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告   示 

◎新潟県告示第419号 

 新潟県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例別表の規定による指定（新潟県告示第338号）の一部を次

のように改正し、平成30年６月15日から実施する。 

平成30年４月13日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

 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｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が

引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部

分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しな

い場合には当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 
  

 

市町村 学校 
  

長岡市 青葉台小学校 新町小学校 石坂小

学校 浦瀬小学校 大河津小学校 

 

市町村 学校 
  

長岡市 青葉台小学校 新町小学校 石坂小

学校 浦瀬小学校 大河津小学校 
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大島小学校 太田小学校 大積小学

校 小国小学校 表町小学校 柿小

学校 桂小学校 上川西小学校 上

組小学校 上塩小学校 上通小学校 

川口小学校 川崎小学校 川崎東小

学校 神田小学校 希望が丘小学校 

黒条小学校 岡南小学校 越路小学

校 越路西小学校 才津小学校 阪

之上小学校 下川西小学校 下塩小

学校 四郎丸小学校 新組小学校 

信条小学校 栖吉小学校 関原小学

校 千手小学校 寺泊小学校 十日

町小学校 栃尾東小学校 栃尾南小

学校 豊田小学校 中島小学校 中

之島中央小学校 東谷小学校 日越

小学校 日吉小学校 深沢小学校 

福戸小学校 富曽亀小学校 前川小

学校 宮内小学校 宮本小学校 山

古志小学校 与板小学校 脇野町小

学校 和島小学校 新潟大学教育学

部附属長岡小学校 

青葉台中学校 秋葉中学校 旭岡中

学校 大島中学校 太田中学校 小

国中学校 刈谷田中学校 川口中学

校 北中学校 岡南中学校 江陽中

学校 越路中学校 栖吉中学校 関

原中学校 堤岡中学校 寺泊中学

校 東北中学校 中之島中学校 西

中学校 東中学校 北辰中学校 三

島中学校 南中学校 宮内中学校 

山古志中学校 山本中学校 与板中

学校 新潟大学教育学部附属長岡中

学校 

正徳館高等学校 栃尾高等学校 長

岡大手高等学校 長岡工業高等学校 

長岡向陵高等学校 長岡商業高等学

校 長岡明徳高等学校 長岡高等学

校 中越高等学校 帝京長岡高等学

校 

高等総合支援学校 総合支援学校 

柏崎特別支援学校のぎく分校 長岡

聾学校 

長岡工業高等専門学校 

 
    

上越市 有田小学校 飯小学校 稲田小学校 

上杉小学校 浦川原小学校 大潟町

小学校 大島小学校 大手町小学校 

大瀁小学校 大町小学校 柿崎小学

校 春日小学校 春日新田小学校 

北諏訪小学校 清里小学校 黒田小

大島小学校 太田小学校 大積小学

校 小国小学校 表町小学校 柿小

学校 桂小学校 上川西小学校 上

組小学校 上塩小学校 上通小学校 

川口小学校 川崎小学校 川崎東小

学校 神田小学校 希望が丘小学校 

黒条小学校 越路小学校 越路西小

学校 才津小学校 阪之上小学校 

下川西小学校 下塩小学校 四郎丸

小学校 新組小学校 信条小学校 

栖吉小学校 関原小学校 千手小学

校 寺泊小学校 十日町小学校 栃

尾東小学校 栃尾南小学校 豊田小

学校 中島小学校 中之島中央小学

校 中野俣小学校 東谷小学校 日

越小学校 日吉小学校 深沢小学校 

福戸小学校 富曾亀小学校 前川小

学校 宮内小学校 宮本小学校 六

日市小学校 山古志小学校 山谷沢

小学校 与板小学校 脇野町小学校 

和島小学校 新潟大学教育学部附属

長岡小学校 

青葉台中学校 秋葉中学校 旭岡中

学校 大島中学校 太田中学校 小

国中学校 刈谷田中学校 川口中学

校 北中学校 岡南中学校 江陽中

学校 越路中学校 栖吉中学校 関

原中学校 堤岡中学校 寺泊中学校 

中之島中学校 西中学校 東中学

校 東北中学校 北辰中学校 三島

中学校 南中学校 宮内中学校 山

古志中学校 山本中学校 与板中学

校 新潟大学教育学部附属長岡中学

校 

正徳館高等学校 栃尾高等学校 長

岡大手高等学校 長岡工業高等学校 

長岡向陵高等学校 長岡商業高等学

校 長岡明徳高等学校 長岡高等学

校 中越高等学校 帝京長岡高等学

校 

高等総合支援学校 総合支援学校 

柏崎特別支援学校のぎく分校 長岡

聾学校 

長岡工業高等専門学校 
    

上越市 飯小学校 稲田小学校 上杉小学校 

浦川原小学校 大潟町小学校 大島

小学校 大手町小学校 大瀁小学校 

大町小学校 柿崎小学校 春日小学

校 春日新田小学校 北諏訪小学校 

清里小学校 黒田小学校 国府小学
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学校 国府小学校 里公小学校 三

郷小学校 下黒川小学校 上雲寺小

学校 上下浜小学校 諏訪小学校 

高志小学校 高士小学校 高田西小

学校 宝田小学校 谷浜小学校 戸

野目小学校 富岡小学校 豊原小学

校 直江津小学校 直江津南小学校 

中郷小学校 針小学校 東本町小学

校 美守小学校 古城小学校 保倉

小学校 牧小学校 南川小学校 南

本町小学校 宮嶋小学校 明治小学

校 安塚小学校 八千浦小学校 大

和小学校 山部小学校 吉川小学校 

和田小学校 上越教育大学附属小学

校 

板倉中学校 浦川原中学校 大潟町

中学校 大島中学校 柿崎中学校 

春日中学校 清里中学校 頸城中学

校 三和中学校 城西中学校 城東

中学校 城北中学校 潮陵中学校 

直江津中学校 直江津東中学校 中

郷中学校 名立中学校 牧中学校 

安塚中学校 八千浦中学校 雄志中

学校 吉川中学校 上越教育大学附

属中学校 

久比岐高等学校 上越総合技術高等

学校 高田高等学校 高田高等学校

安塚分校 高田北城高等学校 高田

商業高等学校 高田農業高等学校 

高田南城高等学校 有恒高等学校 

直江津中等教育学校 

上越特別支援学校 高田特別支援学

校 吉川高等特別支援学校 
  

三条市 旭小学校 飯田小学校 井栗小学校 

一ノ木戸小学校 裏館小学校 大浦

小学校 大島小学校 大面小学校 

上林小学校 栄北小学校 栄中央小

学校 笹岡小学校 須頃小学校 月

岡小学校 長沢小学校 西鱈田小学

校 保内小学校 森町小学校 嵐南

小学校 

大島中学校 栄中学校 下田中学校 

第一中学校 第二中学校 第三中学

校 第四中学校 本成寺中学校 

大崎学園 

三条高等学校 三条商業高等学校 

三条東高等学校 新潟県央工業高等

学校 

月ヶ岡特別支援学校 

柏崎市 荒浜小学校 大洲小学校 柏崎小学

校 小猿屋小学校 里公小学校 三

郷小学校 下黒川小学校 上雲寺小

学校 上下浜小学校 諏訪小学校 

高志小学校 高士小学校 高田西小

学校 宝田小学校 谷浜小学校 戸

野目小学校 富岡小学校 豊原小学

校 直江津小学校 直江津南小学校 

中郷小学校 針小学校 東本町小学

校 美守小学校 古城小学校 保倉

小学校 牧小学校 南川小学校 南

本町小学校 宮嶋小学校 明治小学

校 安塚小学校 八千浦小学校 大

和小学校 山部小学校 吉川小学校 

和田小学校 上越教育大学附属小学

校 

板倉中学校 浦川原中学校 大潟町

中学校 大島中学校 柿崎中学校 

春日中学校 清里中学校 頸城中学

校 三和中学校 城西中学校 城東

中学校 城北中学校 潮陵中学校 

直江津中学校 直江津東中学校 中

郷中学校 名立中学校 牧中学校 

安塚中学校 八千浦中学校 雄志中

学校 吉川中学校 上越教育大学附

属中学校 

久比岐高等学校 上越総合技術高等

学校 高田高等学校 高田高等学校

安塚分校 高田北城高等学校 高田

商業高等学校 高田農業高等学校 

高田南城高等学校 有恒高等学校 

直江津中等教育学校 

上越特別支援学校 高田特別支援学

校 吉川高等特別支援学校 
  

三条市 旭小学校 飯田小学校 井栗小学校 

一ノ木戸小学校 裏館小学校 大浦

小学校 大崎小学校 大島小学校 

大面小学校 上林小学校 栄北小学

校 栄中央小学校 笹岡小学校 須

頃小学校 月岡小学校 長沢小学校 

西鱈田小学校 保内小学校 森町小

学校 嵐南小学校 

大崎中学校 大島中学校 栄中学校 

下田中学校 第一中学校 第二中学

校 第三中学校 第四中学校 本成

寺中学校 

三条高等学校 三条商業高等学校 

三条東高等学校 新潟県央工業高等

学校 

月ヶ岡特別支援学校 

柏崎市 荒浜小学校 大洲小学校 柏崎小学
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校 北鯖石小学校 北条小学校 鯨

波小学校 剣野小学校 鯖石小学校 

新道小学校 高柳小学校 田尻小学

校 内郷小学校 中通小学校 半田

小学校 比角小学校 日吉小学校 

枇杷島小学校 二田小学校 槇原小

学校 米山小学校 

鏡が沖中学校 北条中学校 第一中

学校 第二中学校 第三中学校 第

五中学校 高柳中学校 西山中学校 

東中学校 松浜中学校 瑞穂中学校 

南中学校 

柏崎高等学校 柏崎工業高等学校 

柏崎総合高等学校 柏崎常盤高等学

校 新潟産業大学附属高等学校 

柏崎翔洋中等教育学校 

柏崎特別支援学校 はまなす特別支

援学校 

新発田市 荒橋小学校 加治川小学校 川東小

学校 御免町小学校 佐々木小学校 

猿橋小学校 紫雲寺小学校 菅谷小

学校 住吉小学校 天王小学校 東

豊小学校 外ヶ輪小学校 中浦小学

校 七葉小学校 東小学校 藤塚小

学校 二葉小学校 本田小学校 米

子小学校 

加治川中学校 川東中学校 佐々木

中学校 猿橋中学校 紫雲寺中学校 

第一中学校 豊浦中学校 七葉中学

校 東中学校 本丸中学校 

新発田高等学校 新発田商業高等学

校 新発田農業高等学校 新発田南

高等学校 新発田南高等学校豊浦分

校 西新発田高等学校 

新発田竹俣特別支援学校 新発田竹

俣特別支援学校いじみの分校 

 

（略） （略） 

加茂市 石川小学校 加茂小学校 加茂西小

学校 加茂南小学校 下条小学校 

須田小学校 七谷小学校 

葵中学校 加茂中学校 須田中学校 

七谷中学校 若宮中学校 

加茂高等学校 加茂農林高等学校 

加茂暁星高等学校 

十日町市 鐙島小学校 上野小学校 貝野小学

校 川治小学校 下条小学校 千手

小学校 田沢小学校 橘小学校 十

日町小学校 飛渡第一小学校 中条

小学校 西小学校 馬場小学校 東

校 北鯖石小学校 鯨波小学校 剣

野小学校 鯖石小学校 新道小学校 

高柳小学校 田尻小学校 内郷小学

校 中通小学校 半田小学校 比角

小学校 日吉小学校 枇杷島小学校 

二田小学校 北条小学校 槇原小学

校 米山小学校 

鏡が沖中学校 第一中学校 第二中

学校 第三中学校 第五中学校 高

柳中学校 西山中学校 東中学校 

北条中学校 松浜中学校 瑞穂中学

校 南中学校 

柏崎高等学校 柏崎工業高等学校 

柏崎総合高等学校 柏崎常盤高等学

校 新潟産業大学附属高等学校 

柏崎翔洋中等教育学校 

柏崎特別支援学校 はまなす特別支

援学校 

新発田市 荒橋小学校 五十公野小学校 加治

川小学校 川東小学校 御免町小学

校 佐々木小学校 猿橋小学校 紫

雲寺小学校 菅谷小学校 住吉小学

校 天王小学校 東豊小学校 外ヶ

輪小学校 中浦小学校 七葉小学校 

藤塚小学校 二葉小学校 本田小学

校 松浦小学校 米倉小学校 米子

小学校 

加治川中学校 川東中学校 佐々木

中学校 猿橋中学校 紫雲寺中学校 

第一中学校 豊浦中学校 七葉中学

校 東中学校 本丸中学校 

新発田高等学校 新発田商業高等学

校 新発田農業高等学校 新発田南

高等学校 新発田南高等学校豊浦分

校 西新発田高等学校 

新発田竹俣特別支援学校 新発田竹

俣特別支援学校いじみの分校 

（略） （略） 

加茂市 石川小学校 加茂小学校 加茂西小

学校 加茂南小学校 下条小学校 

七谷小学校 須田小学校 

葵中学校 加茂中学校 須田中学校 

七谷中学校 若宮中学校 

加茂高等学校 加茂農林高等学校 

加茂暁星高等学校 

十日町市 鐙島小学校 上野小学校 貝野小学

校 川治小学校 下条小学校 千手

小学校 田沢小学校 橘小学校 十

日町小学校 飛渡第一小学校 中条

小学校 西小学校 馬場小学校 東
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小学校 松代小学校 松之山小学校 

水沢小学校 吉田小学校 

川西中学校 下条中学校 十日町中

学校 中里中学校 中条中学校 松

代中学校 松之山中学校 水沢中学

校 南中学校 吉田中学校 

十日町高等学校 十日町高等学校松

之山分校 十日町総合高等学校 松

代高等学校 

ふれあいの丘支援学校 川西高等特

別支援学校 

見附市 今町小学校 上北谷小学校 葛巻小

学校 田井小学校 名木野小学校 

新潟小学校 見附小学校 見附第二

小学校 

今町中学校 西中学校 見附中学校 

南中学校 

創進高等学校 見附高等学校 

見附特別支援学校 

村上市 朝日みどり小学校 岩船小学校 小

川小学校 金屋小学校 上海府小学

校 神納小学校 神納東小学校 山

辺里小学校 猿沢小学校 さんぽく

北小学校 さんぽく南小学校 塩野

町小学校 砂山小学校 瀬波小学校 

西神納小学校 平林小学校 保内小

学校 三面小学校 村上小学校 村

上南小学校 

朝日中学校 荒川中学校 岩船中学

校 神納中学校 山北中学校 平林

中学校 村上第一中学校 村上東中

学校 

荒川高等学校 村上高等学校 

村上中等教育学校 

村上特別支援学校 

 

（略） （略） 

糸魚川市 磯部小学校 糸魚川小学校 糸魚川

東小学校 青海小学校 大野小学校 

木浦小学校 下早川小学校 田沢小

学校 中能生小学校 西海小学校 

根知小学校 能生小学校 南能生小

学校 大和川小学校 

糸魚川中学校 糸魚川東中学校 青

海中学校 能生中学校 

糸魚川高等学校 糸魚川白嶺高等学

校 海洋高等学校 

ひすいの里総合学校 高田特別支援

学校白嶺分校 

 
  

小学校 松代小学校 松之山小学校 

水沢小学校 吉田小学校 

川西中学校 下条中学校 十日町中

学校 中里中学校 中条中学校 松

代中学校 松之山中学校 水沢中学

校 南中学校 吉田中学校 

川西高等学校 十日町高等学校 十

日町高等学校松之山分校 十日町総

合高等学校 松代高等学校 

ふれあいの丘支援学校 小出特別支

援学校川西分校 

見附市 今町小学校 上北谷小学校 葛巻小

学校 田井小学校 名木野小学校 

新潟小学校 見附小学校 見附第二

小学校 

今町中学校 西中学校 見附中学校 

南中学校 

見附高等学校 日本海聖高等学校 

見附特別支援学校 

村上市 朝日みどり小学校 岩船小学校 小

川小学校 金屋小学校 上海府小学

校 神納小学校 神納東小学校 山

辺里小学校 猿沢小学校 さんぽく

北小学校 さんぽく南小学校 塩野

町小学校 砂山小学校 瀬波小学校 

西神納小学校 平林小学校 保内小

学校 三面小学校 村上小学校 村

上南小学校 

朝日中学校 荒川中学校 岩船中学

校 神納中学校 山北中学校 平林

中学校 村上第一中学校 村上東中

学校 

荒川高等学校 村上高等学校 村上

桜ヶ丘高等学校 

村上中等教育学校 

村上特別支援学校 

（略） （略） 

糸魚川市 磯部小学校 市振小学校 糸魚川小

学校 糸魚川東小学校 浦本小学校 

青海小学校 大野小学校 木浦小学

校 下早川小学校 田沢小学校 中

能生小学校 西海小学校 根知小学

校 能生小学校 南能生小学校 大

和川小学校 

糸魚川中学校 糸魚川東中学校 青

海中学校 能生中学校 

糸魚川高等学校 糸魚川白嶺高等学

校 海洋高等学校 

ひすいの里総合学校 高田特別支援

学校白嶺分校 
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（略） （略） 
  
佐渡市 相川小学校 赤泊小学校 内海府小

学校 小木小学校 金井小学校 金

泉小学校 加茂小学校 河崎小学校 

河原田小学校 行谷小学校 高千小

学校 七浦小学校 新穂小学校 二

宮小学校 畑野小学校 羽茂小学校 

前浜小学校 松ヶ崎小学校 真野小

学校 八幡小学校 両津小学校 両

津吉井小学校 

相川中学校 赤泊中学校 内海府中

学校 金井中学校 佐和田中学校 

高千中学校 新穂中学校 畑野中学

校 前浜中学校 松ヶ崎中学校 真

野中学校 南佐渡中学校 両津中学

校 

佐渡高等学校 佐渡高等学校相川分

校 佐渡総合高等学校 羽茂高等学

校 

佐渡中等教育学校 

佐渡特別支援学校 

（略） （略） 

南魚沼市 赤石小学校 五十沢小学校 石打小

学校 五日町小学校 後山小学校 

浦佐小学校 上関小学校 大崎小学

校 大巻小学校 塩沢小学校 城内

小学校 第一上田小学校 第二上田

小学校 栃窪小学校 中之島小学校 

北辰小学校 三用小学校 六日町小

学校 薮神小学校 

塩沢中学校 八海中学校 六日町中

学校 大和中学校 

国際情報高等学校 塩沢商工高等学

校 

総合支援学校 

 

胎内市 きのと小学校 黒川小学校 胎内小

学校 築地小学校 中条小学校 

乙中学校 黒川中学校 築地中学

校 中条中学校 

中条高等学校 

（略） （略） 

  

（略） （略） 
  
佐渡市 相川小学校 赤泊小学校 内海府小

学校 小木小学校 金井小学校 金

泉小学校 加茂小学校 河崎小学校 

河原田小学校 行谷小学校 沢根小

学校 高千小学校 七浦小学校 新

穂小学校 二宮小学校 畑野小学校 

羽茂小学校 前浜小学校 松ヶ崎小

学校 真野小学校 八幡小学校 両

津小学校 両津吉井小学校 

相川中学校 赤泊中学校 内海府中

学校 金井中学校 佐和田中学校 

高千中学校 新穂中学校 畑野中学

校 前浜中学校 松ヶ崎中学校 真

野中学校 南佐渡中学校 両津中学

校 

佐渡高等学校 佐渡高等学校相川分

校 佐渡総合高等学校 羽茂高等学

校 

佐渡中等教育学校 

佐渡特別支援学校 

（略） （略） 

南魚沼市 赤石小学校 五十沢小学校 石打小

学校 五日町小学校 後山小学校 

浦佐小学校 上関小学校 大崎小学

校 大巻小学校 塩沢小学校 城内

小学校 第一上田小学校 第二上田

小学校 栃窪小学校 中之島小学校 

北辰小学校 三用小学校 六日町小

学校 薮神小学校 

五十沢中学校 大巻中学校 塩沢中

学校 城内中学校 六日町中学校 

大和中学校 

国際情報高等学校 塩沢商工高等学

校 

総合支援学校 

胎内市 中条高等学校 

 

 

 

 

（略） （略） 
 

 
  

◎新潟県告示第420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、阿賀野市の特定計量器定期検査を次のとおり実施

する。 

平成30年４月13日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 検査の対象となる特定計量器 
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 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 

 ５月14日（月） 

 

午前10時から正午まで 

午後１時から３時30分まで 

阿賀野市安田体育館 

正面玄関ホール 

阿賀野市全域 

５月15日（火） 

５月16日（水） 

５月17日（木） 

阿賀野市役所車庫棟 

５月18日（金） 

 

阿賀野市笹神支所車庫 

５月21日から平成

31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、平成31年１

月１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421号 

河川区域の変更により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和40年政令第14号）第49条の規定により、

次のとおり公示する。 

その関係図面は、新潟県土木部河川管理課及び新潟県糸魚川地域振興局地域整備部において縦覧に供する。 

平成30年４月13日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 河川の名称 

 一級河川姫川水系釜田川 

２ 廃川敷地等が生じた年月日 

 平成30年４月13日 

３ 廃川敷地等の位置 

 糸魚川市大字西川原字風吹969番７から同969番１まで（釜田川左岸） 

４ 廃川敷地等の種類及び数量 

 土地 101.38平方メートル 

 

◎新潟県告示第422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同法第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30年４月13日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 変更に係わる都市計画の種類 

 南魚沼都市計画用途地域（南魚沼市決定） 

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423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同法第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30年４月13日 

新潟県知事  米 山  隆 一 
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１ 変更に係わる都市計画の種類 

 南魚沼都市計画特別用途地区（南魚沼市決定） 

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424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同法第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30年４月13日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 変更に係わる都市計画の種類 

 南魚沼都市計画準防火地域（南魚沼市決定） 

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425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同法第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30年４月13日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 変更に係わる都市計画の種類 

 長岡都市計画用途地域（長岡市決定） 

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426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同法第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30年４月13日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 変更に係わる都市計画の種類 

 長岡都市計画高度地区（長岡市決定） 

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427号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）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30年４月13日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 都市計画の種類及び名称 

 種類 長岡都市計画地区計画（長岡市決定） 

 名称 長岡北スマート流通産業団地地区地区計画 

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428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同法第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30年４月13日 

新潟県知事  米 山  隆 一 
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１ 変更に係わる都市計画の種類及び名称 

 種類 長岡都市計画道路（長岡市決定） 

 名称 ３・４・151号 中島１号線 

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429号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業を次のとおり変更し、施行する。 

平成30年４月13日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 都市計画事業の種類及び名称 

(1) 種類 新潟都市計画公園事業 

(2) 名称 ９・６・500号鳥屋野潟公園 

２ 施行者の名称 

 新潟県 

３ 事務所の所在地 

 新潟市中央区新光町４番地１ 

４ 事業地の所在 

(1) 収用の部分 

  昭和49年建設省告示第507号、昭和57年建設省告示第1572号、昭和61年建設省告示第1393号、平成５年建設

省告示第1934号、平成15年北陸地方整備局告示第７号及び平成22年北陸地方整備局告示第81号の事業地のう

ち長潟１丁目地内において事業地を変更する。 

(2) 使用の部分 

  なし 

５ 事業施行期間 

 昭和49年３月30日から平成39年３月31日 

 

◎新潟県告示第430号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり

認可した。 

平成30年４月13日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 施行者の名称 

 長岡市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

(1) 種類 栃尾都市計画下水道事業 

(2) 名称 長岡市公共下水道 

３ 事業施行期間 

 平成２年12月21日から平成36年３月31日まで 

４ 事業地 

(1) 収用の部分 

昭和55年11月21日新潟県告示第2892号、昭和62年３月31日新潟県告示第953号、平成２年12月４日新潟県告

示第3182号、平成５年12月３日新潟県告示第2860号、平成７年６月20日新潟県告示第1578号、平成10年４月

24日新潟県告示第928号、平成14年４月５日新潟県告示第1096号、平成17年４月８日新潟県告示第1033号及び

平成23年３月29日新潟県告示第450号の事業地のうち大字宮沢字中島を削る。 

(2) 使用の部分 

変更なし 

 

◎新潟県告示第431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30年４月13日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 変更に係る都市計画の種類及び名称 

種類 長岡都市計画下水道 

名称 長岡市第２号公共下水道 

２ 縦覧の場所 

 新潟県土木部都市局下水道課 

 

公   告 

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30年４月13日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 （仮称）マルイ分水店 

所在地 燕市砂子塚字興野浦615番 外 

設置者 株式会社マルイ 

２ 届出の概要及び公告日 

概 要 大規模小売店舗立地法第５条第１項の規定による新設の届出 

公告日 平成29年11月28日 

３ 意見の概要 

(1) 燕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・地場産業振興課 

５ 縦覧期間 

平成30年４月13日から平成30年５月13日まで 

 

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、新潟医療生協労働組合執行委員長味方憲

人から、次のとおり争議行為を行う旨の通知があった。 

平成30年４月13日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 要求事項 

職員駐車場使用料金の改定の要求 

２ 期  間 

 平成30年4月17日午前０時以降本問題解決まで 

３ 場  所 

 新潟市東区竹尾４－13－３ 

新潟医療生活協同組合 木戸病院 

新潟市東区上木戸５－２－１ 

新潟医療生活協同組合 木戸クリニック 

新潟市東区上木戸５－２－１ 

新潟医療生活協同組合 なじょも 

新潟市東区上木戸２－１－35 

新潟医療生活協同組合 介護老人保健施設 ほほえみの里きど 
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新潟市東区東中野山６－17－５ 

新潟医療生活協同組合 石山診療所 

４ 概  要 

 救急外来患者及び入院・入所中の重症患者のための保安要員を除く全部、又は一部組合員によるストライキ、

その他の争議行為 

 

病院局告示 

◎新潟県病院局告示第２号 

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）第44条の２の規定により、公金の収納事務を

次のとおり委託した。 

平成30年４月13日 

新潟県病院事業管理者  岡  俊 幸 

１ 委託する事務 

  各新潟県立病院における診療費等の窓口収納事務 

２ 受託者の所在地及び名称 

  新潟市中央区米山２丁目５番地１ 

  株式会社ＢＳＮアイネット 

３ 委託期間 

  平成30年４月１日から平成31年３月31日まで 

 

公安委員会告示 

◎新潟県公安委員会告示第45号 

交通安全活動推進センターに関する規則（平成10年国家公安委員会規則第３号）第３条第１項の規定により、

新潟県交通安全活動推進センターである公益財団法人新潟県交通安全協会から次のとおり代表者の氏名を変更す

る旨の届出があった。 

平成30年４月13日 

新潟県公安委員会 

   委員長  小 林  彰 

１ 変更の内容 

代表者の氏名 

新代表者 小林 宏一 

  旧代表者 大竹 和夫 

２ 変更年月日 

  平成30年３月２日 
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