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長野県告示第321号

　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第1項に規定する医師として次のとおり指定します。

　　令和４年６月13日

	 長野県知事　阿　部　守　一

　氏　名 診断に当たる障害別 診療を行う医療機関の所在地及び名称

百瀬　智康 肢体不自由
心臓
腎臓
呼吸器
ぼうこう又は直腸

北安曇郡池田町大字池田3207番地１
長野県厚生農業協同組合連合会
北アルプス医療センター　あづみ病院

松永　俊樹 平衡
音声・言語
そしゃく
肢体不自由
心臓
呼吸器

安曇野市豊科5685
日本赤十字社
安曇野赤十字病院

永江　歩 心臓 安曇野市豊科5685
日本赤十字社
安曇野赤十字病院

木下　通亨 音声・言語
そしゃく

安曇野市豊科5685
日本赤十字社
安曇野赤十字病院

上野　晃弘 聴覚
平衡
音声・言語
肢体不自由

伊那市小四郎久保1313－１
伊那中央病院

市江　雅芳 肢体不自由 上田市鹿教湯温泉1308
長野県厚生農業協同組合連合会
鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院
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障がい者支援課

長野県告示第322号

　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１項に規定する医師として指定した者が診療を行う医療機関の所在

地及び名称が次のとおり変更になりました。

　　令和４年６月13日

	 長野県知事　阿　部　守　一

　氏　名 変更前の医療機関の所在地及び名称 変更後の医療機関の所在地及び名称

後藤　正博 諏訪市湖岸通り５－11－50
日本赤十字社
諏訪赤十字病院

安曇野市豊科5685
日本赤十字社
安曇野赤十字病院

出浦　弦 上田市緑が丘１－27－21
独立行政法人　国立病院機構
信州上田医療センター

上田市古里1499－29
いでうら呼吸器内科・耳鼻咽喉科・消化器
内科医院

出浦　美智恵 安曇野市豊科3100
地方独立行政法人　長野県立病院機構
長野県立こども病院

上田市古里1499－29
いでうら呼吸器内科・耳鼻咽喉科・消化器
内科医院

結城　敬 東御市鞍掛198
東御市民病院

南佐久郡佐久穂町大字高野町328
佐久穂町立千曲病院

大橋　正明 佐久市臼田197
長野県厚生農業協同組合連合会
佐久総合病院

南佐久郡佐久穂町大字高野町328
佐久穂町立千曲病院

髙橋　佑介 諏訪市湖岸通り５－11－50
日本赤十字社
諏訪赤十字病院

佐久市臼田197
長野県厚生農業協同組合連合会
佐久総合病院

障がい者支援課

長野県告示第323号

　身体障害者福祉法施行令（昭和25年政令第78号）第3条第2項の規定により、次のとおり医師から指定の辞退がありました。

　　令和４年６月13日

	 長野県知事　阿　部　守　一

　氏　名 診療を行う医療機関の所在地及び名称 辞退年月日

近藤　悟 佐久市臼田197
長野県厚生農業協同組合連合会
佐久総合病院

平成27年３月31日

矢島　秀教 上伊那郡箕輪町大字中箕輪11324
上伊那生協病院

令和４年３月31日

代田　正道 飯田市東和町２－18
代田耳鼻咽喉科医院

令和４年４月27日

宮島　素子 肢体不自由
心臓
腎臓
呼吸器
ぼうこう又は直腸
小腸

佐久市望月318
日本赤十字社
川西赤十字病院

岡野　美津子 音声・言語 中野市西１－５－63
長野県厚生農業協同組合連合会
北信総合病院

齋藤　文護 肢体不自由
免疫

東御市布下６番地１
東御市立みまき温泉診療所

夏目　岳典 肢体不自由
心臓
腎臓
呼吸器
ぼうこう又は直腸
小腸
免疫
肝臓

安曇野市豊科3100
地方独立行政法人　長野県立病院機構
長野県立こども病院
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障がい者支援課

長野県告示第324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60条第１項の規定により、次

のとおり指定自立支援医療機関の指定を更新しました。

　　令和４年６月13日

	 長野県知事　阿　部　守　一

育成医療及び更生医療

　　　医療機関の名称 　　　所　　在　　地 指定更新年月日

倉田歯科医院 上伊那郡南箕輪村3444 令和４年６月１日

コタケ薬局 上田市小牧1205－３ 令和４年６月１日

有限会社　五番町薬局 塩尻市大門五番町５－６ 令和４年６月１日

障がい者支援課

選告示第９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４年６月13日

	 長野県選挙管理委員会委員長　北　島　靖　生

「 「
34,525 34,486

315,779 315,535

110,544 110,448

71,874 71,808

45,824 45,773

19,144 19,096

43,386 43,306

13,529 13,519

19,029 19,006

11,683 11,671

18,320 18,314

　別表中 8,950 を 8,938 に改める。

17,849 17,820

7,622 7,596

6,294 6,272

21,531 21,488

18,450 18,444

39,745 39,737

20,874 20,856

8,250 8,257

27,229 27,202
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選挙管理委員会

6,652 6,627

22,574 22,573

7,432 7,398

8,632
」

8,618
」

公告

　次のとおり随意契約の相手方を決定しました。

　　令和４年６月13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４年度　共通納税システム対象税目拡大に伴う税務電算システムの改修業務　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４年４月28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

　　52,346,800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

税　務　課

公告

　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20条第１項の規定による都市計画の図書の写

しの送付を受けましたので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に

供します。

　　令和４年６月13日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　都市計画の種類及び名称

　　長野都市計画用途地域

２　縦覧場所

　　長野県建設部都市・まちづくり課及び長野市役所

都市・まちづくり課


