覧に

供する。)

2 指定の理由

条例第 2条第 1項第 7号に掲げる薬物を含有するおそれがある製品で、あって、吸入等の方法により身体に使用さ

れるおそれがあるものであるため

3 施行期日

令和 3年 1月23日

石川県告示第 6号

石川県薬物の濫用の防止に関する条例(平成26年石川県条例第38号。以下「条例Jとしづ。)第15条第 1項の規定

により、知事指定薬物を次のとおり指定する。

令和 3年 1月22日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 知事指定薬物の名称

(1) エチル=2- [1- (5 フルオロベンチル) - 1 H インダ、ゾ、ール 3 カルボキサミド] -3， 3 ジメ

チルブ、タノアート及びその塩類

(2) メチル=[1一 (4ーフルオロベンジル) -1 Hーインドール-3ーカルボキサミド] -3ーメチルブ、タノアー

ト及びその塩類

(3) (8 R) -1 - (シクロプロパンカルボニル) -N， N ジエチル 6 メチル 9， 1 0 ジデヒドロエル

ゴリン-8ーカルボキサミド及びその塩類
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(4) メチル=3ーメチノレー2一[1一(ベント -4ーエンー 1ーイル) - 1 Hーインドーノレー3ーカルボキサミド]

ブタノアー ト及びその塩類

2 指定の理由

条例第 2条第 1項第 7号に掲げる薬物であって、県の区域内において濫用されるおそれがあり、かつ、幻覚等の

作用を有すると認められるものであるため

3 施行期日

令和 3年 1月23日

石川県告示第 7号

石川県証紙売りさばき人指定(昭和48年石川県告示第380号)の一部を次のように改正し、公表の日から施行する。

令和 3年 1月22日

石川県知事 谷 本 正 憲

2の醐…ri--支部長
出山勝敏

1
3

1引 11開会欄主部長
小谷口幸司

公 tEt ヨ

大規模小売庖舗の新設の届出の取下げの公告

大規模小売庖舗の新設の届出の公告(令和 2年11月17日石川県公報登載)により公告した大規模小売庖舗立地法

(平成10年法律第91号)第 5条第 1項の規定による大規模小売庖舗の新設の届出が、次のとおり取り下げられた。

令和 3年 1月22日

1 取下げに係る大規模小売庖舗の名称及び所在地

クス リのアオキ鶴ヶ丘東!苫

河北郡内灘町鶴ケ丘 2丁目 606 外 2筆

2 取下年月日

令和 3年 1月 5日

石川県知事 谷 本 正 憲

大規模小売庖舗立地法による意見の概要の公告

大規模小売庖舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第 1項及び第 2項の規定による大規模ノト売庖舗に関する意見

の概要は、次のとおりである。

令和 3年 1月22日

1 大規模小売店舗の名称、及び所在地

西松屋金沢大桑庖、シュープラザ金沢大桑!苫、ザ・夕、イソー金沢大桑庖

金沢市大桑 3丁目66番地外22筆

2 届出の内容及び届出の公告の日

石川県知事 谷 本 正 憲

内容 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

公告 日 令和 2年 9月 8日

3 市町の意見の概要

市町名金沢市

意見の概要

(1) その他の事項

届出内容について、特に問題点は見られないが、関係法令等を遵守するとともに、 今後とも周辺地域の生活環
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境の保持について適切な対応を図るよう努められたい。

4 居住者等の意見の概要

居住者等の意見なし

5 意見の縦覧場所

石川県商工労働部経営支援課及び石川県行政情報サービスセンタ-

6 意見の縦覧期間

令和 3年 1月22日から同年 2月22日まで

1 大規模小売庖舗の名称、及び所在地

アクロスプラザ野々市

野々市市三納 1丁目 77番外

2 届出の内容及び届出の公告の日

第 13373号

内容 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

公告日 令和 2年 9月 8日

3 市町の意見の概要

市町名野々市市

意見の概要意見なし

4 居住者等の意見の概要

居住者等の意見なし

5 意見の縦覧場所

石川県商工労働部経営支援課及び石川県行政情報サービスセンタ-

6 意見の縦覧期間

令和 3年 1月22日から同年 2月22日まで

1 大規模小売庖舗の名称、及び所在地

サンパーク辰口

能美市辰口町505番地

2 届出の内容及び届出の公告の日

内容 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、大

規模小売庖舗内の庖舗面積の合計、廃棄物等の保管施設の位置及び容量、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庖時刻、来客が駐車場を利用することができる時間帯

公告日令和 2年 9月11日

3 市町の意見の概要

市 町名能美市

意見の概要

(1) 騒音の発生に係る事項

閉居時間が延長されることから、特に夜間営業時の騒音対策について配慮をお願いしたい。

(2) その他の事項

関係法令等を遵守し、周辺地域の生活環境の保持について適正に対応することをお願いしたい。

4 居住者等の意見の概要

居住者等の意見なし

5 意見の縦覧場所

石川県商工労働部経営支援課及び石川県行政情報サービスセンタ-

6 意見の縦覧期間

令和 3年 1月22日から同年 2月22日まで

県営緊急耐震工事計画の決定及び縦覧公告

土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の 4第 1項の規定により、次のとおり県営緊急耐震工事計画を定めた
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ので、その関係書類を令和 3年 1月25日から同年 2月24日まで縦覧に供する。

なお、この決定については、土地改良法第87条の 4第4項において準用する同法第87条第 6項の規定により、縦覧

期間満了の日の翌日から起算して15日以内に知事に審査請求をすることができる。また、この決定を知った日の翌日

から起算して 6か月以内に、石川県を被告として(訴訟において石川県を代表する者は、石川県知事となる。)、決定

の取消しの訴えを提起することができる。ただし、審査請求をした場合は、その審査請求に対する裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して 6か月以内に、石川県を被告として、決定の取消しの訴えを提起することができる。

令和 3年 1月22日

石川県知事 谷 本 正 憲

地区名 | 事 業 名 | 縦覧に供する書類 | 縦覧場所

宮 田 池地 区 |県営震災対策農業施設整備事業 |県営緊急耐震工事計画書の写し|宝達志水町農林水産課

獅子ヶ池地 区 " " " 

雑 幸R

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 3年 1月22日

石川県公立大学法人理事長 宮 本 外 紀

1 調達内容

(1) 調達役務の名称及び数量

石川県立看護大学清掃業務委託 一式

(2) 調達案件の仕様等

入札説明書による。

(3) 履行期間

令和 3年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

(4) 履行場所

かほく 市学園台 1丁目地内

(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問わず、見積もった契約希望金額の110

分の100'こ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) 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 (令和 2年石川県告示第120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、かつ、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)の規定に基づ

き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) 業務責任者との連絡体制を完備している者であり、かつ、業務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) 業務責任者、作業責任者及び副作業責任者を専任で各 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30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する者であること。
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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、 1(1)の調達役務について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、令和 3年 2月10日(水)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 入札書の提出場所等

(1) 入札書の提出場所、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929-1210 かほく市学園台 1丁目 1番地

石川県公立大学法人 石川県立看護大学事務局総務課

電話番号 076-281-8300 

(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、文書により令和 3年 2月17日(水)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) 入札書の受領期限

令和 3年 3月 9日(火)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

先とする。

(5) 開札の日時及び場所

令和 3年 3月 9日(火)午後 2時

石川県立看護大学管理棟 1階研修室

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) 入札参加者資格審査

この一般競争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。なお、資格の審査については、

(4)の場所で随時受け付けている。

(4) 競争入札参加者資格審査申請書の配布場所及び提出場所

干920-8580 金沢市鞍月 1丁 目1番地

石川県総務部管財課用度グループ 電話番号 076-225-1262 

(5) 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。

(6) 契約書作成の要否

要

(7) 落札者の決定方法

石川県公立大学法人契約事務規程(平成23年石川県公立大学法人規程法第37号)第11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) 手続における交渉の有無

無

(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 Ishikawa Prefectural Nursing University 

(2) Contractual period 
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From 1 April 2021 through 31 March 2024 

(3) Delivery Place 

Ishikawa Prefectural Nursing University 

(4) Time limit of tender 

2:00 p.m. 9 March 2021 

(5) Inquiry section regarding notice of tender 

Ishikawa Prefectural Nursing University 

1-1， Kahoku， Ishikawa， 929--1210， Japan 

Tel: 076--281--8300 

正 旦ハ-言ロ

令和 2年 9月11日発行の石川県公報第13339号中、正誤次のとおり

時

T，a-，
 名 誤 正

サンパーク辰 口

能美市辰口町505番地

サンパーク辰口
大規模小売庖舗の変更の届出の公告|

能美市辰口字辰口505番地
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