
第38号 新  潟  県  報 平成24年５月18日(金) 

1 

 

 

主  要  目  次 

 

告   示 
 694 生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づく指定施術者等の指定（福祉保健課） 
 695 障害者自立支援法による指定自立支援医療機関の指定（障害福祉課） 
 696 障害者自立支援法による指定自立支援医療機関の指定更新（障害福祉課） 
 697 障害者自立支援法による指定自立支援医療機関の指定（障害福祉課） 
 698 障害者自立支援法による指定自立支援医療機関の指定更新（障害福祉課） 
 699 保安林の指定予定（治山課） 
 700 保安林の指定予定（治山課） 
 701 保安林の指定予定（治山課） 
 702 土地改良区役員の就任及び退任届（農地計画課） 
 703 土地改良区の定款変更認可（農地計画課） 
 704 土地改良区の定款変更認可（農地計画課） 
 705 土地改良区の定款変更認可（農地計画課） 
 706 土砂災害警戒区域の指定（砂防課） 
 707 土砂災害特別警戒区域の指定（砂防課） 
 708 建築基準法による道路位置の指定（建築住宅課） 
 709 建築基準法による道路位置の指定（建築住宅課） 
 710 二級建築士及び木造建築士の免許の取消し（建築住宅課） 
公   告 
  特定調達契約の落札者等（情報政策課） 
  一般競争入札の実施（出納局会計検査課） 
  一般競争入札の実施（出納局会計検査課） 
  特定調達契約の落札者等（警察本部会計課） 
病院局公告 
  特定調達契約の契約者等（病院局業務課） 
選挙管理委員会告示 
 24 政治団体の収支報告書の訂正報告（選挙管理委員会） 
人事委員会公告 
  平成24年度新潟県職員採用試験（大学卒業程度）の実施（人事委員会事務局総務課） 
 

告   示 

◎新潟県告示第694号 

生活保護法（昭和25年法律第144 号）第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた生活保護法第49条の

規定により、指定施術者等を次のとおり指定した。 

平成24年５月18日 

新潟県知事   泉 田  裕 彦 
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氏名 名称 所在地 指定年月日 

柳 雄大（柔道整復） やなぎ整骨院 阿賀野市市野山189－17 平成24年２月14日 

中山 猛（柔道整復） なかやま整骨院 長岡市大島新町４－892 平成24年３月１日 

藤岡 睦（あん摩・マッサー

ジ） 

鍼灸マッサージ院 

ひなた 

上越市大字下源入２番地

１ケントマリンハウスA101 

平成24年３月１日 

藤岡 睦（はり・きゅう） 鍼灸マッサージ院 

ひなた 

上越市大字下源入２番地

１ケントマリンハウスA101 

平成24年３月１日 

 

 

◎新潟県告示第695号 

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第59条第１項の規定により、指定自立支援医療機関（精神通院医療）

を次のとおり指定した。 

平成24年５月18日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

名 称 所 在 地 
担当する医療の 

種     類 
指定年月日 

高柳薬局 
柏崎市高柳町岡野町1777－

２ 
精神通院医療 平成24年５月１日 

中央調剤薬局石橋店 上越市石橋２丁目５番２号 精神通院医療 平成24年５月１日 

 

◎新潟県告示第696号 

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第60条第１項の規定により、指定自立支援医療機関（精神通院医療）

の指定を次のとおり更新した。 

平成24年５月18日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

名 称 所 在 地 
担当する医療の 

種     類 
更新年月日 

高須メンタルクリニック 
長岡市大手通１－４－３ドルミ

－駅前ビル７階 
精神通院医療 平成24年５月１日 

汐彩クリニック 佐渡市窪田20－１ 精神通院医療 平成24年５月１日 

調剤薬局メディスンショッ

プ長岡駅前薬局 

長岡市大手通１丁目４番地３ド

ルミ－駅前ビル６階 
精神通院医療 平成24年５月１日 

三条調剤薬局大島店 三条市大島5126－１ 精神通院医療 平成24年５月１日 

桐の花調剤薬局 佐渡市窪田19－１ 精神通院医療 平成24年５月１日 
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◎新潟県告示第697号 

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第59条第１項の規定により、指定自立支援医療機関（育成医療・更

生医療）を次のとおり指定した。 

平成24年５月18日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

名 称 所 在 地 
担当する医療の 

種     類 
指定年月日 

すまいる薬局  五泉市大田976－１ 薬局 平成24年５月１日 

シンケイ薬局  上越市南本町２－７－47 薬局 平成24年５月１日 

 

◎新潟県告示第698号 

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第60条第１項の規定により、指定自立支援医療機関（育成医療・更

生医療）を次のとおり更新した。 

平成24年５月18日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

名 称 所 在 地 
担当する医療の 

種     類 
更新年月日 

カワチ薬局 長岡店 長岡市喜多町字鐙潟755 薬局 平成24年５月１日 

西本成寺調剤薬局  三条市西本成寺１－38－46 薬局 平成24年５月１日 

薬局すずらん  三条市一ノ門２－１－13 薬局 平成24年５月１日 

あい薬局 住吉町店 新発田市住吉町２－３－16 薬局 平成24年５月１日 

あい薬局 御幸町店 新発田市御幸町４－６－２ 薬局 平成24年５月１日 

五十公野薬局  新発田市五十公野6804 薬局 平成24年５月１日 

桂薬局 西新発田店 新発田市富塚町１－15－５ 薬局 平成24年５月１日 

桂薬局   新発田市御幸町１－２－３ 薬局 平成24年５月１日 

コダジマ薬局  新発田市御幸町２－４－６ 薬局 平成24年５月１日 

さとう薬局  新発田市大手町５－２－９ 薬局 平成24年５月１日 

紫雲調剤薬局  新発田市稲荷岡2252－２ 薬局 平成24年５月１日 



平成24年５月18日(金) 新  潟  県  報 第38号 

4 

すわ調剤薬局  新発田市諏訪町１－３－６ 薬局 平成24年５月１日 

中央町調剤薬局  新発田市中央町３－９－６ 薬局 平成24年５月１日 

ふたば薬局  新発田市豊町２－９－28 薬局 平成24年５月１日 

三日市薬局  新発田市三日市605－４ 薬局 平成24年５月１日 

石川調剤薬局  加茂市石川２－１－37 薬局 平成24年５月１日 

加茂調剤薬局  加茂市番田11－32 薬局 平成24年５月１日 

穀町調剤薬局  加茂市穀町６－21 薬局 平成24年５月１日 

笹菊薬局  加茂市上町７－11 薬局 平成24年５月１日 

諏訪ノ木調剤薬局  加茂市加茂新田8368－４ 薬局 平成24年５月１日 

大郷町調剤薬局  加茂市大郷町１－13－２ 薬局 平成24年５月１日 

仲町調剤薬局  加茂市仲町１－35 薬局 平成24年５月１日 

三浦薬局  加茂市五番町３－28 薬局 平成24年５月１日 

大町キムラ薬局 駅前店 村上市田端町３－38 薬局 平成24年５月１日 

しんまち調剤薬局  村上市新町９－80 薬局 平成24年５月１日 

むらかみ調剤薬局  村上市羽黒町11－22 薬局 平成24年５月１日 

エース薬局 パコ店 燕市分水新町１－６－５ 薬局 平成24年５月１日 

オレンジ調剤薬局  燕市白山町２－3642－４ 薬局 平成24年５月１日 

さわたり調剤薬局  燕市大字佐渡187－１ 薬局 平成24年５月１日 

ソマギ調剤薬局  燕市大字杣木1470－２ 薬局 平成24年５月１日 

たんぽぽ調剤薬局  燕市南４－２－11 薬局 平成24年５月１日 
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東町調剤薬局  燕市吉田3505－１ 薬局 平成24年５月１日 

山本薬局  糸魚川市槇屋敷48 薬局 平成24年５月１日 

おおまち薬局 新井店 妙高市小出雲３－５－25 薬局 平成24年５月１日 

自然堂調剤薬局  妙高市朝日町１－２－13 薬局 平成24年５月１日 

鈴木薬局アネックス  妙高市朝日町１－10－３ 薬局 平成24年５月１日 

ひまわり薬局  妙高市大字田口144 薬局 平成24年５月１日 

あおい調剤薬局  上越市北城町４－６－５ 薬局 平成24年５月１日 

いわしや高土町薬局  上越市高土町１－９－12 薬局 平成24年５月１日 

いわしや薬局  上越市本町３－２－24 薬局 平成24年５月１日 

大町調剤薬局  上越市大町４－４－４ 薬局 平成24年５月１日 

おおまち薬局 鴨島店 上越市鴨島３－６－68 薬局 平成24年５月１日 

大山薬局  上越市本町１－４－17 薬局 平成24年５月１日 

柿崎調剤薬局  
上越市柿崎区柿崎字あけぼの

411－12 
薬局 平成24年５月１日 

鴨島調剤薬局  上越市大字桶場141－１ 薬局 平成24年５月１日 

たから薬局 たかし薬局 上越市木田新田２－３－13 薬局 平成24年５月１日 

たから薬局   上越市大手町１－22 薬局 平成24年５月１日 

たから薬局 大学前薬局 上越市大学前203 薬局 平成24年５月１日 

にいがた調剤薬局高田  上越市大字樋場高台151 薬局 平成24年５月１日 

日本調剤 高田薬局 上越市大字樋場１街区１－４ 薬局 平成24年５月１日 

ヒダ薬局  上越市大手町６－６ 薬局 平成24年５月１日 
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フジ薬局  上越市高土町２－６－１ 薬局 平成24年５月１日 

本町薬局  上越市本町２－２－３ 薬局 平成24年５月１日 

ますや薬局  上越市板倉区針799 薬局 平成24年５月１日 

森本薬局  上越市中通町９－31 薬局 平成24年５月１日 

北新調剤薬局  阿賀野市保田3318－４ 薬局 平成24年５月１日 

あい薬局 小出店 魚沼市小出島860－２ 薬局 平成24年５月１日 

おおまち薬局 大和店 南魚沼市浦佐4062－３ 薬局 平成24年５月１日 

ついじ調剤薬局  胎内市築地1853 薬局 平成24年５月１日 

ひいらぎ調剤薬局  胎内市大川町15－11 薬局 平成24年５月１日 

たがみ調剤薬局  田上町大字田上丙1225－３ 薬局 平成24年５月１日 

みどり台調剤薬局  田上町川船河甲1330－６ 薬局 平成24年５月１日 

 

◎新潟県告示第699号 

森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定をする予定である。 

平成24年５月18日 

新潟県知事    泉 田  裕 彦 

１ 保安林予定森林の所在場所 

新潟県上越市安塚区切越字平 1305 から 1325 まで、1325 の子、1326 から 1329 まで、1329 の子、1330 から

1341まで、1341の子、1348から 1366 まで、1367 の１から 1367の４まで、1368、1370、1371、1372の１、1372

の２、1373 の１、1373 の２、1374 から 1380 まで、1380 の子、1381 から 1388 まで、1388 の子、1389 の１か

ら 1389の３まで、1390の１、1391 の１、1392、1392の１、1392の２、1393の１、1393の２、1394の１から

1394 の３まで、1394 の５、1394 の子、1396 の１から 1396 の３まで、1396 の子、1397 の１から 1397 の３ま

で、1398 から 1401 まで、1402 の１、1405、1406、1407 の１、1407 の２、1408、1410 から 1418 まで、1419

の１、1419の２、1420、1421 の１、1421 の２、1422から 1426まで、1426 の子、1427 から 1432 まで、1435、

1436、1437 の１、1437 の２、1438、1439 の１、1440 の１、1441 から 1446 まで、1446 の１、1447 から 1452

まで、1458、1459 の１、1464 の１、1465、1466、1467 の１、1468 の２、1469 の１から 1469 の３まで、字棚

入 1547・1548合併、1549、1550、1550の子、1550 の丑、1551、1553から 1573 まで、1574の１、1574の２、

1575から 1577まで、1578 の１、1578 の２、1579から 1584 まで、1584の２、1584の３、1585 から 1590 まで、

1596、1596の子、1601 から 1603まで、1603 の子、1604、1604の子、1605、1606、1609、1610の１、1611の

子、1611 の丑、1612、1612の子、1614から 1617まで、1617の１、1618、1635 の１、1636、1636の子、1642

から 1651 まで 

２ 指定の目的 

    土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 
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 ア 主伐は、択伐による。 

 イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

 ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び上越市役所に備え置いて縦覧に供

する｡) 

 

◎新潟県告示第700号 

森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定をする予定である。 

平成24年５月18日 

新潟県知事    泉 田  裕 彦 

１ 保安林予定森林の所在場所 

新潟県佐渡市岩谷口 553の 14 

２ 指定の目的 

    土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

 ア 主伐は、択伐による。 

 イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

 ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び佐渡市役所に備え置いて縦覧に供

する｡) 

 

◎新潟県告示第701号 

森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定をする予定である。 

平成24年５月18日 

新潟県知事    泉 田  裕 彦 

１ 保安林予定森林の所在場所 

新潟県佐渡市新穂大野１の 26、１の 27 

２ 指定の目的 

    水源のかん養 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

 ア 次の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

 イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

 ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び佐渡市役所に備え置いて縦覧に供

する。） 

 

◎新潟県告示第702号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、南魚沼市の五城土地改良区から次のとおり役

員が就任及び退任した旨の届出があった。 

平成24年５月18日 

新潟県南魚沼地域振興局長 

１ 就 任 

  理事 南魚沼市宮1713           関  隆雄 
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                     （理事長） 

  〃    〃  畔地256         上村 一成 

  〃    〃  泉甲463         所 清司 

  〃    〃  永松738      吉田 義則 

  〃    〃  下原新田304－１ 南雲 松夫 

  〃    〃  長森８      棚村 光正 

  〃    〃  下薬師堂87－６   加藤 宏志 

  〃    〃  岩崎200－子    井口 啓一 

  〃    〃  田崎176      佐藤 元信 

  〃    〃  清水瀬344     桑原 藤達 

  〃    〃  宮1287      中島 利光 

  〃    〃  法音寺204     並木 泰夫 

  監事 南魚沼市山口222      清水  聰 

  〃    〃  山谷1044     板鼻 和夫 

  〃    〃  長森新田450－１  佐藤 千城 

  〃    〃  津久野63－１   飲酒盃 正憲 

  就任年月日 平成24年５月１日 

２ 退 任 

  理事 南魚沼市新堀148      高橋 明夫 

                  （理事長） 

  〃    〃  宮1713      関  隆雄 

  〃    〃  津久野上新田30   阿部  猛 

  〃    〃  麗144        水澤 孝信 

  〃    〃  畔地256         上村 一成 

  〃    〃  京岡205      勝又 富臟 

  〃    〃  山口222      清水  聰 

  〃    〃  泉甲463         所 清司 

  〃    〃  二日町５     目黒 正春 

  〃    〃  永松738      吉田 義則 

  〃    〃  下原新田304－１  南雲 松夫 

  〃    〃  長森８      棚村 光正 

  監事 南魚沼市宮295       松井 隆義 

  〃    〃   藤原246      河邊 克彦 

  〃    〃   土沢133      江部 恆治 

  〃    〃   下薬師堂75－２  清水 眞市郎 

  退任年月日 平成24年４月30日 

 

◎新潟県告示第703号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、村上市の荒川沿岸土地改良区の定款の変更を

平成24年５月９日認可した。 

平成24年５月18日 

新潟県村上地域振興局長 

 

◎新潟県告示第704号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、上越市の三和村土地改良区の定款の変更を平

成24年５月７日認可した。 

平成24年５月18日 

新潟県上越地域振興局長 

 

◎新潟県告示第705号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、上越市の和田土地改良区の定款の変更を平成
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24年５月10日認可した。 

平成24年５月18日 

新潟県上越地域振興局長 

 

◎新潟県告示第706号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第６条第１項の規

定により、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。 

平成24年５月18日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 上越地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 区域の表示 
土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

石橋(1)地区 上越市安塚区石橋 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

サイド沢(1)地区 上越市安塚区石橋 次の図のとおり 土石流 

サイド沢(2)地区 上越市安塚区石橋 次の図のとおり 土石流 

中山沢地区 上越市安塚区石橋 次の図のとおり 土石流 

下山沢地区 上越市安塚区石橋 次の図のとおり 土石流 

南子地地区 上越市安塚区石橋 次の図のとおり 地すべり 

下方(1)地区 上越市安塚区下方 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

湯之尻沢地区 上越市安塚区下方 次の図のとおり 土石流 

下方川地区 上越市安塚区下方 次の図のとおり 土石流 

大久保地区 上越市安塚区安塚 次の図のとおり 地すべり 

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県上越地域振興局妙高砂防事務所に備え置いて

縦覧に供する｡) 

 

◎新潟県告示第707号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第８条第１項の規

定により、次の区域を土砂災害特別警戒区域として指定する。 

平成24年５月18日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 上越地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 

区域の表示及び当該自然

現象により建築物に作用

すると想定される衝撃に

関する事項 

土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

石橋(1)地区 上越市安塚区石橋 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

下方(1)地区 上越市安塚区下方 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

湯之尻沢地区 上越市安塚区下方 次の図のとおり 土石流 
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下方川地区 上越市安塚区下方 次の図のとおり 土石流 

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県上越地域振興局妙高砂防事務所に備え置いて

縦覧に供する｡) 

 

◎新潟県告示第708号 

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、道路の位置を次のとおり指定した。 

平成24年５月18日 

新潟県上越地域振興局長 

１ 指定道路の種類 

 第42条第１項第５号の規定による指定に係る道路 

２ 指定の年月日 

 平成24年５月７日 

３ 指定道路の位置等 

位     置 幅員（メートル） 延長（メートル） 

糸魚川市大字平牛字尻江869番１

の内、869番67、869番９、869番12 

5.91 25.00 

 

 

◎新潟県告示第709号 

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、道路の位置を次のとおり指定した。 

平成24年５月18日 

新潟県上越地域振興局長 

１ 指定道路の種類 

 第42条第１項第５号の規定による指定に係る道路 

２ 指定の年月日 

 平成24年５月７日 

３ 指定道路の位置等 

位     置 幅員（メートル） 延長（メートル） 

糸魚川市南寺町三丁目523番１の

内、530番の内、1076番１の内、1083

番の内、1083番地先道路・水路 

6.00 70.37 

 

 

◎新潟県告示第710号 

建築士法（昭和25年法律第202号）第９条第１項の規定により、次のとおり二級建築士及び木造建築士の免許を

取り消した。 

平成24年５月18日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

免許の取消しをした

年月日 

免許の取消しをした

建築士の氏名 

二級建築士又は

木造建築士の別 

登録番号 免許の取消しの理由 

平成24年３月23日 高野 詳 二級建築士 第2892号 死亡 

 

 

公   告 

特定調達契約の落札者等について（公告） 

特定調達契約について随意契約の相手方を決定したので、県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める
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規則（平成７年新潟県規則第87号）第15条の規定により、次のとおり公告する。 

平成24年５月18日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 調達件名及び数量 

 給与システムの維持管理業務委託 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

 総務管理部情報政策課 新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

３ 調達方法 

 請負 

４ 契約方法 

 随意契約 

５ 契約日 

 平成24年４月１日 

６ 契約者の氏名及び住所 

 株式会社ＢＳＮアイネット 新潟県新潟市中央区米山２丁目５番地１ 

７ 契約価格 

 37,675,050円 

８ 随意契約によることとした理由 

 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第10条第１項第２号 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、男性警察官用合服上下及び合活動服の購入に

ついて、次のとおり一般競争入札を行う。 

なお、この入札に係る調達は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第23号）の適用を受ける

ものである。 

平成24年５月18日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

   男性警察官用合服上衣   784着 

        合服ズボン 1,105本 

        合活動服   685着 

(2) 調達案件の仕様等 

   入札説明書による。 

(3) 納入期限 

   平成24年９月13日（木）及び平成25年２月15日（金） 

(4) 納入場所 

入札説明書による。 

(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５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

金額の 105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 

    入札に参加する者に必要な資格は次のとおりとする。 

(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) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 新潟県物品入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 

(4) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を  

有する者でないこと。  

(5) 本調達物品及び数量を納入期限までに確実に納入し得ると認められる者であること。 
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(6) 本調達物品に係る品質等の証明ができる者であること。 

３ 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及び問い合わせ先 

   郵便番号 950－8570 

      新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

      新潟県出納局会計検査課物品契約係 

      電話番号 025－280－5490 

      Ｅメール  ngt190030@pref.niigata.lg.jp 

(2) 入札説明書の交付等 

入札説明書の交付は、本公告の日から上記(1)の場所で行うほか、新潟県入札情報サービスで公開する。 

(3) 入札書の提出方法 

この一般競争入札に参加を希望する者で、本公告に示した競争参加資格を有すると契約担当者が判断した  

者にあっては、下記(4)の入札書の受領期限までに封印した入札書を上記(1)に提出しなければならない。 

また、新潟県電子入札システムで提出することもできる。 

(4) 入札書の受領期限 

      平成24年７月２日（月）  午後５時 

(5) 開札の日時及び場所 

      平成24年７月３日（火） 午後１時30分 

   新潟県庁出納局会計検査課入札室 

４ その他 

(1) 契約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 

      免除する。 

(3) 契約保証金 

      契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県財務規則（昭和57年新潟県規則  

第10号。以下「規則」という｡)第44条第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申請書等を平成24年６月11日（月）午後５時までに、

本公告に示した競争参加資格を証明する書類を添付して、上記３(1)の場所に提出しなければならない。 

   また、新潟県電子入札システムで提出することもできる。 

   入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において、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。 

(5) 入札の無効 

      本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。    

(6) 契約書作成の要否 要  

(7) 誓約書の提出 

      暴力団等の排除に関する誓約書については入札説明書による。 

   なお、新潟県物品入札参加資格者で資格審査申請時に誓約書（物品入札参加資格審査申請書第１号様式別 

  紙８）を提出している者は提出不要とする。 

(8) 落札者の決定方法 

      規則第54条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った  

者を落札者とする。 

(9) 契約の停止等 

      当該調達に関し、政府調達に関する苦情の処理手続（平成８年１月新潟県告示第 209号）に基づく苦情申  

立があったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(10)その他 

      詳細は入札説明書による。 

５ Summary  

(1) Nature and quantity of the product to be purchased:  

1. Spring/autumn jackets for male police officers – 784 jackets 
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     2. Spring/autumn trousers for male police officers – 1,105 pairs 

    3. Spring/autumn work outerwear for male police officers – 685 sets 

(2) Deadline for bid submission: 

      ５：00P.M. June 11, 2012 

(3) For more information, please contact the following division in Japanese: 

      Audit Division 

      Bureau of the Treasury 

      Niigata Prefectural Government 

      ４－１ Shinko-cho, Chuo-ku, Niigata City, Niigata Prefecture 

      950－8570 

      JAPAN 

      TEL: 025－280－5490 

    E-mail：ngt190030@pref.niigata.lg.jp 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、男性警察官用冬服上下及び冬活動服の購入に

ついて、次のとおり一般競争入札を行う。 

なお、この入札に係る調達は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第23号）の適用を受ける

ものである。 

平成24年５月18日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

   男性警察官用冬服上衣   681着 

        冬服ズボン 1,014本 

        冬活動服   603着 

(2) 調達案件の仕様等 

   入札説明書による。 

(3) 納入期限 

   平成24年９月14日（金）及び平成24年11月20日（火） 

(4) 納入場所 

入札説明書による。 

(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５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

金額の 105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 

    入札に参加する者に必要な資格は次のとおりとする。 

(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) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 新潟県物品入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 

(4) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を  

有する者でないこと。  

(5) 本調達物品及び数量を納入期限までに確実に納入し得ると認められる者であること。 

(6) 本調達物品に係る品質等の証明ができる者であること。 

３ 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及び問い合わせ先 

   郵便番号 950－8570 

      新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

      新潟県出納局会計検査課物品契約係 
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      電話番号 025－280－5490 

      Ｅメール  ngt190030@pref.niigata.lg.jp 

(2) 入札説明書の交付等 

入札説明書の交付は、本公告の日から上記(1)の場所で行うほか、新潟県入札情報サービスで公開する。 

(3) 入札書の提出方法 

この一般競争入札に参加を希望する者で、本公告に示した競争参加資格を有すると契約担当者が判断した  

者にあっては、下記(4)の入札書の受領期限までに封印した入札書を上記(1)に提出しなければならない。 

また、新潟県電子入札システムで提出することもできる。 

(4) 入札書の受領期限 

      平成24年７月３日（火）  午後５時 

(5) 開札の日時及び場所 

      平成24年７月４日（水） 午後１時30分 

   新潟県庁出納局会計検査課入札室 

４ その他 

(1) 契約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 

      免除する。 

(3) 契約保証金 

      契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県財務規則（昭和57年新潟県規則  

第10号。以下「規則」という｡)第44条第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申請書等を平成24年６月11日（月）午後５時までに、

本公告に示した競争参加資格を証明する書類を添付して、上記３(1)の場所に提出しなければならない。 

   また、新潟県電子入札システムで提出することもできる。 

   入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において、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。 

(5) 入札の無効 

      本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。    

(6) 契約書作成の要否 要  

(7) 誓約書の提出 

      暴力団等の排除に関する誓約書については入札説明書による。 

   なお、新潟県物品入札参加資格者で資格審査申請時に誓約書（物品入札参加資格審査申請書第１号様式別 

  紙８）を提出している者は提出不要とする。 

(8) 落札者の決定方法 

      規則第54条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った  

者を落札者とする。 

(9) 契約の停止等 

      当該調達に関し、政府調達に関する苦情の処理手続（平成８年１月新潟県告示第 209号）に基づく苦情申  

立があったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(10)その他 

      詳細は入札説明書による。 

５ Summary  

(1) Nature and quantity of the product to be purchased:  

1. Winter jackets for male police officers – 681 jackets 

2. Winter trousers for male police officers – 1,014 pairs 

3. Winter work outerwear for male police officers – 603 sets 

(2) Deadline for bid submission: 

      ５：00P.M. June 11, 2012 

(3) For more information, please contact the following division in Japanese: 

      Audit Division 
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      Bureau of the Treasury 

      Niigata Prefectural Government 

      ４－１ Shinko-cho, Chuo-ku, Niigata City, Niigata Prefecture 

      950－8570 

      JAPAN 

      TEL: 025－280－5490 

    E-mail：ngt190030@pref.niigata.lg.jp 

 

特定調達契約の落札者等について（公告） 

特定調達契約について随意契約の相手方を決定したので、県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則（平成７年新潟県規則第87号）第15条の規定により、次のとおり公告する。 

平成24年５月18日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 調達件名及び数量 

ジェット燃料油（品目及び契約期間中の使用見込数量は次のとおり） 

  ①ローリー 250,000リットル ②ドラム 4,000リットル 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

新潟県警察本部警務部会計課 

  新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

３ 調達方法 

購入等 

４ 契約方式 

随意契約 

５ 契約日 

平成24年４月１日 

６ 契約者の氏名及び住所 

    新潟米油販売株式会社 

  新潟県新潟市中央区上大川前通12番町2708番地１ 

７ 契約価格 

  単価契約（１リットル単価）  ①133.77円  ②152.67円 

８ 随意契約によることとした理由 

 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）第10条第１項第

１号の規定による。 

 

病院局公告 

特定調達契約の契約者等について（公告） 

特定調達契約について契約者を決定したので、新潟県病院局の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規程（平成７年新潟県病院局管理規程第17号）第15条の規定により、次のとおり公告する。 

平成24年５月18日 

新潟県病院事業管理者  江 口  孝 雄 

１ 調達件名及び名称 

 病院業務の電算処理業務並びにコンピュータ管理業務委託 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

 新潟県病院局業務課 新潟市中央区新光町４番地１ 

３ 調達方法 

 購入等 

４ 契約方式 

 随意契約 

５ 契約日 
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 平成24年４月１日 

６ 契約者の氏名及び住所 

 株式会社ＢＳＮアイネット 

 新潟市中央区米山２丁目５番地１ 

７ 契約金額 

  309,083,040円 

８ 随意契約によることとした理由 

  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）第10条第１項第

２号 

 

選挙管理委員会告示 

新潟県選挙管理委員会告示第24号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支報告書について、訂正の報

告があったので、平成23年11月18日付け新潟県選挙管理委員会告示第60号の一部を次のとおり改める。 

平成24年５月18日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  嵐  嘉 明 

訂正報告年月日 平成24年３月27日 

政治団体の名称 ＹＭＦ政経研究会 

（報告年月日平成23年３月30日）中 

項   目 訂 正 後 訂 正 前 

１ 収入総額 

   本年収入額 

      1,184,925 円 

       900,067 円 

       1,184,908 円 

        900,050 円 

３ 本年収入の内訳 

 その他の収入 

  10万円未満の収入 

 合 計 

 

         67 円 

         67 円 

       900,067 円 

 

          50 円 

          50 円 

        900,050 円 

 

 

人事委員会公告 

平成24年度新潟県職員採用試験（大学卒業程度）の実施について（公告） 

次のとおり新潟県職員採用試験（大学卒業程度）を行う。 

平成24年５月18日 

新潟県人事委員会 

  委員長  鶴 巻 克 恕 

１ 試験職種及び採用予定人員等 

試験職種 採用予定人員 職務内容 

一般行政 47人程度 

知事部局、病院局、企業局、教育委員会等の本庁又は地域機関等で、

予算・経理・庶務や各種施策の企画立案、地域振興、県税の賦課徴収、

許認可等の様々な行政事務に従事します。 

警察行政 ９人程度 
警察本部又は警察署で、警察組織運営等に関する企画立案、会計・庶

務、予算執行等の警察事務に従事します。 

福祉行政 10人程度 
知事部局又は病院局の本庁又は地域機関等で、子どもや障害児・者等

の相談支援や直接支援、福祉施策の企画立案等の業務に従事します。 

総合土木 10人程度 
知事部局又は企業局の本庁又は地域機関等で、公共土木施設や農業生

産基盤等の整備・維持管理、企画立案等の業務に従事します。 
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林業 ４人程度 
知事部局の本庁又は地域機関で、森林・林業施策の企画立案や担い手

の育成指導、森林の保全等の業務に従事します。 

農業 ３人程度 
知事部局の本庁又は地域機関で、農業施策の企画立案や普及指導、試

験研究等の業務に従事します。 

水産 １人程度 
知事部局の本庁又は地域機関で、資源の管理や漁船・漁場の許認可等

の水産行政や試験研究等の業務に従事します。 

建築 ２人程度 
知事部局の本庁若しくは地域機関又は教育委員会で、公共建物の設計

・工事監理や住環境の整備等の業務に従事します。 

機械 １人程度 
知事部局の本庁又は地域機関で、県有施設の機械設備工事の計画・設

計・施工監理等の業務に従事します。 

環境 ５人程度 
知事部局の本庁又は地域機関で、環境施策の企画立案や環境監視、理

化学検査・研究、放射線監視等の業務に従事します。 

電気 ２人程度 

知事部局又は企業局の本庁又は地域機関等で、公営企業・情報通信施

策の企画立案や発電所・工業用水道・排水機場等の維持管理の業務に

従事します。 

保健師 ４人程度 
知事部局の本庁若しくは地域機関、教育委員会又は警察本部で、保健

行政や保健施策の企画立案等の業務に従事します。 

薬剤師（行政） ３人程度 
知事部局の本庁又は地域機関で、薬事行政や生活衛生行政、試験研究

等の業務に従事します。 

司書 ２人程度 県立図書館等で、司書業務に従事します。 

少年警察補導員 １人程度 
警察本部又は警察署で、少年の非行防止や健全育成等の業務に従事し

ます。 

警察建築 １人程度 
警察本部又は警察署で、警察施設の設計・工事監理や維持保全等の業

務に従事します。 

科学捜査（生物） ３人程度 
警察本部科学捜査研究所で、犯罪捜査に関するＤＮＡ型等の生物学的

鑑定や研究等の業務に従事します。 

科学捜査（化学） １人程度 
警察本部科学捜査研究所で、犯罪捜査に関する資料（麻薬・毒物・油

・繊維等）の化学的鑑定や研究等の業務に従事します。 

 

２ 受験資格 

(1) 次のいずれかに該当する人で、活字印刷文による出題に対応できる人 

ア 昭和57年４月２日から平成３年４月１日までに生まれた人 

イ 平成３年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（短期大学を除く｡)を卒業した人又は平

成25年３月31日までに卒業する見込みの人（新潟県人事委員会がこれらと同等と認める人を含む｡) 

(2) 福祉行政、保健師、薬剤師（行政)､司書については、前記(1) のほかに次の資格要件を必要とする。 

◎ 福祉行政については、次のいずれかに該当する人 

  ア 社会福祉法第19条に定める社会福祉主事の任用資格を有する人又は平成25年３月31日までに資格取

得見込みの人 

  イ 学校教育法による大学（短期大学を除く｡)の専門課程において、心理学に関する科目を履修して卒

業した人又は平成25年３月31日までに卒業見込みの人 

◎ 保健師については、保健師の免許取得者又は平成 25 年に行われる保健師国家試験により免許取得見

込みの人 

◎ 薬剤師（行政）については、薬剤師の免許取得者又は平成 25 年に行われる薬剤師国家試験により免

許取得見込みの人 

◎ 司書については、司書の資格取得者又は平成 25年３月 31日までに資格取得見込みの人 

(3) 次のいずれかに該当する人は受験できない。 

ア 日本の国籍を有しない人（ただし、保健師、司書は日本の国籍を有しない人も受験可能） 

イ 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む｡) 

ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

エ 新潟県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 
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オ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張

する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

３ 第１次試験 

(1) 方法 

  教養試験を大学卒業程度で、公務員として必要な一般的な知識及び知能について筆記試験（択一式）によ

り行うとともに、専門試験を大学卒業程度で、専門的知識及び能力について筆記試験（択一式）により行う。 

(2) 試験日及び試験場 

試験日 受付時間 試験場 

平成24年６月24日（日） 

 

 

 

 

 

午前９時から午前９時30分 

 

 

 

 

 

新潟会場 

 新潟大学総合教育研究棟 

（新潟市西区五十嵐２の町8050番地） 

東京会場 

 明治大学和泉キャンパス第二校舎 

（東京都杉並区永福１丁目９番１号） 

(3) 発表 

   平成 24年７月４日（水）午後１時（予定）に県庁１階の広報展示室前の掲示板及び新潟県職員採用案内ホ

ームページ（http://www.pref.niigata.lg.jp/jinjii/saiyou2.html）に合格者の受験番号を掲示するほか、

合格者に通知する。 

４ 第２次試験 

(1) 方法 

  第１次試験合格者に対し、論文試験、面接試験（個別面接及び集団討論面接)､適性検査及び身体検査（科

学捜査（化学）のみ）を行う。 

(2) 試験日及び試験場 

  平成 24 年７月 12 日（木）から７月 19日（木）まで（予定）の指定する日及び７月 20日（金）から８月

９日（木）まで（予定）の指定する日に県庁（新潟市中央区新光町４番地１）（予定）において行う。 

(3) 発表 

 平成 24 年８月中旬（予定）に県庁１階の広報展示室前の掲示板及び新潟県職員採用案内ホームページ

（http://www.pref.niigata.lg.jp/jinjii/saiyou2.html）に合格者の受験番号を掲示するほか、第２次試

験受験者に結果を通知する。 

(4) その他 

  受験資格の有無、申込書記載事項の真否について調査する。 

５ 試験の配点及び合格者の決定について 

  最終合格は、第２次試験の結果に基づき決定し、第１次試験の成績は反映されない。 

  また、第１次試験、第２次試験にはそれぞれ次のとおり一定の基準があり、ひとつでも基準を満たさない場

合、他の種目の成績に関わらず原則として不合格となる。 

区分         種目             配点※           基準                                              

  

第１次試験   

 

 

教養試験         

 

100点           

                 

各40点以上 

（基準は目安であり、基準を引き下げる場合がある｡)  

 専門試験         100点            

第２次試験   

 

面接試験         130点            50点以上                                          

  

論文試験         20点             11点以上                                          

  

  ※ 教養試験及び専門試験については、粗点（正答数）をそのまま用いるのではなく、当該種目の平均得点及

び標準偏差等を用いて以下の方法で算出した標準点を用いており、受験者の点数は概ね０点～100 点に分布

する。 

   ◎教養試験及び専門試験の標準点の算出方法 

   標準点＝15×（Ａ－Ｂ）÷Ｃ＋50 

     Ａ：ある受験者の粗点（正答数） 
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   Ｂ：当該種目の平均得点 

    Ｃ：当該種目の標準偏差 

６ 合格から採用まで 

(1) 最終合格者は高点順に任用候補者名簿に登載され、各任命権者からの請求に応じて成績順に推薦され、各

職種の欠員の状況により採用が決定される。 

    ただし、前記２受験資格(2)の職種にあって、資格又は免許の取得見込みを要件として受験した人について

は、所定の時期までに資格又は免許を取得できなかった場合は採用されない。 

(2) 採用は原則として平成25年４月１日であるが、欠員の状況により年間を通じ順次行うこともある。 

(3) 任用候補者名簿の有効期間は、名簿確定後、原則として１年間である。 

７ 給与 

  平成 24 年度に採用された職員（新規学校卒業者）の給料表上の初任給は、行政職給料表の適用を受ける職

員で例示すれば、178,800 円であった。 

 平成 25 年度（採用時）は、この額が変更されることもある。 

  なお、このほか、期末手当、勤勉手当及び状況により扶養手当、通勤手当、住居手当等が支給される。 

８ 受験手続 

(1) 受験申込書の配布等 

  受験申込書は、人事委員会事務局、地域振興局等で配布するほか、新潟県職員採用案内ホームページ

（http://www.pref.niigata.lg.jp/jinjii/saiyou2.html）からダウンロードすることができる。 

 受験申込書を郵便で請求する場合は、封筒の表に「大卒程度試験請求」と朱書し、140 円切手を貼った宛

先明記の返信用封筒（角形２号）を同封の上、郵便番号 950－8570 新潟県庁内新潟県人事委員会事務局に

請求すること。 

(2) 申込みの方法 

   以下のいずれかの方法によること。 

ア 新潟県職員採用案内ホームページ（http://www.pref.niigata.lg.jp/jinjii/saiyou2.html)から電子申

請を行う。（申請に当たっては、新潟県職員採用案内ホームページに掲載してある「電子申請の利用案内｣､

「電子申請受験申込者ガイド」に従うこと。なお、予期せぬ機器停止や通信障害などによる事故が発生し

た場合の責任は負いかねる｡) 

イ 申込書に必要事項を記入し、新潟市中央区新光町４番地１  新潟県庁内新潟県人事委員会事務局に直接

持参するか、郵送すること。（郵送する場合は、封筒の表に「大卒程度試験受験」と朱書し、必ず書留等

確実な方法をとること。なお、普通郵便による郵送で事故が発生した場合の責任は負いかねる｡) 

(3) 受付期間 

・持参、郵送、電子申請いずれも平成 24年５月 18日（金）から６月７日（木）まで受け付ける。 

・持参の場合、平日の午前８時 30分から午後５時 15分まで行う。土曜日及び日曜日は閉庁のため行わな

い。 

・郵送の場合、６月７日までの消印のあるものに限り受け付ける。 

・電子申請の場合、６月７日午後５時 15分までに正常に到達したものを受け付ける。 
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