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１　要綱の名称

　　令和４年度長野県立中学校入学者選抜要綱

２　要綱の内容

　�　要綱の内容は、長野県教育委員会のホームページ（https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyoiku/jukense/index.html）に掲

載しました。

高校教育課

長野県公安委員会告示第34号

　長野県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（令和元年長野県公安委員会規則第７

号）第３条の規定により、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う手続等につ

いて、当該手続等の根拠となる法令の名称及び条項を次のとおり告示し、令和３年６月１日から施行します。

　　令和３年５月31日

� 長野県公安委員会委員長　矢ケ崎　　　学

名　　　　称 条　　　　項

道路交通法（昭和35年法律第105号） 第78条第１項

第78条第４項

第78条第５項

警備業法（昭和47年法律第117号） 第16条第２項

第16条第３項

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

施行規則（平成３年国家公安委員会規則第４号）
第17条第１項

公告

　次のとおり随意契約の相手方を決定しました。

　　令和３年５月31日

� 長野県知事　阿　部　守　一　

１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量

　　令和３年度長野県自治体情報セキュリティクラウド運用業務委託　一式

２　契約に関する事務を担当する課の名称及び所在地

　(1)�名　称　長野県企画振興部ＤＸ推進課デジタルインフラ整備室

　(2)�所在地　長野市大字南長野字幅下692－２

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和３年３月22日

４　随意契約の相手方の名称及び所在地

　(1)�名　称　株式会社　電算

　(2)�所在地　長野市鶴賀七瀬中町276－６

５　随意契約に係る契約金額

　　54,434,406円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約の理由

　　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）第11条第１項第１号該当

生活安全企画課
組織犯罪対策課
交�通�規�制�課
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公告

　次のとおり一般競争入札に付します。

　　令和３年５月31日

� 長野県知事　阿　部　守　一�

１　入札に付する事項

　(1)�調達をする物品

　　　別表のとおり

　(2)�物品等の特質

　　　仕様書のとおり

　(3)�納入期限��

　　　別表のとおり

　(4)�納入場所

　　　別表のとおり

　(5)�入札方法

　　�　別表の調達する物品ごとに入札します。なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10

に相当する額を加算した金額（当該加算した金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって落札

価格としますので、入札者は、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、見積もった契約金額の 110 分の

100 に相当する金額を入札書に記載してください。

２　入札に参加する者に必要な資格

　　次のいずれにも該当する者であることとします。

　(1�)�地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号。以下「政令」という。）第 167 条の４第１項又は財務規則（昭和 42年長野県規則第２号。

以下「規則」という。）第 120 条第１項の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。

　(2�)�長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約（建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事

の監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。）に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格（平成 30

税　務　課

公告

　次のとおり随意契約の相手方を決定しました。

　　令和３年５月31日

� 長野県知事　阿　部　守　一

１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量

　　令和３年度税務電算システム保守運用業務　一式

２　契約に関する事務を担当する課の名称及び所在地

　(1)�名　称　長野県総務部税務課

　(2)�所在地　長野市大字南長野字幅下692－２

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和３年３月26日

４　随意契約の相手方の名称及び所在地

　(1)�名　称　株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

　(2)�所在地　東京都江東区豊洲三丁目３番３号

５　随意契約に係る契約金額

　　101,620,200円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約の理由

　　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）第11条第１項第２号

ＤＸ推進課デジタルインフラ整備室
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年長野県告示第 588 号）の「物件の買入れ」の等級が「Ａ」に区分されている者であること。

　(3)�調達をする物品に関し、メンテナンス（点検整備、修理等）を迅速に行う体制が整備されている者であること。

　(4�)�長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成23年３月25日付け 22管第285号）に基づく入

札参加停止を受けている期間中の者でないこと。

　(5�)�長野県暴力団排除条例（平成23年長野県条例第21号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条例第６条第１項に規定する暴

力団関係者でないこと。

３　一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格の申請

　�　この入札に参加を希望する者で２の (2) に該当しないものは、次のとおり一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な

資格を申請することができます。なお、入札の時までに２の (2) に該当していなければ、入札に参加することはできません。　

　(1)�申請書の入手先

　　　次のアドレスからダウンロードすることができるほか、(3) の場所で入手できます。

　　　https://www.pref.nagano.lg.jp/kensa/kensei/nyusatsu/bukken/2019_2020_sankashikaku.html

　(2)�申請を行う時期

　　　随時受け付けます。

　(3)�問い合わせ先

　　　長野市大字南長野字幅下 692―２

　　　長野県会計局契約・検査課

　　　電話　026（235）7079

４　仕様書及び入札説明書の交付場所、契約条項等を示す場所並びに問い合わせ先

　　長野市大字南長野字幅下 692―２

　　長野県建設部道路管理課

　　電話　026（235）7302

　　入札説明書等は、次のアドレスからダウンロードすることができます。

　　https://www.pref.nagano.lg.jp/kensa/kensei/nyusatsu/buppin/yoshiki.html

５　入札手続等

　(1)�契約手続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)�入札及び開札の日時及び場所

　　ア　日時　別表のとおり

　　イ　場所　長野市大字南長野字幅下 692―２

　　　　　　　長野県庁西庁舎１階入札室

　(3)�郵送（書留郵便に限る。）による場合の入札書の受領期限及び提出場所

　　ア　日時　令和３年７月９日（金）　午後５時

　　イ　場所　長野市大字南長野字幅下 692―２（県庁専用郵便番号　380―8570）

　　　　　　　長野県会計局契約・検査課

　(4)�入札者に要求される事項

　　�　この入札に参加を希望する者は、令和３年７月２日（金）正午までに技術資料等を提出してください。また、令和３年７月８日（木）

午後５時までに入札申込書を提出してください。

　(5)�入札保証金

　　　政令第 167 条の７第１項に規定する入札保証金を、別に定める期限までに納付してください。

　　�　ただし、規則第 126 条第２項各号に掲げる担保を提供した場合又は規則第 127 条各号に該当する場合は、納付する必要はあり

ません。

　(6)�契約保証金

　　　政令第 167 条の 16 第１項に規定する契約保証金を、別に定める期限までに納付してください。

　　�　ただし、規則第 126 条第２項各号に掲げる担保を提供した場合又は規則第 143 条各号に該当する場合は、納付する必要はあり

ません。

　(7)�入札の無効

　　　規則第 129 条各号に該当する入札書は、無効とします。

　(8)�契約書作成の要否

　　　必要とします。

　(9)�落札者の決定方法

　　　予定価格の制限の範囲内に達した入札であって、最低の価格をもってした者を落札者として決定します。

６　その他

　　詳細は、仕様書及び入札説明書によります。



8 令和３年（2021年）５月31日（月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第208号長　 野　 県　 報

　�（別表）

番号 調達する物品 数量 納入場所
入札及び
開札日

入札及び
開札時間

納入期限

１
除雪ドーザ

（13t 級�ＳＡ�両サイドシャッタ付）
３台

佐久建設事務所

上田建設事務所

大町建設事務所

令和３年

７月12日
午前10時00分

令和３年

12月17日

２
凍結防止剤散布車

（乾式�2.5立米級）
２台

須坂建設事務所

長野建設事務所
〃 午前10時15分

令和３年

12月17日

３
凍結防止剤散布車

（湿式�2.5立米級）
２台

松本建設事務所

大町建設事務所
〃 午前10時30分

令和３年

12月17日

４
凍結防止剤散布車

（乾式�2.0立米級）
３台

飯田建設事務所

木曽建設事務所

北信建設事務所

（中野事務所）

〃 午前10時45分
令和３年

12月17日

５
凍結防止剤散布車

（乾式�1.0立米級）
４台

佐久建設事務所

佐久建設事務所

（佐久北部事務所）

伊那建設事務所

（２台）

〃 午前11時00分
令和３年

12月17日

７　Summary

　(1)�Nature�and�quantity�of�products�to�be�procured:�As�described�in�the�appendix

　(2)�Delivery�deadline:�As�described�in�the�appendix�

　(3)�Delivery�location:�As�described�in�the�appendix

　(4)�Contact�information:

　　　Nagano�Prefectural�Government,�Accounting�Bureau,�Contract�and�Audit�Division

　　　692-2�Habashita,�Minaminagano,�Nagano�City,�Nagano,�380-8570�Japan�

　　　Tel:�+81-26-235-7079�(Japanese�only)

　(5)�Hand�delivery�submission:

　　　Deadline:�As�described�in�the�appendix

　　　Location:�Nagano�Prefectural�Office,�West�Annex,�1st�Floor,�Bidding�Room

　(6)�Mail-in�submission�(registered�mail�only):

　　　Deadline:�Friday,�July�9,�2021,�5:00�p.m.�(JST)

　　　Mailing�address:�Nagano�Prefectural�Government�

　　　　　　　　　　　�Accounting�Bureau�

　　　　　　　　　　　�Contract�and�Audit�Division

　　　　　　　　　　　�692-2�Habashita,�Minaminagano,�Nagano�City,�Nagano�

　　　　　　　　　　　�380-8570�(Exclusive�postal�code�for�the�Nagano�Prefectural�Office)

　　　　　　　　　　　�Japan

Appendix

Procurement
Number

Products�to�be�
Procured

Quantity Delivery�Location

Tendering�
and�Bid�
Opening�
Date

Tendering�
and�Bid�
Opening�
Time

Delivery
Deadline

１
Snow�dozer�(13�t,�
SA,�shutters�on�
both�sides)

3�units
Saku�Construction�Office
Ueda�Construction�Office
Omachi�Construction�Office

July�12,
2021

10:00�a.m.
December�

17,
2021

２
Gritter�truck
(Dry�type,�2.5�m3)

2�units
Suzaka�Construction�Office
Nagano�Construction�Office

July�12,
2021

10:15�a.m.
December�

17,
2021

３
Gritter�truck�
(Wet�type,�2.5�m3）

2�units
Matsumoto�Construction�Office
Omachi�Construction�Office

July�12,
2021

10:30�a.m.
December�

17,
2021
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４
Gritter�truck
(Dry�type,�2.0�m3)

3�units

Iida�Construction�Office
Kiso�Construction�Office
Hokushin�Construction�Office
(Nakano�Management�Office)

July�12,
2021

10:45�a.m.
December�

17,
2021

５
Gritter�truck
(Dry�type,�1.0�m3)

4�units

Saku�Construction�Office
Saku�Construction�Office
(Sakuhokubu�Management�Office)
Ina�Construction�Office
(2�units)

July�12,
2021

11:00�a.m.
December�

17,
2021

建設政策課

公告

　長野県西部箕輪土地改良区の役員について、次のように就退任の届出がありました。

　　令和３年５月31日

� 長野県上伊那地域振興局長　竹　村　浩一郎　

理　事

　新　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　柴　　　一　吉　　箕輪町大字中箕輪14149番地６

　　大　槻　信　三　　箕輪町大字中箕輪5935番地

　　向　山　　　昇　　箕輪町大字中箕輪16088番地

　　向　山　壽美治　　箕輪町大字中箕輪7644番地

　　大　槻　正　博　　箕輪町大字中曽根247番地２

　　向　山　久　俊　　箕輪町大字中箕輪15217番地１

　　林　　　智　広　　箕輪町大字中箕輪4761番地１

　　有　賀　　　勉　　箕輪町大字中箕輪3799番地

　　泉　澤　佳　人　　箕輪町大字中箕輪3213番地１

　　小　野　健一朗　　箕輪町大字中箕輪9784番地４

　　上　田　廣　実　　箕輪町大字中箕輪9855番地

　　小　森　義　男　　箕輪町大字三日町663番地３

　重　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　内　山　孝　一　　箕輪町大字中箕輪13115番地

　　浦　野　茂　生　　箕輪町大字中箕輪594番地１

　　白　鳥　政　徳　　箕輪町大字福与1804番地１

　退　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　泉　澤　秀　雄　　箕輪町大字中箕輪3206番地２

　　小　平　堅　一　　箕輪町大字中箕輪3749番地

　　小　林　正　俊　　箕輪町大字中箕輪3730番地1003

　　唐　澤　敏　一　　箕輪町大字中箕輪5700番地

　　唐　澤　　　茂　　箕輪町大字中箕輪7456番地

　　向　山　秋　男　　箕輪町大字中箕輪14742番地２

　　柴　　　久　男　　箕輪町大字中曽根306番地４

　　松　田　　　孝　　箕輪町大字中箕輪8535番地３

　　千　野　　　伸　　箕輪町大字中箕輪8414番地

　　窪　田　俊　男　　箕輪町大字中箕輪13964番地４

　　伯耆原　　　修　　箕輪町大字中箕輪16035番地

　　鳥　山　晃　一　　箕輪町大字三日町1867番地１
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監　事

　新　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　田　中　幸　雄　　箕輪町大字中箕輪8466番地４

　　林　　　明　男　　箕輪町大字中箕輪4773番地

　　平　松　生　男　　箕輪町大字中箕輪13961番地５

　退　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　関　　　文　成　　箕輪町大字中箕輪3775番地

　　向　山　正　芳　　箕輪町大字中箕輪7489番地

　　唐　澤　和　雄　　箕輪町大字中箕輪12807番地１

農地整備課

公告

　銃砲刀剣類所持等取締法（昭和 33 年法律第６号）第５条の３第１項に規定する講習会を次のとおり開催します。

　　令和３年５月31日

� 長野県公安委員会

１　講習会の種別及び受講対象者

講習会の種別 受　　講　　対　　象　　者

経験者講習

　長野県内に住所を有する者で、銃砲刀剣類所持等取締法第４条第１項第１号の規

定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を受けようとするもの（現に同号の規定

による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者に限る。）又は同法第７条の

３第２項の規定による許可の更新を受けようとするもの

２　講習会の開催の日時、場所及び定員

開　催　日 時　間 講習会場 場　　　　　　　　所 定員

７月４日（日）

午後１時

か　ら

午後４時

ま　で

松本会場

東筑摩郡山形村2040番地１

　山形村農業者トレーニングセンター

【新型コロナウイルス感染防止のため中止又は会

場や定員変更となる場合あり】

40名

７月８日（木）

午後１時

か　ら

午後４時

ま　で

中野会場

中野市大字壁田955番地

　北信合同庁舎

【新型コロナウイルス感染防止のため中止又は会

場や定員変更となる場合あり】

45名

７月14日（水）

午後１時

か　ら

午後４時

ま　で

小諸会場

小諸市大字菱平2725番地

　長野県動物愛護センター

【新型コロナウイルス感染防止のため中止又は会

場や定員変更となる場合あり】

25名

７月21日（水）

午後１時

か　ら

午後４時

ま　で

駒ヶ根会場

駒ヶ根市上穂栄町23番地1

　駒ヶ根総合文化センター

【新型コロナウイルス感染防止のため中止又は会

場や定員変更となる場合あり】

25名

３　講習科目及び時間数

講　習　科　目 時間数

猟銃及び空気銃の所持に関する法令 ２時間

猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱い １時間
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４　受講手続

　(1)�受講の申込み

　　�　受講しようとする者は、猟銃等講習受講申込書（以下「申込書」という。）に必要な事項を記入し、写真（提出前６月以内に撮

影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ 3.0 センチメートル、横の長さ 2.4 センチメートルの写真で、裏面に氏名及び撮

影年月日を記載したもの）を添えて、住所地を管轄する警察署に申し込んでください。

　(2)�申込書の受付期間

　　�　受けようとする講習会の開催日の前月の初日から当該開催日の５日前の日まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭

和23年法律第178号）に規定する休日を除きます。）とします。ただし、定員に達した場合は、当該受付期間内であっても申込みを

締め切ります。

　(3)�受講手数料

　　　受講手数料3,000円は、長野県収入証紙（申込書に貼り、消印はしないでください。）により納付してください。

５　その他

　(1)�受講当日は、筆記用具を持参してください。

　(2)�受講についての問い合わせ及び申込書の用紙の請求は、最寄りの警察署に行ってください。

　(3)�この講習の実施に際して収集する個人情報は、この講習のために必要な範囲でのみ利用します。

生活安全企画課

公告

　次のとおり一般競争入札に付します。

　　令和３年５月31日

� 長野県警察本部刑事部科学捜査研究所長　黒　岩　信　也

１　入札に付する事項

　(1)�借入をする物品等及び数量

　　　ガスクロマトグラフ質量分析計システム一式

　(2)�物品等の特質

　　　入札説明書及び仕様書によります。

　(3)�借入期間

　　　令和３年９月１日から令和８年８月31日まで（地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に規定する長期継続契約）

　(4)�借入場所

　　　長野市松代町西条3916　警察機動センター内

　　　長野県警察本部刑事部科学捜査研究所

　(5)�入札方法

　　�　１月当たりの賃借額について行います。なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10

に相当する額を加算した金額（当該加算した金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって落札

価格としますので、入札者は、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、見積もった契約金額の 110分の

100 に相当する金額を入札書に記載してください。

２　入札に参加する者に必要な資格

　　次のいずれにも該当する者であることとします。

　(1�)�地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の４第１項又は財務規則（昭和42年長野県規則第２号。

以下「規則」という。）第120条第１項の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。

　(2�)�長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約（建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事

監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。）に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成

30年長野県告示第588号）の「その他の契約」の等級がＡに区分されている者であること。

　(3�)�長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成23年３月25日付け 22管第285号）に基づく入

札参加停止を受けている期間中の者でないこと。

　(4�)�長野県暴力団排除条例（平成23年長野県条例第21号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条例第６条第１項に規定する暴

力団関係者でないこと。

　(5)�借入物品等に関し、アフターサービス及びメンテナンス（保守及び管理）を迅速に行う体制が整備されている者であること。

３　一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格の申請

　�　この入札に参加を希望する者で２の (2) に該当しないものは、次のとおり資格を申請することができます。なお、入札の時まで

に２の (2) に該当していなければ、入札に参加することはできません。
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　(1)�申請書の入手先

　　　次のアドレスからダウンロードすることができるほか、(3) の場所で入手できます。

　　　https://www.pref.nagano.lg.jp/kensa/kensei/nyusatsu/bukken/2019_2020_sankashikaku.html

　(2)�申請を行う時期

　　　随時受け付けます。

　(3)�問い合わせ先

　　　長野市大字南長野字幅下692－２

　　　長野県会計局契約・検査課用品調達係

　　　電話　026（235）7079

４　入札説明書の交付場所、契約条項等を示す場所及び問い合わせ先

　　長野市松代町西条3916　警察機動センター内

　　長野県警察本部刑事部科学捜査研究所

　　電話　026（278）9500　内線　502

５　入札手続等

　(1)�契約手続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)�入札及び開札の日時及び場所

　　　ア　日時　令和３年７月15日（木）　午前10時

　　　イ　場所　長野市松代町西条3916

　　　　　　　　警察機動センター　２階　休憩室

　(3)�郵送（書留郵便に限る。）による場合の入札書の受領期限及び提出場所

　　　ア　受領期限　令和３年７月14日（水）　午後５時

　　　イ　提出場所　長野市松代町西条3916　警察機動センター内（郵便番号381－1232）

　　　　　　　　　　長野県警察本部刑事部科学捜査研究所

　(4)�入札者に要求される事項

　　�　この入札に参加を希望する者は、入札説明書に定める必要事項について説明した書類を、令和３年７月12日（月）午後４時ま

でに上記４の場所に提出してください。この場合において、入札日の前日までに必要な証明書等の内容に関する照会があったと

きは、入札に参加を希望する者の負担において説明してください。

　(5)�入札保証金

　　�　政令第167条の７第１項に規定する入札保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、規則第126条第２項各号

に掲げる担保を提供した場合又は規則第127条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。

　(6)�契約保証金

　　�　政令第167条の 16第１項に規定する契約保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、規則第126条第２項各号

に掲げる担保を提供した場合又は規則第143条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。

　(7)�入札の無効

　　　規則第129条各号に該当する入札書は、無効とします。

　(8)�契約書作成の要否

　　　必要とします。

　(9)�落札者の決定方法

　　　予定価格の制限の範囲内であって、最低の価格をもって入札をした者を落札者として決定します。

６　その他

　(1�)�この入札に係る契約は、地方自治法第234条の３に規定する長期継続契約です。この契約を締結した翌年度以降において、当該

契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、長野県警察本部刑事部科学捜査研究所長は、この契約を変更し、又は解除

することができるものとします。

　(2)�詳細は、入札説明書及び仕様書によります。

７　Summary

　(1)�Nature�and�quantity�of�the�products�to�be�leased:

　　　Gas�Chromatograph-Mass�Spectrometer�System,�1�set

　(2)�Lease�Duration:

　　　From�September�1,�2021�until�August�31,�2026

　(3)�Delivery�places:

　　　Criminal�Investigation�Laboratory,�Criminal�Investigation�Department,�

　　　Nagano�Prefectural�Police�Headquarters

　　　3916,�Nishijo,�Matsushiro,�Nagano�City
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　(4)�Contact�place�for�information�about�the�tender;�Description/conditions/and�other�inquiries:

　　　Criminal�Investigation�Laboratory,�Criminal�Investigation�Department,�

　　　Nagano�Prefectural�Police�Headquarters

　　　3916,�Nishijo,�Matsushiro,�Nagano�City

　　　Tel:�026-278-9500�Ext.�502

　(5)�Time�and�place�for�the�tender�and�bid�opening:

　　　Time:�10:00�a.m.,�July�15�2021

　　　Place:�Criminal�Investigation�Laboratory,�Criminal�Investigation�Department,

　　　　　　�Nagano�Prefectural�Police�Headquarters

　　　　　　�3916,�Nishijo,�Matsushiro,�Nagano�City

　(6)�Time�limit�for�the�tender�by�mail�and�the�delivery�location:

　　　Time:�4:00�p.m.,�July�12,�2021

　　　Place:�Criminal�Investigation�Laboratory,�Criminal�Investigation�Department,�

　　　　　　�Nagano�Prefectural�Police�Headquarters

　　　　　　�3916,�Nishijo,�Matsushiro,�Nagano�City�381-1232

科学捜査研究所

長野県訓令第16号

長野県教育委員会訓令第10号

� 本 庁 内 部 部 局

� 教育委員会事務局

長野県統計調査調整規程
昭和52年長野県訓令第８号

の一部を次のように改正します。
昭和52年長野県教育委員会訓令第４号

　　令和３年５月31日

� 長野県知事　阿　部　守　一　

� 長 野 県 教 育 委 員 会 　

　第２条の２第１項中「情報政策課統計室長」を「総合政策課統計室長」に改める。

総合政策課統計室

教 育 政 策 課
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