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告   示 

◎新潟県告示第539号 

行政書士法（昭和26年法律第４号）第４条の４第２項の規定により指定試験機関から次のとおり名称を変更す

る旨の届出があった。 

平成25年４月12日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 名称を変更する指定試験機関 

  財団法人行政書士試験研究センター 

２ 変更後の名称 

  一般財団法人行政書士試験研究センター 

３ 変更する年月日 

  平成25年４月１日 

 

◎新潟県告示第540号 

土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、形質変更時要届出区域を次のとおり指定

する。 

平成25年４月12日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 指定する形質変更時要届出区域 

  三条市田島二丁目2640番３の一部、2641番１の一部及び2641番３の一部 

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）第31条第１項の基準に適合しない特定有害物質の種類 

  ふっ素及びその化合物 

 

◎新潟県告示第541号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（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25年４月12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 

さくら薬局 燕市殿島２－10－14 精神通院医療 平成25年４月１日 

大手薬局中島店 長岡市中島７－１－32 精神通院医療 平成25年４月１日 

みらいぼたん薬局 五泉市太田２－６－44 精神通院医療 平成25年４月１日 

 

◎新潟県告示第542号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（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。 



第29号 新  潟  県  報 平成25年４月12日(金) 

3 

平成25年４月12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 

一般財団法人 上村病院 十日町市田中ロ468－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

吉田病院 長岡市長町１－1668 精神通院医療 平成25年４月１日 

関病院 柏崎市元城町１番42号 精神通院医療 平成25年４月１日 

ほんだ病院 魚沼市原虫野433番地３ 精神通院医療 平成25年４月１日 

五日町病院 南魚沼市五日町2375番地 精神通院医療 平成25年４月１日 

佐和田病院 佐渡市八幡町332                                精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人恵愛会 大島病院 三条市大島5103番地 精神通院医療 平成25年４月１日 

斉藤脳神経外科 南魚沼市川窪1158 精神通院医療 平成25年４月１日 

斎藤記念病院 南魚沼市欠之上478－２ 精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人至誠会 長岡保養園 長岡市町田町575                             精神通院医療 平成25年４月１日 

コープクリニック 
長岡市台町２－８－35 コ－

プビル２Ｆ 
精神通院医療 平成25年４月１日 

宮内クリニック 長岡市宮内１－３－２ 精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人社団 いからし小児科

アレルギークリニック 
加茂市幸町２丁目９番23号 精神通院医療 平成25年４月１日 

川口診療所 長岡市西川口1240番地１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人社団 かわさき内科ク

リニック 
長岡市川崎２－2477－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人社団 川瀬神経内科ク

リニック 
三条市東本成寺20番８号 精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人社団共生会 中条中央

病院 
胎内市西本町12番１号 精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人社団 笹川医院 新発田市下小中山392 精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人社団 しぶや小児科医

院 
村上市羽黒町11番23号 精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人社団 じゅん脳外科・

内科 
長岡市泉２－４－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

田上診療所 田上町大字田上丙1225番地 精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人社団 富樫医院 燕市秋葉町１丁目２番23号 精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人社団 山口医院 十日町市下条３丁目509番地 精神通院医療 平成25年４月１日 
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渡辺小児科医院 三条市東三条１－２－26 精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人社団 藤井医院 
燕市地蔵堂本町３丁目４番６

号 
精神通院医療 平成25年４月１日 

北越病院 新発田市緑町２丁目20番19号 精神通院医療 平成25年４月１日 

うえき内科クリニック 阿賀野市岡山町４－６ 精神通院医療 平成25年４月１日 

あんべクリニック 南魚沼市塩沢1055－16 精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人社団 うすき医院 加茂市大郷町１丁目10番21号 精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人社団 おおじま心療ク

リニック 
長岡市緑町１丁目甲1177－69 精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人社団 大杉脳外科医院 
新発田市新栄町１丁目２番21

号 
精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人社団 小柳医院 燕市大曲2997番地 精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人社団 風間内科医院 南魚沼市塩沢207番地２ 精神通院医療 平成25年４月１日 

上村医院 魚沼市諏訪町１丁目12番地 精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人社団恭清会 石川医院 津南町大字上郷宮野原８番１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人社団 くろきクリニッ

ク 
上越市東城町３丁目10番38号 精神通院医療 平成25年４月１日 

駅前クリニック 前畑医院 柏崎市駅前２－２－３ 精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人社団 斎藤医院 新発田市豊町２－２－23 精神通院医療 平成25年４月１日 

三交病院 上越市大字塩屋337－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

南部郷総合病院 五泉市村松1404－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

北日本脳神経外科病院 
五泉市大字太田字大向440－

１ 
精神通院医療 平成25年４月１日 

すずき医院 新発田市御幸町２－12－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

たかき医院 十日町市馬場丙1550番地１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

竹内病院 
新発田市中央町４丁目６番６

号 
精神通院医療 平成25年４月１日 

三条東病院 三条市北入蔵２丁目17番27号 精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人社団たむら脳外科クリ

ニック 
柏崎市柳田町７－31 精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人社団竹林会 渡辺医院 阿賀町津川500番地１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人社団 土田脳神経外科

医院 
上越市鴨島1148                                精神通院医療 平成25年４月１日 
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萌気園二日町診療所 南魚沼市二日町212－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

高井脳外科クリニック 上越市大豆２丁目９番18号 精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人社団 古澤医院 上越市安江１丁目２番33号 精神通院医療 平成25年４月１日 

三國医院 佐渡市両津湊343番地４ 精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人社団緑と清流の医療研

究会 中島脳外科内科医院 
魚沼市小出島字願成寺81－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

有田病院 新発田市大字金谷197                              精神通院医療 平成25年４月１日 

有田クリニック 
新発田市大栄町３丁目３番18

号 
精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人社団 渡辺内科医院 上越市幸町14番９号 精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人社団 須田医院 
田上町大字羽生田丙151番地

14 
精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人社団 渡辺医院 長岡市柏町１－４－29 精神通院医療 平成25年４月１日 

川室記念病院 上越市大字北新保71番甲地                            精神通院医療 平成25年４月１日 

田宮病院 長岡市深沢町2300番地                             精神通院医療 平成25年４月１日 

田宮神経科内科診療所 長岡市城内町三丁目２番地１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

長岡西病院 長岡市三ツ郷屋町371番地１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人責善会 村上はまなす

病院 
村上市瀬波中町12番18号                            精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人責善会 馬場クリニッ

ク 
村上市田端町10－30                              精神通院医療 平成25年４月１日 

糸魚川診療所 糸魚川市南寺町１－１－６ 精神通院医療 平成25年４月１日 

高田西城病院 上越市西城町２丁目８番30号 精神通院医療 平成25年４月１日 

悠遊健康村病院 長岡市大字日越337番地                             精神通院医療 平成25年４月１日 

立川綜合病院 
長岡市神田町３丁目２番地11

号 
精神通院医療 平成25年４月１日 

柏崎厚生病院 
柏崎市大字茨目字二ツ池2071

番地１                       
精神通院医療 平成25年４月１日 

黒川病院 胎内市下館字大開1522                             精神通院医療 平成25年４月１日 

医療法人楽山会 三島病院 長岡市藤川1713－８                             精神通院医療 平成25年４月１日 

財団法人 小千谷総合病院 小千谷市本町１－13－33                            精神通院医療 平成25年４月１日 

南部郷厚生病院 五泉市愛宕甲2925－２ 精神通院医療 平成25年４月１日 
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三之町病院 三条市本町５丁目２番30号 精神通院医療 平成25年４月１日 

新潟県済生会三条病院 三条市大野畑６番18号                              精神通院医療 平成25年４月１日 

長岡療育園 
長岡市深沢町字高寺2278番地

８ 
精神通院医療 平成25年４月１日 

小千谷さくら病院 小千谷市小粟田2732 精神通院医療 平成25年４月１日 

独立行政法人労働者健康福祉機

構 新潟労災病院 
上越市東雲町１－７－12                             精神通院医療 平成25年４月１日 

独立行政法人国立病院機構 新

潟病院 
柏崎市赤坂町３－52                               精神通院医療 平成25年４月１日 

独立行政法人国立病院機構 さ

いがた病院 
上越市大潟区犀潟468－１                           精神通院医療 平成25年４月１日 

独立行政法人労働者健康福祉機

構 燕労災病院 
燕市大字佐渡633 精神通院医療 平成25年４月１日 

ながおか生協診療所 長岡市前田１丁目６番７号 精神通院医療 平成25年４月１日 

新潟県厚生農業協同組合連合会 

長岡中央綜合病院 
長岡市川崎町2041 精神通院医療 平成25年４月１日 

新潟県厚生農業協同組合連合会 

栃尾郷診療所 
長岡市栄町２－１－50                              精神通院医療 平成25年４月１日 

新潟県厚生農業協同組合連合会 

三条総合病院 
三条市塚野目５丁目１番62号                           精神通院医療 平成25年４月１日 

新潟県厚生農業協同組合連合会 

柏崎総合医療センター 
柏崎市北半田２丁目11番３号                           精神通院医療 平成25年４月１日 

新潟県厚生農業協同組合連合会 

魚沼病院 
小千谷市城内４－１－38                             精神通院医療 平成25年４月１日 

新潟県厚生農業協同組合連合会 

中条第二病院 
十日町市中条己2941                              精神通院医療 平成25年４月１日 

新潟県厚生農業協同組合連合会 

糸魚川総合病院 
糸魚川市大字竹ケ花457番１                          精神通院医療 平成25年４月１日 

厚生連 けいなん総合病院 妙高市田町２－４－７                               精神通院医療 平成25年４月１日 

新潟県厚生農業協同組合連合会 

村上総合病院 
村上市田端町２番17号                              精神通院医療 平成25年４月１日 

新潟県厚生農業協同組合連合会 

瀬波病院 

村上市瀬波温泉２丁目４番15

号                          
精神通院医療 平成25年４月１日 

新潟県厚生農業協同組合連合会 

上越総合病院 
上越市大字大道福田148－１                               精神通院医療 平成25年４月１日 

新潟県厚生農業協同組合連合会 

佐渡総合病院 
佐渡市千種161番地 精神通院医療 平成25年４月１日 

新潟県厚生農業協同組合連合会  

真野みずほ病院 
佐渡市真野73                                  精神通院医療 平成25年４月１日 

新潟県厚生農業協同組合連合会 

羽茂病院 
佐渡市羽茂本郷22番地                              精神通院医療 平成25年４月１日 

新潟県立精神医療センター 長岡市寿２－４－１                                精神通院医療 平成25年４月１日 

新潟県立新発田病院 新発田市本町１－２－８ 精神通院医療 平成25年４月１日 
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新潟県立加茂病院 加茂市青海町１－９－１                              精神通院医療 平成25年４月１日 

新潟県立十日町病院 十日町市高山32－９                               精神通院医療 平成25年４月１日 

新潟県立坂町病院 村上市下鍛冶屋589                          精神通院医療 平成25年４月１日 

新潟県立吉田病院             燕市吉田大保町32－14 精神通院医療 平成25年４月１日 

新潟県立妙高病院 妙高市大字田口147－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

新潟県立中央病院 上越市新南町205番地                              精神通院医療 平成25年４月１日 

新潟県立小出病院 魚沼市日渡新田34番地                              精神通院医療 平成25年４月１日 

新潟県立六日町病院 南魚沼市六日町636番地２                            精神通院医療 平成25年４月１日 

新潟県立津川病院 阿賀町津川200番地 精神通院医療 平成25年４月１日 

長岡赤十字病院 長岡市千葉２丁目297番地１                         精神通院医療 平成25年４月１日 

コロニーにいがた白岩の里診療

所 
長岡市寺泊藪田6789－４ 精神通院医療 平成25年４月１日 

庄司内科医院 長岡市東川口1979－24                       精神通院医療 平成25年４月１日 

犬井内科医院 柏崎市茨目３－３－35                              精神通院医療 平成25年４月１日 

服部クリニック 加茂市幸町１－16－28                             精神通院医療 平成25年４月１日 

江口医院 十日町市山野田376－４                             精神通院医療 平成25年４月１日 

村上医院 見附市昭和町２－８－11                             精神通院医療 平成25年４月１日 

岩崎内科医院               燕市小高828 精神通院医療 平成25年４月１日 

中島医院 燕市吉田堤３－16 精神通院医療 平成25年４月１日 

相澤医院 糸魚川市新鉄１丁目３－６ 精神通院医療 平成25年４月１日 

森田内科医院 妙高市末広町２－７ 精神通院医療 平成25年４月１日 

星医院 五泉市本町４－１－５                               精神通院医療 平成25年４月１日 

心療内科クリニック ふわの医

院 
上越市北城町３－５－８                              精神通院医療 平成25年４月１日 

よつや診療所 上越市中央１－18－17                             精神通院医療 平成25年４月１日 

服部外科医院 上越市本町１丁目５－３ 精神通院医療 平成25年４月１日 

さいとう診療所 上越市板倉区針941 精神通院医療 平成25年４月１日 
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水原郷病院 阿賀野市岡山町13－23                             精神通院医療 平成25年４月１日 

佐渡市立両津病院 佐渡市浜田177番地１                            精神通院医療 平成25年４月１日 

国民健康保険魚沼市立堀之内病

院 
魚沼市堀之内4315 精神通院医療 平成25年４月１日 

荒川診療所 南魚沼市長崎34－６ 精神通院医療 平成25年４月１日 

南魚沼市立ゆきぐに大和病院 南魚沼市浦佐4115番地                             精神通院医療 平成25年４月１日 

町立湯沢病院 
南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877

－１                        
精神通院医療 平成25年４月１日 

町営診療所みかわ 阿賀町あが野南4324番地 精神通院医療 平成25年４月１日 

三浦内科医院 
新発田市新栄町１丁目６番17

号 
精神通院医療 平成25年４月１日 

アイランド薬局佐和田店 佐渡市八幡町鴨摺323 精神通院医療 平成25年４月１日 

イオン薬局長岡店 長岡市古正寺１－249－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

イオン薬局新発田店 新発田市住吉町５－11－５ 精神通院医療 平成25年４月１日 

ウエルシア新潟三条薬局 三条市西裏館２－11－19 精神通院医療 平成25年４月１日 

あい薬局舟入町店 新発田市舟入町２－５－８ 精神通院医療 平成25年４月１日 

あい薬局南本町店 五泉市南本町３－１－43 精神通院医療 平成25年４月１日 

あい薬局小出店 魚沼市小出島860－２ 精神通院医療 平成25年４月１日 

あい薬局御幸町店 新発田市御幸町４－６－２ 精神通院医療 平成25年４月１日 

阿賀薬剤センター太田調剤薬局 五泉市太田字大向444番地１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

西長岡調剤薬局 長岡市千秋２－297－12 精神通院医療 平成25年４月１日 

アイアンドアイ調剤薬局 
見附市上新田町字下野沖404

－１ 
精神通院医療 平成25年４月１日 

みどり調剤薬局 見附市昭和町２－９－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

岡久薬局 三条市仲之町１番５号 精神通院医療 平成25年４月１日 

カワチ薬局長岡店 長岡市喜多町字鐙潟755 精神通院医療 平成25年４月１日 

むらまつ調剤薬局 五泉市村松1447番地１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

公園前調剤薬局 五泉市村松甲2627－５ 精神通院医療 平成25年４月１日 

しみず薬局本店 十日町市子294番地３ 精神通院医療 平成25年４月１日 
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わかくさ薬局 柏崎市北半田１－１－41 精神通院医療 平成25年４月１日 

石川薬局 柏崎市東本町２－７－37 精神通院医療 平成25年４月１日 

いわしや薬局 上越市本町３－２－24 精神通院医療 平成25年４月１日 

しなの薬局新発田店 新発田市新栄町２－11－60 精神通院医療 平成25年４月１日 

福住薬局 長岡市福住３－６－18 精神通院医療 平成25年４月１日 

新保薬局 長岡市川崎町字山崎779－３ 精神通院医療 平成25年４月１日 

緑町薬局 長岡市緑町１－129－２ 精神通院医療 平成25年４月１日 

堤町薬局 長岡市堤町１－２ 精神通院医療 平成25年４月１日 

新町薬局 長岡市新町１－２－31 精神通院医療 平成25年４月１日 

三和薬局 長岡市三和３－８－28 精神通院医療 平成25年４月１日 

荻野薬局 長岡市荻野１－７－９ 精神通院医療 平成25年４月１日 

美園薬局 長岡市新保１－17－11 精神通院医療 平成25年４月１日 

林町薬局 三条市林町１丁目19番25号 精神通院医療 平成25年４月１日 

塚野目薬局 三条市鶴田２－１－７ 精神通院医療 平成25年４月１日 

東長浜薬局 柏崎市東長浜町３－14 精神通院医療 平成25年４月１日 

小千谷調剤薬局 小千谷市本町１－13－34 精神通院医療 平成25年４月１日 

城内薬局 小千谷市城内２－６－５ 精神通院医療 平成25年４月１日 

柳橋薬局 見附市柳橋町字割前274－６ 精神通院医療 平成25年４月１日 

六日町薬局 南魚沼市六日町140 精神通院医療 平成25年４月１日 

糸魚川薬局 糸魚川市大和川1268 精神通院医療 平成25年４月１日 

スワ町薬局 妙高市諏訪町１－５－14 精神通院医療 平成25年４月１日 

そよかぜ薬局 上越市東雲町１－６－13 精神通院医療 平成25年４月１日 

大橋薬局田尻店 柏崎市大字上田尻816 精神通院医療 平成25年４月１日 

蔵王調剤薬局 長岡市寿２－５－14 精神通院医療 平成25年４月１日 

三条調剤薬局 三条市嘉坪川２－７－11 精神通院医療 平成25年４月１日 
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柏崎調剤薬局 柏崎市駅前２－２－50 精神通院医療 平成25年４月１日 

コダマ調剤薬局 上越市子安新田29－３ 精神通院医療 平成25年４月１日 

みなみ調剤薬局 南魚沼市川窪1158－２ 精神通院医療 平成25年４月１日 

株式会社さとうドラッグストア

保険調剤部 
長岡市千手３－10－15 精神通院医療 平成25年４月１日 

しなの薬局村上店 村上市田端町10－10 精神通院医療 平成25年４月１日 

しなの薬局坂町店 
村上市下鍜冶屋字長面592－

１ 
精神通院医療 平成25年４月１日 

株式会社島田薬局 十日町市寅甲24 精神通院医療 平成25年４月１日 

わかば薬局 長岡市大島新町４－121－24 精神通院医療 平成25年４月１日 

わかば薬局今朝白店 長岡市今朝白３丁目12番９号 精神通院医療 平成25年４月１日 

わかば薬局来迎寺店 長岡市浦字中の坪640－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

わかば薬局袋町店 十日町市子212 精神通院医療 平成25年４月１日 

ファルマ吉田 燕市吉田3479－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

世伸堂薬局 上越市大潟区渋柿浜382－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

あすなろ調剤薬局 上越市大潟区潟町249 精神通院医療 平成25年４月１日 

つばめ調剤薬局 燕市大字杣木1511－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

中央調剤薬局 燕市水道町４－３－44 精神通院医療 平成25年４月１日 

アイン薬局六日町店 南魚沼市六日町2646－５ 精神通院医療 平成25年４月１日 

アイン薬局燕店 燕市大字佐渡字浦田185－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

アイン薬局長岡店 長岡市神田町３－２－９ 精神通院医療 平成25年４月１日 

にいがた調剤薬局加茂 加茂市青海町１－８－28 精神通院医療 平成25年４月１日 

にいがた調剤薬局水原 阿賀野市岡山町13－21 精神通院医療 平成25年４月１日 

にいがた調剤薬局燕 燕市佐渡653－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

にいがた調剤薬局吉田 燕市吉田大保町28－11 精神通院医療 平成25年４月１日 

にいがた調剤薬局坂町 
村上市下鍛冶屋字長面579番

地１ 
精神通院医療 平成25年４月１日 

にいがた調剤薬局三条 三条市塚野目５－４－30 精神通院医療 平成25年４月１日 
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にいがた調剤薬局糸魚川 糸魚川市竹ヶ花526－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

にいがた調剤薬局長岡 長岡市長町2丁目甲1643－11 精神通院医療 平成25年４月１日 

にいがた調剤薬局柏崎 柏崎市茨目１－４－４ 精神通院医療 平成25年４月１日 

にいがた調剤薬局村上 村上市田端町２－12 精神通院医療 平成25年４月１日 

エース薬品与板店 長岡市与板町与板乙2439－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

エース薬局パコ店 燕市分水新町１－６－５ 精神通院医療 平成25年４月１日 

ときのや薬局 南魚沼市六日町87番地19 精神通院医療 平成25年４月１日 

トモエ薬局春日野店 上越市春日野１－14－９ 精神通院医療 平成25年４月１日 

株式会社羽賀薬局 見附市新町１－２－２ 精神通院医療 平成25年４月１日 

ホシの薬局 南魚沼市長崎491－３ 精神通院医療 平成25年４月１日 

わかば薬局 南魚沼市塩沢1074－８ 精神通院医療 平成25年４月１日 

いわしや高土町薬局 上越市高土町１－９－12 精神通院医療 平成25年４月１日 

南魚沼センター薬局 南魚沼市六日町2634－４ 精神通院医療 平成25年４月１日 

トリム薬局長岡店 長岡市神田町３－２－16 精神通院医療 平成25年４月１日 

トリム薬局新井店 妙高市田町２－３－21 精神通院医療 平成25年４月１日 

薬局・みやした直江津 上越市東雲町２－11－31 精神通院医療 平成25年４月１日 

薬局・ゲンちゃん北城 上越市北城町４－４－19 精神通院医療 平成25年４月１日 

薬局・ドラッグゲンちゃん 上越市東城町３－10－２ 精神通院医療 平成25年４月１日 

中央薬局西長岡店 長岡市鉄工町１丁目１番41号 精神通院医療 平成25年４月１日 

中央薬局栃尾店 長岡市栄町２－１－45 精神通院医療 平成25年４月１日 

さくら薬局 柏崎市北半田２－７－24 精神通院医療 平成25年４月１日 

中央メディカル健康薬局 柏崎市北半田２－13－８ 精神通院医療 平成25年４月１日 

かしわ薬局 柏崎市柳田町７－36 精神通院医療 平成25年４月１日 

中央薬局村上店 村上市田端町３－45 精神通院医療 平成25年４月１日 

あさひ薬局燕店 燕市大字佐渡185－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 
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あさひ薬局吉田店 燕市吉田大保町28－33 精神通院医療 平成25年４月１日 

中央薬局糸魚川店 糸魚川市竹ヶ花527－１番地 精神通院医療 平成25年４月１日 

ひまわり薬局 妙高市田口144 精神通院医療 平成25年４月１日 

あさひ薬局六日町店 南魚沼市六日町2637－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

さかえ調剤薬局 三条市大字新堀1305－５ 精神通院医療 平成25年４月１日 

新富町調剤薬局 新発田市新富町１－619－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

全快堂薬局新栄店 新発田市新栄町１－２－22 精神通院医療 平成25年４月１日 

おくやま調剤薬局 新発田市新栄町１－６－16 精神通院医療 平成25年４月１日 

三日市薬局 新発田市三日市605－４ 精神通院医療 平成25年４月１日 

五十公野薬局 新発田市五十公野6804 精神通院医療 平成25年４月１日 

全快堂薬局加茂店 加茂市番田1467 精神通院医療 平成25年４月１日 

全快堂薬局柳町店 加茂市柳町２－５－８ 精神通院医療 平成25年４月１日 

全快堂薬局五泉店 五泉市南本町１－５－２ 精神通院医療 平成25年４月１日 

みかん調剤薬局 五泉市三本木字早出3041－２ 精神通院医療 平成25年４月１日 

加茂調剤薬局 加茂市番田11－32 精神通院医療 平成25年４月１日 

穀町調剤薬局 加茂市穀町６－21 精神通院医療 平成25年４月１日 

望月薬局 上越市鴨島1072 精神通院医療 平成25年４月１日 

あんず調剤薬局 魚沼市井口新田321－６ 精神通院医療 平成25年４月１日 

メッツ嵐南薬局 三条市東本成寺20－18 精神通院医療 平成25年４月１日 

メッツ薬局 三条市東本成寺12番41号 精神通院医療 平成25年４月１日 

メッツ太陽薬局 長岡市長町２丁目甲1647 精神通院医療 平成25年４月１日 

メッツ川崎薬局 長岡市川崎２丁目2478番地１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

本間薬局 新発田市本町２-８-15 精神通院医療 平成25年４月１日 

五智調剤薬局 上越市五智新町10番22号 精神通院医療 平成25年４月１日 

安江調剤薬局 上越市安江１－２－19 精神通院医療 平成25年４月１日 
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株式会社梅田調剤薬局 胎内市東本町22－10 精神通院医療 平成25年４月１日 

やすだ調剤薬局 阿賀野市保田1755番地６ 精神通院医療 平成25年４月１日 

にこにこ薬局 長岡市曲新町687－４ 精神通院医療 平成25年４月１日 

あさひ調剤薬局 小千谷市東栄２丁目４番５号 精神通院医療 平成25年４月１日 

とちの木薬局 魚沼市諏訪町１－９ 精神通院医療 平成25年４月１日 

元気印薬局 燕市東太田字杉名田6837 精神通院医療 平成25年４月１日 

コアラ薬局 燕市大字佐渡字浦田243－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

大手薬局中之島店 長岡市中之島569－４ 精神通院医療 平成25年４月１日 

大手薬局南部店 長岡市摂田屋１丁目４番45号 精神通院医療 平成25年４月１日 

ひだまり薬局 三条市本町５－３－25 精神通院医療 平成25年４月１日 

かもやま薬局 加茂市高須町１－６－14 精神通院医療 平成25年４月１日 

いなほ調剤薬局 魚沼市四日町50番地１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

保健堂薬局 津南町大字下船渡丁2628 精神通院医療 平成25年４月１日 

保健堂薬局宮野原店 
津南町大字上郷宮野原137－

３ 
精神通院医療 平成25年４月１日 

岡山調剤薬局 阿賀野市岡山町４－４ 精神通院医療 平成25年４月１日 

株式会社和光堂薬局 南魚沼市塩沢1439－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

合資会社金生堂薬局 湯沢町湯沢３－３－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

中信薬局 湯沢町大字湯沢2872番地１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

ますや薬局 上越市板倉区針799番地 精神通院医療 平成25年４月１日 

コウヤ調剤薬局 三条市興野２－11－30 精神通院医療 平成25年４月１日 

新光町調剤薬局 三条市新光町１－27 精神通院医療 平成25年４月１日 

荻堀調剤薬局 三条市大字荻堀1289－17 精神通院医療 平成25年４月１日 

中央町調剤薬局 
新発田市中央町３丁目９番６

号 
精神通院医療 平成25年４月１日 

石川調剤薬局 加茂市石川２－１－37 精神通院医療 平成25年４月１日 

笹菊薬局 加茂市上町７－11 精神通院医療 平成25年４月１日 
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幸町調剤薬局 加茂市幸町１－12－11 精神通院医療 平成25年４月１日 

ユリノキ調剤薬局 加茂市幸町１－16－26 精神通院医療 平成25年４月１日 

ソマギ調剤薬局 燕市杣木1470－２ 精神通院医療 平成25年４月１日 

東町調剤薬局 燕市吉田3505－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

西本成寺調剤薬局 三条市西本成寺１－38－46 精神通院医療 平成25年４月１日 

大郷町調剤薬局 加茂市大郷町１－13－２ 精神通院医療 平成25年４月１日 

諏訪ノ木調剤薬局 加茂市加茂新田8368－４ 精神通院医療 平成25年４月１日 

仲町調剤薬局 加茂市仲町１－35 精神通院医療 平成25年４月１日 

さわたり調剤薬局 燕市佐渡187－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

たがみ調剤薬局 田上町大字田上丙1225－３ 精神通院医療 平成25年４月１日 

みどり台調剤薬局 田上町川船河甲1330－６ 精神通院医療 平成25年４月１日 

一般社団法人柏崎薬剤師会会営

薬局 
柏崎市茨目１丁目５番20号 精神通院医療 平成25年４月１日 

下越薬剤師会支援センター薬局 新発田市本町１－14－８ 精神通院医療 平成25年４月１日 

壮快調剤薬局株式会社中条支店 胎内市平木田字岩山1500－２ 精神通院医療 平成25年４月１日 

雪椿調剤薬局 加茂市青海町二丁目367－６ 精神通院医療 平成25年４月１日 

くびきの薬局 妙高市田町２－３－16 精神通院医療 平成25年４月１日 

日本調剤高田薬局 上越市大字樋場1街区１－４ 精神通院医療 平成25年４月１日 

日本調剤小出薬局 魚沼市四日町155－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

ファーマライズ薬局十日町店 十日町市春日108 精神通院医療 平成25年４月１日 

トリム薬局春日新田店 上越市春日新田１－20－30 精神通院医療 平成25年４月１日 

はすがた薬局 長岡市蓮潟４丁目２－16 精神通院医療 平成25年４月１日 

センザイ薬局 長岡市千歳２－５－32 精神通院医療 平成25年４月１日 

西宮内薬局 長岡市西宮内２－91 精神通院医療 平成25年４月１日 

今町調剤薬局 
見附市今町２丁目甲136番地

１ 
精神通院医療 平成25年４月１日 

ミツワ薬局 長岡市三和２－３－３ 精神通院医療 平成25年４月１日 
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すみれ薬局 長岡市東川口字前島1979－20 精神通院医療 平成25年４月１日 

ABC薬局 長岡市寿２－２－19 精神通院医療 平成25年４月１日 

松之山薬局 十日町市松之山1600番地 精神通院医療 平成25年４月１日 

松代調剤薬局 十日町市松代3620－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

清里薬局 上越市清里区荒牧207－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

みみずく調剤薬局 阿賀野市山口町１－６－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

あさひ薬局くびき店 上越市頸城区諏訪66番地１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

あさひ薬局やまと店 上越市大和２－８－９ 精神通院医療 平成25年４月１日 

あさひ薬局春日新田店 上越市春日新田２－10－30 精神通院医療 平成25年４月１日 

わかば調剤薬局 三条市東裏館２－16－18 精神通院医療 平成25年４月１日 

きたあらい薬局 妙高市柳井田町２－８－17 精神通院医療 平成25年４月１日 

あおぞら薬局 
上越市大字下荒浜字冥加場

848番４ 
精神通院医療 平成25年４月１日 

一の宮調剤薬局 
糸魚川市一の宮１丁目１番43

号 
精神通院医療 平成25年４月１日 

エイケン堂薬局千手店 長岡市千手２－４－３ 精神通院医療 平成25年４月１日 

エイケン堂薬局あけぼの店 長岡市曙３－４－20 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社エイケン堂四郎丸薬局 長岡市四郎丸４丁目６番19号 精神通院医療 平成25年４月１日 

かえで調剤薬局 新発田市中央町３－12－11 精神通院医療 平成25年４月１日 

エム・ケイ薬局ながおか店 長岡市長町２丁目甲1643－21 精神通院医療 平成25年４月１日 

エム・ケイ薬局とちお店 長岡市栄町２－１－47 精神通院医療 平成25年４月１日 

エム・ケイ薬局おぐに店 長岡市小国町楢沢76－７ 精神通院医療 平成25年４月１日 

エム・ケイ薬局さんじょう店 三条市興野１丁目６番４号 精神通院医療 平成25年４月１日 

エム・ケイ薬局よっかまち店 三条市西四日町１－３－15 精神通院医療 平成25年４月１日 

エム・ケイ薬局かしわざき店 柏崎市寿町６－27 精神通院医療 平成25年４月１日 

エム・ケイ薬局ほんちょう店 小千谷市本町１－13－32 精神通院医療 平成25年４月１日 

エム・ケイ薬局おぢや店 小千谷市城内４－１－38 精神通院医療 平成25年４月１日 
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エム・ケイ薬局まつだい店 十日町市松代3649－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

エム・ケイ薬局とおかまち店 十日町市春日189 精神通院医療 平成25年４月１日 

エム・ケイ薬局さいがた店 上越市大潟区犀潟658－２ 精神通院医療 平成25年４月１日 

エム・ケイ薬局むいかまち店 南魚沼市六日町2635－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

もりの調剤薬局栃尾店 長岡市新栄町３－３－36 精神通院医療 平成25年４月１日 

もりの調剤薬局十日町店 十日町市馬場丙1521番地12 精神通院医療 平成25年４月１日 

遠藤薬局 長岡市関原町２丁目145－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

大手薬局神田店 長岡市神田町３丁目２番地17 精神通院医療 平成25年４月１日 

大手薬局見附本町店 見附市本町１－２－49 精神通院医療 平成25年４月１日 

大町キムラ薬局駅前店 村上市田端町３－38 精神通院医療 平成25年４月１日 

大町キムラ薬局 村上市大町１－14 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社大山薬局 上越市本町１－４－17 精神通院医療 平成25年４月１日 

春日野調剤薬局 上越市春日野１丁目５番14号 精神通院医療 平成25年４月１日 

十日町調剤薬局 
十日町市山本町１丁目208－

１ 
精神通院医療 平成25年４月１日 

いずみ調剤薬局 十日町市泉５ 精神通院医療 平成25年４月１日 

いなり調剤薬局 
十日町市稲荷町３丁目５番地

２ 
精神通院医療 平成25年４月１日 

ゆたか薬局 新発田市豊町２－６－17 精神通院医療 平成25年４月１日 

桂薬局西新発田店 新発田市富塚町１－15－５ 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社金谷雄三薬局 上越市中央１－24－７ 精神通院医療 平成25年４月１日 

北新調剤薬局吉田店 燕市吉田3749 精神通院医療 平成25年４月１日 

さくら町調剤薬局 燕市分水桜町２－５－11 精神通院医療 平成25年４月１日 

東町調剤薬局 魚沼市小出島1209－31 精神通院医療 平成25年４月１日 

ながおか薬局 長岡市神田町３－２－４ 精神通院医療 平成25年４月１日 

しんさん薬局 長岡市南七日町30－９ 精神通院医療 平成25年４月１日 

すずらん薬局 長岡市幸町１－１－19 精神通院医療 平成25年４月１日 
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さくら薬局 加茂市神明町２－７－２ 精神通院医療 平成25年４月１日 

みずき薬局 十日町市上新井1145－５ 精神通院医療 平成25年４月１日 

西区薬局 十日町市本町西１－311－２ 精神通院医療 平成25年４月１日 

京ヶ瀬薬局 阿賀野市大字緑岡144－７ 精神通院医療 平成25年４月１日 

越中屋薬局ドラッグホクト 阿賀野市大字保田字中道3095 精神通院医療 平成25年４月１日 

あおい調剤薬局 上越市北城町４－６－５ 精神通院医療 平成25年４月１日 

北新調剤薬局 阿賀野市大字保田3318－４ 精神通院医療 平成25年４月１日 

しんまち調剤薬局 村上市新町９番80号 精神通院医療 平成25年４月１日 

むらかみ調剤薬局 村上市羽黒町11－22 精神通院医療 平成25年４月１日 

まいづる調剤薬局 村上市南町２－８－31 精神通院医療 平成25年４月１日 

ひいらぎ調剤薬局 胎内市大川町15－11 精神通院医療 平成25年４月１日 

いしがみ調剤薬局 三条市石上２－15－31 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社嵐南調剤薬局 見附市昭和町２－21－21 精神通院医療 平成25年４月１日 

石黒薬局 柏崎市東本町２－７－36 精神通院医療 平成25年４月１日 

石黒薬局田中店 柏崎市田中24－12 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社今成薬局 南魚沼市六日町1850－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社大塚薬局 南魚沼市塩沢1137－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

おおまち薬局鴨島店 上越市鴨島３丁目６番68号 精神通院医療 平成25年４月１日 

大町調剤薬局 上越市大町４－４－４ 精神通院医療 平成25年４月１日 

おおまち薬局大和店 南魚沼市浦佐4062－３ 精神通院医療 平成25年４月１日 

羽生田調剤薬局 田上町大字羽生田丙151－５ 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社上村薬局 十日町市馬場丁1452－２ 精神通院医療 平成25年４月１日 

けんこう調剤薬局 長岡市本町２－４－22 精神通院医療 平成25年４月１日 

すみれ調剤薬局 長岡市坂之上町２－５－４ 精神通院医療 平成25年４月１日 

けんこう調剤薬局魚沼店 小千谷市城内４－１－38 精神通院医療 平成25年４月１日 
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けんこう調剤薬局元町店 小千谷市元町８番５号 精神通院医療 平成25年４月１日 

けんこう調剤薬局春日町店 燕市吉田春日町13－16 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社ケンコー薬局 上越市大潟区潟町389番地４ 精神通院医療 平成25年４月１日 

小島薬局 魚沼市小出島124－65 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社コダジマ薬局 新発田市御幸町２－４－６ 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社斉藤薬局 長岡市新町1丁目２番28号 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社坂町薬局 村上市藤沢７－16 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社さとう薬局 新発田市大手町５－２－９ 精神通院医療 平成25年４月１日 

さんわ薬局 
上越市三和区下中字腰前679

－２ 
精神通院医療 平成25年４月１日 

城内調剤薬局 
長岡市城内町３－２－１山嘉

ビル１Ｆ 
精神通院医療 平成25年４月１日 

鈴木薬局アネックス 妙高市朝日町１丁目10番３号 精神通院医療 平成25年４月１日 

鈴木調剤薬局 五泉市太田２－952 精神通院医療 平成25年４月１日 

鈴木薬局 五泉市郷屋川２丁目54番２号 精神通院医療 平成25年４月１日 

トモエ薬局新井店 妙高市末広町２－２ 精神通院医療 平成25年４月１日 

トモエ薬局南本町店 上越市南本町２－２－12 精神通院医療 平成25年４月１日 

とよだ薬局 
長岡市豊田町７－６豊田ハイ

ツ１F 
精神通院医療 平成25年４月１日 

まがり薬局 長岡市曲新町592－５ 精神通院医療 平成25年４月１日 

みどり町調剤薬局 新発田市緑町２－16－９ 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社中村本町薬局 柏崎市東本町１丁目10番８号 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社ひまわり薬局 三条市一ノ門２－１－30 精神通院医療 平成25年４月１日 

大山調剤薬局 長岡市大山２丁目８番13号 精神通院医療 平成25年４月１日 

柿崎調剤薬局 上越市柿崎区柿崎411－12 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社藤岡薬局 魚沼市本町１－35 精神通院医療 平成25年４月１日 

エイケン堂薬局喜多町店 長岡市喜多町字川原1091－13 精神通院医療 平成25年４月１日 

ほなみ薬局 柏崎市穂波町１番25号 精神通院医療 平成25年４月１日 



第29号 新  潟  県  報 平成25年４月12日(金) 

19 

みどり薬局 長岡市長町1丁目甲1668－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

みどり薬局けいこ町店 長岡市長町１－1664 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社みうら薬局 佐渡市真野新町326－２ 精神通院医療 平成25年４月１日 

すわ調剤薬局 新発田市諏訪町１－３－６ 精神通院医療 平成25年４月１日 

ついじ調剤薬局 胎内市築地1853 精神通院医療 平成25年４月１日 

あらまち調剤薬局 村上市安良町４－12 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社みなと調剤薬局 佐渡市両津湊327番地７ 精神通院医療 平成25年４月１日 

あさひ薬局浦店 長岡市浦字浦谷内9912－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

あさひ薬局 柏崎市新橋２－12 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社八木薬局 五泉市村松乙643番地 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社ヤマトヤ薬局 魚沼市堀之内321番地 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社ゆたか商事柏薬局 長岡市柏町１－４－27 精神通院医療 平成25年４月１日 

吉沢薬局 妙高市大字関川643 精神通院医療 平成25年４月１日 

水吉調剤薬局 阿賀野市岡山町１－27 精神通院医療 平成25年４月１日 

たんぽぽ調剤薬局 燕市南４－２－11 精神通院医療 平成25年４月１日 

栄屋薬局 湯沢町大字土樽68－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

紫雲調剤薬局 新発田市稲荷岡2252－２ 精神通院医療 平成25年４月１日 

道元調剤薬局 魚沼市田尻166－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

シナダ調剤薬局 柏崎市大字山本1109－４ 精神通院医療 平成25年４月１日 

信濃屋薬局中島店 長岡市中島５－７－53 精神通院医療 平成25年４月１日 

信濃屋薬局川崎店 長岡市川崎６－1289 精神通院医療 平成25年４月１日 

渋木薬局 弥彦村大字矢作7297－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

SHIBUYA薬局セレスしぶや 見附市上新田町455－３ 精神通院医療 平成25年４月１日 

すみ薬局 三条市月岡１－23－45 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社シンケイ薬局 上越市南本町２丁目７－47 精神通院医療 平成25年４月１日 
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せきかわ調剤薬局 関川村大字下関896 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社諏佐薬局 長岡市栃尾表町５番４号 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社たから薬局 上越市大手町１－22 精神通院医療 平成25年４月１日 

（有）たから薬局大学前薬局 上越市大学前203 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社たから薬局たかし薬局 上越市木田新田２－３－13 精神通院医療 平成25年４月１日 

タカダ南薬局 上越市上中田1071 精神通院医療 平成25年４月１日 

中央調剤薬局駅南店 上越市東雲町２－６－24 精神通院医療 平成25年４月１日 

中央調剤薬局中央店 上越市中央１－23－５ 精神通院医療 平成25年４月１日 

中央調剤薬局春日野店 上越市春日野２－４－41 精神通院医療 平成25年４月１日 

中央調剤薬局大町店 上越市大町３－３－21 精神通院医療 平成25年４月１日 

オタケ薬局 上越市大字新保古新田555 精神通院医療 平成25年４月１日 

ツカダ薬局 上越市鴨島１丁目１番10号 精神通院医療 平成25年４月１日 

ツルマキ薬局 三条市大字荻堀1616番地１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

すみよし調剤薬局 上越市住吉町63番地 精神通院医療 平成25年４月１日 

自然堂つるや薬局新井店 妙高市朝日町１－２－13 精神通院医療 平成25年４月１日 

自然堂つるや薬局春日山店 上越市大豆１－９－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

みなみ調剤薬局 新発田市大栄町２丁目２－17 精神通院医療 平成25年４月１日 

魚沼調剤薬局 小千谷市城内３－３－14 精神通院医療 平成25年４月１日 

あい竹ヶ花調剤薬局 糸魚川市竹ヶ花480－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

押上調剤薬局 糸魚川市南押上３－４－37 精神通院医療 平成25年４月１日 

たかやま調剤薬局 十日町市春日114番地 精神通院医療 平成25年４月１日 

中条調剤薬局 十日町市中条己2977－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

日の出調剤薬局 小千谷市本町２丁目２番21号 精神通院医療 平成25年４月１日 

笹山調剤薬局 十日町市中条甲1083－２ 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社トノマチ薬局 長岡市城内町１－１－２ 精神通院医療 平成25年４月１日 
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中島薬局 長岡市与板町与板459番地 精神通院医療 平成25年４月１日 

ほたる調剤薬局 上越市頸城区上吉437－68 精神通院医療 平成25年４月１日 

中安調剤薬局 村上市田端町10－８ 精神通院医療 平成25年４月１日 

みゆき薬局 長岡市前田１丁目６番５号 精神通院医療 平成25年４月１日 

いずみ薬局 長岡市西新町２丁目３番18号 精神通院医療 平成25年４月１日 

中条調剤薬局 胎内市新栄町２番26号 精神通院医療 平成25年４月１日 

はせげんファーマシー 三条市本町５－１－53 精神通院医療 平成25年４月１日 

八川屋薬局横町店 糸魚川市横町５－６－54 精神通院医療 平成25年４月１日 

大手町調剤薬局 
新発田市大手町５丁目１番20

号 
精神通院医療 平成25年４月１日 

ひまわり薬局 小千谷市城内４－１－55 精神通院医療 平成25年４月１日 

笹神調剤薬局 阿賀野市山崎341 精神通院医療 平成25年４月１日 

コスモス調剤薬局 五泉市本田屋769番地１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社不二よしかわ薬局 上越市吉川区下町1161番地３ 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社フジ薬局 上越市高土町２丁目６番１号 精神通院医療 平成25年４月１日 

プラザ調剤薬局 
十日町市本町３丁目プラザコ

ア１階 
精神通院医療 平成25年４月１日 

ヒスイ調剤薬局 糸魚川市東寺町１－４－９ 精神通院医療 平成25年４月１日 

ハヤカワ調剤薬局 糸魚川市大字西谷内52－７ 精神通院医療 平成25年４月１日 

アライ調剤薬局 妙高市石塚町１－14－２ 精神通院医療 平成25年４月１日 

ミナミ調剤薬局 
上越市名立区名立大町字家添

196－２ 
精神通院医療 平成25年４月１日 

ミユキ調剤薬局 上越市西本町４－５－32 精神通院医療 平成25年４月１日 

コクブ薬局 上越市国府４－６－17 精神通院医療 平成25年４月１日 

アオノ調剤薬局 
上越市大字青野字沢田239－

４ 
精神通院医療 平成25年４月１日 

三浦薬局 加茂市五番町３－28 精神通院医療 平成25年４月１日 

宮嶋薬局 小千谷市本町１－13－32 精神通院医療 平成25年４月１日 

宮野薬局 糸魚川市新鉄１－２－６ 精神通院医療 平成25年４月１日 
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みわ調剤薬局 見附市本町１－５－21 精神通院医療 平成25年４月１日 

ヤマオカ調剤薬局 上越市浦川原区有島66 精神通院医療 平成25年４月１日 

やますけ調剤薬局片貝店 小千谷市片貝町5244 精神通院医療 平成25年４月１日 

やまと調剤薬局 南魚沼市浦佐330番地３ 精神通院医療 平成25年４月１日 

六日町調剤薬局二日町店 南魚沼市二日町212－８ 精神通院医療 平成25年４月１日 

なのはな調剤薬局 南魚沼市浦佐4135－４ 精神通院医療 平成25年４月１日 

つがわ調剤薬局 阿賀町津川555－６ 精神通院医療 平成25年４月１日 

ようめい調剤薬局 新発田市新富町１－１－28 精神通院医療 平成25年４月１日 

吉岡薬局 上越市春日新田１－22－34 精神通院医療 平成25年４月１日 

やよい調剤薬局 胎内市本町３－31 精神通院医療 平成25年４月１日 

ふたば薬局 新発田市豊町２－９－28 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社湯淺薬局 新発田市大栄町７－１－４ 精神通院医療 平成25年４月１日 

リーフ薬局 新発田市住吉町４－２－19 精神通院医療 平成25年４月１日 

リーフ調剤薬局 五泉市本町６－１－７ 精神通院医療 平成25年４月１日 

永滝薬局 出雲崎町大字住吉町538 精神通院医療 平成25年４月１日 

けんおう調剤薬局 三条市興野２－11－29 精神通院医療 平成25年４月１日 

東新薬局 新発田市東新町２－153－３ 精神通院医療 平成25年４月１日 

かみはやし調剤薬局 村上市大字北新保680－７ 精神通院医療 平成25年４月１日 

こたか調剤薬局 燕市小高831－２ 精神通院医療 平成25年４月１日 

クローバー調剤薬局 燕市富永1008 精神通院医療 平成25年４月１日 

さんろく調剤薬局 上越市春日野１－６－31 精神通院医療 平成25年４月１日 

すいばら調剤薬局 阿賀野市下条町13－13 精神通院医療 平成25年４月１日 

十字堂薬局 村上市松原町１－10－15 精神通院医療 平成25年４月１日 

荒木薬局 長岡市四郎丸４丁目６番24号 精神通院医療 平成25年４月１日 

いのうら薬局新保店 長岡市永田１－６－６ 精神通院医療 平成25年４月１日 
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やまだ薬局 三条市東光寺2626番地１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

泉秋薬局 三条市横町２－８－43 精神通院医療 平成25年４月１日 

中央町薬局 柏崎市中央町11－31 精神通院医療 平成25年４月１日 

しげた薬局 柏崎市新花町６－７ 精神通院医療 平成25年４月１日 

伊部薬局 柏崎市諏訪町13－11 精神通院医療 平成25年４月１日 

サンコー薬局 新発田市豊町４丁目３－40 精神通院医療 平成25年４月１日 

菅原薬局 新発田市中央町３－７－５ 精神通院医療 平成25年４月１日 

佐久間薬局 新発田市西園町１－１－３ 精神通院医療 平成25年４月１日 

小島薬局 新発田市西園町１－２－24 精神通院医療 平成25年４月１日 

かなづか薬局 新発田市下小中山392－13 精神通院医療 平成25年４月１日 

カインズ薬局 小千谷市東栄１－９－15 精神通院医療 平成25年４月１日 

勝又薬局 十日町市泉71番地 精神通院医療 平成25年４月１日 

スズキ薬局 十日町市子６ 精神通院医療 平成25年４月１日 

大島薬局 十日町市卯574番地４ 精神通院医療 平成25年４月１日 

にわさき薬局 見附市学校町１－８－33 精神通院医療 平成25年４月１日 

ドラッグさとう 村上市藤沢91－５アコス内 精神通院医療 平成25年４月１日 

星薬局 燕市杉名36－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

小川薬局 燕市地蔵堂本町２－６－23 精神通院医療 平成25年４月１日 

林見薬局 糸魚川市大字能生7098－４ 精神通院医療 平成25年４月１日 

山本薬局 糸魚川市梶屋敷48 精神通院医療 平成25年４月１日 

斎藤薬局 五泉市村松甲1776番地 精神通院医療 平成25年４月１日 

坂田薬局「オタテ」 上越市西本町３－２－５ 精神通院医療 平成25年４月１日 

坂田薬局 上越市中郷区板橋555－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

森本薬局 上越市中通町９－31 精神通院医療 平成25年４月１日 

ゆう調剤薬局 上越市昭和町２－17－11 精神通院医療 平成25年４月１日 
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山崎薬局 上越市浦川原区飯室1955－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

ナンコー薬局 上越市南本町３－14－16 精神通院医療 平成25年４月１日 

有限会社ヒダ薬局 上越市大手町６－６ 精神通院医療 平成25年４月１日 

平賀薬局 阿賀野市中央町２－10－３ 精神通院医療 平成25年４月１日 

合資会社タナカ薬局 魚沼市堀之内4087番地１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

桑野薬局 胎内市本町７－25 精神通院医療 平成25年４月１日 

鈴木調剤薬局 聖籠町諏訪山1605－14 精神通院医療 平成25年４月１日 

フクシン薬局 阿賀町平堀1050－３ 精神通院医療 平成25年４月１日 

横尾薬局 上越市安塚区安塚999－甲 精神通院医療 平成25年４月１日 

たちかわ訪問看護ステーション 長岡市大字日越337番地 精神通院医療 平成25年４月１日 

よねやま訪問看護ステーション 
柏崎市大字茨目字二ッ池2071

番地１ 
精神通院医療 平成25年４月１日 

至誠会訪問看護ステーションた

んぽぽ 
長岡市町田町575 精神通院医療 平成25年４月１日 

てまり訪問看護ステーション 長岡市平１－３－60 精神通院医療 平成25年４月１日 

訪問看護ステーションみつごう

や 
長岡市三ツ郷屋町287番地１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

公益社団法人新潟県看護協会 

訪問看護ステーションさんわ 
長岡市三和３－４－16 精神通院医療 平成25年４月１日 

訪問看護ステーション柏崎 柏崎市北半田２丁目11番３号 精神通院医療 平成25年４月１日 

十日町訪問看護ステーションポ

ピー 
十日町市大字中条己2941 精神通院医療 平成25年４月１日 

訪問看護ステーションウィズ 
新発田市東新町１丁目３番２

号 
精神通院医療 平成25年４月１日 

一般財団法人下越総合健康開発

センター訪問看護ステーション 
新発田市本町４－16－83 精神通院医療 平成25年４月１日 

北日本訪問看護ステーション 五泉市太田4409－１ 精神通院医療 平成25年４月１日 

訪問看護ステーション常心荘 上越市大字上真砂219 精神通院医療 平成25年４月１日 

訪問看護ステーションキャッス

ル高田 
上越市西城町２丁目８番24号 精神通院医療 平成25年４月１日 

田上町訪問看護ステーション 田上町大字原ヶ崎新田3071 精神通院医療 平成25年４月１日 

せいろう訪問看護ステーション 聖籠町大字蓮潟2251－８ 精神通院医療 平成25年４月１日 
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◎新潟県告示第543号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）第63

条の規定により、指定自立支援医療機関（精神通院医療）から次のとおり廃止した旨の届出があった。 

平成25年４月12日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

名 称 所 在 地 
担当する医療の 

種     類 
廃止年月日 

ウエルシア薬局新潟小出店 魚沼市井口新田1003－６ 精神通院医療 平成23年５月31日 

ウエルシア薬局燕店 燕市井土巻２丁目62－１ 精神通院医療 平成22年９月10日 

なかじま調剤薬局 長岡市中島７－１－32 精神通院医療 平成25年２月28日 

 

◎新潟県告示第544号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第65条の規定により、

次の指定自立支援医療機関（精神通院医療）は、その指定を辞退した。 

平成25年４月12日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

名 称 所 在 地 
担当する医療の 

種     類 

辞退の効力 

発生年月日 

クスリのアオキ松美薬局 
柏崎市松美2丁目字西新田

253番地 
精神通院医療 平成24年11月12日 

 

◎新潟県告示第545号 

児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）第６条の18の規定より指定試験機関から次のとおり名称を変

更する旨の届出があった。 

平成25年４月12日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 名称を変更する指定試験機関 

社団法人全国保育士養成協議会 

２ 変更後の名称 

一般社団法人全国保育士養成協議会 

３ 変更する年月日 

  平成25年４月１日 

 

◎新潟県告示第546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、燕市の特定計量器定期検査を次のとおり実施する。 

平成25年４月12日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 検査の対象となる特定計量器 

 計量法施行令（平成５年政令第329号）第10条第１項第１号に規定する特定計量器 

２ 定期検査を行う期日、場所及び区域 

検査日時 検査場所 検査区域等 
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 ５月20日（月） 

５月21日（火） 

５月22日（水） 

午前10時から正午まで 

午後１時から３時30分まで 

燕市吉田産業会館 燕市全域  

５月23日（木） 

５月24日（金） 

燕市分水公民館 

５月27日（月） 

５月28日（火） 

５月29日（水） 

５月30日（木） 

５月31日（金） 

燕市総合文化センター 

６月１日から平成

26年３月15日まで。

ただし、土・日曜日

及び祝日並びに12

月31日、１月２日、

１月３日を除く。 

午前９時30分から正午まで 

午後１時から３時30分まで 

新潟県計量検定所 上記の未受検者 

特定計量器の所在の場所 特定計量器検定検査規則 

（平成５年通商産業省

令第70号）第39条第１項

に規定する特定計量器 

 

３ 実施機関 

 新潟県指定定期検査機関 一般社団法人新潟県計量協会 

 

◎新潟県告示第547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、村上市の荒川沿岸土地改良区から次のとおり

役員が就任した旨の届出があった。 

平成25年４月12日 

新潟県村上地域振興局長 

１ 就 任 

 理事 村上市佐々木496－１   磯部 浩和 

  就任年月日 平成25年４月１日 

 

◎新潟県告示第548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、村上市の三面川沿岸土地改良区から次のとお

り役員が就任した旨の届出があった。 

平成25年４月12日 

新潟県村上地域振興局長 

１ 就 任 

 理事 村上市山辺里676   中村 吉行 

  就任年月日 平成25年４月４日 

 

◎新潟県告示第549号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第84条において準用する同法第18条第16項の規定により、新発田市の加治

川沿岸土地改良区連合から次のとおり役員が退任した旨の届出があった。 

平成25年４月12日 

新潟県新発田地域振興局長 

１ 退 任 

  監事 新発田市則清 858 番地   齋藤 良一 

  退任年月日 平成 25 年３月 26 日 

 

◎新潟県告示第550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、長岡市の小国町土地改良区の定款の変更を平

成25年４月４日認可した。 

平成25年４月12日 

新潟県長岡地域振興局長 
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◎新潟県告示第551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、上越市の坊ヶ池土地改良区の定款の変更を平

成25年４月４日認可した。 

平成25年４月12日 

新潟県上越地域振興局長 

 

◎新潟県告示第552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、佐渡市の長江川水系土地改良区の定款の変更

を平成25年４月３日認可した。 

平成25年４月12日 

新潟県佐渡地域振興局長 

 

◎新潟県告示第553号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定により、十日町市の一部を受益地域とする県営川西東

部地区農業用用排水施設整備（基幹水利施設ストックマネジメント）事業計画を定めたので、関係書類を次のと

おり縦覧に供する。 

平成25年４月12日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 縦覧に供する書類の名称 

  県営土地改良事業計画書の写し 

２ 縦覧に供する期間 

  平成 25 年４月 15日から平成 25年５月 15日まで 

３ 縦覧に供する場所 

  十日町市役所 

４ その他 

(1) この土地改良事業計画について不服があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、知

事に異議申立てをすることができる。 

(2) この土地改良事業計画について不服があったとしても、土地改良事業計画についての取消しの訴えを提起

することはできない。取消しの訴えを提起することができるのは、土地改良事業計画についての異議申立て

に対する決定に対してのみである。 

 

◎新潟県告示第554号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の規定により計画を定めて実施した、次の県営土地改良事業の工事

が完了した。 

平成25年４月12日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

地区名 事業名 市町村名 完了年月日 

神納郷北部 農用地保全施設整備（湛水防除）事業 村上市 平成25年３月25日 

 

◎新潟県告示第555号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の規定により計画を定めて実施した、次の県営土地改良事業の工事

が完了した。 

平成25年４月12日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

地区名 事業名 市町村名 完了年月日 

乙 農用地保全施設整備（湛水防除）事業 胎内市 平成25年３月15日 

 

◎新潟県告示第556号 
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土地改良法（昭和24年法律第195号）第113条の２第１項の規定により、次のとおり土地改良事業の工事が完了

した旨の届出があった。  

平成25年４月12日 

新潟県上越地域振興局長 

 

事業主体の所在・名称 地区名 事業名 完了年月日 

上越市 

谷浜土地改良区 

桑取 農業用用排水施設整備（県単農業農

村整備｢かんがい排水」）事業 

平成25年２月15日 

 

◎新潟県告示第557号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の規定により計画を定めて実施した、次の県営土地改良事業の工事

が完了した。 

平成25年４月12日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

地区名 市町村名 事業名 完了年月日 

末野 上越市 区画整理（ほ場整備「担い手育成型」）事業 平成25年３月11日 

 

◎新潟県告示第558号 

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、佐渡市長から次のと

おり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

平成25年４月12日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 公共測量（相川地区文化的景観平面図作成空中写真測量業務） 

２ 作業期間 平成24年12月19日から平成25年３月22日まで 

３ 作業地域 佐渡市 相川地内 

 

◎新潟県告示第559号 

土地収用法（昭和26年法律第219号。以下「法」という｡)第20条の規定により、次のとおり事業の認定をした。 

平成25年４月12日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 起業者の名称 

  燕市 

２ 事業の種類 

  （仮称）燕市東部学校給食センター新設事業 

３ 起業地 

(1) 収用の部分 

   燕市大曲字居付地内 

(2) 使用の部分 

   なし 

４ 事業の認定をした理由 

(1) 法第20条第１号の要件への適合性 

   （仮称）燕市東部学校給食センター新設事業（以下「本件事業」という｡)は、法第３条第31号に該当し、 

  法第20条第１号の要件を充足すると判断される。 

(2) 法第20条第２号の要件への適合性 

  起業者は本件事業に必要な予算について、本年度予算計上し、来年度以降も予算計上することを確約して

いることから、法第20条第２号の要件を充足すると判断される。 

  (3) 法第20条第３号の要件への適合性 

    ア 得られる公共の利益 

    学校給食施設の衛生管理については、厚生労働省が定めた学校給食法第９条第１項の規定に基づき施行
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される学校給食衛生管理基準（以下「衛生管理基準」という｡)により、その遵守が強く求められるように

なってきている。 

    燕市では、現在小中学校等 21校に対し直営２施設、委託１施設の計３施設で給食を提供しているが、ど

の施設も建設後 30年以上経過しており、新しい衛生管理基準を満たすことが困難になっていること、厨房

設備の不具合による作業停止などが発生していることから、学校給食センターの新たな建設基本計画を策

定し、老朽化による諸課題の解決及び衛生管理基準の適合を図ることとしている。             

その中で、現在の委託施設は建築後 50年近く経過し建物本体及び調理設備が老朽化していることや、衛

生管理基準を満たすには敷地が狭いこと、また改修期間中に給食の提供を代替する手段がないことなどか

ら、新たに市で取得した土地に給食センターを新設し業務委託することで、今までどおり学校給食を提供

するものである。 

本件事業の実施により、給食施設及び給食設備の衛生管理、調理の過程における衛生管理など衛生管理

基準の様々な基準を満たした施設での給食業務が行われ、学校給食の目的である児童生徒への安全・安心

でバランスのとれた学校給食の提供が可能となることから、本件事業の公益に資するところは大きいもの

と考えられる。 

本件事業の施行により懸念される騒音や水質汚濁等については、防音に配慮した設計を行うとともに、

建設工事前早期に下水道管の埋設工事を完了するなど、近隣住民への影響が最小限になるよう努めること

としていることから、得られる利益のマイナス要因は少ないものと考えられる。 

    したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は大きいものと認められる。 

  イ 失われる利益 

    本件事業地内は、文化財保護や鳥獣保護等、特別な措置を講ずべき地域の範囲に含まれていないことを 

   燕市で確認している。 

    したがって、本件事業の施行により失われる利益はないものと認められる。 

    ウ 事業計画の合理性 

    本件事業に係る起業地については、現在学校給食を提供している小中学校等への配送ルートや配送時間、 

   隣接地への影響を考慮し候補地３箇所を選定し比較検討した結果、市道へのアクセスもよく民家との距離

がある本件起業地が最適地であり最も合理的であると認められる。 

    以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益を比較衡量すると、得られ 

   る公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。 

    したがって、本件事業は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるので、法第 20条第 

   ３号の要件を充足すると判断される。 

(4) 法第20条第４号の要件への適合性 

  ア 事業を早期に施行する必要性 

    本件事業は、(3)アで述べたように、老朽化により学校給食法に基づく衛生管理基準を満たすことが困難

になっている。また、設備が古いことから、作業中のトラブルにより給食を中止する事態も過去に何度か

発生しており、故障しても部品の調達が難しいことや予備設備がないことなどから、今後も給食の提供に

影響のある事態が発生する可能性は高く、市として早急に対策を講じる必要があるとしている。 

    以上のことから、本件事業を早期に施行する必要性は高いものと認められる。 

  イ 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性 

    本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な最小限の範囲であると認められる。 

    また、収用の範囲は、すべて本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられていることから、収用 

   又は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。 

    したがって、本件事業は、土地を収用する公益上の必要があると認められるため、法第 20条第４号の要 

   件を充足すると判断される。 

(5) 結論 

   以上のとおり、本件事業は、法第 20条各号の要件をすべて充足すると判断される。 

   よって、法第 20条の規定により、事業の認定をするものである。 

５ 法第26条の２第２項の規定による図面の縦覧場所 

  燕市役所  

 

◎新潟県告示第560号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 
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なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県新潟地域振興局新津地域整備部庶

務課において縦覧に供する。 

平成25年４月12日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 新潟村松三川線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

五泉市川内字新畑 438番１から 

 

同市川内字上川原983番４まで 

 

新 

 

11.2～20.0メートル 

 

624.0メートル 

 

旧 

 

7.0～16.5メートル 

 

624.0メートル 

 

◎新潟県告示第561号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県新潟地域振興局新津地域整備部庶

務課において縦覧に供する。 

平成25年４月12日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   新潟村松三川線 

２ 供用開始の区間 

  五泉市川内字新畑438番１から同市川内字上川原983番４まで 

３ 供用開始の期日  平成25年４月12日 

 

◎新潟県告示第562号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する第20条第２項の規定により、都市計画の図

書の写しを次のとおり縦覧に供する。 

平成25年４月12日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

１ 変更に係わる都市計画の種類 

 村上都市計画用途地域（村上市決定） 

２ 縦覧の場所 

 新潟県土木部都市局都市政策課 

 

◎新潟県告示第563号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する第20条第２項の規定により、都市計画の図

書の写しを次のとおり縦覧に供する。 

平成25年４月12日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

１ 変更に係わる都市計画の種類 

 村上都市計画準防火地域（村上市決定） 

２ 縦覧の場所 

 新潟県土木部都市局都市政策課 

 

◎新潟県告示第564号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する第20条第２項の規定により、都市計画の図

書の写しを次のとおり縦覧に供する。 
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平成25年４月12日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

１ 変更に係わる都市計画の種類及び名称 

 ・種類 村上都市計画臨港地区（村上市決定） 

 ・名称 岩船港臨港地区 

２ 縦覧の場所 

 新潟県土木部都市局都市政策課 

 

公   告 

特定非営利活動法人の所轄庁の変更を伴う定款の変更の認証申請について（公告） 

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第３項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の

定款の変更の認証申請があった。 

なお、特定非営利活動促進法第25条第５項で準用する第10条第２項に規定する申請書の添付書類は、新潟県県民

生活・環境部県民生活課及び新潟地域振興局において縦覧に供する。  

平成25年４月12日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 申請のあった年月日 

  平成 25 年３月 22日 

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称 

  特定非営利活動法人住環境再生機構 

３ 代表者の氏名 

  松下 洋子 

４ 主たる事務所の所在地 

  新潟市西区上新栄町１丁目４番 16 号 

５ 定款に記載された目的 

この法人は、被災等により建物の基礎や地盤に不具合を生じ、その改修を経済的困窮等の理由で行えない人

々に対して、基礎修復、建物補修に関する事業を行い、安全な居住環境の確保に寄与することを目的とする。 

また、年金受給者や障害者の人々に対し、就労支援や雇用促進のための総合的な支援の場を提供することに

より、経済的支援や社会への自立支援に寄与することを目的とする。 

６ 定款に記載された特定非営利活動の種類 

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動  

(2) まちづくりの推進を図る活動 

(3) 環境の保全を図る活動 

(4) 災害救援活動 

(5) 地域安全活動 

(6) 消費者の保護を図る活動 

(7) 前各号の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動  

７ 定款の変更内容 

変 更 後 変 更 前 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を新潟県新潟市

に置く。 

２ この法人は、従たる事務所を新潟県柏崎市に置

く。 

３ この法人は、従たる事務所を茨城県神栖市に置

く。 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を新潟県新潟市

に置く。 
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大規模小売店舗の届出に対する市町村等の意見について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項及び第２項の規定による市町村等の意見の概要を

次のとおり公表する。 

平成25年４月12日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 上越ウイングマーケットセンター 

所在地 上越市大字富岡字五田所256番地 

設置者 株式会社パティオほか６者 

２ 届出の概要及び公告日 

概 要 大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定による変更（大規模小売店舗において小売業を行う者の

変更）に関する届出 

公告日 平成24年11月30日 

３ 意見の概要 

(1) 上越市からの意見の概要 

意見なし 

(2) 居住者等の意見の概要 

意見書の提出はなかった。 

４ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

５ 縦覧期間 

平成25年４月12日から平成25年５月12日まで 

 

大規模小売店舗の届出に対する市町村等の意見について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項及び第２項の規定による市町村等の意見の概要を

次のとおり公表する。 

平成25年４月12日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 上越ウイングマーケットセンター 

所在地 上越市大字富岡字五田所256番地 

設置者 株式会社パティオほか６者 

２ 届出の概要及び公告日 

概 要 大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定による変更（開店時刻及び閉店時刻の変更及びその他の

変更）に関する届出 

公告日 平成24年11月30日 

３ 意見の概要 

(1) 上越市からの意見の概要 

意見なし 

(2) 居住者等の意見の概要 

意見書の提出はなかった。 

４ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

５ 縦覧期間 

平成25年４月12日から平成25年５月12日まで 

 

大規模小売店舗の廃止について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第５項の規定による廃止の届出の概要を次のとおり公表

する。 

平成25年４月12日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 
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１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者（廃止前のもの） 

名 称 高田共同ビル長崎屋高田店 

所在地 上越市本町字中小５丁目56 

設置者 三井企画株式会社 

２ 店舗面積の合計 

（廃止前）7,210平方メートル 

（廃止後）  ０平方メートル 

３ 廃止（第３条第１項に定める基準面積以下）となる年月日 

平成22年12月10日 

４ 廃止しようとする理由 

当該建物を解体・除去するため。 

５ 届出年月日 

平成25年４月３日 

 

病院局公告 

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、磁気共鳴断層撮像装置について、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25年４月12日 

新潟県立吉田病院長 田宮 洋一 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  磁気共鳴断層撮像装置  １式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 納入期限 

  平成26年３月31日（月） 

(4) 納入場所 

  新潟県立吉田病院 

(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) 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の営業種目「機械類」に登載されている者であること。 

(4) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

(5) 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。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 959－0242 

  新潟県燕市吉田大保町32番14号 

  新潟県立吉田病院経営課 

  電話番号 0256－92－5111 内線413 
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(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

(3) 応札仕様書の提出期限 

  平成25年５月29日（水）午後５時00分 

４ 入札、開札の日時及び場所 

  平成25年６月６日（木）午前10時00分 

  新潟県立吉田病院講堂 

５ その他 

(1) 契約手続き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、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県 

 病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第186条第３項第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、新潟県立吉田病院の交付する入札説明書に基づき応札仕様書 

 を作成し、前記３(3)により提出しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の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これ 

 を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197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。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ア 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。（提出がないと 

  きは、契約を締結しない場合がある｡) 

 イ 詳細は入札説明書による。 

６ Summary 

(1) Magnetic Resonance Imaging System(1.5tesla)[１]set 

(2) Deadline for bid submission 

  June 6,2013 10：00 A.M. 

(3) For more information, contact; 

  Management Division, Department of Administration, Niigata Prefectural yoshida Hospital 

  *address:32-14 yoshida daibo-cho,thubame-City, Niigata 

〒959－0242 

JAPAN 

  TEL 0256－92－5111 Ext.413 

 

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、新潟県立新発田病院・新潟県立リウマチセン

ター感染性廃棄物処理業務委託について、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25年4月12日 

新潟県立新発田病院長 堂前 洋一郎 
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１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  新潟県立新発田病院・新潟県立リウマチセンター感染性廃棄物処理業務委託 一式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 履行期間 

  平成25年5月1日から平成26年3月31日まで 

(4) 履行場所 

  新潟県立新発田病院及び新潟県立リウマチセンター 

(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) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可を受けた者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）による更生手続開始の申立がなされている者でないこと。 

(5) 民事再生法（平成11年法律第225号）による再生手続開始の申立がなされている者でないこと。 

(6) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

(7) 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。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 957－8588 

  新潟県新発田市本町1丁目２番８号 

  新潟県立新発田病院経営課 

  電話番号 0254－22－3121 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

４ 入札に係る参加申請書の提出 

 (1) 入札希望者は平成25年4月18日午後5時15分までに、入札説明書に定める入札参加確認申請書を持参又は郵

送しなければならない。ただし、郵送の場合は平成25年4月18日に必着させるとともに、簡易郵便を利用する

こと。 

 (2) 入札参加確認申請書の提出場所は３(1)とする。 

 (3) 入札参加確認申請書の様式は入札説明書による。 

５ 入札、開札の日時及び場所 

  平成25年4月22日（月）午前11時00分 

  新潟県立新発田病院 ５階大会議室 

６ その他 

(1) 契約手続き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 

  入札時に入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の100分の5に相当する金額以上の金額を納付する

こと。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県病院局管理規程第５号。以下「規程」という。)第196

条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、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、規程第186条第３項第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 
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  この一般競争入札に参加を希望する者は、前記３で交付する入札説明書に基づき提出書類を作成し、提出

しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  前記２に示した入札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) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197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。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ① 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。（提出がないと 

  きは、契約を締結しない場合がある｡) 

 ② 詳細は入札説明書による。 

７ Summary 

(1)Nature and quantity of the products to be purchased; 

Disposal and commission of infectious waste generated from Niigata Prefectural Shibata Hospital and 

Niigata Rheumatic Center     

(2)Deadline for bid submission 

   11:00A.M. April 22,2013  

(3)For more information,contact; 

   Department of Administration,Niigata Prefectural Shibata Hospital 

   *address:1-2-8 Hon-cho,Shibata-City,Niigata 

   〒957-8588 

   JAPAN 

   TEL 0254-22-3121   

 

選挙管理委員会規程 
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新潟県選挙管理委員会規程第３号 

公職選挙法等執行規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

平成25年４月12日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  長津 光三郎 

   公職選挙法等執行規程の一部を改正する規程 

 公職選挙法等執行規程（平成７年新潟県選挙管理委員会規程第２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改 

正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改   正   後 改   正   前 

 別表第１（病院）  別表第１（病院）  

 市区町村名 病 院 の 名 称 所  在  地   市区町村名 病 院 の 名 称 所  在  地  

（略） （略） 

上越市 

 

（略） 

介護老人保健施設 

葵の園・上越 

（略） 

（略） 

上越市頸城区上吉

194 

（略） 

上越市 

 

（略） 

頸城介護老人保健施設 

 あやめの庭 

（略） 

（略） 

上越市頸城区上吉

194 

（略） 

（略） （略） 

  

 

  附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 

 

 

労働委員会告示 

◎新潟県労働委員会告示第２号 

労働関係調整法（昭和21年法律第25号）第10条の規定により委嘱した平成25年４月４日現在の新潟県労働委員

会あっせん員候補者は、次のとおりである。 

平成25年４月12日 

新潟県労働委員会 

   会 長  西 野 喜 一 

 

氏   名 現    職 略    歴 

 西野 喜一 
新潟大学大学院 

実務法学研究科教授 
新潟地方裁判所判事 

 兒玉 武雄 弁護士 新潟県弁護士会副会長 

 櫻井 英喜 弁護士 新潟県弁護士会副会長 

 佐藤 朗子 
新潟青陵大学 

看護福祉心理学部教授 

新潟青陵大学 

看護福祉心理学部助教授 

 関川 由美子 － 
（公財）新潟県文化振興財団 

業務執行理事 

 小林 真千子 
情報産業労働組合連合会 

新潟県協議会特別幹事 

日本労働組合総連合会 

新潟県連合会副会長 

 林  光弘 
日本労働組合総連合会新潟県連合会 

新潟地域協議会事務局長 

日本労働組合総連合会 

新潟県連合会執行委員 
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 橋本 義明 
全国交通運輸労働組合総連合 

信越地方総支部書記長 

頚城ハイヤー労働組合 

書記長 

 米山 哲也 
新潟県電力関連産業労働組合総連合 

会長 

新潟県電力関連産業労働組合総連合 

事務局長 

 齋藤 敏明 
日本労働組合総連合会 

新潟県連合会会長 

日本労働組合総連合会 

新潟県連合会事務局長 

 小野塚 崇 
（一社）新潟県経営者協会 

顧問 

第四スタッフサービス（株） 

代表取締役社長 

 鈴木 和夫 
（株）本間組 

取締役専務執行役員 

（株）本間組 

取締役兼常務執行役員 

 岩﨑 孝秋 
北陸瓦斯（株） 

取締役総務人事部長 

北陸瓦斯（株） 

取締役長岡支社長 

 本間 哲夫 
（一社）新潟県経営者協会 

専務理事 

（株）富有社 

本社営業部付部長 

 中山 正子 
（株）キタック 

常務取締役総務部長 

（株）キタック 

取締役総務部長 

 熊倉 昇 新潟県労働委員会事務局長 新潟県佐渡地域振興局長 

 川口 剛 新潟県労働委員会事務局総務課長 新潟県農林水産部食品・流通課長 
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