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公告

　表彰規則（昭和34年長野県規則第６号）第２条第1項の規定により、令和３年６月15日付けで次の者を表彰しました。

　　令和３年６月28日

	 長野県知事　阿　部　守　一

産業功労者

　阿　部　眞　一　　　　　荒　井　亮　治　　　　　薄　井　朋　介

　内　川　輝　雄　　　　　北　沢　資　謹　　　　　木　村　不二雄

　工　藤　洋　吉　　　　　窪　田　福　美　　　　　倉　科　集　雄

　清　水　光　朗　　　　　白　鳥　典　彦　　　　　髙　橋　秀　生

　滝　澤　勝　一　　　　　中　澤　繁　夫　　　　　浜　　　行　雄

　林　　　幹　雄　　　　　堀　　　正　秋　　　　　松　島　信　雄

　宮　澤　彰　博　　　　　久保田　茂　登　　　　　土　屋　　　學

　峯　村　　　弘　　　　　宇都宮　　　保　　　　　小　口　　　明

　山　口　智　也

産業功労団体

　有限会社トップリバー　　農事組合法人まっくんファーム

地方自治功労者

　佐々木　祥　二　　　　　毛　利　榮　子　　　　　内　堀　次　雄

　杉　本　幸　治　　　　　中　村　直　行　　　　　原　　　利　夫

　藤　森　スマエ　　　　　栁　澤　旨　賢　　　　　柳　平　千代一

教育功労者

　小　林　勝　彦　　　　　濱　田　州　博　　　　　長谷部　三　弘

体育功労者

　荒　井　邦　夫　　　　　髙　山　久　男

消防功労者

　滝　沢　良　一　　　　　忠　地　祐　一　　　　　田　中　春　洋

　土　屋　勝　浩　　　　　永　井　悦　郎　　　　　　　岡　幸　徳

　古　屋　恒　晴　　　　　村　山　孝　信

統計功労者

　濱　　　元　明

社会福祉功労者

　伊　藤　篤　志　　　　　小　林　和　夫

保健衛生功労者

(	故	)	 岡　田　啓　治　　　小　池　義　一　　　　　町　田　公　一

　水　野　　　優

卓越技能功労者

　石　本　愛　子　　　　　塩　原　　　健

建設事業功労者

　浅　井　淳　一　　　　　清　沢　由　幸　　　　　菅　沼　幸　一

　永　森　幸　繁　　　　　依　田　幸　光
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環境保全功労者

　大　沢　謙　一　　　　　友　野　正　二

青少年健全育成功労者

　佐　野　喜太郎

納税推進功労者

　吉　田　元　男

防犯功労者

　成　澤　重　治

山岳遭難救助功労者

　良　波　益　男

警察功労者

　関　森　春　美

人　事　課

公告

　建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第３項の規定による処分を次のとおり行いました。

　　令和３年６月28日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　処分をした年月日

　　令和３年６月28日

２　処分を受けた者の商号、主たる営業所の所在地及び代表者の氏名

　　株式会社フロンティア

　　上田市小島333番地

　　中　村　喜　則

３　処分の内容

　　建設業法第28条第３項の規定による営業の停止命令

　(1)	停止を命ずる営業の範囲

　　　建設業に係る営業の全部

　(2)	期間

　　　令和３年７月12日から令和３年７月16日までの５日間

４　処分の原因となった事実

　	　株式会社フロンティアは、建設業法第３条第１項の規定による建設業の許可を受けていないにもかかわらず、同項に違反して、同

項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない建設工事を繰り返し請け負った。

　　このことは、建設業法第28条第２項第２号に該当する。

建設政策課

公告

　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第29条第1項の規定により、塩尻市広丘駅東第二土地区画整理組合の役員について、

次のとおり就任の届出がありました。

　　令和３年６月28日

	 長野県知事　阿　部　守　一

	役　職　　　	氏　　　名　　　　　　住　　　所

理　事　　　大　巾　正　幸　　　塩尻市大字広丘野村2366番地１

理　事　　　塩　原　一　夫　　　塩尻市大字広丘野村2301番地
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理　事　　　清　水　亮　一　　　塩尻市大字広丘野村673番地５

理　事　　　中　嶌　光　雄　　　塩尻市大字広丘野村2102番地

理　事　　　野　村　　　尉　　　塩尻市大字広丘野村625番地イ

理　事　　　三　村　常　雄　　　塩尻市大字広丘野村692番地

理　事　　　三　村　明　一　　　塩尻市大字広丘野村697番地

都市・まちづくり課

公告

　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第39条第１項の規定により、次の土地区画整理組合の事業計画の変更を認可し

ました。

　　令和３年６月28日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　組合の名称

　　塩尻市広丘駅東第二土地区画整理組合

２　事業施行期間

　　平成７年２月16日から令和４年３月31日まで

３　施行地区

　　塩尻市大字広丘野村字渋池の全部並びに字野村、字山ノ神、字宮畑、字八幡、字原口、字角前、及び字金塚の一部

４　事務所の所在地

　　塩尻市大字広丘原新田215番地12

５　設立認可の年月日

　　平成７年２月８日

６　変更認可の年月日

　　令和３年６月28日

都市・まちづくり課

公告

　次の宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないので、宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号）第 67 条第１

項の規定により公告します。

　　令和３年６月 28 日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

宅地建物取引業者　

名　称 代表者氏名 事務所所在地 免許番号 免許年月日

株式会社エコット 川　村　正　和 長野市中御所二
丁目23番８号

長 野 県 知 事
（２）第5298号

平成29年12月11日

建設住宅課

公告

　水道法（昭和32年法律第177号）第16条の２第１項の規定により、指定給水装置工事事業者を次のとおり指定しました。

　　令和３年６月28日

	 長野県公営企業管理者　小　林　　透

　　名　　　　称　　　　　　　　事業所の所在地　　　　　　　　　　　指定年月日

株式会社ＰＬＵＭＢＥＲ　　　　上田市緑が丘3-10-7　　　　　　　　令和３年６月22日
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水道事業課

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６月28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

８月４日（水）

午後１時
か　ら

午後４時
ま　で

飯田会場
飯田市追手町２丁目678番地　飯田合同庁舎

【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】

40名

８月25日（水）

午後１時
か　ら

午後４時
ま　で

諏訪会場
諏訪市上川一丁目1644番地10　諏訪合同庁舎

【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】

40名

８月31日（火）

午後１時
か　ら

午後４時
ま　で

木曽会場
木曽郡木曽町日義4898番地37　木曽文化公園

【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】

20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

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
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公告

　警備業法（昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第42条第２項第１号に規定する機械警備業務管理者講習（以下「講

習」という。）を次のとおり行います。

　　令和３年６月28日

	 長野県公安委員会

１　講習の実施期日及び場所

　(1)	実施期日

実　施　期　日 時　　間

令和３年11月15日（月）から令和３年11月18日（木）までの
４日間

午前９時30分から午後５時
まで

（注）　講習の受付時間は、令和３年11月15日（月）午前９時５分から午前９時20分までです。

　(2)	場所

　　　長野市大字鶴賀問御所町1271番地３　ＴＯｉＧＯ　ＷＥＳＴ　３階

　　　長野市生涯学習センター

２　受講定員

　　15名

３　受講の手続

　(1)	事前申込み

　　ア　事前申込みの方法

　　　(	ｱ		)	受講しようとする者は、(2) の機械警備業務管理者講習受講申込書を提出する前に、長野県警察本部生活安全部生活安全企

画課（受付専用電話026－233－0108）に事前申込みを行い、講習受付番号を取得してください。

　　　(	ｲ	)	受付専用電話以外での受付は一切行いません。

　　　(	ｳ	)	電話１本につき１人の受付とします。

　　　(	ｴ	)	事前申込みの受付時間内であっても、定員に達した場合は、受付を締め切ります。

　　イ　電話受付日

　　　　令和３年８月26日（木）

　　ウ　受付時間

　　　　午前９時から午後５時まで（受付時間は厳守してください。）

　(2)	機械警備業務管理者講習受講申込書の提出

　　	　講習受付番号を取得した者は、事前申込みの際に指定された警察署に、講習受付番号を申告するとともに、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）を貼付した機械警備業務管理者講習受講申込書を (3) の提出期間内に提出し

てください。

　　　なお、代理人が機械警備業務管理者講習受講申込書を提出する場合にあっては、本人からの委任状を添付してください。

　(3)	提出期間

　　ア　提出期間

　　　　令和３年９月27日（月）から令和３年10月１日（金）まで

　　イ　受付時間

　　　　午前９時から午後５時まで（受付時間は厳守してください。）

　(4)	講習手数料

　　　講習手数料（39,000円）は、機械警備業務管理者講習受講申込書の提出時に、長野県収入証紙により納付してください。

６　その他

　(1)	講習における修了考査に合格した者には、機械警備業務管理者講習修了証明書を交付します。

　(2	)	機械警備業務管理者講習受講申込書は、長野県内の警察署で交付するほか、長野県警察ホームページ（http://www.pref.

nagano.lg.jp/police/）からダウンロードすることもできます。

　(3	)	この講習について不明な事項は、長野県警察本部生活安全部生活安全企画課（電話026－233－0110内線3032）に問い合わせてく

ださい。

　(4)	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
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公告

　次のとおり落札者を決定しました。

　　令和３年６月28日

	 長野県警察本部長　安　田　浩　己　

１　落札に係る物品等の名称及び数量

　　住宅地図データ一式

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　長野県警察本部警務部情報管理課

　(2)	所在地　長野市大字南長野字幅下692－２

３　落札者を決定した日

　　令和３年４月20日

４　落札者の名称及び所在地

　(1)	名　称　株式会社ゼンリン長野営業所

　(2)	所在地　長野市三輪荒屋1151－１

５　落札金額

　　１月当たりの賃借額　1,282,875円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告を行った日

　　令和３年３月11日

情報管理課

公告

　次のとおり落札者を決定しました。

　　令和３年６月28日

	 長野県警察本部長　安　田　浩　己　

１　落札に係る物品等の名称及び数量

　　緊急配備等支援システム一式

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　長野県警察本部刑事部捜査支援分析課

　(2)	所在地　長野市大字南長野字幅下692－２

３　落札者を決定した日

　　令和３年５月26日

４　落札者の名称及び所在地

　(1)	名　称　三井住友ファイナンス＆リース株式会社

　(2)	所在地　東京都千代田区丸の内一丁目３番２号

５　落札金額

　　１月当たりの賃借額　13,385,009円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告を行った日

　　令和３年４月８日

捜査支援分析課
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