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長野県告示第258号

　長野県県税条例（昭和25年長野県条例第41号。以下「条例」という。）第11条第１項の規定により、条例第69条の 13第１

項第２号に掲げる自動車の同条第２項の規定による自動車税の種別割（条例第69条の 10第２項に規定する証紙徴収の方法に

よるものを除く。）の減免に係る申請（その期限が令和３年４月１日から同年６月29日までの間に到来するものに限る。）に

ついては、その期限を令和３年６月30日とします。

　　令和３年４月30日

� 長野県知事　阿　部　守　一

税　務　課

長野県告示第259号

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定による指定障害児通所支援事業者の指定を次のとおり

事業所ごとに行いました。

　　令和３年４月30日

� 長野県知事　阿　部　守　一
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事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 指定した年月日 障害児通所支援の種類

株式会社クラ・ゼミ
こどもサポート教室

「きらり」塩尻校
塩尻市大門57－９－
2000POST 葡萄の里102

令和３年２月１日
児童発達支援
放課後等デイサービス

株式会社きらっと
かがやきアカデミー
須坂中央教室

須坂市須坂馬場町1672
－１

令和３年２月１日
児童発達支援
放課後等デイサービス

合同会社 sim・ple
放課後等デイサービ
ス sim・ple

諏訪市四賀飯島2315－
５

令和３年３月１日
児童発達支援
放課後等デイサービス

ワンズ株式会社
放課後等デイサービ
スワンズ　J

東御市鞍掛69－８ 令和３年３月１日 放課後等デイサービス

一般社団法人おもちゃの
木

放課後等デイサービ
ス　希常

伊那市西箕輪7884－１ 令和３年３月１日 放課後等デイサービス

株式会社ひふみ
ひふみ　中野たかお
か教室

中野市草間1161－５ 令和３年３月１日
児童発達支援
放課後等デイサービス

株式会社ひふみ
ひふみ　千曲あわさ
教室

千曲市粟佐1295－１ 令和３年３月１日
児童発達支援
放課後等デイサービス

株式会社 Integrity いっぽ。 佐久市野沢394－５ 令和３年３月１日 放課後等デイサービス

合同会社チェリッシュ
多機能型事業所華い
る

松本市大手４丁目９－
４－１階

令和３年４月１日 放課後等デイサービス

一般社団法人ぞうさん 放課後 / 児童発達の
ぞうさん　茅野

茅野市茅野256－14茅
野上原ビル２Ｆ

令和３年４月１日
児童発達支援
放課後等デイサービス

特定非営利活動法人
SALA

放課後等デイサービ
ス SALA

伊那市高遠町下山田
727

令和３年４月１日 放課後等デイサービス

株式会社みらい福祉会
みらいこども南箕輪
教室

上伊那郡南箕輪村8987
－１

令和３年４月１日 児童発達支援

合 同 会 社 RIGHT� MAN�
GROUP

学び舎 with 松本市梓川倭923－４ 令和３年４月１日
児童発達支援
放課後等デイサービス

合同会社 IN ハート
児童発達支援・放課
後等デイサービスイ
ンハート諏訪

諏訪市中洲神宮寺709
－３

令和３年４月１日
児童発達支援
放課後等デイサービス

社会福祉法人佐久市社会
福祉協議会

佐久市社協多機能型
事業所　くれよん

佐久市下小田切11－３ 令和３年４月１日 放課後等デイサービス

特定非営利活動法人四季 にじいろポケット
北佐久郡軽井沢町長倉
2350番地22

令和３年４月１日 居宅訪問型児童発達支援

伊那市
児童発達支援センタ
ー　小鳩園

伊那市山寺1499－７ 令和３年４月１日 保育所等訪問支援

障がい者支援課

長野県告示第260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29条第１項、51条の 14第１項

の規定による指定障害福祉サービス事業者及び指定一般相談支援事業者の指定を次のとおり事業所ごとに行いました。

　　令和３年４月30日

� 長野県知事　阿　部　守　一
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事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 指定した年月日
障害福祉サービス及び地域
相談支援の種類

株式会社友律
ヘルパーステーショ
ンゆうり

安曇野市穂高北穂高
2264番地40

令和３年２月１日 共生型居宅介護

特定非営利活動法人
VistA

シード
松本市中央３丁目７－
31井垣屋テナントＨ号
室

令和３年２月１日 就労継続支援（Ｂ型）

ワンズ株式会社
就労継続支援 A 型事
業所ワンズアドバン
ス

上田市国分１－３－28 令和３年３月１日 就労継続支援（Ａ型）

株式会社ぞうさん 働くぞうさん茅野
茅野市茅野256－14茅
野上原ビル３階

令和３年３月１日 就労継続支援（Ａ型）

株式会社ぞうさん 働くぞうさん茅野
茅野市茅野256－14茅
野上原ビル３階

令和３年３月１日 就労継続支援（Ｂ型）

特定非営利活動法人Ｃｏ
Ｃｏ

居宅介護事業所Ｃｏ
Ｃｏはーと

塩尻市片丘中挾11139
－１

令和３年４月１日 重度訪問介護

有限会社エーシン
訪問介護事業所ユニ
サポすわ

茅野市ちの上原694－
１

令和３年４月１日
居宅介護
重度訪問介護

株式会社サングループ
訪問介護ステーショ
ンたいよう

北佐久郡御代田町大字
馬瀬口518番地７

令和３年４月１日
居宅介護
重度訪問介護

株式会社スタッフシュウ
エイ

アクア駒ケ根訪問介
護

駒ケ根市赤穂16878 令和３年４月１日
居宅介護
重度訪問介護

株式会社みらい福祉会 みらいホーム宮ノ上 飯田市宮ノ上4035－５ 令和３年４月１日 共同生活援助

株式会社 HEART 飯田中央ワーキング
飯田市中央通り４丁目
49番

令和３年４月１日 就労継続支援（Ｂ型）

株式会社Ｍｉｒａｉ
就労移行支援事業所
Ｍｉｒａｉ

諏訪市高島三丁目1201
番地418　２階

令和３年４月１日 就労移行支援（一般型）

株式会社暖
障がい者多機能型事
業所おぷしょんｓｐ

伊那市御園734－12 令和３年４月１日 就労定着支援

株式会社和楽座 桑郷の家 上田市小牧652－２ 令和３年４月１日 生活介護

社会福祉法人みまき福祉
会

多機能型事業所ユニ
バーサルワークセン
ターみまき

東御市布下６－１ 令和３年４月１日 就労継続支援（Ａ型）

社会福祉法人みまき福祉
会

多機能型事業所ユニ
バーサルワークセン
ターみまき

東御市布下６－１ 令和３年４月１日 就労継続支援（Ｂ型）

社会福祉法人りんどうの
会

上田ひもろ木園福祉
就労舎

上田市保野675番地 令和３年４月１日 就労継続支援（Ｂ型）

社会福祉法人佐久市社会
福祉協議会

佐久市社協多機能型
事業所くれよん

佐久市下小田切11番地
３

令和３年４月１日 生活介護

社会福祉法人山形村社会
福祉協議会

デイサービスセンタ
ーいちいの里

東筑摩郡山形村4520－
１

令和３年４月１日 生活介護

社会福祉法人親愛の里 喬木村さくらの園
下伊那郡喬木村938－
２

令和３年４月１日 就労継続支援（Ｂ型）
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特定非営利活動法人まご
ころ

まごころ千曲 千曲市屋代1454番地３ 令和３年４月１日 生活介護

特定非営利活動法人想
多機能型事業所オレ
ンジ

上田市本郷787番地３ 令和３年４月１日 生活介護

株式会社ウォームブラン
ケット

相談支援事業所 Bell
上田市中央二丁目８番
10号

令和３年４月１日 一般相談支援

障がい者支援課

長野県告示第261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46条第２項、51条の 25第２項

の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者及び指定一般相談支援事業者から当該指定に係る事業を廃止する旨

の届出がありました。

　　令和３年４月30日

� 長野県知事　阿　部　守　一

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 廃止した年月日 障害福祉サービスの種類

特定非営利活動法人長野
コアラ

特定非営利活動法人
長野コアラ

中野市中野1513 令和３年２月28日 居宅介護

特定非営利活動法人Ｃｏ
Ｃｏ

居宅介護事業所辰野
ＣｏＣｏはーと

上伊那郡辰野町大字赤
羽265番地1

令和３年３月31日
居宅介護
重度訪問介護
行動援護

特定非営利活動法人やま
びこ会

ひまわりハウス横内 茅野市ちの 2943番地２ 令和３年３月31日 共同生活援助

株式会社ディアローグ I-WORK
木曽郡上松町大字小川
1975－１

令和３年３月31日 就労移行支援（一般型）

社会福祉法人ちいさがた
福祉会

ナナーラ 東御市祢津351－１ 令和３年３月31日 生活介護

社会福祉法人りんどうの
会

上田ひもろ木園福祉
就労舎

上田市保野675番地 令和３年３月31日 就労継続支援（Ａ型）

社会福祉法人親愛の里 喬木村さくらの園
下伊那郡喬木村983番
地２

令和３年３月31日 就労継続支援（Ｂ型）

社会福祉法人中信社会福
祉協会

松本障害者雇用支援
センター

松本市寿北７－１－37 令和３年３月31日 就労移行支援（一般型）

特定非営利活動法人地域
循環ネットワーク

学舎　あそおか 上田市古安曽1566-5 令和３年３月31日 就労継続支援（Ｂ型）

社会福祉法人高水福祉会 常岩の里ながみね 飯山市飯山3599- １ 令和３年３月31日 一般相談支援

障がい者支援課

長野県告示第262号

　令和２年長野県告示第526号により土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の指定をした形質変更時要届出

区域（同条第２項に規定する形質変更時要届出区域をいう。以下同じ。）の全部について、同項の規定によりその指定を解

除します。

　　令和３年４月30日

� 長野県知事　阿　部　守　一
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水大気環境課

長野県告示第263号

　長野県収入証紙条例（昭和39年長野県条例第58号）第９条第１項の規定により、令和３年４月21日、次の者を売りさばき

人に指定しました。

　　令和３年4月30日

� 長野県知事　阿　部　守　一

売りさばき人の
氏名（名称）

住　　　所 売りさばき場所

セブン - イレブン長野市
役所店
店長　小泉　北斗

長野県長野市大字鶴賀緑町1613
長野県長野市大字鶴賀緑町1613
セブン -イレブン長野市役所店

会　計　課

長野県諏訪建設事務所告示第４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、次のとおり道路の区域を変更します。

　その関係図面は、告示の日から令和３年５月24日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県諏訪建設事務所において、

一般の縦覧に供します。

　　令和３年４月30日

� 長野県諏訪建設事務所長　木　村　智　行

１　道路の種類　　県道

２　路��線��名　　岡谷茅野線

３　道路の区域　

区　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

諏訪市大字豊田字小場沢2538番の２地先から
諏訪市大字湖南字湯田1580番の６地先まで

旧

ｍ

7.1 ～ 15.3

Km

3.3055

諏訪市大字豊田字小場沢2538番の２地先から
諏訪市大字湖南字城下1332番の４地先まで

10.4 ～ 28.6 2.4688

諏訪市大字豊田字小場沢2538番の２地先から
諏訪市大字湖南字湯田1580番の６地先まで

新

7.1 ～ 15.3 3.3055

諏訪市大字豊田字小場沢2538番の２地先から
諏訪市大字中洲字湯田258番の１地先まで

10.4 ～ 28.6 3.5606

１　指定を解除する形質変更時要届出区域

　　東筑摩郡筑北村西条2265番１の一部、2269番１の一部、2270番の一部、2343番36 の一部及び 2343番36地先の一部

２�　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）第31条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

３　形質変更時要届出区域において講じられた汚染の除去等の措置

　　土壌汚染の除去

道路管理課
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長野県松本建設事務所告示第５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、次のとおり道路の区域を変更します。

　その関係図面は、告示の日から令和３年５月24日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県松本建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和３年４月30日

� 長野県松本建設事務所長　藤　本　　　済

１　道路の種類　　県道

２　路��線��名　　会田西条停車場線

３　道路の区域

区　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

松本市中川字東ミカド 3237番の５地先から
松本市中川字庭下3219番の６地先まで

旧
ｍ

5.5 ～ 7.5
Km

0.4343

同　　　　　上 新 7.0 ～ 10.0 0.4343

道路管理課

長野県北信建設事務所告示第７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、次のとおり道路の区域を変更します。

　その関係図面は、告示の日から令和３年５月24日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県北信建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和３年４月30日

� 長野県北信建設事務所長　丸　山　　　進

１　道路の種類　　県道

２　路��線��名　　秋山郷森宮野原停車場線

３　道路の区域　　

区　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

下水内郡栄村大字堺字横平16017番の４地先から
下水内郡栄村大字堺字白土17332番の１地先まで

旧
ｍ

8.8 ～ 14.2
Km

0.0572

同　　　　　上 新 8.8 ～ 96.7 0.0572

道路管理課

長野県松本建設事務所告示第６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、次のとおり道路の供用を開始します。

　その関係図面は、告示の日から令和３年５月24日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県松本建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和３年４月30日

� 長野県松本建設事務所長　藤　本　　　済

１　路　　　線　　　名　　会田西条停車場線

２　供用を開始する区間

　　松本市中川字東ミカド 3237番の５地先から

　��松本市中川字庭下3219番の６地先まで

３　供用を開始する期日　　令和３年４月30日

道路管理課
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長野県北信建設事務所告示第８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、次のとおり道路の供用を開始します。

　その関係図面は、告示の日から令和３年５月24日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県北信建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和３年４月30日

� 長野県北信建設事務所長　丸　山　　　進

１　路　　　線　　　名　　秋山郷森宮野原停車場線

２　供用を開始する区間

　　下水内郡栄村大字堺字横平16017番の４地先から

　　下水内郡栄村大字堺字白土17332番の１地先まで

３　供用を開始する期日　　令和３年４月30日

道路管理課

公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定により、

次のとおり公告し、当該届出書及び添付書類を縦覧に供します。

　なお、同法第８条第２項の規定により意見を述べようとする者は、縦覧期間満了の日までに知事あてに意見書を提出する

ことができます。

　　令和３年４月30日

� 長野県知事　阿　部　守　一

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　（仮称）ダイレックス千曲店

　　　千曲市大字寂蒔535番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　ダイレックス株式会社

　　　代表取締役　多田　高志

　　　　佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地

３　大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　ダイレックス株式会社

　　　代表取締役　多田　高志

　　　　佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地

４　大規模小売店舗の新設をする日

　　令和３年12月17日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　1,312平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の収容台数　　　　　　60台

　⑵　駐輪場の収容台数　　　　　　15台

　⑶　荷さばき施設の面積　　　　　70平方メートル

　⑷　廃棄物等の保管施設の容量　　10.71立方メートル

　　（注）各施設の位置は、届出書に添付された図面のとおり

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

小売業者名 開店時刻 閉店時刻

ダイレックス株式会社 午前９時 午後10時


