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石川県告示第101号

次のとおり 一般国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、令和 5年 3月17日から同月 31日まで縦覧に供する。

令和 5年 3月17日

石川県知事 馳

牛口
、1

路線名 供用 開始の 区間 供 用 開 始 の 期 日
関係図面の
縦覧場所

4 1 6号
小松市新保町子4番 1地先から

南加賀土木

小松市花立町チ 9番 5地先まで
令和 5 年 3 月 17 日 総合事務所

維持管理課

石川県告示第102号

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法律第112号）第40条の規定により、住

宅確保要配慮者居住支援法人を次のとおり指定した。

令和 5年 3月17日

名 称 住 所

石川県知事 馳

支援業務を行う事務所の所在地

一般社団法人福祉の泉 1 富山県高岡市波岡51-1 I 金沢市下安原町東335番地

株式会社エラーブル 岐阜県中津川市坂下872番地 1 金沢市三口町土358

牛
口

、
1

指定年月日

令和 5年 3月 7日

令和 5年 3月10日

公 告

入 札 公 告

゜
次のとおり 一般競争入札を実施する。

令和 5年 3月17日

石川県知事 馳 牛
口

、
1



2 

1 
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一般競争入札に付する事項

(1) 調達役務の名称

電気工事士免状作成等業務委託

(2) 調達案件の仕様等

入札説明書及び仕様書による。

(3) 履行期間

令和 5年4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(4) 履行場所

入札説明書及び仕様書による。

(5) 入札方法

処理件数当たりの単価により行う。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 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(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、

令和 4年度において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) 指名停止の措置を受けている者でないこと。

(4) 県内の 3以上の市町（金沢、能登及び加賀の各地区に 1か所以上）において、受付窓口を設置できる者である

こと。

(5) 申請受付時間帯において、委託業務の審査責任者（電気工事士免状の交付を受けた者に限る。以下同じ。）を

常時窓口に配置し、又は審査責任者と連絡可能な体制を確保することができる者であること。

(6) 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き、県の執務

時間に準じて、委託業務を行うことができる者であること。

(7) 免状交付申請手続等に関し、インターネットにより周知を図ることができる者であること。

3 入札参加申請書の提出期限及び場所

入札者は、入札参加申請書に入札参加者資格を証明できる書類を添付 して、令和 5年 3月27日（月）までに 4(1) 

の場所に提出しなければならない。

4 入札説明書の交付場所等

(1) 入札説明書の交付場所及び問合せ先

〒920-8580 金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県危機管理監室消防保安課保安グループ 電話番号 076-225-1481 

(2) 入札説明書の交付方法

(1)の交付場所において交付

(3) 入札書の受領期限

令和 5年 3月28日（火）正午（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)の場所とす

る。）

(4) 開札の日時及び場所

令和 5年 3月28日（火）午後 2時

金沢市鞍月 1丁目 1番地 石川県庁行政庁舎603会議室

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) 無効の入札書
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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、入札者に求めら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。

(4) 契約書の要否

要

(5) 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。

(6) 手続における交渉の有無

無

(7) その他

詳細は、入札説明書による。

基本測量実施公告

測量法（昭和24年法律第188号）第14条第 1項の規定により、国土交通省国土地理院長から、次のとおり基本測量

を実施する旨の通知があった。

令和 5年 3月17日

石川県知事 馳 牛
口

、
1

作 業 種 類 作業期間 作業地域

基 本 測 量令和5年 4月 1日から県内全域

（電子国土基本図（地図情報）修正） 令和 6年 3月31日まで

公共測量終了公告

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第 2項の規定により、北陸農政局河北潟周辺

農地防災事業所長から、次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった。

令和 5年 3月17日

石川県知事 馳 牛
口

、
1

作業

公 ±I::
ノ‘

（ 用地

種類 作業期間

測 量 1 令和 4年10月 7日から

測 量） 令和 5年 2月21日まで

作業地域

金沢市湖南町、大浦町及び大場町地

内

道路の位置の指定公告

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。

令和 5年 3月17日

石川県知事 馳

羽咋:::ニニニ水路1::三~:~ひ延長1羽咋市::ニニ：
及び農道の無籍地の一部 延長 36.00m 小倉建設株式会社

牛
口

、
1

指定年月日

令和 5年 3月 3日

入 札 公 告

次のとおり 一般競争入札を実施する。

令和 5年 3月17日

石川県知事 馳 牛
口

、
1

1 一般競争入札に付する事項

(1) 委託業務名

石川県立金沢中央高等学校夜間給食業務
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(2) 業務内容

仕様書等による。

(3) 委託期間

令和 5年4月 1日から令和 6年 3月31日まで

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 4年度において競争入札参加者資格を有する者で、次に掲げる条件の全

てに該当し、かつ、知事によりこの契約に係る入札参加者資格の確認を受けたものであること。

(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) 県の指名停止措置を受けていない者であること。

(3) 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

工 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、入札参加者資格確認申請書を提出しなければならない。入札参加者資格確認申請書は、仕様書に定め

られる業務内容を公正かつ的確に遂行し得る者であることを証明する書類を添えて令和 5年 3月24日（金）までに

5 (1)の提出場所に提出すること。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 入札参加者資格の確認結果の通知

確認結果の通知は、令和 5年 3月27日（月）までに入札参加者資格確認結果通知書の郵送等により行う。

5 入札書の提出場所等

(1) 入札書の提出場所、仕様書及び入札参加者資格確認申請書の交付場所並びに問合せ先

〒921-8042 金沢市泉本町6丁目 105番地

石川県立金沢中央高等学校事務室電話番号 076-243-2166

(2) 仕様書等の交付方法

(1)の交付場所において交付

(3) 入札書の受領期限

令和 5年 3月29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、 (1)の提出

場所とする。）

(4) 開札の日時及び場所

令和 5年 3月29日（水）午前11時10分石川県立金沢中央高等学校 会議室

6 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に相当する金額を加算した金額（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。
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8 入札に関する注意事項

(1) 入札参加者は、入札当日、入札参加者資格確認結果通知書を提示すること。

(2) 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。

(3) 入札参加者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

合において、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。

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、入札参加者資格の確認手続等を行わない者、入札に関する注意

事項を遵守しない者及び入札心得に違反した者のした入札は、無効とする。

10 契約書作成の要否

要

11 入札保証金及び契約保証金

免除

12 その他

詳細は、入札説明書による。
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