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  告　　　　　示  

山形県告示第880号

　労働関係調整法（昭和21年法律第25号）第37条第１項の規定により、山形県医療労働組合連合会執行委員長今井

敏彦から、争議行為を行うことについて、平成22年10月26日次のとおり通知があった。

　　平成22年11月５日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　事　件

　　年末一時金等の要求に関する件

２　期　間

　　平成22年11月11日以降事件解決の日まで

３　場　所

　　庄内医療生活協同組合

　　　鶴岡協立病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鶴岡市文園町９番34号

　　庄内医療生活協同組合

　　　本部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　文園町９番３号

　　庄内医療生活協同組合

　　　訪問看護ステーションきずな　　　　　　　　　　　　同　　日枝海老島159番１号

　　庄内医療生活協同組合

　　　協立歯科クリニック　　　　　　　　　　　　　　　　同

平成22年11月５日（金）

第2192号

 

毎 週 火・金 曜 日 発 行
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　　庄内医療生活協同組合

　　　鶴岡協立リハビリテーション病院　　　　　　　　　　同　　上山添字神明前38番地

　　庄内医療生活協同組合

　　　協立大山診療所　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　大山二丁目26番３号

　　庄内医療生活協同組合

　　　協立三川診療所　　　　　　　　　　　　　　　　　　東田川郡三川町大字横山字袖東４番地９

　　庄内医療生活協同組合

　　　総合介護センターふたば　　　　　　　　　　　　　　鶴岡市双葉町13番45号

　　庄内医療生活協同組合

　　　鶴岡協立病院附属クリニック　　　　　　　　　　　　同　　文園町11番３号

　　庄内医療生活協同組合

　　　サポートセンターあさひ　　　　　　　　　　　　　　同　　熊出字日鑓31番３号

　　医療法人健友会

　　　本間病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　酒田市中町三丁目５番23号

　　医療法人健友会

　　　介護老人保健施設ひだまり　　　　　　　　　　　　　同

　　医療法人健友会　

　　　酒田市地域包括支援センターなかまち　　　　　　　　同　

　　医療法人健友会

　　　のぞみ診療所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　中町三丁目４番12号

　　医療法人健友会

　　　訪問看護ステーションかがやき　　　　　　　　　　　同　　中町三丁目３番18号

　　医療法人健友会

　　　本間病院在宅介護支援事業所　　　　　　　　　　　　同　　中町三丁目５番23号

　　医療法人健友会

　　　認知症対応型通所介護施設「楽楽」　　　　　　　　　同　　中町三丁目３番18号

　　医療法人山容会

　　　山容病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　高砂二丁目１番64号

　　地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構

　　　日本海総合病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　あきほ町30番地

　　地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構

　　　日本海総合病院酒田医療センター　　　　　　　　　　同　　千石町二丁目３番20号

　　社会福祉法人恩賜財団済生会

　　　山形済生病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山形市沖町79番１号

　　医療法人社団小白川至誠堂病院

　　　小白川至誠堂病院　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　東原町一丁目12番26号

　　医療法人社団松柏会

　　　至誠堂総合病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　桜町７番44号

　　医療法人社団松柏会

　　　至誠堂総合病院附属中山診療所　　　　　　　　　　　東村山郡中山町大字長崎3034番地

　　医療法人社団松柏会

　　　至誠堂訪問サービスセンターコスモス　　　　　　　　山形市旅篭町一丁目７番23号

　　医療法人社団松柏会

　　　わかばクリニック　　　　　　　　　　　　　　　　　同

　　医療法人社団松柏会

　　　至誠堂ホームヘルパーステーション　　　　　　　　　同

　　医療法人社団松柏会

　　　地域包括支援センターかがやき　　　　　　　　　　　同

　　医療法人社団松柏会

　　　介護療養型老人保健施設木の実　　　　　　　　　　　同
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　　医療法人社団松柏会

　　　グランドホームはたごまち　　　　　　　　　　　　　同

　　医療法人社団松柏会

　　　至誠堂とかみクリニック　　　　　　　　　　　　　　同　　富神前48番５号

　　医療法人篠田好生会

　　　篠田総合病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　桜町２番68号

　　医療法人篠田好生会

　　　千歳篠田病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　長町二丁目10番56号

　　医療法人篠田好生会

　　　天童温泉篠田病院　　　　　　　　　　　　　　　　　天童市鎌田一丁目７番１号

　　医療法人二本松会

　　　山形さくら町病院　　　　　　　　　　　　　　　　　山形市桜町２番75号

　　医療法人二本松会

　　　上山病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上山市金谷字下河原1370番地

４　概　要

　　救急患者及び入院中の重症患者のための保安要員を除く全部又は一部の組合員によるストライキ、怠業その他

の争議行為並びにこれを妨害する者を排除する一切の争議行為

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第881号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の規定により、指定居宅サービス事業者を次のとおり指定し

た。

　　平成22年11月５日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第882号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項の規定により、指定介護予防サービス事業者を次のとおり指

定した。

　　平成22年11月５日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第883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、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成22年11月５日から同月18日まで縦覧に供する。

　　平成22年11月５日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　蔵王公園線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

指定年月日サービスの種類事業所の名称及び所在地
指定居宅サービス事業者の

名称又は氏名　　　　　　

平成22.10.25
福 祉 用 具 貸 与

特定福祉用具販売

はっぴぃーAssist

最上郡戸沢村大字古口253番地５

株式会社　はっぴぃーアシス

ト

指定年月日サービスの種類事業所の名称及び所在地
指定介護予防サービス事業者

の名称又は氏名　　　　　　

平成22.10.25

介護予防福祉用具

貸与

特定介護予防福祉

用具販売

はっぴぃーAssist

最上郡戸沢村大字古口253番地５

株式会社　はっぴぃーアシス

ト
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山形県告示第884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、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成22年11月５日から同月18日まで縦覧に供する。

　　平成22年11月５日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　十日町山形線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第885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、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成22年11月５日から同月18日まで縦覧に供する。

　　平成22年11月５日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　蔵王公園線

２　供用開始の区間　　山形市蔵王上野字南坂1123番２から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　3222番１まで

３　供用開始の期日　　平成22年11月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第886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、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成22年11月５日から同月18日まで縦覧に供する。

　　平成22年11月５日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　十日町山形線

２　供用開始の区間　　上山市金瓶字原133番７から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　74番１まで

３　供用開始の期日　　平成22年11月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第887号

　山形県証紙条例施行規則（昭和39年４月県規則第34号）第14条第１項の規定により、証紙の売りさばき人の変更

を次のとおり承認した。

　　平成22年11月５日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

メートル

232.0
メートル15.1～

10.0
旧

山形市蔵王上野字南坂1123番２から

同　　　　　　3222番１まで

同　上
メートル25.2～

11.0
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

メートル

294.0
メートル14.6～

10.8
旧

上山市金瓶字原133番７から

同　　　　　　74番１まで

同　上
メートル21.8～

11.2
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上
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  教育委員会関係  

規　　　　　則

　山形県立高等学校管理運営規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成22年11月５日

山 形 県 教 育 委 員 会　　 　　　　　　

委 員 長　　長　　　南　　　博　　　昭

山形県教育委員会規則第14号

　　　山形県立高等学校管理運営規則の一部を改正する規則

　山形県立高等学校管理運営規則（昭和41年４月県教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

　　　　　　「　　　　　　　　　「

　別表第１中　　　　　　　　　を　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　」

承認年月日売りさばき所の所在地

売　り　さ　ば　き　人

変　　　更　　　後変　　　更　　　前

平成22.10.26米沢市諸仏町3687番地神田　祐一神田　祐介

200

40

40

240

40

40

200総　合同　　　天 童 高 等 学 校

160総　合同　　　天 童 高 等 学 校

200総　合同　　　北 村 山 高 等 学 校

160総　合同　　　北 村 山 高 等 学 校

40

40

40

40

募集停止

募集停止

40

生物生産

生物環境

機械シス

テム　　

電気シス

テム　　

建設シス

テム　　

建築デザ

イン　　

環境デザ

イン　　

40

40

40

40

40

生物生産

生物環境

機械シス

テム　　

電気シス

テム　　

環境デザ

イン　　



山　　形　　県　　公　　報 第2192号平成22年11月５日（金曜日）

1164

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　に、　　　　　　　　を　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「
　　　　　　　　　　　　　　「
「　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　に、　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

「

　　　　　　　　　　　　に、　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　附　則

　この規則は、平成23年４月１日から施行する。

  公　　　　　告  

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の設

立の認証について申請があった。

　　平成22年11月５日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　申請のあった年月日

　　平成22年10月20日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された

目的

200普　通同　　　米 沢 東 高 等 学 校

160普　通同　　　米 沢 東 高 等 学 校

募集停止

募集停止

募集停止

40

40

40

40

40

40

電子機械

情報技術

工業デザ

イン　　

機　　械

生産シス

テム　　

電　　気

意匠情報

建　　築

環境工学

40

40

40

40

40

40

機　　械

生産シス

テム　　

電　　気

意匠情報

建　　築

環境工学

120

160

募集停止

160

160

募集停止

40

40

海洋技術

海洋環境

40

募集停止

40

海洋技術

海洋環境

海洋資源

募集停止

募集停止

120

総合ビジ

ネス

国際情報

国際経営

120国際経営

募集停止

40

募集停止

募集停止

募集停止

40

40

40

機械技術

電子機械

情報シス

テム

土木シス

テム

環境エネ

ルギー

機　　械

エネルギ

ー技術

環境技術

40

40

40

40

電子機械

機　　械

エネルギ

ー技術

環境技術
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　(1) 名称

　　　特定非営利活動法人　希望ヶ丘体育文化振興会

　(2) 代表者の氏名

　　　岩浪　豊

　(3) 主たる事務所の所在地

　　　酒田市住吉町10番70号

　(4) 定款に記載された目的

　　　この法人は、酒田市内における地域児童生徒及び地域住民の健康と文化の向上と環境の整備、子供から大人

まで誰もが楽しめる体育文化活動を支援・実施することを目的とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、県有地の売買について、一般競争入札を次のと

おり行う。

　　平成22年11月５日

山形県企業管理者　　髙　　　橋　　　邦　　　芳

１　入札の場所及び日時並びに入札に付する物件及び予定価格

２　入札参加者の資格

　　次の各号に該当しない者

　(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項に規定する者

　(2) 地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当し、その事実があった後３年を経過しない者

３　契約条項を示す場所

　　企業局総務企画課

４　入札保証金及び契約保証金

　(1) 入札保証金　入札見積価格の100分の５以上の額

　(2) 契約保証金　契約金額の100分の10以上の額

５　入札の無効

　　入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

６　その他

　(1) 説明会の場所及び日時

　(2) 郵便による入札は、認めない。

　(3) 入札、入札条件及び契約に関する詳細については、企業局総務企画課（電話023(630)2768）に問い合わせる

こと。

予定価格入 札 に 付 す る 物 件日　　　　　時場　　　　　　　所

10,631,000円新庄市大字松本字四ツ屋407番３

雑種地（実測）1,002.97平方メートル

　　　（公簿）1,001.00平方メートル

平成22年12月14日（火）

午後２時

新庄市金沢字大道上2034

最上総合支庁

５階503会議室

8,435,000円酒田市北千日町103番１

宅地　（実測）330.78平方メートル

　　　（公簿）330.57平方メートル

平成22年12月17日（金）

午後２時

酒田市中野俣字赤田沢６

企業局酒田事務所

会議室

日　　　　　時場　　　　　　　所入 札 に 付 す る 物 件

平成22年11月29日（月）

午後１時30分

新庄市大字松本412－17

最上総合支庁農村整備課

２階会議室

新庄市大字松本字四ツ屋407番３

雑種地（実測）1,002.97平方メートル

　　　（公簿）1,001.00平方メートル

平成22年12月３日（金）

午後１時30分

酒田市光ケ丘三丁目１－１

松陵学区コミュニティ防災センター

第１研修室

酒田市北千日町103番１

宅地（実測）330.78平方メートル

　　（公簿）330.57平方メートル
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