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告   示 

◎新潟県告示第975号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項（又は第53条第１項）の規定により、指定居宅サービス事業

者（又は指定介護予防サービス事業者）を次のとおり指定した。 

平成25年８月13日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

サービスの種類 事業所の名称 所在地 事業者 指定年月日 

訪問介護 

 

介護予防訪問介護 

ヘルパーステーシ

ョン柿崎 

新潟県上越市柿崎区

柿崎 558番地１ 

社会福祉法人上越

市社会福祉協議会 

平成 25年８月１日 

 

 
 

◎新潟県告示第976号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項の規定により、指定居宅介護支援事業者を次のとおり指定し

た。 

平成25年８月13日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 
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事業所の名称 所在地 事業者 指定年月日 

うらまち居宅介護支援事業

所 

新潟県魚沼市小出島 359

番地 

合同会社魚沼介護 平成 25年８月１日 

ケアプランセンター大島新

町 

新潟県長岡市大島新町

３丁目１－10 

社会福祉法人長岡福祉協会 平成 25年８月１日 

柿崎居宅介護支援事業所 新潟県上越市柿崎区柿

崎 558番地１ 

社会福祉法人上越市社会福

祉協議会 

平成 25年８月１日 

 

◎新潟県告示第977号 

肥料取締法（昭和25年法律第127号）第７条第１項の規定により、次のとおり肥料を登録した。 

平成25年８月13日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

登録番号 新潟県生第416号 

肥料の種類 混合有機質肥料 

肥料の名称 ささかみ有機 

保証成分量 窒素全量   3.7パーセント 

 りん酸全量  3.2パーセント 

加里全量   2.5パーセント 

その他の規格 含有を許される有害成分の最大量及びその他

の制限事項は、公定規格のとおり。 

生産業者の名称及び住所 ロイヤルインダストリーズ株式会社 

東京都狛江市和泉本町１丁目15番19号 

登録年月日 平成25年８月５日 

 

 

◎新潟県告示第978号 

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８月13日 

新潟県長岡地域振興局長 

  

事業主体の所在・名称 地区名 事業名 完了年月日 

長岡市 

小国町土地改良区 

森光 農業用用排水施設整備（基盤整備促進）事業 平成25年６月７日 

 

    

◎新潟県告示第979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１項の規定により、国土交通省北陸地方

整備局 新潟港湾・空港整備事務所長から次のとおり公共測量を実施する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８月13日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 公共測量（２級水準測量） 

２ 作業期間 平成25年８月５日から平成26年２月28日まで 

３ 作業地域 新潟港(東港地区、西港地区)、新潟空港、新潟西海岸 
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◎新潟県告示第980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１項の規定により、新潟市長から次のと

おり公共測量を実施する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８月13日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 公共測量（修正数値図化 レベル2500） 

２ 作業期間 平成25年７月５日から平成26年１月31日まで 

３ 作業地域 新潟市中央区、東区、江南区、北区のそれぞれ一部 

 

◎新潟県告示第981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

定により指定した土砂災害警戒区域（平成24年10月30日新潟県告示第1312号）を次のとおり解除する。 

平成25年８月13日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 魚沼地域振興局管内 

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 

越又南地区 魚沼市小平尾 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

（「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魚沼地域振興局地域整備部に備え置いて縦覧

に供する｡) 

 

◎新潟県告示第982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８項の規

定により、次の土砂災害特別警戒区域（平成24年10月30日新潟県告示第1313号）の指定を解除する。 

平成25年８月13日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 魚沼地域振興局管内 

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 

越又南地区 魚沼市小平尾 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

（「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魚沼地域振興局地域整備部に備え置いて縦覧

に供する｡) 

 

◎新潟県告示第983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25年８月13日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 魚沼地域振興局管内 

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 

下倉地区 魚沼市下倉 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 
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田戸地区 魚沼市下倉、田戸 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

明後谷沢地区 魚沼市下倉 次の図のとおり 土石流 

名畑沢地区 魚沼市下倉 次の図のとおり 土石流 

頭無沢地区 魚沼市下倉 次の図のとおり 土石流 

水頭沢川地区 魚沼市下倉 次の図のとおり 土石流 

堂ノ沢川地区 魚沼市下倉 次の図のとおり 土石流 

大沢川地区 魚沼市下倉 次の図のとおり 土石流 

滝ノ沢地区 魚沼市下倉、田戸 次の図のとおり 土石流 

中ノ沢川地区 魚沼市下倉 次の図のとおり 土石流 

下倉地区 魚沼市下倉 次の図のとおり 地すべり 

細越沢地区 魚沼市田戸 次の図のとおり 土石流 

吉田沢地区 魚沼市上原 次の図のとおり 土石流 

西足沢川地区 魚沼市上原 次の図のとおり 土石流 

泉沢(1)地区 魚沼市泉沢 次の図のとおり 土石流 

一ツ橋川(1)地区 魚沼市泉沢 次の図のとおり 土石流 

一ツ橋川(2)地区 魚沼市泉沢 次の図のとおり 土石流 

一ツ橋川(3)地区 魚沼市泉沢 次の図のとおり 土石流 

一ツ橋川(4)地区 魚沼市泉沢 次の図のとおり 土石流 

越又沢川(1)地区 魚沼市泉沢 次の図のとおり 土石流 

越又沢川(2)地区 魚沼市泉沢 次の図のとおり 土石流 

越又沢川(3)地区 魚沼市泉沢 次の図のとおり 土石流 

越又沢川(4)地区 魚沼市泉沢 次の図のとおり 土石流 

越又沢川(5)地区 魚沼市泉沢 次の図のとおり 土石流 

越又沢川(6)地区 魚沼市泉沢 次の図のとおり 土石流 
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裏の沢地区 魚沼市泉沢 次の図のとおり 土石流 

泉沢(2)地区 魚沼市泉沢 次の図のとおり 土石流 

泉沢(3)地区 魚沼市泉沢 次の図のとおり 土石流 

泉沢新田地区 魚沼市泉沢 次の図のとおり 地すべり 

三峰地区 魚沼市泉沢 次の図のとおり 地すべり 

濁又川地区 魚沼市芋鞘、田小屋 次の図のとおり 土石流 

下の沢川地区 魚沼市芋鞘 次の図のとおり 土石流 

穴沢地区 魚沼市穴沢、芋鞘 次の図のとおり 地すべり 

田小屋地区 魚沼市芋鞘、田小屋 次の図のとおり 地すべり 

平野又地区 魚沼市芋鞘、平野又 次の図のとおり 地すべり 

越又南地区 魚沼市小平尾 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

押沢地区 魚沼市小平尾 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魚沼地域振興局地域整備部に備え置いて縦覧

に供する｡) 

 

◎新潟県告示第984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25年８月13日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 魚沼地域振興局管内 

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 

下倉地区 魚沼市下倉 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

田戸地区 魚沼市下倉、田戸 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

明後谷沢地区 魚沼市下倉 次の図のとおり 土石流 

名畑沢地区 魚沼市下倉 次の図のとおり 土石流 

頭無沢地区 魚沼市下倉 次の図のとおり 土石流 

大沢川地区 魚沼市下倉 次の図のとおり 土石流 
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滝ノ沢地区 魚沼市下倉、田戸 次の図のとおり 土石流 

中ノ沢川地区 魚沼市下倉 次の図のとおり 土石流 

吉田沢地区 魚沼市上原 次の図のとおり 土石流 

西足沢川地区 魚沼市上原 次の図のとおり 土石流 

泉沢(1)地区 魚沼市泉沢 次の図のとおり 土石流 

一ツ橋川(1)地区 魚沼市泉沢 次の図のとおり 土石流 

一ツ橋川(3)地区 魚沼市泉沢 次の図のとおり 土石流 

越又沢川(2)地区 魚沼市泉沢 次の図のとおり 土石流 

越又沢川(4)地区 魚沼市泉沢 次の図のとおり 土石流 

越又沢川(5)地区 魚沼市泉沢 次の図のとおり 土石流 

泉沢(2)地区 魚沼市泉沢 次の図のとおり 土石流 

濁又川地区 魚沼市芋鞘、田小屋 次の図のとおり 土石流 

下の沢川地区 魚沼市芋鞘 次の図のとおり 土石流 

越又南地区 魚沼市小平尾 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

（「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魚沼地域振興局地域整備部に備え置いて縦覧

に供する｡) 

 

公   告 

争議行為を行う旨の通知について（公告） 

労働関係調整法（昭和21年法律第25号）第37条第１項の規定により、日本赤十字労働組合長岡支部執行委員長

村越朋から、次のとおり争議行為を行う旨の通知があった。 

平成25年８月13日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 要求事項 

 人員要求、待遇改善、施設設備、その他の要求 

２ 期  間 

 平成25年８月14日午前０時以降本問題解決まで 

３ 場  所 

 日本赤十字労働組合長岡支部の組合員が従事する全職場 

４ 概  要 

 あらゆる形の争議行為の一部又は全部を単独に若しくは併用して実施する。ただし、救急患者には対応する。 

 

選挙管理委員会告示 
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◎新潟県選挙管理委員会告示第50号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第２項の規定により、平成25年４月２日以後政治活動（選挙運

動を含む｡)のために、寄附を受け、又は支出をすることができなくなった政治団体は、次のとおりである。 

平成25年８月13日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  長津 光三郎 

 

 


	主　　要　　目　　次
	告　　　示
	◎新潟県告示第975号
	◎新潟県告示第976号
	◎新潟県告示第977号
	◎新潟県告示第978号
	◎新潟県告示第979号
	◎新潟県告示第980号
	◎新潟県告示第981号
	◎新潟県告示第982号
	◎新潟県告示第983号
	◎新潟県告示第984号

	公　　　告
	争議行為を行う旨の通知について（公告）

	選挙管理委員会告示
	◎新潟県選挙管理委員会告示第50号


