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長野県告示第350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３年６月17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

稲葉　俊郎 肢体不自由 
心臓 
腎臓 
呼吸器

北佐久郡軽井沢町大字長倉2375－１
軽井沢町国民健康保険軽井沢病院

荻原　真之 呼吸器 佐久市中込3400番地28
長野県厚生農業協同組合連合会
佐久総合病院　佐久医療センター

宮坂　信之 肢体不自由 佐久市中込3400番地28
長野県厚生農業協同組合連合会 
佐久総合病院　佐久医療センター

原田　由紀子 呼吸器 千曲市野高場1835－９ 
社会福祉法人信濃整肢療護園 
稲荷山医療福祉センター

小澤　真希子 ぼうこう又は直腸 
小腸 
肝臓

木曽郡木曽町福島6613－４ 
地方独立行政法人　長野県立病院機構
長野県立木曽病院
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障がい者支援課

長野県告示第351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３年６月17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

小松　雅俊 諏訪市湖岸通り５－ 11 － 50 
日本赤十字社 
諏訪赤十字病院

諏訪市四賀 2417 －６ 
小松整形外科

佐藤　泰吾 茅野市玉川 4300 
組合立諏訪中央病院

小県郡長和町古町 2857 番地 
長和町・上田市組合立 
国民健康保険　依田窪病院

酒井　龍一 諏訪市湖岸通り５－ 11 － 50 
日本赤十字社 
諏訪赤十字病院

佐久市望月 318 
日本赤十字社 
川西赤十字病院

田中　正明 松本市旭３－１－１
国立大学法人 
信州大学医学部附属病院

上田市住吉 577 －２ 
医療法人 
あおやぎ眼科

鈴木　康之 上田市常田２－ 15 － 16 
上田整形外科クリニック

上田市常田２－ 15 － 16 
上田整形外科内科

澁川　正人 上田市常田２－ 15 － 16 
上田整形外科クリニック

上田市常田２－ 15 － 16 
上田整形外科内科

田中　晴城 心臓 諏訪市湖岸通り５－11－50
日本赤十字社 
諏訪赤十字病院

倉澤　幸史 腎臓 小県郡長和町古町2857番地
長和町・上田市組合立 
国民健康保険　依田窪病院

三田村　勇人 視覚 飯田市八幡町438番地
飯田市立病院

梁　秀鼎 呼吸器 上田市常田２－15－16 
上田整形外科内科

柳沢　直恵 肢体不自由 木曽郡木曽町福島6613－４ 
地方独立行政法人　長野県立病院機構 
長野県立木曽病院

長尾　玄 肢体不自由
心臓
呼吸器

須坂市大字須坂1239 
医療法人　公仁会 
轟病院

兒玉　邦彦 視覚 
聴覚 
平衡 
音声・言語 
肢体不自由

飯山市大字飯山226番地1 
日本赤十字社 
飯山赤十字病院

小川　洋平 腎臓 須坂市大字須坂1332
地方独立行政法人　長野県立病院機構 
長野県立信州医療センター

北川　奈美 音声・言語
肢体不自由 
心臓 
腎臓 
呼吸器 
ぼうこう又は直腸
小腸
肝臓

木曽郡木曽町福島6613－４ 
地方独立行政法人　長野県立病院機構 
長野県立木曽病院



3令和３年（2021年）６月17日（木）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第213号長　 野　 県　 報
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田中　征雄 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

柳沢　直恵 安曇野市豊科 5685 
日本赤十字社 
安曇野赤十字病院

木曽郡木曽町福島 6613 －４ 
地方独立行政法人　長野県立病院機構
長野県立木曽病院

大和　眞史 佐久市望月 318 
日本赤十字社 
川西赤十字病院

諏訪郡富士見町落合 11100 
長野県厚生農業協同組合連合会 
富士見高原医療福祉センター 
富士見高原病院

畑中　大介 須坂市大字須坂 1332 
独立行政法人長野県立病院機構 
長野県立信州医療センター

飯田市八幡町 438 
飯田市立病院

吉田　拓弘 伊那市小四郎久保 1313 番地１ 
伊那中央病院

飯田市八幡町 438 
飯田市立病院

武井　一喜 伊那市伊那 298 －１ 
伊那市営伊那中央総合病院

飯田市八幡町 438 
飯田市立病院

藤本　圭作 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

大町市大字大町 3130 
市立大町総合病院

松﨑　聡 松本市村井町南２－ 20 － 30 
独立行政法人国立病院機構 
まつもと医療センター

大町市大字大町 3130 
市立大町総合病院

古武　昌幸 佐久市中込 3400 番地 28 
長野県厚生農業協同組合連合会 
佐久総合病院　佐久医療センター

小諸市相生町三丁目３番 21 号 
長野県厚生農業協同組合連合会 
浅間南麓こもろ医療センター

長野県告示第352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３年６月17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

角谷　智 佐久市中込 3400 番地 28 
長野県厚生農業協同組合連合会 
佐久総合病院　佐久医療センター

令和３年３月 31 日

寺﨑　貴光 諏訪市湖岸通り５－ 11 － 50 
日本赤十字社 
諏訪赤十字病院

令和３年２月 17 日

三井　憲 飯田市八幡町 438 
飯田市立病院

令和３年３月 31 日

宮川　信 飯田市八幡町 438 
飯田市立病院

平成 27 年８月 21 日

千賀　脩 飯田市八幡町 438 
飯田市立病院

平成 23 年 10 月 19 日

野村　隆洋 飯田市八幡町 438 
飯田市立病院

令和３年５月６日

障がい者支援課
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長野県告示第353号

　次のように保安林の指定施業要件を変更する予定としましたので、森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において

準用する同法第30条の２第１項の規定により告示します。

　　令和３年６月17日

 長野県知事　阿　部　守　一

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

　　木曽郡南木曽町（次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　風致の保存

３　変更後の指定施業要件

　(1) 立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。

　　イ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上

のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2) 立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

  （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び南木曽町役場に備え置い

て縦覧に供する。）

森林づくり推進課

長野県告示第354号

　国土交通省北陸地方整備局千曲川河川事務所長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用す

る同法第14条第１項の規定による公共測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和３年６月17日

 長野県知事　阿　部　守　一

１　作業種類

　　公共測量（基準点測量）

２　作業期間

　　令和３年６月７日から令和３年７月31日まで

３　作業地域

　　千曲市

建設政策課

長野県告示第355号

　国土交通省北陸地方整備局千曲川河川事務所長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用す

る同法第14条第１項の規定による公共測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和３年６月17日

 長野県知事　阿　部　守　一

１　作業種類

　　公共測量（基準点測量）

２　作業期間

　　令和３年６月７日から令和３年７月31日まで

３　作業地域

　　飯山市

建設政策課
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長野県告示第356号

　長野県森林政策課長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定

による公共測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和３年６月17日

 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量（伊那谷計画区の空中写真撮影）

２　作業期間

　　令和３年５月17日から令和３年12月20日まで

３　作業地域

　 　飯田市、伊那市、駒ケ根市、上伊那郡飯島町、上伊那郡中川村、上伊那郡宮田村、下伊那郡松川町、下伊那郡高森町、下伊那郡

阿南町、下伊那郡阿智村、下伊那郡平谷村、下伊那郡根羽村、下伊那郡下條村、下伊那郡売木村、下伊那郡天龍村、下伊那郡泰阜村、

下伊那郡喬木村、下伊那郡豊丘村、下伊那郡大鹿村、木曽郡南木曽町、木曽郡大桑村

建設政策課

長野県伊那建設事務所告示第10号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり道路の区域を変更します。

　その関係図面は、告示の日から令和３年７月６日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県伊那建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和３年６月17日

 長野県伊那建設事務所長　市　岡　恵利子

１　道路の種類　　県道

２　路　線　名　　千人塚公園線

３　道路の区域

区　　　　　　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

上伊那郡飯島町七久保3918番の４地先から

上伊那郡飯島町七久保3971番の１地先まで
旧

ｍ

4.3 ～ 14.8

Km

0.1810

同　　　　　上 新 10.1 ～ 16.2 0.1810

道路管理課

長野県松本建設事務所告示第７号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり道路の区域を変更します。

　その関係図面は、告示の日から令和３年７月６日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県松本建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和３年６月17日

 長野県松本建設事務所長　藤　本　　　済

１　道路の種類　　県道

２　路　線　名　　矢室明科線

３　道路の区域　

区　　　　　　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

松本市五常法音寺 6385 番地先から

松本市五常中木戸 6976 番の３地先まで
旧

ｍ

6.8 ～ 9.7

Km

0.8629

3.0 ～ 9.7 0.8815

同　　　　　上 新 6.8 ～ 9.7 0.8629
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長野県伊那建設事務所告示第11号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、次のとおり道路の供用を開始します。

　その関係図面は、告示の日から令和３年７月６日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県伊那建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和３年６月17日

 長野県伊那建設事務所長　市　岡　恵利子

１　路　　　線　　　名　　千人塚公園線

２　供用を開始する区間

　　上伊那郡飯島町七久保3918番の４地先から

　　上伊那郡飯島町七久保3971番の１地先まで

３　供用を開始する期日　　令和３年６月18日

長野県松本建設事務所告示第８号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、次のとおり道路の供用を開始します。

　その関係図面は、告示の日から令和３年７月６日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県松本建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和３年６月17日

 長野県松本建設事務所長　藤　本　　　済

１　路　　　線　　　名　　158号

２　供用を開始する区間

　　松本市波田字扇子田83番の 10地先から

　　松本市波田字扇子田49番の１地先まで

３　供用を開始する期日　　令和３年６月17日

道路管理課

道路管理課

道路管理課

選告示第36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６月17日

 長野県選挙管理委員会委員長　北　島　靖　生　

表中

「
松本市乗鞍観光センター　

松本市四賀保健センター　

〃　安曇4306番地５

〃　七嵐85番地２

〃

〃

」

を

「
松本市乗鞍観光センター 〃　安曇4306番地５ 〃

」

に改める。

選挙管理委員会


