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告   示 

◎新潟県告示第713号 

食品衛生法施行令（昭和28年政令第229号）第16条（同令第９条第２項において準用する場合を含む｡)の規定に

より、食品衛生法（昭和22年法律第233号）第48条第６項第３号及び同令第９条第１項第１号に規定する新潟県知

事の登録を受けた養成施設（以下｢登録養成施設」という｡)から、次のとおり名称を変更する旨の届出があった。 

平成29年６月６日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 登録養成施設の名称 

 新潟大学農学部農学科「食品衛生コース」 

２ 変更内容 

 登録養成施設の名称 

 （変更前）新潟大学農学部応用生物化学科「食品衛生コース」 

 （変更後）新潟大学農学部農学科「食品衛生コース」 

３ 変更年月日 

 平成29年４月１日 

 

◎新潟県告示第714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（育成医療・更生医療）を次のとおり指定した。 

平成29年６月６日 

新潟県知事  米 山  隆 一 
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名 称 所 在 地 
担当する医療の 

種     類 
指定年月日 

ウエルシア薬局 

リップス旭岡店 
長岡市上条町453番地１ 育成医療・更生医療 平成29年６月１日 

共栄堂薬局つばめ店 燕市吉田3454－1 育成医療・更生医療 平成29年６月１日 

共栄堂薬局直江津店 上越市下門前2272番地 育成医療・更生医療 平成29年６月１日 

 

◎新潟県告示第715号 

身体障害者福祉法施行令（昭和25年政令第78号）第３条第２項の規定により、次の医師は、身体障害者福祉法

（昭和24年法律第283号）第15条第１項の規定による医師の指定を辞退した。 

平成29年６月６日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

氏 名 
担当する 

医療の種類 

従事する病院又は 

診療所の名称 
所在地 

辞退 

年月日 

阿川 毅 眼科 立川綜合病院 
長岡市上条町字谷内561－

１ 
H29.３.24 

飯田 知弘 眼科 
南魚沼市立ゆきぐに

大和病院 
南魚沼市浦佐4115 H29.３.15 

今村 彰 内科 小千谷総合病院 小千谷市本町１－13－33 H29.３.31 

内山 春雄 耳鼻咽喉科 内山耳鼻咽喉科医院 長岡市豊田町７－１ H29.３.22 

長部 敬一 整形外科 長岡西病院 長岡市三ツ郷屋町371－１ H29.３.16 

笠倉 尚人 内科 見附市立病院 見附市学校町２－13－50 H29.３.16 

金子 吉彌 内科 羽茂病院 佐渡市羽茂本郷22 H29.３.16 

櫻井 信行 内科 村上記念病院 村上市松山204－１ H29.３.23 

櫻川 信男 内科 豊浦病院 新発田市荒町甲1611－８ H27.10.31 

佐々木 純一 外科 
南魚沼市立ゆきぐに

大和病院 
南魚沼市浦佐4115 H29.３.15 

佐藤 昂 呼吸器内科 長岡赤十字病院 長岡市千秋２－297－１ H29.４.３ 

佐藤 拓    眼科 
南魚沼市立ゆきぐに

大和病院 
南魚沼市浦佐4115 H29.３.15 

清水 三郎 内科 三条東病院 三条市北入蔵２－17－27 H29.４.３ 

清水 道子 内科 三条東病院 三条市北入蔵２－17－27 H29.４.３ 
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長嶋 起久雄 外科 
南魚沼市立ゆきぐに

大和病院 
南魚沼市浦佐4115 H29.３.15 

南雲 敬弘 外科 羽茂病院 佐渡市羽茂本郷22 H29.３.16 

新井田 広仁 脳神経外科 悠遊健康村病院 長岡市大字日越337 H27.４.３ 

額賀 俊介 小児科 県立中央病院 上越市新南町205 H29.４.５ 

林 知茂 眼科 立川綜合病院 
長岡市上条町字谷内561－

１ 
H29.３.24 

藤川 隆太 整形外科 立川綜合病院 
長岡市上条町字谷内561－

１ 
H29.３.24 

星野 徹也 耳鼻咽喉科 小千谷総合病院 小千谷市本町１－13－33 H29.３.24 

前川  智 内科 新潟労災病院 上越市東雲町１－７－12 H29.４.11 

牧野 英二 内科 牧野内科医院 新発田市住吉町１－５－４ H29.４.10 

増澤 通永 整形外科 
南魚沼市立ゆきぐに

大和病院 
南魚沼市浦佐4115 H29.３.15 

松井 稔忠 内科 羽茂病院 佐渡市羽茂本郷22 H29.３.16 

松尾 凡平 内科 羽茂病院 佐渡市羽茂本郷22 H29.３.16 

松本 征海 外科 羽茂病院 佐渡市羽茂本郷22 H29.３.16 

三浦 雅樹 小児科 
国立病院機構新潟病

院 
柏崎市赤坂町３－52 H29.３.21 

南村 哲司 外科 見附市立病院 見附市学校町２－13－50 H29.３.16 

矢島 愛治 泌尿器科 村上記念病院 村上市松山204－１ H29.３.23 

 

◎新潟県告示第716号 

国土調査法（昭和26年法律第180号）第６条の３第２項の規定により、平成29年度地籍調査事業計画（前年度繰

越分）（平成29年４月18日新潟県告示第532号）を次のとおり変更する。 

平成29年６月６日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

調査を行う

者の名称 

調査区域 調査期間 

  
 

小千谷市 

 

 

十日町市 

 

 

阿賀野市 

 

 

魚沼市 

小千谷市の第30－１計画区・第30－２計画区及び第31－２計画区 

 

 

十日町市の市街第10計画区・市街第11計画区・市街第12計画区及

び市街第13計画区 

 

阿賀野市の第36－２計画区及び第38計画区 

 

 

魚沼市の第37－１計画区及び第56計画区 

平成29年３月31日から平成

30年２月28日まで 

 

平成29年３月31日から平成

30年３月30日まで 

 

平成29年３月31日から平成

29年８月31日まで 

 

平成29年３月31日から平成
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出雲崎町 

 

 

刈羽村 

 

 

 

 

出雲崎町の第二計画区及び第三計画区 

 

 

刈羽村の第11－４計画区及び第11－５計画区 

 

 

30年２月28日まで 

 

平成29年３月31日から平成

30年３月30日まで 

 

平成29年３月31日から平成

30年３月30日まで 

 

  
 

 

◎新潟県告示第717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、村上市長から次のと

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29年６月６日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 作業種類 公共測量（平成29年度 １／2,500管内図（白図）業務委託） 

２ 作業期間 平成29年４月28日から平成29年12月20日まで 

３ 作業地域 村上市 

 

◎新潟県告示第718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７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29年６月６日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 長岡地域振興局管内 

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 

原町２丁目(4)地区 長岡市金沢 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

土ヶ谷(4)地区 長岡市土ヶ谷、小貫 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

土ヶ谷(1)地区 長岡市土ヶ谷、小貫 次の図のとおり 土石流 

土ヶ谷(2)地区 長岡市土ヶ谷、小貫 次の図のとおり 土石流 

土ヶ谷(H25)地区 長岡市土ヶ谷、小貫 次の図のとおり 地すべり 

小貫(9)地区 長岡市小貫、見附市栃窪町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

向山沢地区 長岡市小貫、見附市栃窪町 次の図のとおり 土石流 

原町２丁目地区 長岡市栃尾原町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

原町２丁目(2)地区 長岡市栃尾原町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

原町３丁目地区 長岡市栃尾原町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

原町２丁目(3)地区 長岡市栃尾原町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 
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原町２丁目(1)地区 長岡市栃尾原町、金沢 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

原町１丁目(3)地区 長岡市栃尾原町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

吉水地区 長岡市吉水、栃尾原、巻渕 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

巻渕(3)地区 長岡市巻渕、栃尾原 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

緑ヶ丘地区 長岡市栃尾山田町、栄町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

山田(2)地区 長岡市栃尾山田町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

緑ヶ丘(2)地区 長岡市栃尾山田町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小貫(5)地区 長岡市小貫、栃尾山田町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

栃尾山田町(1)地区 長岡市栃尾山田町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

栃尾山田町(1)地区 長岡市栃尾山田町、栃尾町 次の図のとおり 土石流 

栃尾山田町(2)地区 長岡市栃尾山田町、栃尾町 次の図のとおり 土石流 

小貫(7)地区 長岡市小貫、栃尾山田 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

栃尾山田(1)地区 長岡市栃尾山田、小貫 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

栃尾山田(2)地区 長岡市栃尾山田、栃尾町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

栃尾山田地区 長岡市栃尾山田、小貫 次の図のとおり 土石流 

山田地区 
長岡市栃尾山田町、栃尾

町、栃尾新町 
次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

栃尾新町地区 長岡市栃尾新町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

荒町沢地区 
長岡市栃尾新町、栃尾町、 

栃尾山田町、栄町 
次の図のとおり 土石流 

栃尾新町(3)地区 長岡市栃尾新町、栃尾大町 次の図のとおり 土石流 

栃尾大町地区 長岡市栃尾大町、栃尾表町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

大町(H25)地区 

長岡市栃尾大町、栃尾新

町、栃尾町、栃尾山田町、

栃尾表町、栃尾本町、金町、

中央公園 

次の図のとおり 地すべり 

小貫地区 長岡市小貫 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小貫(3)地区 長岡市小貫 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 
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小貫(2)地区 長岡市小貫 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小貫(6)地区 長岡市小貫 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小貫北地区 長岡市小貫 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小貫(4)地区 長岡市小貫 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小貫(8)地区 長岡市小貫 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小貫(10)地区 長岡市小貫 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小貫(13)地区 長岡市小貫 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小貫(15)地区 長岡市小貫、栃尾山田町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小貫(1)地区 長岡市小貫 次の図のとおり 土石流 

小貫(4)地区 長岡市小貫 次の図のとおり 土石流 

小貫(5)地区 長岡市小貫 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長岡地域振興局地域整備部に備え置いて縦

覧に供する｡) 

２ 糸魚川地域振興局管内 

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 

京ヶ峰一丁目地区 糸魚川市京ヶ峰 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

京ヶ峰二丁目地区 糸魚川市京ヶ峰 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

大平(4)地区 糸魚川市大字大平 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

岩倉川地区 糸魚川市大字大平 次の図のとおり 土石流 

大平(1)地区 糸魚川市大字大平 次の図のとおり 土石流 

東山（追加）地区 糸魚川市大字大平 次の図のとおり 地すべり 

岩倉地区 糸魚川市大字大平 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糸魚川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719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９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29年６月６日 

新潟県知事  米 山  隆 一 
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１ 長岡地域振興局管内 

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 

原町２丁目(4)地区 長岡市金沢 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

土ヶ谷(4)地区 長岡市土ヶ谷、小貫 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小貫(9)地区 長岡市小貫、見附市栃窪町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

原町２丁目地区 長岡市栃尾原町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

原町２丁目(2)地区 長岡市栃尾原町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

原町３丁目地区 長岡市栃尾原町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

原町２丁目(3)地区 長岡市栃尾原町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

原町２丁目(1)地区 長岡市栃尾原町、金沢 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

原町１丁目(3)地区 長岡市栃尾原町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

吉水地区 長岡市吉水、栃尾原、巻渕 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

緑ヶ丘地区 長岡市栃尾山田町、栄町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

山田(2)地区 長岡市栃尾山田町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

緑ヶ丘(2)地区 長岡市栃尾山田町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小貫(5)地区 長岡市小貫、栃尾山田町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

栃尾山田町(1)地区 長岡市栃尾山田町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小貫(7)地区 長岡市小貫、栃尾山田 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

栃尾山田(1)地区 長岡市栃尾山田、小貫 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

栃尾山田(2)地区 長岡市栃尾山田、栃尾町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

山田地区 
長岡市栃尾山田町、栃尾

町、栃尾新町 
次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

栃尾新町地区 長岡市栃尾新町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

栃尾大町地区 長岡市栃尾大町、栃尾表町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小貫地区 長岡市小貫 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 
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小貫(3)地区 長岡市小貫 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小貫(2)地区 長岡市小貫 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小貫(6)地区 長岡市小貫 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小貫(4)地区 長岡市小貫 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小貫(8)地区 長岡市小貫 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

小貫(15)地区 長岡市小貫、栃尾山田町 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長岡地域振興局地域整備部に備え置いて縦

覧に供する｡) 

２ 糸魚川地域振興局管内 

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 

京ヶ峰一丁目地区 糸魚川市京ヶ峰 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

京ヶ峰二丁目地区 糸魚川市京ヶ峰 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

大平(4)地区 糸魚川市大字大平 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糸魚川地域振興局地域整備部に備え置いて

縦覧に供する｡) 

 

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

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29年６月６日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 調達件名及び数量 

  新潟県情報セキュリティクラウド用インターネット回線借上げ 

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 

 購入等 

４ 契約方法 

 随意契約 

５ 契約日 

 平成29年４月１日 

６ 契約者の氏名及び住所 

 株式会社新潟通信サービス 新潟県新発田市住吉町５丁目12番22号 

７ 契約価格 

 54,432,000円 
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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11条第２項 

 

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29年６月６日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 調達件名及び数量 

 新潟県情報セキュリティクラウド運用監視・保守業務委託 

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 

 購入等 

４ 契約方法 

 随意契約 

５ 契約日 

 平成29年４月１日 

６ 契約者の氏名及び住所 

 ソフトバンク・テクノロジー株式会社 東京都新宿区新宿六丁目27番30号 

７ 契約価格 

 486,365,547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11条第２項 

 

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、新潟県が所有する自動車の任意自動車保険（以

下「任意保険」という｡)加入契約について、次のとおり一般競争入札を行う。 

平成29年６月６日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 入札に付する事項 

(1) 案件名 

新潟県が所有する自動車の任意自動車保険加入契約 

(2) 任意保険加入台数    1,589台 

(3) 入札案件の仕様等 

入札説明書による。 

(4) 任意保険に加入する期間 

平成29年８月２日（水）から平成30年８月２日（木）まで 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

(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) 保険業法（平成７年法律第105号）第３条の規定により損害保険業免許を受けている者であること。 

(3) 対人賠償保険及び対物賠償保険に示談交渉サービスが付いている任意保険を有する者であること。 

(4) 新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）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) 新潟県内の上越、中越及び佐渡を含む下越のそれぞれの地区に営業所（支店、支社及び営業所等名称は問

わない｡)を有し、任意保険加入契約締結後、当該任意保険加入自動車の事故発生時に迅速に対応できる体制

を備えている者であること。 

(6) 本入札に係る入札説明書の交付を受けた者であること。 

３ 入札説明書の交付等 

  (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 950－8570 
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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) 入札説明書の交付方法 

本公告の日から上記(1)の交付場所で交付する。 

４ 入札、開札の日時及び場所 

(1) 入札、開札の日時 

平成29年６月29日（木） 午前10時 

(2) 開札場所 

新潟県庁出納局会計検査課入札室 

５ 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 

     入札金額の100分の５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43条第１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。 

(4) 入札者に求められる事項 

この一般競争入札に参加を希望する者は、新潟県の交付する入札説明書に基づき応札仕様書を作成し、平

成29年６月26日（月）午後５時までに前記３(1)の場所に提出しなければならない。提出された応札仕様書を

審査の結果、当該任意保険について履行することができると認められる者に限り入札に参加できるものとす

る。 

    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) 暴力団等の排除 

 ア 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。 

 イ 不当介入に対する通報報告 

   契約の履行に当たり暴力団関係者から不当介入を受けた場合、警察及び発注者（新潟県）へ通報報告を 

  行うこと。 

(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) 当該任意保険に関し、保険業法第123条の規定による認可を受けていなかったこと若しくは届出をしていな

かったことなど同法に抵触することが判明したとき、又は応札仕様書等新潟県に提出する書類の記載事項に

事実と相違があることが判明したときは、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。 

 

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定第17号）第15条の規程により、次のとおり公告する。 
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平成29年６月６日 

新潟県立十日町病院長 吉嶺 文俊 

１ 調達件名及び数量 

 病院総合情報システム維持管理業務委託   一式 

２ 契約に関する事務を担当する機関の名称及び所在地 

  新潟県立十日町病院経営課 新潟県十日町市高山32番地９ 

３ 契約日 

  平成29年４月１日 

４ 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 

５ 契約金額 

  40,722,912円 

６ 契約方式 

  随意契約 

７ 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11条第１項第 

２号 
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