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告   示 

◎新潟県告示第476号 

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条に規定する次の救急病院から、申出事項を変更す

る旨の届出があった。 

平成31年４月19日 

新潟県知事  花 角  英 世 

名 称 変更事項 変更年月日 
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済生会新潟病院 

名 

称 

 

新 

 

済生会新潟病院 

 

平成31年４月１日 

 

旧 

 

済生会新潟第二病院 

 

◎新潟県告示第477号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第77条第１項（又は第115条の９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）の指定の効力を次のとおり停止する。 

平成31年４月19日 

新潟県知事  花 角  英 世 

事業所の名称 所在地 事業者 サービスの種類 停止する効力の内容 停止する期間 

佐渡市特定施

設待鶴荘 

新潟県佐渡市 

栗野江1826番地 

佐渡市 特定施設入居者生

活介護、介護予防

特定施設入居者生

活介護 

新規入居者に対する

介護報酬請求停止 

平成31年４月26

日から平成31年

７月25日まで 

 

◎新潟県告示第478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。 

平成31年４月19日 

新潟県知事  花 角  英 世 

名 称 所 在 地 
担当する医療の 

種     類 
指定年月日 

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31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31年４月１日 

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31年４月１日 

新潟県立十日町病院 
十日町市高田町３南－32－

９                               
精神通院医療 平成31年４月１日 

新潟県立坂町病院 村上市下鍜冶屋589                          精神通院医療 平成31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31年４月１日 

新潟県立中央病院 上越市新南町205                            精神通院医療 平成31年４月１日 

新潟県立津川病院 東蒲原郡阿賀町津川200 精神通院医療 平成31年４月１日 
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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31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31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５－１－62                           精神通院医療 平成31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２－11－３                           精神通院医療 平成31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２－17                        精神通院医療 平成31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２－４－15                          精神通院医療 平成31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457－１                           精神通院医療 平成31年４月１日 

新潟県厚生農業協同組合連合会け

いなん総合病院 
妙高市田町２－４－７                               精神通院医療 平成31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616 精神通院医療 平成31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 精神通院医療 平成31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31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                              精神通院医療 平成31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－甲1177－69                         精神通院医療 平成31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31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31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31年４月１日 
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悠遊健康村病院 長岡市大字日越337                            精神通院医療 平成31年４月１日 

立川綜合病院 長岡市旭岡１－24 精神通院医療 平成31年４月１日 

長岡療育園 
長岡市深沢町字高寺2278－

８ 
精神通院医療 平成31年４月１日 

田宮病院 長岡市深沢町2300                           精神通院医療 平成31年４月１日 

こころのクリニック ウィズ 長岡市城内町３－２－１                            精神通院医療 平成31年４月１日 

長岡赤十字病院 長岡市千秋２－297－１                         精神通院医療 平成31年４月１日 

長岡西病院 長岡市三ツ郷屋町371－１                          精神通院医療 平成31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31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31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31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31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31年４月１日 

医療法人社団川口診療所 長岡市西川口1240－１ 精神通院医療 平成31年４月１日 

三之町病院 三条市本町５－２－30 精神通院医療 平成31年４月１日 

三条東病院 三条市北入蔵２－17－27                          精神通院医療 平成31年４月１日 

川瀬神経内科クリニック 三条市東本成寺20－８                             精神通院医療 平成31年４月１日 
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新潟県済生会三条病院 三条市大野畑６－18                              精神通院医療 平成31年４月１日 

医療法人恵愛会大島病院 三条市大島5103 精神通院医療 平成31年４月１日 

柏崎厚生病院 
柏崎市大字茨目字二ツ池

2071－１                       
精神通院医療 平成31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31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31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31年４月１日 

関病院 柏崎市元城町１－42 精神通院医療 平成31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31年４月１日 

竹内会竹内病院 新発田市中央町４－６－６                           精神通院医療 平成31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31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１－２－21                          精神通院医療 平成31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31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31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31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31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２－９－23                            精神通院医療 平成31年４月１日 
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たかき医院 十日町市馬場丙1550－１                           精神通院医療 平成31年４月１日 

社会福祉法人清津福祉会  

上村診療所 
十日町市田中ロ468－１                             精神通院医療 平成31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31年４月１日 

医療法人社団山口医院 十日町市下条３－509 精神通院医療 平成31年４月１日 

医療法人社団しぶや小児科医院 村上市新町６－83 精神通院医療 平成31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12－18                            精神通院医療 平成31年４月１日 

医療法人社団藤井医院 燕市地蔵堂本町３－４－６ 精神通院医療 平成31年４月１日 

医療法人社団小柳医院 燕市大曲2997 精神通院医療 平成31年４月１日 

岩崎内科医院               燕市小高828 精神通院医療 平成31年４月１日 

医療法人社団富樫医院 燕市秋葉町１－２－23 精神通院医療 平成31年４月１日 

相澤医院 糸魚川市新鉄１－３－６ 精神通院医療 平成31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31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31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31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31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31年４月１日 
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医療法人社団くろきクリニック 上越市東城町３－10－38 精神通院医療 平成31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31年４月１日 

医療法人社団東風 

高井脳外科クリニック 
上越市大豆２－９－18                            精神通院医療 平成31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31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31年４月１日 

独立行政法人国立病院機構さいが

た医療センター 
上越市大潟区犀潟468－１                            精神通院医療 平成31年４月１日 

高田西城病院 上越市西城町２－８－30       精神通院医療 平成31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31年４月１日 

医療法人社団古澤医院 上越市安江１－２－33 精神通院医療 平成31年４月１日 

服部外科医院 上越市本町１－５－３ 精神通院医療 平成31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31年４月１日 

あがの市民病院 阿賀野市岡山町13－23                             精神通院医療 平成31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31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31年４月１日 

佐渡市立両津病院 佐渡市浜田177－１                            精神通院医療 平成31年４月１日 

国民健康保険魚沼市立小出病院 魚沼市日渡新田34                              精神通院医療 平成31年４月１日 
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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31年４月１日 

ほんだ病院 魚沼市原虫野433－３                             精神通院医療 平成31年４月１日 

魚沼市国民健康保険堀之内医療セ

ンター 
魚沼市堀之内4315 精神通院医療 平成31年４月１日 

上村医院 魚沼市諏訪町１－12 精神通院医療 平成31年４月１日 

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31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31年４月１日 

五日町病院 南魚沼市五日町2375                             精神通院医療 平成31年４月１日 

齋藤記念病院 南魚沼市欠之上478－２ 精神通院医療 平成31年４月１日 

医療法人社団風間内科医院 南魚沼市塩沢207－２ 精神通院医療 平成31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                             精神通院医療 平成31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31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12－１ 精神通院医療 平成31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31年４月１日 

田上診療所 田上町大字田上丙1225 精神通院医療 平成31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－

14 
精神通院医療 平成31年４月１日 

医療法人社団竹林会渡辺医院 阿賀町津川500－１ 精神通院医療 平成31年４月１日 
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町営診療所みかわ 
東蒲原郡阿賀町あが野南

4324 
精神通院医療 平成31年４月１日 

医療法人社団恭清会石川医院 
中魚沼郡津南町大字上郷宮

野原８－１ 
精神通院医療 平成31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31年４月１日 

医療法人社団小柳医院 燕市大曲2997 精神通院医療 平成31年４月１日 

独立行政法人労働者健康安全機構

新潟労災病院 
上越市東雲町１－７－12                             精神通院医療 平成31年４月１日 

共創未来 ぼたん薬局 五泉市太田２－６－44 精神通院医療 平成31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31年４月１日 

さくら薬局 燕市殿島２－10－14 精神通院医療 平成31年４月１日 

やすだ調剤薬局 阿賀野市保田1755－６ 精神通院医療 平成31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31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31年４月１日 

一の宮調剤薬局 糸魚川市一の宮１－１－43 精神通院医療 平成31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31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31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31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31年４月１日 



平成31年４月19日(金) 新  潟  県  報 第31号 

10 

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31年４月１日 

エム・ケイ薬局 さんじょう店 三条市興野１－６－４ 精神通院医療 平成31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31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31年４月１日 

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31年４月１日 

エム・ケイ薬局 とおかまち店 十日町市春日町３－189 精神通院医療 平成31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31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31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31年４月１日 

シナダ調剤薬局 柏崎市大字土合664－３ 精神通院医療 平成31年４月１日 

わかくさ薬局 柏崎市北半田１－１－41 精神通院医療 平成31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31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31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31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31年４月１日 

エイケン堂四郎丸薬局 長岡市四郎丸４－６－19 精神通院医療 平成31年４月１日 
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つばめ調剤薬局 燕市大字杣木1511－１ 精神通院医療 平成31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31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31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31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31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31年４月１日 

中央町調剤薬局 新発田市中央町３－９－６ 精神通院医療 平成31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31年４月１日 

笹菊薬局 加茂市上町７－11 精神通院医療 平成31年４月１日 

幸町調剤薬局 加茂市幸町１－12－11 精神通院医療 平成31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31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31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31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31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31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31年４月１日 
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みどり台調剤薬局 
南蒲原郡田上町川船河甲

1330－６ 
精神通院医療 平成31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31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31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31年４月１日 

むらまつ調剤薬局 五泉市村松1447ー１ 精神通院医療 平成31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31年４月１日 

有限会社八木薬局 五泉市村松乙643 精神通院医療 平成31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31年４月１日 

ツルマキ薬局 三条市大字荻堀1616ー１ 精神通院医療 平成31年４月１日 

すみよし調剤薬局 上越市住吉町63 精神通院医療 平成31年４月１日 

雪椿調剤薬局 加茂市青海町２－367－６ 精神通院医療 平成31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31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31年４月１日 

柏崎調剤薬局 柏崎市駅前２－２－50 精神通院医療 平成31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31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31年４月１日 
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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31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31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31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31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31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31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31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31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31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31年４月１日 

あおぞら薬局 
上越市大字下荒浜字冥加場

848－４ 
精神通院医療 平成31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31年４月１日 

有限会社たから薬局 大学前薬局 上越市大学前203 精神通院医療 平成31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31年４月１日 

おおまち薬局 鴨島店 上越市鴨島３－６－68 精神通院医療 平成31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31年４月１日 
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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31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31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31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31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31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31年４月１日 

あさひ薬局 くびき店 上越市頸城区諏訪66－１ 精神通院医療 平成31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31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31年４月１日 

有限会社フジ薬局 上越市高土町２－６－１ 精神通院医療 平成31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31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31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31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31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31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31年４月１日 
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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31年４月１日 

有限会社アリエルきたあらい薬局 妙高市柳井田町２－８－17 精神通院医療 平成31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31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31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31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31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31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31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31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31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31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31年４月１日 

望月薬局 上越市鴨島1072 精神通院医療 平成31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31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31年４月１日 

羽生田調剤薬局 
南蒲原郡田上町大字羽生田

丙151－５ 
精神通院医療 平成31年４月１日 
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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31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31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31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31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31年４月１日 

星薬局 燕市杉名36－１ 精神通院医療 平成31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31年４月１日 

共創未来 さかえ薬局 三条市大字新堀1305－５ 精神通院医療 平成31年４月１日 

共創未来 北半田薬局 柏崎市北半田２－７－24 精神通院医療 平成31年４月１日 

共創未来 柏崎薬局 柏崎市北半田２－13－８ 精神通院医療 平成31年４月１日 

共創未来 柳田町薬局 柏崎市柳田町７－36 精神通院医療 平成31年４月１日 

共創未来 新富町薬局 新発田市新富町１－１－４ 精神通院医療 平成31年４月１日 

共創未来 新栄薬局 新発田市新栄町１－２－22 精神通院医療 平成31年４月１日 

共創未来 おくやま薬局 新発田市新栄町１－６－16 精神通院医療 平成31年４月１日 

共創未来 三日市薬局 新発田市三日市605－４ 精神通院医療 平成31年４月１日 

共創未来 五十公野薬局 新発田市五十公野6804 精神通院医療 平成31年４月１日 
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全快堂薬局 加茂店 加茂市番田1467 精神通院医療 平成31年４月１日 

共創未来 柳町薬局 加茂市柳町２－５－８ 精神通院医療 平成31年４月１日 

共創未来 村上中央薬局 村上市田端町３－45 精神通院医療 平成31年４月１日 

共創未来 燕薬局 燕市大字佐渡185－１ 精神通院医療 平成31年４月１日 

共創未来 吉田北薬局 燕市吉田大保町28－33 精神通院医療 平成31年４月１日 

共創未来 糸魚川薬局 糸魚川市竹ヶ花527－１ 精神通院医療 平成31年４月１日 

共創未来 妙高薬局 妙高市田口144 精神通院医療 平成31年４月１日 

共創未来 五泉薬局 五泉市南本町１－５－２ 精神通院医療 平成31年４月１日 

共創未来 六日町薬局 南魚沼市六日町2648－１ 精神通院医療 平成31年４月１日 

日本調剤 高田薬局 上越市とよば５ 精神通院医療 平成31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31年４月１日 

ファーコス薬局 ひだまり 三条市本町５－３－25 精神通院医療 平成31年４月１日 

ファーコス薬局 かもやま 加茂市高須町１－６－14 精神通院医療 平成31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31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31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31年４月１日 
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プラザ調剤薬局 十日町市本町３－362－４ 精神通院医療 平成31年４月１日 

松之山薬局 十日町市松之山1600 精神通院医療 平成31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31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31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31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31年４月１日 

たかやま調剤薬局 十日町市春日町３－114 精神通院医療 平成31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31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31年４月１日 

ながおか薬局 長岡市旭岡１－28 精神通院医療 平成31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31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31年４月１日 

さくら薬局 加茂市神明町２－７－２ 精神通院医療 平成31年４月１日 

西区薬局 十日町市本町西１－308－２ 精神通院医療 平成31年４月１日 

佐藤薬局 阿賀町津川3445－１ 精神通院医療 平成31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31年４月１日 
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東町調剤薬局 魚沼市小出島1209－31 精神通院医療 平成31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31年４月１日 

わかば薬局 今朝白店 長岡市今朝白３－12－９ 精神通院医療 平成31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31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31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31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31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31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31年４月１日 

大手薬局 南部店 長岡市摂田屋１－４－45 精神通院医療 平成31年４月１日 

メッツ川崎薬局 長岡市川崎２－2478－１ 精神通院医療 平成31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31年４月１日 

メッツ薬局 三条市東本成寺12－41 精神通院医療 平成31年４月１日 

みどり薬局 長岡市長町１－甲1668－1 精神通院医療 平成31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31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31年４月１日 
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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31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31年４月１日 

はすがた薬局 長岡市蓮潟４－２－16 精神通院医療 平成31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31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31年４月１日 

今町調剤薬局 見附市今町２－甲136－１ 精神通院医療 平成31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31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31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31年４月１日 

あさひ調剤薬局 小千谷市東栄２－４－５ 精神通院医療 平成31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31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31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31年４月１日 

堤町薬局 長岡市堤町１－２ 精神通院医療 平成31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31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31年４月１日 
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荻野薬局 長岡市荻野１－７－９ 精神通院医療 平成31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31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31年４月１日 

林町薬局 三条市林町１－19－25 精神通院医療 平成31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31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31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31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31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31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31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31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31年４月１日 

すみれ薬局 
長岡市東川口字前島1979－

20 
精神通院医療 平成31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31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31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31年４月１日 
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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31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31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31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31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31年４月１日 

みゆき薬局 長岡市前田１－16－５ 精神通院医療 平成31年４月１日 

いずみ薬局 長岡市西新町２－３－18 精神通院医療 平成31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31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31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31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31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31年４月１日 

アイン薬局 長岡店 長岡市旭岡１－28 精神通院医療 平成31年４月１日 

アイン薬局 加茂店 加茂市青海町１－８－28 精神通院医療 平成31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31年４月１日 

アイン薬局 吉田店 燕市吉田大保町28－11 精神通院医療 平成31年４月１日 
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アイン薬局 坂町店 
村上市下鍜冶屋字長面579

－１ 
精神通院医療 平成31年４月１日 

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31年４月１日 

アイン薬局 村上店 村上市田端町２－12 精神通院医療 平成31年４月１日 

アイン薬局 柏崎店 柏崎市茨目１－４－４ 精神通院医療 平成31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31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31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31年４月１日 

みなみ調剤薬局 新発田市大栄町２－２－17 精神通院医療 平成31年４月１日 

アイン薬局新井店 妙高市末広町２－２ 精神通院医療 平成31年４月１日 

いずみ調剤薬局 十日町市駅通り５ 精神通院医療 平成31年４月１日 

十日町調剤薬局 十日町市山本町１－193-５ 精神通院医療 平成31年４月１日 

いなり調剤薬局 十日町市稲荷町３－５－２ 精神通院医療 平成31年４月１日 

コスモス調剤薬局 五泉市本田屋769－１ 精神通院医療 平成31年４月１日 

中条調剤薬局 胎内市新栄町２－26 精神通院医療 平成31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31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31年４月１日 
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日の出調剤薬局 小千谷市本町２－２－21 精神通院医療 平成31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31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31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31年４月１日 

壮快調剤薬局 
胎内市平木田字岩山1500－

２ 
精神通院医療 平成31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31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31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31年４月１日 

大手薬局 嵐南店 見附市昭和町２－21－21 精神通院医療 平成31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31年４月１日 

中信薬局 湯沢町大字湯沢2872－１ 精神通院医療 平成31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31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31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31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31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31年４月１日 
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しんまち調剤薬局 村上市新町９－80 精神通院医療 平成31年４月１日 

むらかみ調剤薬局 村上市新町６－３ 精神通院医療 平成31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31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31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31年４月１日 

せきかわ調剤薬局 関川村大字下関896 精神通院医療 平成31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31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31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31年４月１日 

有限会社ヤマトヤ薬局 魚沼市堀之内321 精神通院医療 平成31年４月１日 

合資会社タナカ薬局 魚沼市堀之内4087－１ 精神通院医療 平成31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31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31年４月１日 

みわ調剤薬局 見附市本町１－５－21 精神通院医療 平成31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31年４月１日 

斎藤薬局 五泉市村松甲1776 精神通院医療 平成31年４月１日 
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阿賀薬剤センター太田調剤薬局 五泉市太田字大向444－１ 精神通院医療 平成31年４月１日 

有限会社みなと調剤薬局 佐渡市両津湊327－７ 精神通院医療 平成31年４月１日 

やまだ薬局 三条市東光寺2626－１ 精神通院医療 平成31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31年４月１日 

スズキ薬局 十日町市本町２－６－４ 精神通院医療 平成31年４月１日 

勝又薬局 十日町市昭和町２－71－１ 精神通院医療 平成31年４月１日 

株式会社島田薬局 十日町市寅甲24－２ 精神通院医療 平成31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31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31年４月１日 

山崎薬局 
上越市浦川原区飯室1955－

１ 
精神通院医療 平成31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1161－３ 精神通院医療 平成31年４月１日 

五智調剤薬局 上越市五智新町10－22 精神通院医療 平成31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31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31年４月１日 

春日野調剤薬局 上越市春日野１－５－14 精神通院医療 平成31年４月１日 

有限会社ケンコー薬局 上越市大潟区潟町389－４ 精神通院医療 平成31年４月１日 
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世伸堂薬局 
上越市大潟区渋柿浜382－

１ 
精神通院医療 平成31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31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31年４月１日 

ますや薬局 上越市板倉区針799 精神通院医療 平成31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31年４月１日 

サンコー薬局 新発田市豊町４－３－40 精神通院医療 平成31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31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31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31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31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31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31年４月１日 

大手町調剤薬局 新発田市大手町５－１－20 精神通院医療 平成31年４月１日 

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31年４月１日 

桑野薬局 胎内市本町７－25 精神通院医療 平成31年４月１日 

遠藤薬局 長岡市関原町２－145－１ 精神通院医療 平成31年４月１日 
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プライム薬局 きたまち店 
長岡市喜多町字川原1091－

13 
精神通院医療 平成31年４月１日 

荒木薬局 長岡市四郎丸４－６－24 精神通院医療 平成31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31年４月１日 

株式会社さとうドラッグストアー

保険調剤部 
長岡市千手３－10－15 精神通院医療 平成31年４月１日 

大山調剤薬局 長岡市大山２－８－13 精神通院医療 平成31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31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31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31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31年４月１日 

保健堂薬局 
中魚沼郡津南町大字下船渡

戊723－４ 
精神通院医療 平成31年４月１日 

保健堂薬局 宮野原店 
中魚沼郡津南町大字上郷宮

野原137－３ 
精神通院医療 平成31年４月１日 

つがわ調剤薬局 
東蒲原郡阿賀町津川555－

６ 
精神通院医療 平成31年４月１日 

フクシン薬局 
東蒲原郡阿賀町平堀1050－

３ 
精神通院医療 平成31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31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31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31年４月１日 
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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31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１－５－20 精神通院医療 平成31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31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31年４月１日 

有限会社中村本町薬局 柏崎市東本町１－10－８ 精神通院医療 平成31年４月１日 

ほなみ薬局 柏崎市穂波町１－25 精神通院医療 平成31年４月１日 

鈴木薬局アネックス 妙高市朝日町１－10－３ 精神通院医療 平成31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31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31年４月１日 

訪問看護ステーション柏崎 柏崎市北半田２－11－３ 精神通院医療 平成31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31年４月１日 

訪問看護ステーション常心荘 上越市大字北新保71番甲地 精神通院医療 平成31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２－８－24 精神通院医療 平成31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１－３－２ 精神通院医療 平成31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 精神通院医療 平成31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

2071－１ 
精神通院医療 平成31年４月１日 
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◎新潟県告示第479号 

農産物検査法（昭和26年法律第144号）第17条第７項の規定により、地域登録検査機関の登録事項の変更の届出

があり、登録台帳への記載事項を次のとおりとした。 

平成31年４月19日 

新潟県知事  花 角  英 世 

登録番号

代表者氏名 　代表理事会長    今 井　 長 司

登録の区分 　品 位 等 検 査

農産物の種類 　国内産もみ、国内産玄米、国内産大麦、国内産小麦、国内産大豆、 国内産そば

新潟県 丸山　利一 新潟県上越市春日野１－７－17 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1515062

遠山　道昭 新潟県村上市宿田4002 もみ、玄米、大麦、小麦、大豆、そば K1517006

大倉　拓磨 新潟県五泉市今泉703－１ ヴィラコーギⅡ101 もみ、玄米、大豆 K1525004

磯部　豊和 新潟県村上市佐々木808－15 もみ、玄米、大麦、大豆 K1529029

瀬賀　一幸 新潟県村上市下相川395 もみ、玄米、大麦、大豆 K1515095

備　　　考

主たる事務 所の
所 在 地

　　略称『 新潟県検査協会 』　平成31年４月19日　１名の新規登録。４名の住所変更。検査員合計725名。

農産物検査
を行う区域

農 産 物 検 査 員 成 分 検 査 業 務 受 委 託 先

氏　　　名 住　　   　　所 農産物の種類 証明書番号
受委託の
区 分

登録検査 機関
の 名 称

代 表 者
氏 名

15004 登録年月日 平成14年８月20日

登録検査機関の名称 　一般社団法人新潟県農産物検査協会

主たる事務
所の所在地

　新潟県新潟市西区山田2310番地15

 

 

◎新潟県告示第480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、南魚沼市の五城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31年４月19日 

新潟県南魚沼地域振興局長 

１ 就 任 

 理事 南魚沼市泉新田199番地１  久川 和義 

就任年月日 平成31年４月５日 

 

◎新潟県告示第481号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、糸魚川市の糸魚川市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。 

訪問看護ステーションみつごうや 長岡市緑町２－４－５ 精神通院医療 平成31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31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31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31年４月１日 

五泉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31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31年４月１日 
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平成31年４月19日 

新潟県糸魚川地域振興局長 

１ 就 任 

 理事 糸魚川市寺島１丁目１番32号  米原 文明 

 就任年月日 平成31年４月７日 

 

◎新潟県告示第482号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、岩船郡関川村の関川村土地改良区から次のと

おり役員が就任及び退任した旨の届出があった。 

平成31年４月19日 

新潟県村上地域振興局長 

１ 就 任 

 理事 岩船郡関川村大字南赤谷74番地   新野 信一   

                     （理事長） 

 理事   〃   大字上関1278番地５  渡邉 清 

 理事   〃   大字下関412番地２   伊藤 賢 

 理事   〃   大字大島220番地    高橋 健一 

 理事   〃   大字土沢628番地26   小島 正 

 理事   〃   大字深沢674番地    照井 次夫 

 理事   〃   大字蛇喰435番地１   高橋 雅人 

 理事   〃   大字高田621番地    須貝 清 

 監事   〃   大字勝蔵24番地    船山 勝雄 

 監事   〃   大字鍬江沢396番地２  駒沢 辰夫 

 監事   〃   大字上野78番地    秋元 和幸 

 就任年月日 平成31年４月１日 

２ 退 任 

 理事 岩船郡関川村大字南赤谷74番地   新野 信一   

                     （理事長） 

理事   〃   大字上関1278番地５  渡邉 清 

 理事   〃   大字下関559番地     伊藤 新一 

 理事   〃   大字大島220番地    高橋 健一 

 理事   〃   大字土沢628番地７   高橋 正 

 理事   〃   大字深沢674番地    照井 次夫 

 理事   〃   大字南中495番地     伊藤 吉栄 

 理事   〃   大字高田621番地    須貝 清 

 監事   〃   大字勝蔵24番地     船山 勝雄 

 監事   〃   大字鍬江沢396番地２  駒沢 辰夫 

 監事   〃   大字上野78番地     秋元 和幸 

 退任年月日 平成31年３月31日 

 

◎新潟県告示第483号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、見附市の大江筋土地改良区から次のとおり役

員が就任及び退任した旨の届出があった。 

平成31年４月19日 

新潟県長岡地域振興局長 

１ 就 任 

 理事 見附市島切窪町93番地   今里 秀男 

                 （理事長） 

  〃  〃 石地町乙113番地   星野 豊明 

  〃  〃 庄川町1672番地   広瀬 真晴 

  〃  〃 堀溝町929番地    木津 義昭 
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  〃  〃 細越２丁目６－26   佐藤 久修 

 監事  〃 庄川町1162番地    平山 忠男 

  〃  〃 堀溝町843番地    菅井 宗雄 

 就任年月日 平成31年４月１日 

２ 退 任 

 理事 見附市島切窪町100番地   源川 厚恵 

                 （理事長） 

  〃  〃 堀溝町859番地    斎藤 弘栄 

  〃  〃 庄川町1161番地   平山 和義 

  〃  〃 細越２丁目８－35   梨本 敬一 

  〃  〃 島切窪町93番地   今里 秀男 

 監事  〃 堀溝町941番地    菅井 庸吉 

  〃  〃 石地町乙113番地   星野 豊明 

  退任年月日 平成31年３月31日 

 

◎新潟県告示第484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、五泉市の十全土地改良区の定款の変更を 

平成31年４月５日認可した。 

平成31年４月19日 

新潟県新潟地域振興局長 

 

◎新潟県告示第485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、五泉市の仙見川土地改良区の定款の変更を 

平成31年４月９日認可した。 

平成31年４月19日 

新潟県新潟地域振興局長 

 

◎新潟県告示第486号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第88条第１項の規定により、魚沼市の一部を受益地域とする県営大和沢地

区区画整理（経営体育成基盤整備「農業生産法人等育成型｣)事業計画の変更をしたので、関係書類を次のとおり

縦覧に供する。 

平成31年４月19日 

新潟県魚沼地域振興局長 

１ 縦覧に供する書類の名称 

 県営土地改良事業変更計画書の写し 

２ 縦覧に供する期間 

 平成31年４月22日から平成31年５月27日まで 

３ 縦覧に供する場所 

 魚沼市役所 

４ その他 

(1) 審査請求について 

  この土地改良事業計画の変更について不服がある場合は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内

（以下「不服申立期間」という｡)に、知事に対して審査請求をすることができる。 

  なお、正当な理由があるときは、不服申立期間を経過した後であっても審査請求をすることが認められる

場合がある。 

(2) 土地改良事業計画の変更に対する取消しの訴えについて 

ア この土地改良事業計画の変更については、上記(1)の審査請求のほか、この土地改良事業計画の変更を知

った日（告示日）の翌日から起算して６か月以内に、新潟県を被告として（訴訟において新潟県を代表す

る者は知事となる｡)、土地改良事業計画の変更に対する取消しの訴えを提起することができる。  

イ また、上記(1)の審査請求をした場合には、土地改良事業計画の変更に対する取消しの訴えは、その審査

請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。 
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ウ ただし、上記イの期間が経過する前に、その審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算して１年

を経過した場合は、土地改良事業計画の変更に対する取消しの訴えを提起することができなくなる。 

 なお、正当な理由があるときは、上記ア（審査請求をした場合にはイ）の期間や審査請求に対する裁決

があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても土地改良事業計画の変更に対する取消しの訴

えを提起することが認められる場合がある。 

 

◎新潟県告示第487号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第113条の３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31年４月19日 

新潟県柏崎地域振興局長 

事業主体の所在・名称 地区名 事業名 完了年月日 

柏崎市 

柏崎土地改良区 
西中通 

農業用用排水施設整

備（農村振興総合整

備）事業 

平成31年３月25日 

 

◎新潟県告示第488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、国土交通省北陸地方

整備局高田河川国道事務所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31年４月19日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共測量（航空レーザ測量） 

２ 作業期間 平成30年９月７日から平成31年３月25日まで 

３ 作業地域 姫川沿岸部及び姫川本川（河口から11.0㎞） 

 

◎新潟県告示第489号 

測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定により、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量

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31年４月19日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 基本測量（電子国土基本図（地図情報）修正） 

基本測量（国土広域情報修正） 

２ 作業期間 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで 

３ 作業地域 新潟県内全域 

 

◎新潟県告示第490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。 

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津川地区振興事務

所総務課において縦覧に供する。 

平成31年４月19日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 柴倉津川線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 
    

 

東蒲原郡阿賀町七名字中丸乙2989番１から 

 

新 

 

19.0～49.8メートル 

 

91.9メートル 
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同郡同町七名字岩下乙2987番１まで 

 

旧 

 

19.0～39.4メートル 

 

91.9メートル 

    
 

◎新潟県告示第491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津川地区振興事務

所総務課において縦覧に供する。 

平成31年４月19日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 路 線 名  県道   柴倉津川線 

２ 供用開始の区間 

  東蒲原郡阿賀町七名字中丸乙2989番１から同郡同町七名字岩下乙2987番１まで 

３ 供用開始の期日  平成31年４月19日 

 

◎新潟県告示第492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。 

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津川地区振興事務

所総務課において縦覧に供する。 

平成31年４月19日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 室谷津川線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

東蒲原郡阿賀町神谷字上林甲1477番１から 

 

同郡同町神谷字上林甲1477番１まで 

 

新 

 

6.4～15.2メートル 

 

135.5メートル 

 

旧 

 

6.4～15.2メートル 

 

136.6メートル 

 

◎新潟県告示第493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津川地区振興事務

所総務課において縦覧に供する。 

平成31年４月19日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 路 線 名  県道   室谷津川線 

２ 供用開始の区間 

  東蒲原郡阿賀町神谷字上林甲1477番１から同郡同町神谷字上林甲1477番１まで 

３ 供用開始の期日  平成31年４月19日 

 

◎新潟県告示第494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。 

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津川地区振興事務

所総務課において縦覧に供する。 

平成31年４月19日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 新潟村松三川線 
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３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

東蒲原郡阿賀町五十島字大須郷4869番１から 

 

同郡同町谷沢字新山5277番24まで 

 

新 

 

8.2～21.4メートル 

 

361.1メートル 

 

旧 

 

8.0～21.4メートル 

 

363.0メートル 

 

◎新潟県告示第495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津川地区振興事務

所総務課において縦覧に供する。 

平成31年４月19日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 路 線 名  県道   新潟村松三川線 

２ 供用開始の区間 

  東蒲原郡阿賀町五十島字大須郷4869番１から同郡同町谷沢字新山5277番24まで 

３ 供用開始の期日  平成31年４月19日 

 

◎新潟県告示第496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。 

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上越地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成31年４月19日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 道路の種類 一般国道 

２ 路 線 名 292号 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

妙高市大字猿橋字相久保675番１から 

 

同市大字楡島字道端315番４まで 

新 

(A)6.5～34.5メートル 1,145.2メートル 

妙高市大字猿橋字相久保675番１から 

 

同市大字猿橋字向へ川原1439番２まで 

(B)17.0～36.4メートル 241.5メートル 

妙高市大字楡島字浦川原143番１から 

 

同市大字楡島字道端315番４まで 

(C)7.8～38.8メートル 280.9メートル 

妙高市大字猿橋字相久保675番１から 

 

同市大字楡島字道端315番４まで 

旧 

(A)6.5～34.5メートル 1,145.2メートル 

妙高市大字猿橋字相久保675番１から 

 

同市大字猿橋字谷内609番２まで 

(B)19.8～31.2メートル 84.5メートル 

妙高市大字楡島字浦川原143番１から 

 

同市大字楡島字道端315番４まで 

(C)7.8～38.8メートル 280.9メートル 

備考 上記(A)、(B)及び(C)は、関係図面に表示する敷地の区分をいう。 
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◎新潟県告示第497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、一般国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上越地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成31年４月19日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 路 線 名  一般国道 292号 

２ 供用開始の区間 

  妙高市大字猿橋字谷内609番２から同市大字猿橋字向へ川原1439番２まで 

３ 供用開始の期日  平成31年４月19日 

 

◎新潟県告示第498号 

建築士法（昭和25年法律第202号）第９条第１項の規定により、次のとおり二級建築士の免許を取り消した。 

平成31年４月19日 

新潟県知事  花 角  英 世 

免許の取消しをした

年月日 

免許の取消しをした

建築士の氏名 

登録番号 免許の取消しの理由 

平成31年１月25日 中村 茂 第13205号 死亡 

平成31年１月25日 笠原 孝平 第11957号 死亡 

平成31年２月22日 今井 覚 第11436号 申請 

平成31年３月８日 涌井 さやか 第17269号 申請 

平成31年３月８日 星野 達哉 第19207号 申請 

 

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、デジタル式乳房用Ｘ線診断装置及び乳腺画像

診断ワークステーションについて、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、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）の適用を受けるものである。 

平成31年４月19日 

新潟県基幹病院事業 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

   デジタル式乳房用Ｘ線診断装置及び乳腺画像診断ワークステーション 一式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 納入期限 

  平成31年９月30日（月） 

(4) 納入場所 

  入札説明書による。 

(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

契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

  入札に参加する者に必要な資格は次のとおりとする。 
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(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) 新潟県物品等入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という｡)に登載されている者であること。 

(4) 応札物品が本調達物品の仕様に適合することが確認できた者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先 

   郵便番号 950－8570 

   新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

   新潟県福祉保健部基幹病院整備室 

   電話番号 025－280－5631 

   Ｅメール ngt040300@pref.niigata.lg.jp 

(2) 入札説明書の交付等 

  入札説明書の交付は、本公告の日から上記(1)の場所で行うほか、新潟県入札情報サービスで公開する。 

(3) 入札書の提出方法 

  この一般競争入札に参加を希望する者で、本公告に示した競争参加資格を有すると契約担当者が判断した

者にあっては、下記(4)の入札書の受領期限までに封印した入札書を上記(1)に提出しなければならない。 

  また、新潟県電子入札システムで提出することもできる。 

(4) 入札書の受領期限 

  平成31年５月28日（火） 午後４時 

(5) 開札の日時及び場所 

  平成31年５月29日（水） 午前９時 

  新潟県庁福祉保健部基幹病院整備室 

４ 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 

  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、新潟県財務規則（昭和57年新潟県規則第

10号。以下「規則」という｡)第44条第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 競争入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査を申請する時期及び場所 

  資格者名簿に登載されていない者で、本調達物品の入札への参加を希望するものは、新潟県物品等入札参

加資格審査申請書を平成31年５月９日（木）午後５時までに、上記３(1)の場所に提出しなければならない。 

(5) 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、入札参加申請書等を平成31年５月22日（水）午後４時までに、

本公告に示した競争参加資格を証明する書類を添付して、上記３(1)の場所に提出しなければならない。 

  また、新潟県電子入札システムで提出することもできる。 

  入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から当該書類に関し説明を求め

られた場合は、これに応じなければならない。 

(6) 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。 

(7) 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。 

(8) 契約書作成の要否 

 要 

(9) 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（新潟県基幹病院事業）へ

通報報告を行うこと。 

(10)  契約の停止等 

  当該調達に関し、政府調達に関する苦情の処理手続（平成11年６月新潟県告示第1221号）に基づく苦情申



平成31年４月19日(金) 新  潟  県  報 第31号 

38 

立があったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(11) その他 

  詳細は入札説明書による。 

５ Summary 

 (1) Nature and quantity of the product to be purchased: 

   Digital mammography system  [1]set 

 (2) Deadline for bid participant applications: 

      ４：00P.M. May 28 2019 

 (3) Date of bid opening: 

      ９：00A.M. May 29 2019 

(4) For more information, please contact the following division in Japanese: 

  Key Regional Hospital Management Office 

  Department of Health and Social Welfare 

  Niigata Prefectural Government 

  ４－１ Shinko-cho, Chuo-ku, Niigata City, Niigata Prefecture 

  950－8570 

  JAPAN 

  TEL: 025－280－5631 

  E-mail：ngt040300@pref.niigata.lg.jp 

 

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31年４月19日 

新潟県監査委員 栗 山 和 廣 

新潟県監査委員 石 塚   健 

新潟県監査委員 長 部   登 

新潟県監査委員 高 橋   猛 
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(県民生活・環境部)

対象年度 対象期間

平成31年１月11日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

(防災局)

対象年度 対象期間

平成31年２月18日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

(福祉保健部)

対象年度 対象期間

平成31年３月１日 平成29年度 平成30年１月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年１月18日 平成29年度 平成30年２月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年１月28日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

(産業労働観光部)

対象年度 対象期間

平成31年２月12日 平成29年度 平成30年２月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年２月15日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年１月11日 平成29年度 平成30年１月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

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

放射線監視センター 　適正と認めた。

（注意事項）
　物品の管理に関する事項
　情報等の取扱いに関する事項

歴史博物館 　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

保健環境科学研究所 　適正と認めた。

（注意事項）
　業務管理に関する事項

コロニーにいがた白岩の
里

　適正と認めた。

（指摘事項）
　コロニーにいがた白岩の里使用料収入につい
て、平成30年11月30日現在、過年度調定分178件
4,461,243円が未納となっていた。
　未納額の早期収納に努められたい。

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

新潟学園 （注意事項）
　支出事務手続に関する事項

　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

　　同　　　上

工業技術総合研究所中越
技術支援センター

　　同　　　上

　　同　　　上

計量検定所 　適正と認めた。

　　同　　　上

工業技術総合研究所県央
技術支援センター

　　同　　　上
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平成31年２月12日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年12月31日まで

平成31年２月27日 平成29年度 平成30年１月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年12月31日まで

平成31年２月14日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年１月15日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

(農林水産部)

対象年度 対象期間

平成31年１月22日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年９月30日まで

平成31年１月22日 平成29年度 平成30年１月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年１月30日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年 3月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年１月９日 平成29年度 平成30年１月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

(村上地域振興局)

対象年度 対象期間

平成31年３月４日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

工業技術総合研究所上越
技術支援センター

　適正と認めた。

　　同　　　上

魚沼テクノスクール 　　同　　　上

（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

　　同　　　上

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）
　契約及び履行確認に関する事項

上越テクノスクール 　適正と認めた。

農業総合研究所園芸研究
センター

　適正と認めた。

　　同　　　上

農業大学校

（注意事項）
　交通事故に関する事項

下越家畜保健衛生所 　適正と認めた。

（指摘事項）
　パイプハウス他復旧用資材一式の購入につい
て、物品等指名審査会を開催せず、予定価格書及
び契約書を作成していないものがあった。また、
支出負担行為決議書で処理すべきところ、支出負
担行為兼支出命令決議書で処理していた。
　財務規則に基づいた事務手続を行われたい。

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

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

水産海洋研究所佐渡水産
技術センター

　　同　　　上

　　同　　　上

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
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平成31年３月１日 平成29年度 平成30年１月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

(三条地域振興局)

対象年度 対象期間

平成31年２月12日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

(魚沼地域振興局)

対象年度 対象期間

平成31年３月１日 平成29年度 平成30年１月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

(南魚沼地域振興局)

対象年度 対象期間

平成30年12月27日 平成29年度 平成30年１月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成30年12月27日 平成29年度 平成30年１月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年１月31日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

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

健康福祉部 　適正と認めた。

　　同　　　上

企画振興部 　適正と認めた。

　　同　　　上

県税部 　　同　　　上

（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

健康福祉部 　適正と認めた。

　　同　　　上

健康福祉環境部 　適正と認めた。

（注意事項）
　歳入の収納に関する事項

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

健康福祉環境部 　適正と認めた。

（指摘事項）
　児童家庭費負担金収入について、平成30年10月
31日現在、過年度調定分268件1,373,060円が未納
となっていた。
　未納額の早期収納に努められたい。

（注意事項）
　歳入の収納に関する事項
　個人情報の取扱いに関する事項

（指摘事項）
１　生活保護費徴収金収入（生活保護法第78条）
　について、平成30年11月30日現在、過年度調定
　分86件10,307,562円が未納となっていた。
　　未納額の早期収納に努められたい。

２　生活保護費返還金収入（生活保護法第63条）
　について、平成30年11月30日現在、過年度調定
　分６件2,084,105円が未納となっていた。
　　未納額の早期収納に努められたい。
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(十日町地域振興局)

対象年度 対象期間

平成31年３月１日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

(教育庁)

対象年度 対象期間

平成31年２月６日 平成29年度 平成30年１月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年２月25日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年１月28日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年２月19日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年２月19日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年２月12日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年２月25日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年12月31日まで

平成31年２月19日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年１月21日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年１月11日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年９月30日まで

（注意事項）
　支出事務手続に関する事項

　　同　　　上

新潟中央高等学校 　　同　　　上

（注意事項）
　徴収金会計に関する事項

新潟南高等学校 （注意事項）
　物品の管理に関する事項

　　同　　　上

近代美術館　万代島美術
館

　　同　　　上

　　同　　　上

文書館 　　同　　　上

（注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項

生涯学習推進センター 　適正と認めた。

　　同　　　上

近代美術館 　　同　　　上

　　同　　　上

教育センター 　　同　　　上

　　同　　　上

県立図書館 　　同　　　上

上越教育事務所 　適正と認めた。

　　同　　　上

中越教育事務所 　　同　　　上

企画振興部 （注意事項）
　支出事務手続に関する事項

　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

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31年２月１日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年１月22日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年２月19日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年９月30日まで

平成31年２月８日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年３月４日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年９月30日まで

平成31年２月19日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年１月22日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年１月25日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成30年12月27日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年９月30日まで

平成31年１月31日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年１月31日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年２月７日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

新潟江南高等学校 （注意事項）
　個人情報の取扱いに関する事項

　適正と認めた。

新潟西高等学校 （注意事項）
　個人情報の取扱いに関する事項

（注意事項）
　交通事故に関する事項
　個人情報の取扱いに関する事項

新潟向陽高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

新潟翠江高等学校 　　同　　　上

（注意事項）
　徴収金会計に関する事項

新潟北高等学校 （注意事項）
　支出事務手続に関する事項
　徴収金会計に関する事項

　適正と認めた。

新潟商業高等学校 　　同　　　上

（注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項

新津高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

新津工業高等学校 　　同　　　上

（注意事項）
　歳入の収納に関する事項

巻高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

巻総合高等学校 （注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項
　個人情報の取扱いに関する事項

　　同　　　上

　　同　　　上

白根高等学校 （注意事項）
　徴収金会計に関する事項

（注意事項）
　徴収金会計に関する事項

五泉高等学校 　適正と認めた。
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平成31年１月31日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年２月20日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年１月31日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年１月30日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成30年12月21日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年９月30日まで

平成31年２月８日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年１月16日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年３月４日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成30年12月27日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年１月10日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年２月12日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年１月31日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

新発田高等学校 　適正と認めた。

（指摘事項）
　団体徴収金（後援会費）について、新発田高等
学校後援会設置空調設備保守点検契約の締結にあ
たり、新潟県財務規則に準じれば入札をすべきと
ころ随意契約を行っていた。
　前回監査において、同じ不備があり、注意した
にもかかわらず、今回も適正な事務処理が行われ
ていなかった。新潟県県立学校徴収金会計取扱要
綱に基づく適正な事務処理を行われたい。

西新発田高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

村上高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

荒川高等学校 　　同　　　上

（注意事項）
　歳入の収納に関する事項

新発田南高等学校 　適正と認めた。

（注意事項）
　徴収金会計に関する事項

新発田商業高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

長岡高等学校 　　同　　　上

（注意事項）
　物品に係る帳簿及び書類等に関する事項

長岡大手高等学校 （注意事項）
　徴収金会計に関する事項

　　同　　　上

中条高等学校 （注意事項）
　個人情報の取扱いに関する事項

（注意事項）
　歳入の収納に関する事項

阿賀野高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

　適正と認めた。

長岡農業高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

長岡商業高等学校 　　同　　　上
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平成31年２月22日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年２月27日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年２月13日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年３月４日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年２月８日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年３月１日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年３月１日 平成29年度 平成29年10月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年２月12日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年３月４日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年１月31日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成30年12月21日 平成29年度 平成29年10月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年９月30日まで

正徳館高等学校 （注意事項）
　徴収金会計に関する事項

（注意事項）
　支出事務手続に関する事項

見附高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

三条商業高等学校 　　同　　　上

（注意事項）
　個人情報の取扱いに関する事項

吉田高等学校 　適正と認めた。

（注意事項）
　支出事務手続に関する事項
　徴収金会計に関する事項

三条高等学校 （注意事項）
　徴収金会計に関する事項

（指摘事項）
　歯科検診の関係書類を誤って別の生徒に渡した
ものがあった。
　平成29年度においてＰＴＡ会費等の関係書類の
誤配付が発生したにもかかわらず、平成30年度に
同様の事故が発生した。
　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。

　適正と認めた。

加茂農林高等学校 （指摘事項）
　スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール
事業に係る海外研修旅行業務委託について、前金
払をしているにもかかわらず、契約書が作成され
ていなかった。
　財務規則に基づいた事務手続を行われたい。

（注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項

（注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項

小千谷高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

分水高等学校 　　同　　　上

（注意事項）
　個人情報の取扱いに関する事項

加茂高等学校 （注意事項）
　徴収金会計に関する事項

　　同　　　上

堀之内高等学校 （注意事項）
　徴収金会計に関する事項

　適正と認めた。
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平成31年２月27日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成30年12月27日 平成29年度 平成29年10月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年３月１日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年３月１日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年１月31日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成30年12月27日 平成29年度 平成29年10月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年２月15日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年１月16日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年２月18日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年３月１日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年１月11日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年９月30日まで

平成31年２月22日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

（指摘事項）
　生徒及び保護者239名に対する一斉メールにつ
いて、誤って他者のメールアドレスが表示された
まま送信していた。
　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。

出雲崎高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

　　同　　　上

柏崎総合高等学校 （注意事項）
　個人情報の取扱いに関する事項

　適正と認めた。

柏崎工業高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

柏崎高等学校 　　同　　　上

（注意事項）
　徴収金会計に関する事項

柏崎常盤高等学校 　適正と認めた。

　適正と認めた。

十日町高等学校 （注意事項）
　仮設物の設置に関する事項

（注意事項）
　個人情報の取扱いに関する事項
　徴収金会計に関する事項

十日町総合高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

八海高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

塩沢商工高等学校 （注意事項）
　県管理施設の維持管理に関する事項

（注意事項）
　個人情報の取扱いに関する事項

国際情報高等学校 　適正と認めた。

（注意事項）
　徴収金会計に関する事項

六日町高等学校 　適正と認めた。

小出高等学校 　適正と認めた。
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平成31年２月８日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年３月１日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年３月１日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年１月10日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年１月９日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年３月１日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年２月６日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年２月14日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年２月14日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年２月14日 平成29年度 平成30年１月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年２月19日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年２月５日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年２月１日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

　　同　　　上

高田北城高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

高田南城高等学校 　　同　　　上

高田高等学校 　適正と認めた。

有恒高等学校 　　同　　　上

（注意事項）
　徴収金会計に関する事項

新井高等学校 　適正と認めた。

（注意事項）
　徴収金会計に関する事項

　　同　　　上

上越総合技術高等学校 　　同　　　上

高田商業高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

佐渡総合高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

村上中等教育学校 　　同　　　上

　　同　　　上

糸魚川高等学校 （注意事項）
　徴収金会計に関する事項

（注意事項）
　徴収金会計に関する事項

海洋高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

燕中等教育学校 　　同　　　上

　　同　　　上

新潟聾学校 （注意事項）
　支出事務手続に関する事項
　契約及び履行確認に関する事項

　適正と認めた。

　　同　　　上
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平成31年２月12日 平成29年度 平成29年10月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年２月15日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年３月４日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年２月５日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年２月７日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年１月９日 平成29年度 平成29年10月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年９月30日まで

平成31年１月10日 平成29年度 平成29年10月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年２月19日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年９月30日まで

(警察本部)

対象年度 対象期間

平成31年２月21日 平成29年度 平成30年２月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年12月31日まで

平成31年１月16日 平成29年度 平成29年10月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年１月７日 平成29年度 平成30年１月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

（注意事項）
　交通事故に関する事項

新発田警察署 （注意事項）
　交通事故に関する事項

（注意事項）
　交通事故に関する事項

新潟西警察署 （注意事項）
　交通事故に関する事項
　個人情報の取扱いに関する事項

（注意事項）
　交通事故に関する事項

村上警察署 （注意事項）
　交通事故に関する事項

新潟県立幼稚園 　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

小出特別支援学校 　　同　　　上

　　同　　　上

上越特別支援学校 　　同　　　上

（注意事項）
　物品の管理に関する事項
　徴収金会計に関する事項

吉川高等特別支援学校 （注意事項）
　徴収金会計に関する事項

（注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項

駒林特別支援学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

長岡聾学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

西蒲高等特別支援学校 　　同　　　上

　　同　　　上

江南高等特別支援学校 　　同　　　上

　　同　　　上
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平成31年３月４日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年12月31日まで

平成31年１月９日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成30年12月27日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年２月15日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年１月10日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年２月28日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年１月９日 平成29年度 平成29年10月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年９月30日まで

平成30年12月19日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年９月30日まで

平成31年２月５日 平成29年度 平成29年12月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年11月30日まで

平成31年２月14日 平成29年度 平成30年２月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

平成31年１月24日 平成29年度 平成29年11月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年度 平成30年４月１日から
平成30年10月31日まで

　　同　　　上

（注意事項）
　交通事故に関する事項
　業務管理に関する事項

上越警察署 （注意事項）
　交通事故に関する事項

（注意事項）
　交通事故に関する事項
　個人情報の取扱いに関する事項

妙高警察署 　適正と認めた。

　　同　　　上

南魚沼警察署 　　同　　　上

（注意事項）
　交通事故に関する事項

柏崎警察署 （注意事項）
　交通事故に関する事項
　業務管理に関する事項

（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

与板警察署 （注意事項）
　物品の管理に関する事項

　適正と認めた。

小千谷警察署 　　同　　　上

　　同　　　上

加茂警察署 　　同　　　上

（指摘事項）
　駐車場舗装修繕工事について、変更契約時に変
更工事請負請書を受理し、変更契約書を作成して
いなかった。
　財務規則に基づいた事務手続を行われたい。

（注意事項）
　交通事故に関する事項
　業務管理に関する事項

長岡警察署 （注意事項）
　交通事故に関する事項

　適正と認めた。

津川警察署 （注意事項）
　交通事故に関する事項

（注意事項）
　交通事故に関する事項

新潟南警察署 　適正と認めた。

阿賀野警察署 （注意事項）
　物品の管理に関する事項
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