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  告　　　　　示  

山形県告示第77号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により生活保護法の規定の例によることとされる場合を

含む。）の規定により、指定医療機関を次のとおり指定した。

　　平成24年１月24日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成24年１月24日（火）

第2311号

 

毎 週 火・金 曜 日 発 行

指定年月日　 指 定 医 療 機 関 の 所 在 地　　 指 定 医 療 機 関 の 名 称　

平成23.12. 1鶴岡市昭和町12番11号訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 庄 内

平成24. 1. 1米沢市中田町981番地の２黄 木 脳 神 経 ク リ ニ ッ ク
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山形県告示第78号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により生活保護法の規定の例によることとさ

れる場合を含む。）の規定により、指定介護機関を次のとおり指定した。

　　平成24年１月24日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第79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24年１月24日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第80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24年１月24日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第81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、最上総合支庁建設部建設総務課において平成24年１月24日から同年２月６日まで縦覧に供す

る。

　　平成24年１月24日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　一般国道

２　路　線　名　　344号

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

指定年月日指定介護機関の所在地
施設又は実施

する事業の種類
指定介護機関の名称

平成23.12. 1鶴岡市昭和町12番11号
訪 問 看 護

介護予防訪問看護
訪問看護ステーション庄内

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23.12.22訪 問 介 護
鶴岡ヘルパーセンター

鶴岡市美原町30番61号
合同会社ウェルフェア

平成24. 1.11通 所 介 護
デイサービスセンター　クローバー

酒田市山居町二丁目10番７号
株式会社よつ葉野

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23.12.22介護予防訪問介護
鶴岡ヘルパーセンター

鶴岡市美原町30番61号
合同会社ウェルフェア

平成24. 1.11介護予防通所介護
デイサービスセンター　クローバー

酒田市山居町二丁目10番７号
株式会社よつ葉野
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山形県告示第82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、最上総合支庁建設部建設総務課において平成24年１月24日から同年２月６日まで縦覧に供す

る。

　　平成24年１月24日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　新庄次年子村山線

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83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、一般国道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、最上総合支庁建設部建設総務課において平成24年１月24日から同年２月６日まで縦覧に供す

る。

　　平成24年１月24日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　344号

２　供用開始の区間　　最上郡真室川町大字差首鍋字高坂86番３から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　字高坂山1980番１まで

３　供用開始の期日　　平成24年１月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第84号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第６条第１項の規定

により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。

　　平成24年１月24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

60
メートル22.0～

11.0
旧

最上郡真室川町大字差首鍋字高坂56番５から

同　　　　　　　　　　　　　　28番10まで

同　上
メートル22.0～

11.0
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

メートル

343
メートル18.0～

13.0
旧

最上郡舟形町富田字矢弓46番５から

同　　　　　　　字富田975番１まで

同　上
メートル22.0～

13.0
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上

土砂災害の発生原因となる

自然現象の種類　　　　　
指定の区域土砂災害警戒区域の名称

土石流別紙図面のとおり大鳥中ノ沢

土石流別紙図面のとおりシラガ沢

土石流別紙図面のとおり繁岡沢
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土石流別紙図面のとおり寺ノ沢

土石流別紙図面のとおりシミズ沢

土石流別紙図面のとおり高道沢川

土石流別紙図面のとおり祝沢

土石流別紙図面のとおり水無川

土石流別紙図面のとおり越中沢

土石流別紙図面のとおり仁左エ門沢

土石流別紙図面のとおりホトケ沢

土石流別紙図面のとおりモエン沢

土石流別紙図面のとおりサワウチ沢

土石流別紙図面のとおりハエタキ沢

土石流別紙図面のとおり真木ノ内沢

土石流別紙図面のとおりハヤタキ沢

土石流別紙図面のとおり滝ノ沢１

土石流別紙図面のとおり小松沢

土石流別紙図面のとおり滝ノ沢２

土石流別紙図面のとおり不動沢

土石流別紙図面のとおり三郎治沢

土石流別紙図面のとおり白山前

土石流別紙図面のとおりトヒュー沢

土石流別紙図面のとおり青竜沢

土石流別紙図面のとおりイヤノ沢

土石流別紙図面のとおり大針中ノ沢

土石流別紙図面のとおり十石沢
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土石流別紙図面のとおりヒロ沢

土石流別紙図面のとおりコウゾウ沢

土石流別紙図面のとおり仲村沢

土石流別紙図面のとおり坂下沢

土石流別紙図面のとおり行沢小沢

土石流別紙図面のとおり水上沢

土石流別紙図面のとおり穴無沢

土石流別紙図面のとおり銅ノ沢

土石流別紙図面のとおりマンクロ沢

土石流別紙図面のとおり上ノ山沢

土石流別紙図面のとおりカジカ沢

土石流別紙図面のとおり中ノ俣沢

土石流別紙図面のとおり下向沢

土石流別紙図面のとおり石金沢川

土石流別紙図面のとおり小針沢

土石流別紙図面のとおり大針上村沢

土石流別紙図面のとおり下仲村沢

土石流別紙図面のとおり大鳥小沢

土石流別紙図面のとおりウエノ沢

土石流別紙図面のとおり池の頭

土石流別紙図面のとおり角ヶ沢

土石流別紙図面のとおり南俣沢

土石流別紙図面のとおりそで沢

土石流別紙図面のとおり岩屋平沢－１
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土石流別紙図面のとおり岩屋平沢－２

土石流別紙図面のとおりビッチュウギ沢

土石流別紙図面のとおりトチノミ沢

土石流別紙図面のとおりどうの沢

土石流別紙図面のとおり大網上村沢

土石流別紙図面のとおりヤクスジリ沢

土石流別紙図面のとおり岩の沢

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり高岡

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり繁岡

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり上名川西村

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり高道

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり前田

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり砂川山崎

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり前田２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり谷地田

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり下川原

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり東の内

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり下中島

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり押出

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり大針西村

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり小松沢口－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり大針山崎

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり青竜

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり虻崎
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急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり仲畑

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり沖の前－２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり沖の前－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり三栗屋

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり下名川

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり平沢

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり田ノ沢

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり興屋

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり宮下

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり細越

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり中里

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり見崎

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり仲村

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり坂下

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり塚之内

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり松沢－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり松沢－２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり上ノ山口

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり中向

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり壱番割２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり高沢口

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり松ヶ崎

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり北俣

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり漆ヶ平－１
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　なお、「別紙図面」は省略し、県土整備部砂防・災害対策課及び庄内総合支庁建設部河川砂防課並びに鶴岡市役

所において縦覧に供する。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第85号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号。以下「法」という。）

第８条第１項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

　　平成24年１月24日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり漆ヶ平－２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり川端－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり川端－２

土砂災害の発生原因となる

自然現象の種類　　　　　

指定の区域及び法第８条

第２項に規定する政令で

定める事項　　　　　　

土砂災害特別警戒区域の名称

土石流別紙図面のとおり大鳥中ノ沢

土石流別紙図面のとおり寺ノ沢

土石流別紙図面のとおりシミズ沢

土石流別紙図面のとおり高道沢川

土石流別紙図面のとおり仁左エ門沢

土石流別紙図面のとおりホトケ沢

土石流別紙図面のとおりモエン沢

土石流別紙図面のとおりサワウチ沢

土石流別紙図面のとおりハヤタキ沢

土石流別紙図面のとおり滝ノ沢１

土石流別紙図面のとおり滝ノ沢２

土石流別紙図面のとおり三郎治沢

土石流別紙図面のとおり白山前

土石流別紙図面のとおり青竜沢

土石流別紙図面のとおり大針中ノ沢
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土石流別紙図面のとおり十石沢

土石流別紙図面のとおり仲村沢

土石流別紙図面のとおり坂下沢

土石流別紙図面のとおり水上沢

土石流別紙図面のとおり上ノ山沢

土石流別紙図面のとおり中ノ俣沢

土石流別紙図面のとおり下向沢

土石流別紙図面のとおり石金沢川

土石流別紙図面のとおり小針沢

土石流別紙図面のとおり大針上村沢

土石流別紙図面のとおり下仲村沢

土石流別紙図面のとおり大鳥小沢

土石流別紙図面のとおり池の頭

土石流別紙図面のとおり南俣沢

土石流別紙図面のとおりそで沢

土石流別紙図面のとおり岩屋平沢－１

土石流別紙図面のとおり岩屋平沢－２

土石流別紙図面のとおりビッチュウギ沢

土石流別紙図面のとおりトチノミ沢

土石流別紙図面のとおりどうの沢

土石流別紙図面のとおり大網上村沢

土石流別紙図面のとおりヤクスジリ沢

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり高岡

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり繁岡
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急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり上名川西村

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり高道

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり前田

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり砂川山崎

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり前田２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり谷地田

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり下川原

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり東の内

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり下中島

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり押出

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり大針西村

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり小松沢口－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり大針山崎

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり青竜

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり虻崎

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり仲畑

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり沖の前－２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり沖の前－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり三栗屋

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり下名川

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり平沢

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり田ノ沢

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり興屋

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり宮下
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　なお、「別紙図面」は省略し、県土整備部砂防・災害対策課及び庄内総合支庁建設部河川砂防課並びに鶴岡市役

所において縦覧に供する。

  教育委員会関係  

告　　　　　示

山形県教育委員会告示第１号

　山形県教育委員会１月定例会を次のとおり招集した。

　　平成24年１月24日

山 形 県 教 育 委 員 会　 　　　　　　　

委 員 長　　長　　　南　　　博　　　昭

１　招集の日時　　平成24年１月25日（水）　午後２時

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり細越

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり中里

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり見崎

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり仲村

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり坂下

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり塚之内

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり松沢－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり松沢－２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり上ノ山口

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり中向

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり壱番割２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり高沢口

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり松ヶ崎

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり北俣

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり漆ヶ平－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり漆ヶ平－２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり川端－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり川端－２
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２　招集の場所　　山形市松波二丁目８番１号

　　　　　　　　　山形県庁舎教育委員室

３　議　　　題　　教職員の人事について

  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24年１月24日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　申請のあった年月日

　　平成24年１月16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

　(1) 名称

　　　特定非営利活動法人日本復興支援機構

　(2) 代表者の氏名

　　　木村　莞爾

　(3) 主たる事務所の所在地

　　　米沢市花沢町2686番地の４

　(4) 定款に記載された目的

　　　この法人は、災害等の被災地域及び被災地以外の地域で災害等の影響を受けた住民、団体等に対して、住民

の福祉、復興及び防災活動に対する支援に関する事業を行い、もって被災地及び被災者の復興と福祉の増進に

寄与することを目的とする。
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