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長野県告示第450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８月19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

林田　研介 音声・言語 
そしゃく

北安曇郡池田町池田 3207-1 
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

石井　宏明 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

安曇野市豊科 5685 
日本赤十字社
安曇野赤十字病院

栗原　章浩 腎臓 下伊那郡松川町元大島 3159-1
日本赤十字社 
下伊那赤十字病院

石川　治 平衡 
音声・言語 
肢体不自由

佐久市岩村田 1862-1
佐久市立国保浅間総合病院

原　悠太 肢体不自由 飯田市鼎中平 1936 
医療法人社団健和会
健和会病院

荻原　美紀 肢体不自由 
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

増尾　史織 視覚 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

田辺　寛 音声・言語
肢体不自由
心臓 
腎臓
呼吸器

上伊那郡箕輪町大字中箕輪 11324 
上伊那生協病院
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障がい者支援課

長野県告示第451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８月19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

竹前　宏昭 伊那市小四郎久保1313－１ 
伊那中央病院

諏訪市湖岸通り５－11－50 
日本赤十字社 
諏訪赤十字病院

鷲山　久之 下伊那郡高森町吉田481-13 
下伊那厚生病院

飯田市鼎中平1936 
健和会病院

奥原　佐 木曽郡木祖村大字薮原1157－１ 
奥原医院

木曽郡木祖村大字薮原1224番地２ 
医療法人 
奥原医院

野中　隆久 安曇野市明科中川手3734　あやめシティー２階 
医療法人民蘇堂 
あかしな野中眼科

安曇野市明科中川手3746－９ 
医療法人民蘇堂 
あかしな野中眼科

安藤　親男 茅野市宮川3975 
リバーサイドクリニック

茅野市北山4808番地１ 
北山診療所

山岡　秀之 駒ヶ根市赤穂11136－１ 
やまおか耳鼻咽喉科

駒ヶ根市下市場36－40 
医療法人 
やまおか耳鼻咽喉科

田中　映子 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

小諸市南町一丁目３番７号 
佐々木医院

竹内　安紀 佐久市野沢236－１ 
高柳クリニック

佐久市野沢236－１ 
安紀内科クリニック

湯本　義治 須坂市小山八幡前1455－４ 
医療法人 
湯本整形外科医院

須坂市墨坂３丁目６番１号 
医療法人 
湯本整形外科医院

黒河内　典夫 伊那市伊那部1664－３ 
くろごうち内科循環器科医院

伊那市境1664－３ 
くろごうち内科循環器科医院

荻原　史明 安曇野市豊科5685 
日本赤十字社 
安曇野赤十字病院

安曇野市豊科4301－６ 
医療法人 
丸山内科クリニック

小平　宏 諏訪市湖岸通り５－11－50 
日本赤十字社 
諏訪赤十字病院

諏訪市中洲3467－１ 
なかす内科医院

小松　佳道 諏訪市湖岸通り５－11－50 
日本赤十字社 
諏訪赤十字病院

諏訪市豊田有賀2434－２ 
諏訪豊田診療所

馬場　淳 諏訪市湖岸通り５－11－50 
日本赤十字社 
諏訪赤十字病院

下伊那郡松川町元大島3159－１ 
日本赤十字社 
下伊那赤十字病院

𠮷松　千晶 上田市上田1776－４ 
𠮷松整形外科クリニック

上田市上田1776－４ 
医療法人レオン会 
𠮷松整形外科クリニック

障がい者支援課

後藤　拓也 心臓 
腎臓 
呼吸器

小県郡長和町古町 2857 
依田窪病院組合 
国保依田窪病院

岩佐　芳夫 視覚 上田市天神 3-5-1
いわさ眼科クリニック

伊藤　浩 呼吸器 茅野市玉川 4300 
組合立諏訪中央病院
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長野県告示第452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８月19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

荒井　義和 飯山市大字飯山226－１ 
日本赤十字社 
飯山赤十字病院

令和３年３月31日

藤江　秀樹 飯山市大字飯山226－１ 
日本赤十字社 
飯山赤十字病院

平成21年10月２日

髙野　四郎 中野市中央２－６－22 
髙野医院

令和３年７月28日

斉藤　元康 上田市蒼久保1177－７ 
斉藤外科医院

令和３年７月31日

小林　孝夫 上田市中丸子1771－１ 
医療法人丸山会 
丸子中央病院

令和３年７月27日

丸山　大司 上田市中丸子1771－１ 
医療法人丸山会 
丸子中央病院

令和３年７月27日

田口　喜一郎 上田市中丸子1771－１ 
医療法人丸山会 
丸子中央病院

令和３年７月27日

丸田　敏也 上田市中丸子1771－１ 
医療法人丸山会 
丸子中央病院

令和３年７月27日

篠田　雅央 上田市中丸子1771－１ 
医療法人丸山会 
丸子中央病院

令和３年７月27日

浦田　廣行 大町市大町3130 
市立大町総合病院

令和３年７月28日

小林　忠二郎 大町市大町3131 
市立大町総合病院

令和３年７月28日

百瀬　邦夫 大町市大町3132 
市立大町総合病院

令和３年７月28日

柳沢　温 大町市大町3133 
市立大町総合病院

令和３年７月28日

山田　博美 大町市大町3134 
市立大町総合病院

令和３年７月28日

吉田　園代 大町市大町3135 
市立大町総合病院

令和３年７月28日

中田　比佐雄 安曇野市穂高787 
医療法人博愛会 
中田医院

平成24年８月17日

兵庫谷　章 伊那市伊那1313－１ 
伊那中央病院

令和元年８月17日

安藤　公二 諏訪郡原村6649－３ 
原村国民健康保険直営診療所

令和元年10月30日

大口　秀利 下高井郡野沢温泉村豊郷8854 
医療法人大口内科 
大口内科

令和29年10月６日

山崎　敬夫 飯田市南信濃和田423 
山崎医院

令和２年10月２日

村井　ひかる 南佐久郡南相木村3499番地 
南相木村国保直営診療所

令和３年７月21日

西沢　一好 須坂市小山1651－４ 
西沢内科胃腸科医院

平成31年４月17日

鈴木　伸典 飯田市羽場権現1618 
介護老人保健施設アップルハイツ飯田

平成17年３月31日

村松　賢志 飯田市鼎西鼎600 
村松眼科医院

平成20年５月８日

春原　輝正 上田市上田原870－14 
春原外科医院

平成15年５月22日
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田中　美郷 諏訪郡下諏訪町社字花田6525－１ 
信濃医療福祉センター

令和３年７月21日

森　達夫 上田市中央１－３－３ 
医療法人健静会 
上田病院

平成18年４月22日

玉井　洸三 東筑摩郡麻績村麻4156－１ 
医療法人社団玉井会 
玉井医院

令和３年７月18日

宮坂　忠篤 塩尻市大門６－４－35 
塩尻病院

令和２年12月15日

井上　貴博 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

令和３年７月15日

久保木　謙二 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

令和３年７月15日

原口　秀俊 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

令和３年７月15日

前田　尚武 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

令和３年７月15日

宮坂　裕 上田市中央３丁目14番20号 
医療法人日新会 
日新堂医院

平成29年２月20日

轟　信 須坂市大字須坂1239 
医療法人公仁会 
轟病院

令和３年７月16日

鈴木　茂章 須坂市大字須坂1239 
医療法人公仁会 
轟病院

令和３年７月16日

髙橋　紹夫 小諸市古城二丁目２番26号 
医療法人社団慈圭会 
髙橋内科医院

平成28年８月19日

武市　亨 埴科郡坂城町中之条2525 
武市医院

平成30年７月30日

下島　香代 駒ヶ根市東伊那910 
駒ヶ根竜東病院

令和３年７月17日

吉田　貞利 埴科郡坂城町大字網掛12 
医療法人社団東信会 
東信よしだ内科

平成29年10月28日

髙野　利一郎 上田市秋和493 
髙野外科医院

令和３年７月16日

石田　哲夫 安曇野市豊科4677 
石田医院

平成29年２月１日

内堀　毅 上田市中央５－６－23 
内堀外科医院

平成13年５月５日

渡辺　庄次 中野市一本木140－１ 
渡辺耳鼻咽喉科医院

平成11年７月29日

代田　伍朗 飯田市東和町２－29 
代田外科医院

平成21年５月31日

横澤　厚信 大町市大町4060－８ 
横澤内科医院

令和３年７月16日

葦沢　博 上田市芳田1818－４ 
葦沢内科医院

令和３年７月31日

藤森　操 茅野市仲町18－46 
ふたば小児科

令和２年10月31日

早田　卓郎 駒ヶ根市中央17－９ 
早田医院

令和元年９月26日

半田　孝志 上田市中之条416－３ 
半田循環器内科医院

令和３年７月15日

中沢　良寿 千曲市大字稲荷山274－１ 
中沢内科医院

令和３年７月16日

中山　栄治 上田市中丸子1141 
医療法人清心会 
中山医院

平成31年１月22日

奈良井　勉 塩尻市大字洗馬2588－６ 
奈良井医院

平成16年５月10日
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上松　陽之助 飯田市浜井町3468 
上松医院

令和３年７月16日

五味　茂喜 諏訪市大手２－２－15 
五味医院

令和３年７月16日

片塩　仁 飯山市南町22番地の 10 
片塩医院

令和３年７月16日

鈴木　健司 駒ヶ根市東伊那2533－１ 
鈴木医院

平成27年８月28日

市川　葉 小諸市丙311－２ 
医療法人 
市川医院

令和３年７月17日

丸山　正宣 安曇野市豊科4303 
丸山内科クリニック

令和２年１月27日

髙安　健之 飯田市通り町４－1319 
医療法人 
髙安医院

平成29年12月31日

清沢　佑爾 安曇野市穂高北穂高1801 
医療法人尚伸会 
清沢医院

平成24年３月12日

一谷　英夫 北安曇郡小谷村大字中小谷丙2573－１ 
小谷村国民健康保険小谷村診療所

平成23年６月30日

上野　晃弘 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７月19日

大橋　伸朗 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７月19日

大橋　昌彦 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７月19日

栗崎　功己 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７月19日

島田　寔 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７月19日

橋詰　直人 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７月19日

羽鳥　公将 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７月19日

御子柴　透 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７月19日

山村　伸吉 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７月19日

白木　徹一 下伊那郡売木村695 
売木村国保直営診療所

平成21年４月１日

相良　勇三 木曽郡木曽町三岳6434番地７ 
三岳診療所

平成23年10月31日

宮沢　治子 大町市仁科町3163 
宮沢眼科医院

平成17年７月17日

窪田　桂 諏訪市高島１－31－３ 
くぼた耳鼻咽喉科医院

平成12年12月31日

越知　富夫 小県郡長和町古町2857 
国保依田窪病院

令和３年３月31日

水谷　順一 小県郡長和町古町2857 
国保依田窪病院

令和３年３月31日

津田　勝路 小県郡長和町古町2857 
国保依田窪病院

令和３年３月31日

後藤　正継 小県郡長和町古町2857 
国保依田窪病院

令和３年３月31日

矢嶋　嶺 上田市下武石771－１ 
上田市武石診療所

平成27年７月５日
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長野県告示第453号

　長野県収入証紙条例（昭和39年長野県条例第58号）第９条第１項の規定により、令和３年７月28日、次の者を売りさばき

人に指定しました。

　　令和３年８月19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

株式会社 Necessary. 中原 長野県上田市武石小沢根503- ４
長野県東御市滋野乙2286- ２
セブンイレブン東部滋野店

会　計　課

障がい者支援課

島田　一秀 （科目辞退） 
心臓、腎臓、呼吸器 
千曲市小島3146－１ 
島田クリニック

令和３年７月16日

公告

　次のとおり落札者を決定しました。

　　令和３年８月19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調達予定数量

　　男性警察官用合服上衣　　　　　　　　　　　621着

　　男性警察官用合服ズボン　　　　　　　	　	1,655本

　　女性警察官用合服上衣　　　　　　　　	　　		99着

　　女性警察官用合服ズボン　　　　　　　	　　	200本

　　女性警察官用合服スカート　　　　　　　　　	37本

　　女性警察官用合服ベスト　　　　　　　　　　	60着

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会計課

　(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７月28日

４　落札者の名称及び所在地

　(1)	名　称　母袋産業株式会社日新実業株式会社共同企業体

　(2)	所在地　上田市国分１－９－18

５　落札金額

　　男性警察官用合服上衣　　　　　　　　　	17,830円×110/100円 / 着

　　男性警察官用合服ズボン　　　　　　　　　7,470円×110/100円 / 本

　　女性警察官用合服上衣　　　　　　　　　	23,130円×110/100円 / 着

　　女性警察官用合服ズボン　　　　　　　　　8,380円×110/100円 / 本

　　女性警察官用合服スカート　　　　　　　　6,810円×110/100円 / 本

　　女性警察官用合服ベスト　　　　　　　　　7,170円×110/100円 / 着

６		契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札


