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長野県公安委員会告示第66号

　銃砲刀剣類所持等取締法施行細則（昭和53年長野県公安委員会規則第７号）第９条第２項の規定により、銃砲刀剣類所持

等取締法（昭和33年法律第６号。以下「法」という。）第12条の３の診断を行う医師を次のとおり指定しました。

　　令和３年10月21日

	 長野県公安委員会委員長　柳　平　千代一　

１　指定を受けた医師の氏名、勤務する病院等の名称及び所在地並びに診断の対象者

氏　名
勤務する病院等

診断の対象者
名　称 所在地

坂　江　芳　朗
医療法人さかえ会さかえ
クリニック

中野市小田中213番地１ 法第５条第１項第３号の政令で定める病気（銃砲
刀剣類所持等取締法施行令（昭和33年政令第33号。
以下「政令」という。）第８条第３号に掲げる病
気を除く。）にかかっている者並びに法第５条第
１項第４号及び第５号に掲げる者

高　橋　丈　夫
医療法人聖山会伊那神経
科病院

伊那市荒井3831番地

村　田　志　保
公益財団法人倉石地域振
興財団栗田病院

長野市栗田695番地

北　原　明　彦
医療法人北原メンタルク
リニック

長野市稲里町中央４丁目
15番７号

法第５条第１項第３号の政令で定める病気（政令
第８条３号に掲げる病気に限る。）にかかってい
る者

埴　原　秋　児
地方独立行政法人長野県
立病院機構長野県立ここ
ろの医療センター駒ヶ根

駒ケ根市下平2901番地 法第５条第１項第３号の介護保険法（平成９年法
律第123号）第５条の２第１項に規定する認知症
である者

丸　山　哲　弘
まるやまファミリークリ
ニック

飯田市大瀬木1106番地２

荻　原　朋　美
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

北安曇郡池田町大字池田
3207番地１

２　指定日

　　令和３年10月９日

３　指定期間

　　３年

生活安全企画課

公告

　次のとおり落札者を決定しました。

　　令和３年10月21日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　落札に係る調達産品等の種類及び数量

　　長野県庁舎（本館、議会棟、議会増築棟及び西庁舎をいう。）で使用する電気

　　契約電力　1,650kW　予定使用電力量　4,990,000kWh

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　長野県総務部財産活用課

　(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９月３日

４		落札者の名称及び所在地

　(1)	名　称　バンプーパワートレーディング合同会社

　(2)	所在地　東京都千代田区霞が関三丁目２番５号　霞が関ビルディング 33階
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５　落札金額

　　82,883,900円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告を行った日

　　令和３年７月19日

財産活用課

公告

　次のとおり落札者を決定しました。

　　令和３年10月21日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　落札に係る調達産品等の種類及び数量

　　合同庁舎等（佐久合同庁舎以下19施設）で使用する電気

　　予定契約電力　2,630kW　予定使用電力量　5,767,000kWh

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　長野県総務部財産活用課

　(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９月３日

４		落札者の名称及び所在地

　(1)	名　称　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　(2)	所在地　東京都港区芝浦三丁目１番21号

５　落札金額

　　112,459,399円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告を行った日

　　令和３年７月19日

財産活用課

公告

　准看護師試験を次のとおり行います。

　　令和３年10月21日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　実施日時

　(1)	期日　

　　　令和４年２月６日（日）

　(2)	時間　

　　　午後１時30分から午後４時まで

２　試験場

　　松本市旭２－11－34

　　長野県看護協会会館

３　試験科目

　　保健師助産師看護師法施行規則（昭和26年厚生省令第34号。以下「規則」といいます ｡）第23条に規定する科目

４　試験方法

　　筆記試験（マークシート解答方式）

５　受験資格
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　	　保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）第22条各号のいずれかに該当する者（令和４年３月までに該当する見込みの者を

含みます。）

６　受験手続

　(1)	提出書類

　　ア　受験願書用紙（受験願書、履歴書、受験票及び電算入力票）

　　イ　受験資格を証明する書類

　　　　規則第27条第２号から第４号までに掲げる受験資格を証する書類

　　　	　なお、令和４年３月までに５の受験資格に該当する見込みの者は、同条第２号から第４号までに掲げる書類については、修業

見込証明書又は卒業見込証明書を提出してください。ただし、修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出した者にあっては、令

和４年３月１日（火）午後５時15分までに修業証明書又は卒業証明書を提出してください。郵送による場合であっても提出期限

必着とし、指定された日時までに修業証明書又は卒業証明書が提出されないときは、当該受験は無効とします。

　　ウ	　写真１枚（出願前６月以内に脱帽して正面から撮影した縦６センチメ－トル、横４センチメ－トルのもので、その裏面には撮

影年月日及び氏名を記載してください ｡）

　(2)	試験手数料

　　　試験手数料（6,900円）は、長野県収入証紙（受験願書に貼って、消印しないでください。）により納付してください。

　　　なお、納付した受験手数料は返還いたしません。

　(3)	受付期間及び場所

　　ア　出願に関する書類を郵送する場合

　　　(	ｱ	)	期間　令和３年12月６日（月）から 12月10日（金）までの消印のあるもの

　　　(	ｲ	)	提出先　県庁専用郵便番号	380－8570　長野県健康福祉部医師・看護人材確保対策課

　　イ　出願に関する書類を持参する場合

　　　(	ｱ	)	日時　令和３年12月６日（月）から 12月10日（金）までの午前８時30分から午後５時15分まで

　　　(	ｲ	)	場所　長野県健康福祉部医師・看護人材確保対策課

７　受験票の交付等

　　受験願書を受け付けたときは、令和４年１月７日頃受験票を発送します。受験票は、試験当日必ず持参してください。

８　合格発表

　(1	)	令和４年３月８日（火）午後１時に長野県庁、長野県保健福祉事務所、長野市保健所及び松本市保健所の掲示板に合格者の受験

番号を掲示します。

　　	　また、令和４年３月８日（火）午後１時以降に長野県公式ホームページに掲載します。なお、電話等による照会には一切応じません。

　(2)	合格発表後、合格者には合格証書の送付をもって通知とします。

９　その他

　(1	)	郵送により受験願書用紙を請求する場合は、切手（願書を１部請求する場合は 120円、２部は 140円）を貼った宛先明記の返信

用封筒（角形２号33 センチメートル×24 センチメートル）を同封して、長野県健康福祉部医師・看護人材確保対策課あて送付し

てください。

　(2	)	試験会場の収容人員を超えた場合には、県内在住者以外の者及び県内准看護師学校養成所を卒業した者（卒業する見込みの者を

含みます。）以外の者は受験できないことがあります。

　(3	)	視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は肢体に障害を有する受験希望者は、受験願書の受付期間内に長野県健康福祉部医師・

看護人材確保対策課に申し出てください。申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講じることが

あります。

　(4)	この試験の実施に際して収集する個人情報は、この試験のために必要な範囲でのみ利用します。

10　試験に関する問い合わせ先

　　長野県健康福祉部医師・看護人材確保対策課（電話026－235－7142）

医師・看護人材確保対策課

公告

　令和３年10月13日、川西地区土地改良区の定款変更を認可しました。

　　令和３年10月21日

	 長野県上田地域振興局長　永　原　龍　一

農地整備課
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公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しました。

　　令和３年10月21日

	 長野県松本建設事務所長　藤　本　　　済　

１　許可番号

　　令和３年６月30日　長野県松本建設事務所指令３松建第191－２号

２　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　塩尻市大字広丘吉田字上原1280－１、字道東1013－２

３　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　塩尻市大字広丘堅石1190－２

　　　株式会社ひろ企画　代表取締役　橘　　　佳　弘

都市・まちづくり課

公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しました。

　　令和３年10月21日

	 長野県長野建設事務所長　吉　川　達　也　

１　許可番号

　　令和３年４月８日　長野県長野建設事務所指令２長建第54－11号

２　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　	　上高井郡小布施町大字中松字供養塚120－１、120－２、120－ロ、121－１、121－ロ、122－１、122－２、123－イ、123－ロ、124－１、

124－ロ、126－１、126－ロ、127、128、129、130－イ、130－ロ、130－ハ、132－１、132－２、132－３、133－３、134－２

３　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　長野市権堂町2201

　　　長野電鉄株式会社　代表取締役　笠　原　甲　一　　

都市・まちづくり課

公告

　次のとおり一般競争入札に付します。

　　令和３年10月21日　

	 長野県諏訪湖流域下水道事務所長　傳　田　克　己

１　入札に付する事項

　(1)	調達をする役務及び予定数量

　　ア　役務

　　　　令和４年度　諏訪湖流域下水道維持管理　汚泥焼却灰処分業務

　　イ　予定数量

　　　　下水汚泥焼却灰（ばいじん）　乾灰　700 トン

　(2)	役務の特質

　　　下水汚泥焼却灰（ばいじん）のセメント資源化による処分

　(3)	履行期間

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで（地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に規定する長期継続契約）

　(4)	下水汚泥焼却灰発生場所

　　　諏訪市大字豊田字湖畔1866－１

　　　諏訪湖流域下水道　豊田終末処理場

　(5)	入札方法

　　	　１トン当たりの単価について行います。なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10

に相当する額を加算した金額をもって落札価格としますので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約金額の 110分の 100 に相当する金額を入札書に記載してください。
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２　入札に参加する者に必要な資格

　　次のいずれにも該当する者であることとします。

　(1	)	地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の４第１項又は財務規則（昭和42年長野県規則第２号。

以下「規則」という。）第120条第１項の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。

　(2	)	長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約（建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事

監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。）に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成

30年長野県告示第588号）のその他の契約の等級がＡに区分されている者であること。

　(3	)	長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成23年３月25日付け 22管第285号）に基づく入

札参加停止を受けている期間中の者でないこと。

　(4	)	長野県暴力団排除条例（平成23年長野県条例第21号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条例第６条第１項に規定する暴

力団関係者でないこと。

　(5	)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第14条第６項の規定により、処分を行おうとする場所を管轄する

都道府県知事等から、ばいじんについて産業廃棄物処分業（焼成）の許可を受けた者であること。

　(6)	諏訪湖流域下水道豊田終末処理場からの運搬距離が 220㎞以内の場所において処分を行うことが可能な者であること。

３　一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格の申請

　	　この入札に参加を希望する者で２の (2) に該当しないものは、次のとおり資格を申請することができます。なお、入札の時まで

に２の (2) に該当していなければ、入札に参加することはできません。

　(1)	入札参加資格申請書の入手先

　　　次のアドレスからダウンロードすることができるほか、(3) の場所で入手できます。

　　　https://www.pref.nagano.lg.jp/kensa/kensei/nyusatsu/bukken/2019_2020_sankashikaku.html

　(2)	申請を行う時期

　　　随時受け付けます。

　(3)	入札参加資格に関する問い合わせ先

　　　長野市大字南長野字幅下692－２

　　　長野県会計局契約・検査課用品調達係

　　　電話	026（235）7079

４　入札説明書の交付場所、契約条項等を示す場所及び照会先

　　諏訪市大字豊田字湖畔1866－１

　　長野県諏訪湖流域下水道事務所

　　電話	0266（58）2955

　　ファックス	0266（58）2958

　　入札説明書等は次のアドレスからダウンロードすることができます。

　　https://www.pref.nagano.lg.jp/soumu/kanzai/chotatsu/other_notice/bid/index.html

５　入札手続等

　(1)	契約手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨

　(2)	入札及び開札の日時及び場所

　　ア　日時　令和３年12月２日（木）　午前11時

　　イ　場所　長野県諏訪湖流域下水道事務所	４階　大会議室

　(3)	郵送による入札書の受領期限及び提出場所

　　ア　受領期限　令和３年12月１日（水）　午後３時（必着）

　　イ　提出場所　郵便番号　392－0016　

　　　　　　　　　諏訪市大字豊田字湖畔1866－１

　　　　　　　　　長野県諏訪湖流域下水道事務所

　(4)	入札者に要求される事項

　　	　この入札に参加を希望する者は、入札説明書に定める必要事項について説明した書類を、令和３年11月18日（木）午後３時ま

でに上記４の場所に提出してください。この場合において、開札日の前日までに必要な証明書等の照会があったときは、入札に

参加を希望する者の負担において説明してください。

　(5)	入札保証金

　　	　政令第167条の７第１項に規定する入札保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、規則第126条第２項各号

に掲げる担保を提供した場合又は規則第127条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。

　(6)	契約保証金

　　	　政令第167条の 16第１項に規定する契約保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、規則第126条第２項各号

に掲げる担保を提供した場合又は規則第143条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。
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生活排水課

　(7)	入札の無効

　　　規則第129条各号に該当する入札書は、無効とします。

　(8)	契約書作成の要否

　　　必要とします。

　(9)	落札者の決定方法

　　　予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者として決定します。

　(10)	契約の締結

　　	この調達に係る契約は、単価契約とします。

６　その他

　(1	)	この入札に係る契約は、地方自治法第234条の３に規定する長期継続契約です。この契約を締結した翌年度において、当該契約

に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、長野県諏訪湖流域下水道事務所長は、この契約を変更し、又は解除することがで

きるものとします。

　(2)	詳細は、入札説明書及び仕様書によります。

７　Summary

　(1)	Nature	and	quantity	of	the	service	to	be	purchased:

　　　Commissioned	service	for	treatment	of	sewage	sludge

　　　as	cement	resources	sludge	incineration	ash,	700t（planned	quantity）

　(2)	Contract	duration:

　　　From	April	1,	2022	until	March	31,	2023

　(3)	Place	where	the	service	take	place:

　　　Suwako	Regional	Sewerage	System	Final	Treatment	Plant

　　　Address:	1866-1	Toyoda-Kohan,	Suwa	City,	Nagano	Prefecture

　(4)	Contact	place	for	the	tender	information:

　　　Description	/conditions	/and	other	inquiries:

　　　Suwako	Regional	Sewerage	Office

　　　1866-1	Toyoda-Kohan,	Suwa	City,	Nagano	Prefecture

　　　TEL	0266-58-2955

　(5)	Time	and	place	for	the	tender:

　　　Time:	11:00	a.m.	December	2,	2021

　　　Place:	Conference	Room	4F	Suwako	Regional	Sewerage	Office

　(6)	Time	limit	for	the	tender	by	post	mail:

　　　Time:	3:00	p.m.	December	1,	2021

　　　Place:	Suwako	Regional	Sewerage	Office

　　　　　　	1866-1	Toyoda-Kohan,	Suwa	City,	Nagano	Prefecture

　　　　　　	392-0016	JAPAN

公告

　次のとおり一般競争入札に付します。

　　令和３年10月21日

	 長野県犀川安曇野流域下水道事務所長　鈴　木　　　進

１　入札に付する事項

　(1)	調達をする役務及び予定数量

　　ア　役務

　　　　令和４年度　犀川安曇野流域下水道維持管理　汚泥処分業務

　　イ　予定数量

　　　　消化脱水汚泥　4,000 トン

　(2)	役務の特質

　　　下水汚泥（消化脱水汚泥）のセメント等建設資材化による処分　

　(3)	履行期間

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで（地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に規定する長期継続契約）
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　(4)	下水汚泥発生場所

　　　安曇野市豊科田沢6709

　　　犀川安曇野流域下水道　安曇野終末処理場

　(5)	入札方法

　　	　１トン当たりの単価について行います。なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10

に相当する額を加算した金額をもって落札価格としますので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約金額の 110分の 100 に相当する金額を入札書に記載してください。

２　入札に参加する者に必要な資格

　　次のいずれにも該当する者であることとします。

　(1	)	地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の４第１項又は財務規則（昭和42年長野県規則第２号。

以下「規則」という。）第120条第１項の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。

　(2	)	長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約（建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監

理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。）に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成30

年長野県告示第588号）のその他の契約の等級がＡに区分されている者であること。

　(3	)	長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成23年３月25日付け 22管第285号）に基づく入

札参加停止を受けている期間中の者でないこと。

　(4	)	長野県暴力団排除条例（平成23年長野県条例第21号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条例第６条第１項に規定する暴力

団関係者でないこと。

　(5	)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第14条第６項の規定により、処分を行おうとする場所を管轄する

都道府県知事等から、汚泥について産業廃棄物処分業（焼却又は焼成）の許可を受けた者であること。

　(6)	犀川安曇野流域下水道安曇野終末処理場からの運搬距離が 220km 以内の場所において処分を行うことが可能な者であること。

３　一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格の申請

　	　この入札に参加を希望する者で２の (2) に該当しないものは、次のとおり資格を申請することができます。なお、入札の時までに

２の (2) に該当していなければ、入札に参加することはできません。

　(1)	入札参加資格申請書の入手先

　　　次のアドレスからダウンロードすることができるほか、(3) の場所で入手できます。

　　　https://www.pref.nagano.lg.jp/kensa/kensei/nyusatsu/bukken/2019_2020_sankashikaku.html

　(2)	申請を行う時期

　　　随時受け付けます。

　(3)	入札参加資格に関する問い合わせ先

　　　長野市大字南長野字幅下692－２

　　　長野県会計局契約・検査課用品調達係

　　　電話	026（235）7079

４　入札説明書の交付場所、契約条項等を示す場所及び照会先

　　安曇野市豊科田沢6709

　　長野県犀川安曇野流域下水道事務所

　　電話	0263（73）6571

　　ファックス	0263（73）6572

　　入札説明書等は次のアドレスからダウンロードすることができます。

　　https://www.pref.nagano.lg.jp/soumu/kanzai/chotatsu/other_notice/bid/index.html

５　入札手続等

　(1)	契約手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨

　(2)	入札及び開札の日時及び場所

　　ア		日時　令和３年12月２日（木）　午前11時

　　イ　場所　長野県犀川安曇野流域下水道事務所	２階　会議室

　(3)	郵送による入札書の受領期限及び提出場所

　　ア　受領期限　令和３年12月１日（水）　午後５時（必着）

　　イ　提出場所　郵便番号　399－8203

　　　　　　　　　安曇野市豊科田沢6709

　　　　　　　　　長野県犀川安曇野流域下水道事務所

　(4)	入札者に要求される事項

　　	　この入札に参加を希望する者は、入札説明書に定める必要事項について説明した書類を、令和３年11月19日（金）午後５時まで

に上記４の場所に提出してください。この場合において、開札日の前日までに必要な証明書等の照会があったときは、入札に参加
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を希望する者の負担において説明してください。

　(5)	入札保証金

　　	　政令第167条の７第１項に規定する入札保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、規則第126条第２項各号

に掲げる担保を提供した場合又は規則第127条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。

　(6)	契約保証金

　　	　政令第167条の 16第１項に規定する契約保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、規則第126条第２項各号

に掲げる担保を提供した場合又は規則第143条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。

　(7)	入札の無効

　　　規則第129条各号に該当する入札書は、無効とします。

　(8)	契約書作成の要否

　　　必要とします。

　(9)	落札者の決定方法

　　　予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者として決定します。

　(10)	契約の締結

　　　この調達に係る契約は、単価契約とします。

６　その他

　(1	)	この入札に係る契約は、地方自治法第234条の３に規定する長期継続契約です。この契約を締結した翌年度において、当該契約

に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、長野県犀川安曇野流域下水道事務所長は、この契約を変更し、又は解除することが

できるものとします。

　(2)	詳細は、入札説明書及び仕様書によります。

７　Summary

　(1)	Nature	and	quantity	of	the	service	to	be	purchased:

　　　Commissioned	service	for	treatment	of	sewage	sludge	as	cement	resources

　　　dewatered	digested	sludge,	4,000t（planned	quantity）

　(2)	Contract	duration:

　　　April	1,	2022	to	March	31,	2023

　(3)	Discharge	location:

　　　Saigawa	Azumino	Regional	Sewerage	System	Azumino	Wastewater	Treatment	Plant

　　　Address:	6709	Toyoshinatazawa,	Azumino	City,	Nagano	Prefecture	399-8203	Japan

　(4)	Contact	information:

　　　Nagano	Prefecture	Saigawa	Azumino	Regional	Sewerage	Office

　　　6709	Toyoshinatazawa,	Azumino	City,	Nagano	Prefecture	399-8203	Japan

　　　Tel:	+81-263-73-6571

　(5)	Bid	opening:

　　　Date	and	time:	Thursday,	December	2,	2021,	11:00	a.m.	(JST)

　　　Location:	Saigawa	Azumino	Regional	Sewerage	Office,	2nd	Floor,	Conference	Room

　(6)	Mail-in	submission	(registered	mail	only):

　　　Deadline:	Must	be	received	by	Wednesday,	December	1,	2021,	5:00	p.m.	(JST)

　　　Mailing	address:	Nagano	Prefecture	Saigawa	Azumino	Regional	Sewerage	Office

　　　　　　　　　　　	6709	Toyoshinatazawa,	Azumino	City,	Nagano	Prefecture

　　　　　　　　　　　	399-8203	Japan


