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◎新潟県告示第393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、令和３年４月２日から実施する。 

令和３年４月２日 

新潟県知事  花 角  英 世 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削り、同表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

改正後 改正前 

 

市町村 学校 

（略） （略） 

上越市 有田小学校 飯小学校 板倉小学校 

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 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 明治小学校 安塚小

学校 八千浦小学校 大和小学校 

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 

 

（略） （略） 

 

市町村 学校 

（略） （略） 

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

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 

（略） （略） 
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柏崎市 荒浜小学校 大洲小学校 柏崎小学

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 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 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 住吉小学校 東豊小

学校 外ヶ輪小学校 豊浦小学校 

七葉小学校 東小学校 藤塚小学校 

二葉小学校 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） 

十日町市 鐙島小学校 上野小学校 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

柏崎市 荒浜小学校 大洲小学校 柏崎小学

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） 

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

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
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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 

（略） （略） 

村上市 朝日さくら小学校 朝日みどり小学

校 岩船小学校 小川小学校 金屋

小学校 神納小学校 山辺里小学校 

さんぽく小学校 瀬波小学校 平林

小学校 保内小学校 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 神林中学校 山北中学校 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） 

南魚沼市 赤石小学校 五十沢小学校 石打小

学校 上田小学校 後山小学校 浦

佐小学校 上関小学校 大崎小学校 

おおまき小学校 塩沢小学校 城内

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 

 

（略） （略） 

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 

（略） （略） 

村上市 朝日さくら小学校 朝日みどり小学

校 岩船小学校 小川小学校 金屋

小学校 神納小学校 神納東小学校 

山辺里小学校 さんぽく小学校 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 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 神林中学校 山北中学校 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） 

南魚沼市 赤石小学校 五十沢小学校 石打小

学校 後山小学校 浦佐小学校 上

関小学校 大崎小学校 おおまき小

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 

（略） （略） 

  

 

 


