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長野県告示第491号

　救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条の規定により認定した救急病院は、次のとおりです。

　　令和３年９月16日

	 長野県知事　阿　部　守　一

名　　　　称 所　　在　　地 認定の有効期限

山田記念朝日病院 長野市大字南堀135番地１ 令和６年９月19日

医療政策課
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長野県告示第495号

　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地

崩壊危険区域に指定します。

　その関係図面は、長野県建設部砂防課並びに長野県犀川砂防事務所及び安曇野市役所に備え置きます。

　　令和３年９月16日

	 長野県知事　阿　部　守　一

長野県告示第493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64条の規定により、次のとお

り指定自立支援医療機関から当該指定に係る医療機関の名称及び所在地の変更があった旨の届出がありました。

　　令和３年９月16日

	 長野県知事　阿　部　守　一

精神通院医療

　　　変更前の医療機関の
　　　名称及び所在地

　　　変更後の医療機関の
　　　名称及び所在地

変更した年月日

安曇野ストレスケアクリニック 安曇野内科ストレスケアクリニック 令和２年２月10日

安曇野市穂高有明9982 ー７ 安曇野市穂高有明9982 ー７

こもろ相生薬局 こもろ相生薬局 令和３年８月１日

小諸市相生町三丁目１－６ 小諸市相生町３－２－３

訪問看護ステーションはる風 訪問看護ステーションはる風 令和３年７月17日

千曲市大字森2178－1 千曲市大字寂蒔103－１

長野県告示第494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65条の規定により、次のとおり

指定自立支援医療機関の指定の辞退がありました。

　　令和３年９月16日

 長野県知事　阿　部　守　一

精神通院医療

　　　医療機関の名称 　　　所　　在　　地 辞退年月日

訪問看護ステーションかるいざわ 北佐久郡軽井沢町大字長倉2375－１ 令和３年９月１日

保健・疾病対策課

保健・疾病対策課

保健・疾病対策課

長野県告示第492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54条第２項の指定自立支援医

療機関の指定を次のとおり行いました。

　　令和３年９月16日

 長野県知事　阿　部　守　一

精神通院医療

　　　医療機関の名称 　　　所　　在　　地 指定した年月日

川岸薬局 岡谷市川岸上３丁目２－４ 令和３年９月１日

きたがた薬局 飯田市北方2428－４ 令和３年９月１日

訪問看護ステーション　はる 松本市大字岡田下岡田18番地３ 令和３年９月１日

訪問看護ステーション嫩草・たかやま 上高井郡高山村大字高井4486－１ 令和３年９月１日



3令和３年（2021年）９月16日（木）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第238号長　 野　 県　 報

長野県告示第497号

　長野県収入証紙条例（昭和39年長野県条例第58号）第15条第１項の規定により、令和３年９月９日、次のとおり売りさば

き場所（名称）等の変更の届出がありました。

　　令和３年９月16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

新

山口　智 長野県中野市大字金井1033－３

長野県中野市若宮577
山口　智

旧
長野県中野市若宮577
中野北簡易郵便局

砂　防　課

長野県告示第496号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規定により、都市計画を変更し

たので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規定により、次のとおり告示し、当該都市計画の図書を公

衆の縦覧に供します。

　　令和３年９月16日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　都市計画の種類及び名称

　　安曇野都市計画道路　３・６・23号松本糸魚川連絡道路穂高明科線

２		都市計画を定める土地の区域

　　安曇野都市計画道路　３・６・23号松本糸魚川連絡道路穂高明科線

　　安曇野市穂高北穂高、明科中川手、明科光及び豊科光の各一部を追加する。

３　縦覧場所

　　長野県建設部都市・まちづくり課、安曇野市役所

都市・まちづくり課

会　計　課

区域名 区域の範囲 市町村名 大字又は町名 字 地　番 標柱番号

駅上
（追加）

　次に掲げる地番の土地
に存する標柱８号、11号、
12号、13号、２号、14号、
15号、16号、17号を順次
結んだ線及び標柱17号と
８号を平成14年長野県告
示第464号で指定した駅上
急傾斜地崩壊危険区域の
境界線に沿って結んだ線
に囲まれた土地の区域。

安曇野市明科
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

中川手
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

4640番6
4624番2
4625番１
4630番１地先道路敷
4640番19
3635番２
3640番
4060番
4065番１

２号
８号
11号
12号
13号
14号
15号
16号
17号

選告示第41号

　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第161条第３項の規定により報告があったので、昭和61年選告示第66号（公職選挙法

に基づく個人演説会等を開催することができる施設）の一部を次のとおり改正します。

　　令和３年９月16日

	 長野県選挙管理委員会委員長　北　島　靖　生　
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選挙管理委員会

公告

　次のとおり落札者を決定しました。

　　令和３年９月16日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　落札に係る役務の名称及び数量

　　第４期長野県高速情報通信ネットワーク整備事業業務　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　落札者を決定した日

　　令和３年７月15日

４　落札者の名称及び所在地

　(1)	名　称　東日本電信電話株式会社埼玉事業部長野支店

　(2)	所在地　長野市大字南長野新田町1137－５

５		落札金額

　　655,537,080円

６　契約の相手方を決定した手続

　　総合評価一般競争入札

７　入札公告を行った日

　　令和３年５月10日

ＤＸ推進課デジタルインフラ整備室

公告

　次のとおり落札者を決定しました。

　　令和３年９月16日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　落札に係る役務の名称及び数量

　　長野県自治体情報セキュリティクラウド調達業務　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　落札者を決定した日

　　令和３年７月15日

表中

「
松本市勤労者福祉センター 松本市中央４－７－26 松本市選挙管理委員会

」

を

「
長野市中条交流センター

松本市勤労者福祉センター

〃　中条2383番地１

松本市中央４－７－26

〃

松本市選挙管理委員会

」

に改める。


