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長野県告示第345号

　自然公園法（昭和32年法律第161号）第９条第２項の規定により、中央アルプス国定公園に関する公園事業を次のとおり

決定しました。

　この公園事業を表示した図書は、長野県環境部自然保護課及び上伊那地域振興局並びに駒ヶ根市役所において縦覧に供し

ます。

　　令和３年６月14日

	 長野県知事　阿　部　守　一

　決定した公園事業の名称及び種類並びに位置

名称及び種類 位　　　　置

檜尾避難小屋
［区域］　
	駒ヶ根市赤穂国有林

自然保護課

長野県告示第346号

　自然公園法（昭和32年法律第161号）第９条第２項の規定により、中央アルプス国定公園に関する公園事業を次のとおり

決定しました。

　この公園事業を表示した図書は、長野県環境部自然保護課及び上伊那地域振興局並びに駒ヶ根市役所において縦覧に供し

ます。

　　令和３年６月14日

	 長野県知事　阿　部　守　一



2 令和３年（2021年）６月14日（月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第212号長　 野　 県　 報

園芸畜産課家畜防疫対策室

長野県告示第348号

　家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）第８条第１項の規定により、農林水産大臣から次のとおり種畜証明書を交付　

した旨通報がありました。

　　令和３年６月14日

	 長野県知事　阿　部　守　一

　定期種畜検査に基づく交付

種　畜
証明書
番　号

家畜
の

種類
品　　種

名　　　　前

（登録番号）
飼養者の住所氏名 等級 有効期限 有効区域

第
11381010015

号
牛

黒毛和種

13810	1001	5

紀之国 松本市
美ヶ原牧場畜産
農業協同組合

２級
令和3年5月10日

～
令和4年5月9日

全国一円
（全和黒原　5750）

第
11346999317

号
牛

黒毛和種

13469	9931	7

花力2544
佐久市
佐久浅間農業協同組合

２級
令和3年5月11日

～
令和4年5月10日

全国一円
（全和黒　15097）

第
11446290840

号
牛

黒毛和種

14462	9084	0

元福久 須坂市
菅平牧場畜産
農業協同組合

２級
令和3年5月11日

～
令和4年5月10日

全国一円
（全和黒　15101）

第
11336300062

号
牛

黒毛和種

13363	0006	2

乱太郎 諏訪郡原村
岡部和弘 ２級

令和3年5月13日
～

令和4年5月12日
全国一円

(全和黒　15059)

長野県告示第347号

　自然公園法（昭和32年法律第161号）第９条第２項の規定により、中央アルプス国定公園に関する公園事業を次のとおり決

定しました。

　この公園事業を表示した図書は、長野県環境部自然保護課及び上伊那地域振興局並びに飯島町役場において縦覧に供しま

す。

　　令和３年６月14日

	 長野県知事　阿　部　守　一

　決定した公園事業の名称及び種類並びに位置

名称及び種類 位　　　　置

千人塚園地
［区域］　
	上伊那郡飯島町

自然保護課

　決定した公園事業の名称及び種類並びに位置

名称及び種類 位　　　　置

檜尾野営場
［区域］　
	駒ヶ根市赤穂国有林

自然保護課
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長野県告示第349号

　租税特別措置法の規定による優良宅地等認定事務取扱要綱（昭和49年長野県告示第227号）の一部を次のように改正します。

　　令和３年６月14日

	 長野県知事　阿　部　守　一

　第１中「第31条の２第２項第15号のハ及び第16号のニ、第62条の３第４項第15号のハ及び第16号のニ」を「第31条の２第２項第14号

のハ及び第15号のニ、第62条の３第４項第14号のハ及び第15号のニ」に改める。

　第２第１項中「第31条の２第２項第15号のハ、第62条の３第４項第15号のハ」を「第31条の２第２項第14号のハ、第62条の３第４項

第14号のハ」に改める。

　第10第１項及び第２項中「第31条の２第２項第16号のニ」を「第31条の２第２項第15号のニ」に、「第62条の３第４項第16号のニ」を「第

62条の３第４項第15号のニ」に改める。

「

　様式第１号中

　租税特別措置法
第28条の４第３項第５号のイ並びに第31条

第63条第３項第５号のイ並びに第31条の２
を

の２第２項第15号のハ及び第62条の３第４項第15号のハ

第２項第15号のハ及び第62条の３第４項第15号のハ
の

」

「

　租税特別措置法
第28条の４第３項第５号のイ並びに第31条

第63条第３項第５号のイ並びに第31条の２
に、「第31条の２第２項第15号のハ及び第62条の３第４項第15号の

の２第２項第14号のハ及び第62条の３第４項第14号のハ

第２項第14号のハ及び第62条の３第４項第14号のハ
の

」

ハ」を「第31条の２第２項第14号のハ及び第62条の３第４項第14号のハ」に、「氏名　　　　　　　印」を「氏名　　　　　　　　」に改め、

同様式の備考の２を削り、同備考の３を同備考の２とし、同備考の４を同備考の３とする。

　様式第２号中「氏名　　　　　　　印」を「氏名　　　　　　　　」に改め、同様式の備考を削る。

　様式第３号中「氏名　　　　　　　印」を「氏名　　　　　　　　」に改め、同様式の備考を削る。

「

　様式第４号中

　租税特別措置法
第28条の４第３項第５号のイ並びに第31条の２第２項第15号

第63条第３項第５号のイ並びに第31条の２第２項第15号のハ
を

のハ及び第62条の３第４項第15号のハ

及び第62条の３第４項第15号のハ
の規定により、　年　月　日付け長野県

」

「

　租税特別措置法
第28条の４第３項第５号のイ並びに第31条の２第２項第14号

第63条第３項第５号のイ並びに第31条の２第２項第14号のハ
に、「氏名　　　　　　　印」を

のハ及び第62条の３第４項第14号のハ

及び第62条の３第４項第14号のハ
の規定により、　年　月　日付け長野県

」

「氏名　　　　　　　　」に改め、同様式の備考の２を削り、同備考の３を同備考の２とする。

「

　様式第５号中 租税特別措置法

第28条の４第３項第６号

第31条の２第２項第16号のニ

第62条の３第４項第16号のニ

第63条第３項第６号

の規定により、

」

を

「

租税特別措置法

第28条の４第３項第６号

第31条の２第２項第15号のニ

第62条の３第４項第15号のニ

第63条第３項第６号

の規定により、

」

に、「氏名　　　　　　　印」を「氏名　　　　　　　　」に改め、

同様式の備考の２を削り、同備考の３を同備考の２とし、同備考の４を同備考の３とし、同備考の５を同備考の４とし、同備考の６中

「第31条の２第２項第16号のニ又は第62条の３第４項第16号のニ」を「第31条の２第２項第15号のニ又は第62条の３第４項第15号のニ」

に改め、同６を同備考の５とし、同備考の７中「第31条の２第２項第16号のニ又は第62条の３第４項第16号のニ」を「第31条の２第２

項第15号のニ又は第62条の３第４項第15号のニ」に改め、同７を同備考の６とし、同備考の８を同備考の７とし、同備考の９中「第31

条の２第２項第16号のニ又は第62条の３第４項第16号のニ」を「第31条の２第２項第15号のニ又は第62条の３第４項第15号のニ」に改

め、同９を同備考の８とする。

都市・まちづくり課
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選告示第35号

　昭和44年選告示第４号（地方自治法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律による直接請求をするための選挙権を

有する者の数）の一部を次のとおり改正します。

　　令和３年６月14日

	 長野県選挙管理委員会委員長　北　島　靖　生

「 「
34,689	 34,663	

316,804	 316,644	

110,994	 110,899	

72,020	 71,987	

46,012	 45,983	

19,366	 19,311	

43,810	 43,744	

13,612	 13,599	

19,079	 19,089	

11,723	 11,722	

18,421	 18,414	

　別表中 8,976	 を 8,963	 に改める。

18,087	 18,045	

7,718	 7,696	

6,372	 6,363	

21,551	 21,552	

18,496	 18,518	

39,616	 39,648	

21,003	 20,985	

8,314	 8,312	

27,281	 27,267	

6,764	 6,743	

22,668	 22,675	

7,567	 7,537	

8,699	

」

8,674	

」

選挙管理委員会


