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令和 ３ 年 ７ 月 30 日

第 １３４２７ 号（金曜日）

毎 週 ２ 回 　 火 曜 　 金 曜 発 行

告　　　　　　　　示

石川県告示第301号

　いしかわ子ども総合条例（平成19年石川県条例第18号）第41条第１項の規定により、次の興行を青少年に有害なも

のとして指定した。

　　令和３年７月30日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　有害興行

興行の種類 興　　　　　行　　　　　名 配 給 会 社 名

映 画 尻肉ライダー　ぶっかけて青春 オ ー ピ ー 映 画

〃 奥様は痴女　男と女の淫らなタンデム 新 東 宝 映 画

〃
三眼ノ村　輪廻の章

（原題）ลองของ 2（ART OF THE DEVIL 3）

ユ ナ イ テ ッ ド

エ ン タ テ イ ン メ ン ト

（ タ イ ）

〃 セックスエンジェル　裏ビデオから愛をこめて 新 東 宝 映 画

２　指定の理由

　 　内容の全部又は一部が、著しく青少年の性的感情を刺激し、又は著しく青少年の粗暴性若しくは残虐性を誘発し、

若しくは助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるものである。

３　指定年月日

　　令和３年７月30日

石川県告示第302号

　計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により、特定計量器（非自動はかり、分銅及びおもり）の定期

検査を次のとおり実施する。

　　令和３年７月30日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

　　　　告　　　示
○青少年に有害な興行の指定 （少子化対策監室）　１

○特定計量器の定期検査の実施 （経営支援課）　１

○手取公園の区域の変更について （公園緑地課）　２

　　　　公　　　告
○特定調達契約に係る入札公告 （文化振興課）　２

○入札公告 （医療対策課）　４

○令和３年度クリーニング師試験公告 （薬事衛生課）　６

○鳥獣捕獲等事業の有効期間の更新公告 （自然環境課）　６

○農用地利用配分計画の認可公告 （農業政策課）　６

○県有財産売払入札公告 （道路整備課）　７

○都市計画法に基づく公聴会の開催公告 （都市計画課）　10

○入札公告 （出　納　室）　11

○特定調達契約に係る入札公告 （教育委員会事務局）　13

目　　　　　　　　　　　次
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　知事が指定する場所で実施する検査

区　域 日　時 場　所

七尾市のうち

中島地区、田鶴浜地区及び能登島地区並び

に石崎小学校及び和倉小学校の各通学区域

令和３年９月７日（火）

（午前11時から正午まで及び

午後１時から午後３時まで）

田鶴浜地区コミュニティ

センター（ホール）

七尾市のうち

中島地区、田鶴浜地区及び能登島地区並び

に石崎小学校及び和倉小学校の各通学区域

を除く地区

令和３年９月８日（水）及び同月９日

（木）

（午前11時から正午まで及び

午後１時から午後３時まで）

七尾市文化ホール

（第12会議室）

宝達志水町のうち

志雄地区

令和３年９月16日（木）

（午前10時30分から正午まで及び

午後１時から午後３時まで）

宝達志水町役場前車庫

宝達志水町のうち

押水地区

令和３年９月17日（金）

（午前10時30分から正午まで及び

午後１時から午後３時まで）

アステラス横車庫

志賀町のうち

富来地区

令和３年10月６日（水）

（午前11時から正午まで及び

午後１時から午後３時まで）

富来行政センター

志賀町のうち

志賀地区

令和３年10月７日（木）

（午前11時から正午まで及び

午後１時から午後３時まで）

志賀町役場

石川県告示第303号

　石川県都市公園条例（昭和39年石川県条例第59号）第２条第２項の手取公園の区域を次のとおり変更する。

　　令和３年７月30日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

変更の内容 区　　　域 供用開始の日

白山市湊町の一部を除外する。

別図のとおり

（別図は、省略し、石川県土木部公園緑地課及び

石川土木総合事務所において縦覧に供する。）

令和３年７月30日

公　　　　　　　　告

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７月30日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　調達内容

　⑴　調達役務の名称及び数量

　　　石川県立図書館第二期新システム（その３）IC関連機器等の賃貸借及び保守　一式

　⑵　調達役務の仕様等

　　　入札説明書等による。

　⑶　契約期間

　　　契約締結の日から令和９年２月28日まで

　　　地方自治法第234条の３に基づく長期継続契約
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　　　（納入期限　　令和４年２月28日）

　　　（賃貸借期間　令和４年３月１日から令和９年２月28日まで）

　⑷　履行場所

　　　仕様書による。

　⑸　入札方法

　　　入札金額は、１⑶の契約期間に係る総額を記載すること。

　　 　なお、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

　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　県の指名停止の措置を受けている者でないこと。

　⑶ 　令和３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３年石川県告示第133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。

　⑷ 　令和３年度における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競争入札の参加資格にお

いて、分類番号32「リース・レンタル業類」の登録があること。

　⑸　仕様書に合致した物品及び数量を確実に納入し得ることを証明できる者であること。

３　入札説明書等の配布方法等

　⑴　配布期間

　　　令和３年７月30日（金）から同年９月９日（木）午前10時まで

　⑵　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://www.pref.ishikawa.lg.jp/library_seibi/newlib-sys2_3.html

４　入札参加資格の申請等

　⑴　提出書類

　　　入札説明書に示すとおり。

　⑵　提出方法

　　　郵送（書留郵便とし、受領期限内必着とする。）

　⑶　受領期限

　　　令和３年８月18日（水）午後１時

　⑷　提出場所

　　　５⑷に示す場所

５　入札書の提出場所等

　⑴　提出方法

　　　郵送（書留郵便とし、受領期限内必着とする。）

　⑵　受領期限

　　　令和３年９月９日（木）午前10時

　⑶　開札日時

　　　令和３年９月９日（木）午前10時

　⑷　入札書の提出場所、契約条項を示す場所

　　　〒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

６　その他

　⑴　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

　⑵　入札保証金及び契約保証金
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　　　免除

　⑶　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。

　⑷　契約書の要否

　　　要

　⑸　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。

　⑹　入札説明会

　　　実施しない。

　⑺　入札に係る質問等

　　　入札説明書に示すとおり。

　⑻　手続における交渉の有無

　　　無

　⑼　その他

　　　詳細は、入札説明書及び仕様書による。

７　Summary

　⑴　Item and quantity of service requested

　　　Ishikawa prefectural library the secondary total information system (Part3) 1 set

　⑵　Contract period

　　　From the contract date to February 28, 2027

　⑶　Time limit of tender

　　　10:00 a.m. 9 September 2021

　⑷　Language and currency used in the contracting procedure

　　　The language and currency used in the contracting procedure shall be Japanese and Japanese currency.

　⑸　Contact details

　　　New Library Planning Office, Ishikawa Prefectural Government

　　　1－1 Kuratsuki Kanazawa 920－8580 Japan TEL 076－225－1346

入　　　札　　　公　　　告

　次のとおり一般競争入札を実施する。

　　令和３年７月30日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　一般競争入札に付する事項

　⑴　調達件名及び数量

　　　国保事業費納付金等算定標準システム構築業務　一式

　⑵　調達内容

　　　国保事業費納付金等算定標準システム構築業務に係る調達仕様書による。

　⑶　納入期限

　　　令和３年９月30日

　⑷　保守期間

　　　納入日の翌日から令和４年３月31日まで

　⑸　納入場所

　　　石川県健康福祉部医療対策課が指定する場所

２　入札に参加する者に必要な資格に関する事項

　 　こ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
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９年石川県告示第581号）に基づき、令和３年度において競争入札資格を有すると認められた者で、次に掲げる条

件の全てに該当するものであること。

　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の提出期限の翌日からこの業務の入札までのいずれの日においても県の指名停止措置

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

する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が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（以下「暴力団員」という。）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　県内に本社（本店）又は営業所等が所在する者であること。

　⑸　県と保守委託業務契約を行った実績を有する者であること。

３　入札説明書等の交付場所等

　⑴　交付場所及び問合せ先

　　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地

　　　石川県健康福祉部医療対策課国保財政運営グループ

　　　電話番号　076－225－1432

　⑵　交付方法

　　　⑴の交付場所において手交する。

４　入札参加資格の確認手続等

　 　入札に参加しようとする者は、次のとおり入札参加資格の確認を受けなければならない。提出期間内に入札参加

資格確認申請書を提出しない者及び入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。

　⑴　提出書類及び提出方法等

　　　入札説明書による。

　⑵　提出期限

　　　令和３年８月10日（火）午後５時

５　入札の日時及び場所

　⑴　日時

　　　令和３年８月18日（水）午前10時（入札後、即時開札する。）

　⑵　場所

　　　金沢市鞍月１丁目１番地　石川県行政庁11階　1103会議室

６　入札の方法

　 　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、これを切り捨てるものとする。）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を問わず、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。

７　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　入札に関する注意事項

　⑴　入札参加者は、入札当日、入札参加資格確認結果通知書を提示すること。

　⑵　入札参加者は、仕様書、契約書案、その他関係書類を熟覧の上、入札すること。

　⑶ 　入札参加資格を有すると認められた者が入札を希望しないときは、入札に参加しないことができる。この場
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合、県は、入札に参加しないことを理由に不利益な取扱いは行わない。

　⑷　郵便又は電報等による入札を認めないので、入札参加者は、５に定める入札の日時及び場所に集合すること。

９　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きを行わない者、入札に関する注意事

項を遵守しない者及び入札説明書に違反した者の入札は、無効とする。

10　その他

　⑴　入札保証金及び契約保証金

　　　免除

　⑵　契約書作成の要否

　　　要

　⑶　その他詳細は、入札説明書による。

令和３年度クリーニング師試験公告

　クリーニング業法（昭和25年法律第207号）第７条第１項の規定により、令和３年度クリーニング師試験を次のと

おり実施する。

　　令和３年７月30日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　試験の日時

　　令和３年11月５日（金）午前10時から

２　試験の場所

　　金沢市諸江町中丁467番地２

　　石川県クリーニング会館

３　願書の配布

　 　令和３年９月１日（水）から石川県健康福祉部薬事衛生課、県各保健福祉センター及び金沢市保健所で配付す

る。

４　出願に関する書類の受付期間

　　令和３年９月６日（月）から同月24日（金）まで

　　（郵送の場合は、受付期間内の消印があるものを受け付ける。）

５　出願に関する書類の提出先

　⑴　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

　⑵　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

６　その他

　　詳細については、石川県健康福祉部薬事衛生課へ問い合わせること。

鳥獣捕獲等事業の有効期間の更新公告

　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）第18条の８第２項の規定により、次

の認定鳥獣捕獲等事業者について鳥獣捕獲等事業の有効期間の更新をした。

　　令和３年７月30日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

認定鳥獣捕獲等事業者の名称 住　　　所 代表者の氏名

有限会社山口建築 野々市市新庄四丁目201番地１ 山　口　　　章

農用地利用配分計画の認可公告

　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、農用地利用配分計画

を次のとおり認可した。

　　令和３年７月30日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　
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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　ファーマー 輪島市 輪島市門前町栃木い４番ほか１筆

農事組合法人　Noto Ferme 七尾市 七尾市舟尾町西50番

有限会社　ツボヱ農産 七尾市 七尾市伊久留町久59番１ほか161筆

小賀　保 七尾市 七尾市伊久留町鹿94番１ほか12筆

岡野　信隆 七尾市 七尾市西下町参字６番１ほか19筆

農事組合法人　温井営農組合 七尾市 七尾市伊久留町鹿58番１ほか43筆

農事組合法人　鵜浦営農組合 七尾市 七尾市鵜浦町上285番１ほか306筆

小林　孝志 金沢市 金沢市八田町東2665番１ほか９筆

松本　和俊 金沢市 金沢市千木町ロ42番１

北村　大輔 金沢市 金沢市千木町ヘ38番１

飯田　秋二 金沢市 金沢市田中町に10番１ほか10筆

株式会社　金沢アグリプライド 金沢市 金沢市打木町西433番

株式会社　池野Labo 河北郡津幡町 金沢市利屋町乙10番１ほか４筆

２　認可年月日

　　令和３年７月30日

県有財産売払入札公告

　次のとおり一般競争入札を実施する。

　　令和３年７月30日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　一般競争入札に付する物件

　⑴　件名

物件番号 物　件　名 規　格 車両番号

１ 道路パトロール車 2.97L（G）、４WD、５人乗 石川800さ7037

２ 凍結防止剤散布車 2.5㎥自走式４WD 石川800は138

３ 凍結防止剤散布車 2.5㎥自走式４WD 金沢800は317

４ 除雪グレーダ 3.7m 石川00は541

５ 道路パトロール車 2.69L（G）、４WD、５人乗 石川800さ7618

６ 除雪トラック ７t専用車（A）反転式 石川88た996

　⑵　売却物件の仕様等

　　　入札説明書及び仕様書による。

２　入札及び開札の日時及び場所

物件番号 入　札　日　時 入　札　場　所 開札

１ 令和３年９月15日　午前10時
白山市八幡町イ20番地

石川土木総合事務所　会議室

入札後、

即時開札

２ 令和３年９月16日　午前10時 金沢市直江南２丁目１番地

県央土木総合事務所　404会議室３ 令和３年９月16日　午前10時15分

４ 令和３年９月17日　午前10時
輪島市河井町22部１－１

奥能登土木総合事務所　５階会議室
５ 令和３年９月17日　午前10時15分

６ 令和３年９月17日　午前10時30分

３　説明会及び物件の公開

　 　説明会及び物件の公開（以下「説明会等」という。）を次のとおり実施する。また、説明会等の参加方法は、入
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札説明書による。

　 　なお、説明会等に参加せずに入札に参加する場合も、説明会等における説明事項を了知し、当該物件を確認して

いるものとみなす。

物件番号 説明会等実施日時 説明会等実施場所

１ 令和３年８月10日　午後２時
白山市八幡町イ20番地

石川土木総合事務所　会議室

２
令和３年８月11日　午後２時

金沢市木越町イ38番１

東部車両基地３

４
令和３年８月18日　午後２時

奥能登土木総合事務所（分室）

空港車庫前５

６ 令和３年８月19日　午後２時 珠洲土木事務所

４　入札に参加する者に必要な資格に関する事項

　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 　入札日までに石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第111条第２項の規定による競争入札参加資格者

名簿に登載されている者又は直接自己の事業目的に使用する者であること。

　⑶ 　入札参加申請書の提出期限の翌日から入札の日までの期間に、指名停止の措置を受けている者でないこと。

　⑷ 　この公告に示した売却の条件及び義務を確実に履行し得る者であること。

　⑸ 　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

する事務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

　⑹　過去３年以内に石川県土木部（関係土木事務所を含む。）が所有する除雪機械の売買契約において契約条件の

　　 　不履行があり、同種の一般競争入札に参加できない者でないこと。

５　入札説明書の交付期間及び場所

　⑴　交付期間

　　 　令和３年７月30日（金）から同年８月24日（火）（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を除く。）の午前９時から午後５時までの間。

　⑵　交付場所

物件番号 交　付　場　所 電話番号

１
白山市八幡町イ20番地

石川土木総合事務所　庶務課庶務係
076－272－1188

２ 金沢市直江南２丁目１番地

県央土木総合事務所２階　庶務課事業係
076－239－3901

３

４
輪島市河井町22部１－１

奥能登土木総合事務所　庶務課事業係
0768－22－0567５

６

　⑶　交付方法

　　 　５⑵の交付場所において書面により交付する。なお、石川県土木部道路整備課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。
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　　　http://www.pref.ishikawa.lg.jp/michi/josetsukikai/20210730.html

６　入札に関する事項

　⑴　入札者に要求される義務

　　 　この入札に参加を希望する者は、入札説明書に示す入札参加申請書及び添付書類をあらかじめ下記のとおり提

出しなければならない。また、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。

　　ア　提出場所　５⑵の交付場所に同じ

　　イ　提出期限　令和３年８月24日（火）午後５時まで

　　ウ　提出方法　持参又は郵送（郵送の場合は、簡易書留とし、提出期限内必着とする。）

　　 　なお、入札参加申請書に記載された使用予定内容が契約条項の用途指定に適合しない場合は、入札に参加する

資格がないものとする。

　⑵　入札の方法

　　 　１⑴の件名ごとにそれぞれ入札に付する。なお、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

るものとする。）をもって落札金額とするので、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。また、契約

金額は、落札金額に自動車損害賠償保険の未経過期間分、自動車重量税の未経過期間分及びリサイクル料金等相

当額を加算した額とする。

　⑶　入札保証金

　　 　入札に参加しようとする者は、見積もった契約希望金額の100分の５に相当する金額以上の金額を指定された

納付方法により納付しなければならない。

　　 　ただし、石川県財務規則第111条第２項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載されている者で、入札保

証金の免除を認められたものは、入札保証金を免除する。

　⑷　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は、無効とする。

　⑸　落札者の決定方法

　　 　石川県財務規則第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。

７　契約に関する事項

　⑴　契約書作成の要否　

　　　要

　⑵　契約条項

　　　入札説明書による。

　⑶　契約保証金

　　 　契約金額の100分の10以上。ただし、契約の相手方が石川県財務規則第111条第２項の規定による競争入札参加

資格者名簿に登載されている者で、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるものである場合は、

免除する。

　⑷　売買代金の納入

　　　県が発行する納入通知書により、指定の期日までに納入すること。

　⑸　所有権の移転等

　　　所有権の移転は、売買代金が完納された日とする。

　⑹　その他

　　　詳細は、入札説明書による。

　⑺　問合せ先
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物件番号 問　合　せ　窓　口 電話番号

１
白山市八幡町イ20番地

石川土木総合事務所　庶務課庶務係
076－272－1188

２ 金沢市直江南２丁目１番地

県央土木総合事務所２階　庶務課事業係
076－239－3901

３

４
輪島市河井町22部１－１

奥能登土木総合事務所　庶務課事業係
0768－22－0567５

６

都市計画法に基づく公聴会の開催公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第16条第１項の規定により、都市計画の変更の案を作成したいので、次のと

おり公聴会を開催する。

　　令和３年７月30日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　開催日時、都市計画の種類及び開催場所

開催日時 都市計画の種類 開催場所

令和３年８月31日　午後２時から 小松都市計画区域区分 小松市役所７階　703会議室

２　都市計画の変更の概要

　　次のとおりとする。

　 　（「次のとおり」は省略し、都市計画の計画書を令和３年７月30日から同年８月13日まで石川県土木部都市計画課

及び小松市都市計画担当課に備え置いて縦覧に供する。）

３　公述の申出

　⑴　申出の期限

　　　令和３年８月13日

　⑵　申出の手続等

　　 　公述人として意見を述べることができる者は、当該公聴会に係る都市計画区域内の住民とし、意見を述べよう

とする場合は、申出の期限までに別記様式による意見申出書を提出すること。なお、同趣旨の意見が多数ある場

合は、一部の者を公述人に選定することがある。

４　その他

　⑴　意見申出書の提出先及び問合せ先

　　　金沢市鞍月１丁目１番地

　　　石川県土木部都市計画課

　⑵　公述の申出がない場合

　　 　３⑴の申出の期限までに申出がない場合は、公聴会を開催しない。なお、公聴会を開催しない場合は、３⑴の

申出の期限後、追って石川県公報に登載する。

別記様式

意　　見　　申　　出　　書

　令和３年８月31日に開催される小松都市計画の変更に関する公聴会において、次のとおり意見を公述したいの

で申し出ます。

令和３年　　月　　日　

　　石　川　県　知　事　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生 年 月 日
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職　　　業

意見の要旨　下記のとおり（注）

　

　（注）　意見の要旨及びその理由を具体的に、400字程度で記載してください。

入　　　札　　　公　　　告

　次のとおり一般競争入札を実施する。

　　令和３年７月30日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　入札に付する事項

　⑴　件名

　　　石川県地方公会計システム構築業務

　⑵　業務内容

　　　入札説明書による。

　⑶　契約期間

　　　契約締結の日から令和４年３月31日まで

　⑷　設置場所

　　　入札説明書による。

２　入札に参加する者に必要な資格に関する事項

　 　こ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、令和３年度において競争入札参加資格を有すると認められたもので、次に掲

げる条件の全てに該当するものであること。

　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　指名停止措置を受けていない者であること。

　⑶　仕様書に定める業務内容を、公正かつ的確に遂行し得る者であること。

３　入札参加資格の確認手続等

　 　入札に参加しようとする者は、石川県地方公会計システム構築に係る入札参加資格確認申請書に関係書類を添え

て知事に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。提出された書類を審査した結果、当該調達を行う

ことができると認められる者を入札の参加対象とする。また、契約担当者から当該書類に関して説明を求められた

場合は、これに応じなければならない。なお、⑵の提出期限までに申請書を含む関係書類を提出しない者及び入札

参加資格がないと認められたものは、入札に参加することができない。

　⑴　提出書類

　　ア　石川県地方公会計システム構築に係る入札参加資格確認申請書

　　イ　石川県競争入札参加資格者決定通知書（写し）

　⑵　提出期限
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　　　令和３年８月11日（水）午後５時

　⑶　提出方法

　　 　４⑴の問合せ先に持参又は郵送すること。郵送の場合は、書留郵便その他到着を確認できる方法によることと

し、提出期限内必着とする。

　⑷　結果の通知

　　　確認の結果の通知は、令和３年８月20日（金）までに入札参加資格確認結果通知書を送付して行う。

４　入札説明書等の交付及び問合せ先

　⑴　入札説明書等の交付場所及び問合せ先

　　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地（行政庁舎３階）

　　　石川県出納室総務システムグループ

　　　電話番号　076－225－1556　FAX番号　076－225－1561

　　　E-mail　e290100@pref.ishikawa.lg.jp

　⑵　交付期間

　　 　令和３年７月30日（金）から同年８月10日（火）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を除く。）

　⑶　交付時間

　　　午前９時から午後５時まで

５　入札の日時及び場所

　⑴　日時

　　　令和３年８月27日（金）午後２時（入札後、即時開札する。）

　⑵　場所

　　　金沢市鞍月１丁目１番地　石川県行政庁舎１階　102会議室

６　入札方法

　 　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、その端数を切り捨てるものとする。）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を問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

　　また、入札書に記載する金額は、１⑶の契約期間に係る構築業務委託料の総額とする。

７　落札者の決定

　 　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　入札に関する注意事項

　⑴ 　入札参加者は、入札当日、入札参加資格確認結果通知書を持参し、入札関係職員の求めに応じ、提示するこ

と。

　⑵　入札参加者は、入札説明書、仕様書その他関係書類を熟覧のうえ、入札すること。

　⑶ 　入札参加資格を有すると認められた者が入札を希望しないときは、入札に参加しないことができる。この場

合、県は、入札に参加しないことを理由に不利益な取扱いは行わない。

　⑷ 　郵便又は電報等による入札を認めないので、入札参加者は、５に定める入札日時及び入札場所に集合するこ

と。

９　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説明書に違反した者の入札は、無効とする。

10　その他

　⑴　入札保証金及び契約保証金

　　　免除

　⑵　契約書の作成

　　　要

　⑶　その他詳細は、入札説明書による。
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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７月30日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　調達内容

　⑴　購入件名及び数量

　　　令和３年度石川県新図書館納入資料（図書）　一式

　⑵　調達件名の特質等

　　　入札説明書による。

　⑶　納入期間

　　　契約締結日から令和４年３月31日まで

　⑷　納入場所

　　　別途指定する場所

　⑸　入札方法

　　 　落札決定に当たっては、本体価格1,000円（消費税及び地方消費税額を加算していない額）の図書に対する納

入価格（消費税及び地方消費税額を加算していない額で、円単位の整数とする。）を入札書に記載することとし、

入札書に記載された金額をもって落札価格とする。

２　競争入札参加者資格

　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 　令和３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３年石川県告示第132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。

　　 　なお、当該競争入札に参加する資格の審査については、４⑴に掲げる場所において随時申請を受け付けてい

る。

　⑶　指名停止の措置を受けている者でないこと。

　⑷　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

する事務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

３　入札者に要求される義務

　 　入札者は、当該調達物品を迅速かつ確実に納入できることを証明する書類を令和３年８月25日（水）までに４⑵

の提出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

　⑴　競争入札参加者資格審査に関する事項の申請書の提出先及び問合せ先

　　　〒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

　⑵　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

　　　〒920－0964　金沢市本多町３丁目２番15号

　　　石川県立図書館総務グループ　電話番号　076－223－9565
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（１箇月2,350円送料とも） 発行人　〒920-8580　石川県金沢市鞍月１丁目１番地　　石　川　県

印刷所　〒921-8178　石川県金沢市寺地１丁目14番５号　㈲プランニング・エージ　TEL（076）274-2225

　⑶　入札説明書の交付方法

　　　⑵の交付場所において交付

　⑷　入札書の受領期限

　　 　令和３年９月８日（水）午前11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、⑵の提出

場所とする。）

　⑸　開札の日時及び場所

　　　令和３年９月８日（水）午後１時　石川県立図書館応接会議室

５　その他

　⑴　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

　⑵　入札保証金及び契約保証金

　　　免除

　⑶　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。

　⑷　契約書作成の要否

　　　要

　⑸　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。

　⑹　手続における交渉の有無

　　　無

　⑺　その他

　　　詳細は、入札説明書による。

６　Summary

　⑴　Nature and quantity of the products to be purchased

　　　The material delivery business of Ishikawa Prefectural Library 1 set

　⑵　Delivery period

　　　From the first day of contract through 31 March 2022

　⑶　Delivery place

　　　To be specified later

　⑷　Time limit of tender

　　　11:00 a.m. 8 September 2021

　⑸　Contact point for the notice

　　　General Affairs Division of Ishikawa Prefectural Library

　　　3－2－15 Hondamachi Kanazawa 920－0964 Japan TEL 076－223－9565


