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告   示 

◎新潟県告示第781号 

次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条に規定する救急病院である。 

平成29年６月20日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 名  称 新潟県立中央病院 

２ 所 在 地 上越市新南町205番地 

３ 有効期間 平成29年８月11日から 

       平成32年８月10日まで 

 

◎新潟県告示第782号 

クリーニング業法（昭和25年法律第207号）第８条の２第１項の規定による研修及び同法第８条の３の規定によ

る講習を次のとおり指定する。 

平成29年６月20日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 研修及び講習の主催者 

  東京都港区新橋６丁目８番２号 

  公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター（理事長 吉井 眞人） 

２ 会場の運営及び設営の窓口となる団体 

(1) 名称 

   公益財団法人 新潟県生活衛生営業指導センター 

(2) 所在地 

 新潟市中央区東大畑通１番町490－13 

３ 研修及び講習の種類及び日程、科目等 
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(1) 第１型研修及び講習 

 ア 開催年月日、開催地及び受講対象 

 開催年月日 開催地 受講対象 

研 

修 

平成29年９月８日（金） 三条市 クリーニング所の業務に従事するクリーニング師 

平成29年９月28日（木） 南魚沼市 

平成29年10月13日（金） 佐渡市 

平成29年10月24日（火） 上越市 

平成29年11月12日（日） 新潟市 

平成29年12月３日（日） 長岡市 

講 

習 

平成29年９月８日（金） 三条市 クリーニング所の業務に従事する者 

平成29年９月28日（木） 南魚沼市 

平成29年10月13日（金） 佐渡市 

平成29年10月25日（水） 上越市 

平成29年11月11日（土） 新潟市 

平成29年12月２日（土） 長岡市 

 イ 研修及び講習科目 

  ・ 衛生法規及び公衆衛生（１時間） 

  ・ 洗濯物の受取、保管及び引渡し（１時間） 

  ・ 洗濯物の処理（１時間） 

  ・ 繊維及び繊維製品（１時間） 

  ・ レポート 

    ただし、前回受講より３年以内に受講する者については、一部を省略することができること。 

(2) 第２型研修及び講習 

 ア 受付期間、レポート提出締切年月日及び受講対象 

  受付期間 レポート提出締切年月日 受講対象 

研 

修 

平成29年８月10日（木） 

～平成29年８月25日（金） 

平成29年９月30日（土） クリーニング所の業務に従事するクリー

ニング師であって、離島に居住する者（佐

渡市)､その他県知事が適当と認める者 

講 
習 

平成29年８月10日（木） 

～平成29年８月25日（金） 

平成29年９月30日（土） クリーニング所の業務に従事する者であ

って、離島に居住する者（佐渡市)､その

他県知事が適当と認める者 

 イ 研修及び講習科目 

  ・ 衛生法規及び公衆衛生 

  ・ 洗濯物の受取、保管及び引渡し 

  ・ 洗濯物の処理 

  ・ 繊維及び繊維製品 

４ 受講料 

(1) 研修 

 １人 5,000円 

(2) 講習 

 １人 4,500円 

 

◎新潟県告示第783号 

公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第22条第１項の規定により、公有水面の埋立ての竣功を次のとおり認

可した。 

平成29年６月20日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 竣功認可年月日 

 平成29年６月12日 

２ 竣功認可を受けた者の名称及び住所 
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 新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

 新潟県 

 代表者 新潟県知事 米山 隆一 

 新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

３ 埋立区域 

(1) 位置 

  新潟県佐渡市稲鯨1601番地１及び1799番地６に接する国有海浜地の地先公有水面 

(2) 区域 

  次の各地点を順次に結んだ線及びK01の地点と236の地点とを結んだ線により囲まれた区域 

  K01の地点 佐渡市稲鯨1799番６地内擁壁天端上に設置した基準点４級T.1（北緯37度58分22秒1932、東経

138度14分20秒3113）から77度46分23秒6.875メートルの地点 

K02の地点 K01の地点から129度28分23秒10.146メートルの地点 

K03の地点 K02の地点から125度02分45秒10.022メートルの地点 

K04の地点 K03の地点から131度36分36秒10.165メートルの地点 

K05の地点 K04の地点から123度52分56秒10.011メートルの地点 

K06の地点 K05の地点から148度07分44秒11.210メートルの地点 

K07の地点 K06の地点から108度21分05秒10.196メートルの地点 

K08の地点 K07の地点から211度04分00秒51.458メートルの地点 

K09の地点 K08の地点から301度00分41秒109.993メートルの地点 

K10の地点 K09の地点から211度00分14秒3.421メートルの地点 

K11の地点 K10の地点から301度00分23秒5.302メートルの地点 

237の地点 K11の地点から79度31分28秒6.639メートルの地点 

236の地点 237の地点から72度02分57秒70.873メートルの地点 

(3) 面積 

  4,794.81平方メートル 

４ 埋立ての免許の年月日及び番号 

  平成26年10月８日 

  新潟県漁第370号 

５ 法22条第３項の市町村（閲覧場所） 

 佐渡市 

 

◎新潟県告示第784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29年６月20日 

新潟県知事    米 山  隆 一 

１ 保安林予定森林の所在場所 

新潟県佐渡市片野尾字岩ケ下1828、1829、1833 

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785号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第77条の35の８第２項の規定により、国土交通大臣の指定に係る指定構造
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計算適合性判定機関から変更の届出があったので、同条第４項の規定により、次のとおり告示する。 

平成29年６月20日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 名称 

株式会社 建築構造センター 

２ 変更した内容 

変更事項 変更前 変更後 

構造計算

適合性判

定の業務

を行う事

務所の所

在地 

本社 

東京都新宿区新宿一丁目８番１号 大橋御苑駅

ビル６階 

東北事務所 

宮城県仙台市青葉区本町二丁目10番28号 カメ

イ仙台グリーンシティ３階 

福島事務所 

福島県郡山市中町11番５号 やまのいビル1003

号室 

埼玉事務所 

埼玉県さいたま市浦和区高砂二丁目２番３号 

さいたま浦和ビルディング３階 

千葉事務所 

千葉県船橋市葛飾町２－402－３ 丸庄ビル１

階 

神奈川事務所 

神奈川県横浜市西区北幸二丁目３番19号 日総

第８ビル８階 

長野事務所 

長野県長野市南県町1082番地 KOYO南県町ビル

５階 

愛知事務所 

愛知県名古屋市中区栄四丁目14番２号 久屋パ

ークビル７階 

山陰事務所 

島根県松江市中原町６番地 

岡山事務所 

岡山県岡山市北区内山下一丁目３番19号 成広

ビル２階 

広島事務所 

広島県広島市中区八丁堀15番６号 広島ちゅう

ぎんビル704－２号室 

愛媛事務所 

愛媛県松山市三番町七丁目13番13号 ミツネビ

ルディング601号室 

福岡事務所 

福岡県福岡市博多区御供所町１番１号 西鉄衹

園ビル３階 

佐賀事務所 

佐賀県佐賀市駅前中央一丁目９番38号 いちご

佐賀ビル704号室 

本社 

東京都新宿区新宿一丁目８番１号 大橋御苑駅

ビル６階 

東北事務所 

宮城県仙台市青葉区本町二丁目10番28号 カメ

イ仙台グリーンシティ３階 

福島事務所 

福島県郡山市中町11番５号 やまのいビル1003

号室 

埼玉事務所 

埼玉県さいたま市浦和区高砂二丁目２番３号 

さいたま浦和ビルディング３階 

千葉事務所 

千葉県船橋市葛飾町２－402－３ 丸庄ビル１

階 

神奈川事務所 

神奈川県横浜市西区北幸二丁目３番19号 日総

第８ビル８階 

長野事務所 

長野県長野市南県町1082番地 KOYO南県町ビル

５階 

愛知事務所 

愛知県名古屋市中区栄四丁目14番２号 久屋パ

ークビル７階 

三重事務所 

三重県四日市市浜田町12番18号 アーク四日市

ビル７階 

山陰事務所 

島根県松江市中原町６番地 

岡山事務所 

岡山県岡山市北区内山下一丁目３番19号 成広

ビル２階 

広島事務所 

広島県広島市中区八丁堀15番６号 広島ちゅう

ぎんビル704－２号室 

愛媛事務所 

愛媛県松山市三番町七丁目13番13号 ミツネビ

ルディング601号室 

福岡事務所 

福岡県福岡市博多区御供所町１番１号 西鉄衹

園ビル３階 

 長崎事務所 

長崎県長崎市万才町３番４号 長崎ビル８階 

佐賀事務所 

佐賀県佐賀市駅前中央一丁目９番38号 SONIC 
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 宮崎事務所 

宮崎県宮崎市川原町５番10号 ミネックス川原

８階 

鹿児島事務所 

鹿児島県鹿児島市西千石町11番21号 鹿児島Ｍ

Ｓビル２階Ｂ号室 

沖縄事務所 

沖縄県浦添市牧港五丁目６番８号 沖縄県建設

会館４階 

佐賀駅前ビル704号室 

長崎事務所 

長崎県長崎市万才町３番４号 長崎ビル８階 

宮崎事務所 

宮崎県宮崎市川原町５番10号 ミネックス川原

８階 

鹿児島事務所 

鹿児島県鹿児島市西千石町11番21号 鹿児島Ｍ

Ｓビル２階Ｂ号室 

沖縄事務所 

沖縄県浦添市牧港五丁目６番８号 沖縄県建設

会館４階 

３ 変更する年月日 

平成29年６月22日 

 

公   告 

新潟県教育情報ネットワークシステム用サーバ機器等一式の借上げ等に係る仕様書案に対する意見招請に

ついて（公告） 

新潟県教育情報ネットワークシステム用サーバ機器等一式の借上げ等に係る仕様書案に対する意見を次のとお

り招請する。 

平成29年６月20日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 意見を招請する案件の名称 

    新潟県教育情報ネットワークシステムに係る、次の案件 

・新潟県教育情報ネットワークシステム用サーバ機器等一式の借上げ 

・新潟県教育情報ネットワークシステム運用管理業務委託 

２ 意見の提出方法 

  (1) 提出期限 平成29年６月29日（木）午後５時15分までとする｡(郵送の場合は必着とする｡) 

  (2) 提出先 

      郵便番号 950－8570 

      新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

      新潟県教育庁総務課企画係 

      ファクシミリ番号 025－285－3766 

      電子メールアドレス ngt500010@pref.niigata.lg.jp 

(3) 提出方法 

      指定様式に意見等を記載し、持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法により提出する

こと。 

      なお、郵送の方法による場合は、２(2)をあて先とした書留郵便の方法によるものに限る。 

３ 仕様書案の公表方法及び期間 

  (1) 公表の方法 

      次のURL において公表する。 

      http://www.pref.niigata.lg.jp/kyoikusomu/ 

      なお、２(2)の提出先においても交付する。 

(2) 公表期間 

      平成29年６月20日（火）午前９時から平成29年６月29日（木）午後５時15分まで。ただし、２(2) の提出

先において交付する場合は、平成29年６月20日（火）から平成29年６月29日（木）まで（新潟県の休日を定

める条例（平成元年新潟県条例第５号）第１条第１項各号に規定する日を除く｡)の各日の午前９時から午後

５時15分まで。 

４ 意見招請に関する事務を担当する部局 
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    ２(2) の提出先に同じ。 

５ その他 

  新潟県教育情報ネットワークシステム用サーバ機器等一式の借上げと新潟県教育情報ネットワークシステム

運用管理業務委託は別個のものであり、それぞれ入札を行う予定のものである。 

 

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、ベッドサイドモニタについて、次のとおり一

般競争入札を行う。 

平成29年６月20日 

新潟県立柿崎病院長 太田 求磨 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  ベッドサイドモニタ  ２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29年９月29日（金） 

(4) 納入場所 

  新潟県立柿崎病院 

(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８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108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) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

(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条の規定に基づき暴力団、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 949－3216 

  新潟県上越市柿崎区柿崎6412番地１ 

  新潟県立柿崎病院経営課 

  電話番号 025－536－3131 内線113 

(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29年６月26日（月）午後４時00分 

４ 入札、開札の日時及び場所 

 平成29年６月29日（木）午前10時00分 

 新潟県立柿崎病院 リハビリ室３ 

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 

  入札金額に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とする。ただし、新潟県物品入札参 
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 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、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、新潟県立柿崎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。 

 

監査委員公表 

監 査 結 果 公 表 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項及び第４項の規定に基づく監査を実施したので、同条第９項

の規定により、その結果を次のとおり公表する。 

平成29年６月20日 

新潟県監査委員 栗 山 和 廣 

新潟県監査委員 冨 樫 一 成 

新潟県監査委員 上 杉 知 之 

新潟県監査委員 高 橋   猛 
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普通会計
(福祉保健部)

対象年度 対象期間

平成29年３月28日 平成27年度 平成28年１月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成29年１月31日まで

平成29年３月23日 平成27年度 平成28年２月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成29年１月31日まで

平成29年３月１日 平成27年度 平成28年１月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年12月31日まで

平成29年１月31日 平成27年度 平成27年11月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年10月31日まで

(産業労働観光部)

対象年度 対象期間

平成29年４月18日 平成27年度 平成28年３月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成29年１月31日まで

平成29年３月29日 平成27年度 平成28年２月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成29年１月31日まで

平成29年３月22日 平成27年度 平成28年２月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年12月31日まで

平成29年３月22日 平成27年度 平成28年２月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年12月31日まで

平成29年２月24日 平成27年度 平成28年１月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年12月31日まで

　適正と認めた。

工業技術総合研究所素材
応用技術支援センター

　　同　　　上

（注意事項）
　帳簿の設備に関する事項

（注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項

工業技術総合研究所 （注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項

（注意事項）
　収入事務手続に関する事項
　歳入の収納に関する事項

工業技術総合研究所下越
技術支援センター

（注意事項）
　収入事務手続に関する事項

計量検定所 　適正と認めた。

　　同　　　上

大阪事務所 　　同　　　上

　適正と認めた。

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

（注意事項）
　歳入の収納に関する事項
　支出事務手続に関する事項
　物品の管理に関する事項

新潟学園 （注意事項）
　物品の管理に関する事項

中央福祉相談センター 　適正と認めた。

（注意事項）
　収入事務手続に関する事項
　歳入の収納に関する事項
　契約及び履行確認に関する事項

保健環境科学研究所 　適正と認めた。

　　同　　　上

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

はまぐみ小児療育セン
ター

　　同　　　上

（指摘事項）
　１歳６か月児精密健康診査受診票について、
誤って別の市に送付したものがあった。
　個人情報の取扱いに留意し、再発防止の徹底に
努められたい。
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平成29年３月27日 平成27年度 平成28年２月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成29年１月31日まで

平成29年３月17日 平成27年度 平成27年12月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年12月31日まで

平成29年３月17日 平成27年度 平成27年12月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年11月30日まで

(農林水産部)

対象年度 対象期間

平成29年３月23日 平成27年度 平成28年２月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成29年１月31日まで

平成29年３月10日 平成27年度 平成28年１月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年12月31日まで

平成29年３月10日 平成27年度 平成28年１月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年12月31日まで

平成29年３月23日 平成27年度 平成27年12月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成29年１月31日まで

平成29年３月17日 平成27年度 平成28年２月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成29年１月31日まで

(三条地域振興局)

対象年度 対象期間

平成29年４月20日 平成27年度 平成28年２月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成29年１月31日まで

企画振興部 　適正と認めた。

　　同　　　上

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

　　同　　　上

森林研究所 　　同　　　上

（注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項

　　同　　　上

中央家畜保健衛生所佐渡
支所

　　同　　　上

（注意事項）
　物品の管理に関する事項

上越家畜保健衛生所 　適正と認めた。

農業総合研究所中山間地
農業技術センター

　適正と認めた。

　　同　　　上

農業総合研究所佐渡農業
技術センター

　　同　　　上

　　同　　　上

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

　　同　　　上

三条テクノスクール 　　同　　　上

（注意事項）
　物品の管理に関する事項

魚沼テクノスクール 　適正と認めた。

醸造試験場 　適正と認めた。
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(魚沼地域振興局)

対象年度 対象期間

平成29年３月23日 平成27年度 平成28年３月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成29年１月31日まで

(糸魚川地域振興局)

対象年度 対象期間

平成29年２月16日 平成27年度 平成27年12月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年11月30日まで

平成29年２月16日 平成27年度 平成27年12月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年11月30日まで

(佐渡地域振興局)

対象年度 対象期間

平成29年３月９日 平成27年度 平成28年１月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年12月31日まで

平成29年４月25日 平成27年度 平成28年１月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年12月31日まで

(教育庁)

対象年度 対象期間

平成29年２月３日 平成27年度 平成27年12月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年11月30日まで

平成29年１月31日 平成27年度 平成27年11月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年11月30日まで

平成29年３月９日 平成27年度 平成28年２月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年12月31日まで

　　同　　　上

青少年研修センター （注意事項）
　県有財産の管理に関する事項

（注意事項）
　収入事務手続に関する事項

中越教育事務所 　適正と認めた。

　　同　　　上

教育センター 　　同　　　上

　　同　　　上

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

企画振興部 　適正と認めた。

（注意事項）
　支出事務手続に関する事項

県税部 　適正と認めた。

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

企画振興部 　適正と認めた。

（注意事項）
　業務管理に関する事項

健康福祉部 　適正と認めた。

（注意事項）
　交通事故に関する事項

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

企画振興部 　適正と認めた。

　　同　　　上

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等
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平成29年３月９日 平成27年度 平成28年３月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年12月31日まで

平成29年３月22日 平成27年度 平成28年１月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年12月31日まで

平成29年２月７日 平成27年度 平成27年12月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年11月30日まで

平成29年３月27日 平成27年度 平成28年１月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年12月31日まで

平成29年２月24日 平成27年度 平成27年12月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年11月30日まで

平成29年１月12日 平成27年度 平成27年11月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年９月30日まで

平成29年３月15日 平成27年度 平成27年11月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年11月30日まで

平成29年１月11日 平成27年度 平成27年10月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年10月31日まで

平成29年１月20日 平成27年度 平成28年１月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年10月31日まで

平成29年２月３日 平成27年度 平成27年12月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年11月30日まで

平成29年４月21日 平成27年度 平成28年１月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年12月31日まで

平成29年３月27日 平成27年度 平成28年１月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年12月31日まで

（注意事項）
　個人情報の取扱いに関する事項

羽茂高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

（注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項

柏崎常盤高等学校 　適正と認めた。

（注意事項）
　物品の管理に関する事項

佐渡高等学校 　適正と認めた。

（注意事項）
　物品の管理に関する事項
　個人情報の取扱いに関する事項

堀之内高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

十日町高等学校 （注意事項）
　個人情報の取扱いに関する事項

（注意事項）
　支出事務手続に関する事項
　物品の管理に関する事項

分水高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

加茂農林高等学校 　　同　　　上

（注意事項）
　物品の管理に関する事項
　個人情報の取扱いに関する事項

三条高等学校 （注意事項）
　物品の管理に関する事項

（指摘事項）
　個人情報を記載した授業料の関係書類につい
て、誤って別の生徒に渡したものがあった。
　個人情報の取扱いに留意し、再発防止の徹底に
努められたい。

三条東高等学校 　適正と認めた。

（注意事項）
　県有財産の管理に関する事項
　業務管理に関する事項

新潟中央高等学校 　適正と認めた。

（注意事項）
　学校徴収金に関する事項

新潟商業高等学校 　適正と認めた。

少年自然の家 　適正と認めた。
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平成29年４月21日 平成27年度 平成28年１月１日から
平成28年３月31日まで

平成29年４月21日 平成27年度 平成28年１月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年12月31日まで

平成29年４月25日 平成27年度 平成28年１月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年12月31日まで

平成29年３月27日 平成27年度 平成28年１月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成29年１月31日まで

平成29年３月22日 平成27年度 平成28年１月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成29年１月31日まで

(警察本部)

対象年度 対象期間

平成29年３月23日 平成27年度 平成28年１月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成29年１月31日まで

平成29年２月７日 平成27年度 平成27年12月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年11月30日まで

平成29年４月18日 平成27年度 平成27年12月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成29年１月31日まで

平成29年３月９日 平成27年度 平成27年11月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年12月31日まで

（注意事項）
　物品の管理に関する事項
　交通事故に関する事項

（注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項
　交通事故に関する事項
　業務管理に関する事項

新潟西警察署 （注意事項）
　交通事故に関する事項

（注意事項）
　物品の管理に関する事項
　交通事故に関する事項

秋葉警察署 　適正と認めた。

新潟中央警察署 （注意事項）
　物品の管理に関する事項
　交通事故に関する事項

（指摘事項）
　公務中における職員の交通事故が４件あり、相
手方に1,444,615円の損害賠償をしたほか、公用
車の修理費等として1,419,423円支出したものが
あった。
　県民の交通事故防止を担う警察として、職員の
安全運転の徹底に努められたい。

新潟東警察署 （注意事項）
　交通事故に関する事項
　県管理施設の維持管理に関する事項

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

五泉特別支援学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

佐渡特別支援学校 　　同　　　上

　　同　　　上

佐渡総合高等学校 （注意事項）
　収入事務手続に関する事項

（注意事項）
　収入事務手続に関する事項
　契約及び履行確認に関する事項
　物品の管理に関する事項

佐渡中等教育学校 　適正と認めた。

（注意事項）
　物品の管理に関する事項
　入札保証金の受入手続に関する事項

相川高等学校 　適正と認めた。
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平成29年３月29日 平成27年度 平成28年２月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成29年１月31日まで

平成29年１月25日 平成27年度 平成27年11月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年10月31日まで

平成29年３月23日 平成27年度 平成28年１月１日から
平成28年３月31日まで

平成28年度 平成28年４月１日から
平成28年12月31日まで

（注意事項）
　交通事故に関する事項

佐渡西警察署 　適正と認めた。

（注意事項）
　交通事故に関する事項

燕警察署 　適正と認めた。

（指摘事項）
　個人情報を記載した行方不明者届出の関係書類
について、誤って他の関係機関にファクシミリで
送信したものがあった。
　個人情報の取扱いに留意し、再発防止の徹底に
努められたい。

（注意事項）
　交通事故に関する事項

小出警察署 （注意事項）
　交通事故に関する事項

 

 

 

 


	主　　要　　目　　次
	告　　　示
	◎新潟県告示第781号
	◎新潟県告示第782号
	◎新潟県告示第783号
	◎新潟県告示第784号
	◎新潟県告示第785号

	公　　　告
	新潟県教育情報ネットワークシステム用サーバ機器等一式の借上げ等に係る仕様書案に対する意見招請について（公告）

	病院局公告
	一般競争入札の実施について（公告）

	監査委員公表
	監　査　結　果　公　表


