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告　　　　　示
 　　　　　　　　　　　　

山形県告示第728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29年10月24日から同年11月７日まで縦覧に供す

る。

　　平成29年10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　　458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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第729号

　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定により、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量

を実施する旨の通知があった。

　　平成29年10月24日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　基本測量を実施する地域

　　天童市及び東根市

２　基本測量を実施する期間

　　平成29年11月13日から平成30年３月23日まで

３　作業の種類

　　基本測量（電子国土基本図（地名情報）「住居表示住所」整備業務）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

区　　　　　　　　　　　　　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　　長

上山市石曽根字宮頭1833番１から

同　　　　　　　　1834番１まで
旧

63.0

　 　  ～

54.0

メートル

13
メートル

同　　　　　　　　　　　　　　　　上 新
54.0

　 　  ～

48.2

メートル

同　上
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山形県告示第730号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第１項の規定により次の都市計画を変更するため、同条第２項にお

いて準用する同法第17条第１項の規定により、当該都市計画の変更の案を次のとおり縦覧に供する。

　　平成29年10月24日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　都市計画の種類

　　酒田都市計画区域区分

２　都市計画を変更する土地の区域

　(1) 市街化区域から市街化調整区域に変わる部分

　　　なし

　(2) 市街化調整区域から市街化区域に変わる部分

　　　なし

　(3) 市街化区域に決定する部分

　　　酒田市高砂字高砂地先

３　都市計画の案の縦覧の期間及び場所

　(1) 期　間　　平成29年10月24日から同年11月７日まで

　(2) 場　所　　県土整備部都市計画課及び庄内総合支庁建設部道路計画課並びに酒田市役所

４　その他

　　この都市計画の変更の案については、縦覧期間満了の日までに、知事に対し意見書を提出することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第731号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第１項の規定により次の都市計画を変更するため、同条第２項にお

いて準用する同法第17条第１項の規定により、当該都市計画の変更の案を次のとおり縦覧に供する。

　　平成29年10月24日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　都市計画の種類

　　酒田都市計画臨港地区

２　都市計画を変更する土地の区域

　(1) 追加する部分

　　　酒田市高砂字高砂地先

　(2) 削除する部分

　　　なし

３　都市計画の案の縦覧の期間及び場所

　(1) 期　間　　平成29年10月24日から同年11月７日まで

　(2) 場　所　　県土整備部都市計画課及び庄内総合支庁建設部道路計画課並びに酒田市役所

４　その他

　　この都市計画の変更の案については、縦覧期間満了の日までに、知事に対し意見書を提出することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第732号

　平成20年10月県告示第953号（建築基準法第７条の３第１項第２号及び第６項に基づく特定工程等の指定）の一

部を次のように改正する。

　　平成29年10月24日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　第２項中「平成29年10月31日」を「平成32年10月31日」に改める。
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公　　　　　告
 　　　　　　　　　　　　

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第７項の規定により、平成29年７月から同年８月までに実施した平

成28年度会計対象財政的援助団体等の監査の結果に関する報告について、同条第９項の規定により次のとおり公表

する。

　　平成29年10月24日

山形県監査委員　　伊　　　藤　　　重　　　成

山形県監査委員　　鈴　　　木　　　　　　　孝

山形県監査委員　　武　　　田　　　一　　　夫

山形県監査委員　　加　　　藤　　　　　　　香

１　山形県公立大学法人

　　監査実施年月日　　平成29年７月24日

　　担当監査委員　　伊藤　重成、加藤　香

　(1) 監査事項

　　イ　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　　ロ　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められた。

２　公立大学法人　山形県立保健医療大学

　　監査実施年月日　　平成29年７月27日

　　担当監査委員　　伊藤　重成、加藤　香

　(1) 監査事項

　　イ　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

県の出資額 基本財産の状況 団　　　体　　　の　　　目　　　的

2,053,160,000円 基本財産の現在額

2,053,160,000円

県の出資割合 　　100％

地方独立行政法人法に基づき、大学を設置し、及び管理

することにより、豊かな教養に裏付けられた専門的な知識

と技術・技能を身に付け、広く社会で活躍する人材を育成

するとともに、地域に根ざした大学として真理の探究と知

の創造に努め、もって地域ひいては社会全体の持続的な発

展に寄与する。

補　助　金　の　名　称 補助対象事業費 補 助 金 額 補　　助　　の　　目　　的

山形県公立大学法人山形県

立米沢女子短期大学災害復

旧費補助金

1,990,472円 1,311,000円 　災害復旧事業に要する経費に対し補

助する。

山形県公立大学法人運営費

交付金

943,374,000円 498,639,000円 　県が設立する公立大学法人に対し、

その業務の財源に充てるために必要な

運営費を交付する。
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　　ロ　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められた。

３　地方独立行政法人　山形県・酒田市病院機構

　　監査実施年月日　　平成29年８月30日

　　担当監査委員　　伊藤　重成、武田　一夫

　(1) 監査事項

　　イ　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められた。

４　公益財団法人　山形県企業振興公社

　　監査実施年月日　　平成29年７月24日

　　担当監査委員　　鈴木　孝、武田　一夫

　(1) 監査事項

　　イ　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　　ロ　公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行状況

県の出資額 基本財産の状況 団　　　体　　　の　　　目　　　的

2,797,400,000円 基本財産の現在額

2,797,400,000円

県の出資割合 　　100％

　地方独立行政法人法に基づき、大学を設置し、及び管理

することにより、幅広い教養と豊かな知識と技術を持ち、

専門職としての理念に基づき行動できる人材を育成すると

ともに、地域に開かれた大学として保健医療に関する教

育、研究の成果を地域に還元し、もって県民の健康及び福

祉の向上に寄与する。

補　助　金　の　名　称 補助対象事業費 補 助 金 額 補　　助　　の　　目　　的

山形県公立大学法人運営費

交付金

978,599,843円 645,019,000円 　県が設立する公立大学法人に対し、

その業務の財源に充てるために必要な

運営費を交付する。

県の出資額 基本財産の状況 団　　　体　　　の　　　目　　　的

9,221,065,307円 基本財産の現在額

15,935,827,678円

県の出資割合　　57.9％

地方独立行政法人法に基づき、医療の提供、医療に関す

る調査及び研究等を行うことにより、庄内地域等の医療政

策として求められる高度専門医療を提供し、及び当該地域

における医療水準の向上を図り、もって住民の健康の維持

及び増進に寄与する。

県の出資額 基本財産の状況 団　　　体　　　の　　　目　　　的

158,080,000円 基本財産の現在額

293,110,000円

県の出資割合　　53.9％

中小企業等の経営基盤の強化に関する事業を総合的に実

施することにより、中小企業等の経営の安定と発展を支援

し、もって地域経済の振興に寄与する。
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　　ハ　借入金の損失補償をしているものの出納その他の事務の執行状況

　　ニ　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

管　理　施　設　名 28年度管理経費等 指　定　期　間 業　務　の　内　容

山形県産業創造支援セン

ター

12,966,000円 平成26年４月１日

～

平成29年３月31日

　山形県産業創造支援センター

の施設等の維持管理及び運営に

関する業務

借　入　金　名 借　入　金　残　高 補　償　期　間 借　入　金　の　使　途

設備貸与事業会計 2,012,000円 平成22年５月21日

～

平成29年９月30日

設備貸与事業の実施に伴う

設備調達資金

設備貸与事業会計 １,087,000円 平成23年５月18日

～

平成30年３月31日

設備貸与事業の実施に伴う

設備調達資金

設備貸与事業会計 5,703,000円 平成24年４月17日

～

平成29年９月30日

設備貸与事業の実施に伴う

設備調達資金

設備貸与事業会計 43,766,000円 平成25年４月17日

～

平成33年３月31日

設備貸与事業の実施に伴う

設備調達資金

設備貸与事業会計 27,736,000円 平成26年４月１日

～

平成32年３月31日

設備貸与事業の実施に伴う

設備調達資金

設備貸与事業会計 150,427,000円 平成27年４月１日

～

平成38年８月26日

設備貸与事業の実施に伴う

設備調達資金

設備貸与事業会計 200,000,000円 平成28年４月１日

～

平成39年12月25日

設備貸与事業の実施に伴う

設備調達資金

補　助　金　の　名　称 補助対象事業費 補 助 金 額 補　　助　　の　　目　　的

山形県企業振興公社運営費

補助金

123,921,598円 84,842,794円 公社の運営に要する経費に対し補助

する。

山形県経営基盤強化体制整

備事業費補助金

43,897,287円 43,897,287円 県内中小企業の経営基盤の強化、創

業支援等に寄与するために実施する事

業に対し補助する。

山形県自動車関連産業集積

促進等事業費補助金

11,961,000円 11,116,000円 自動車関連産業に関する県内企業の

取引拡大等及び生産管理能力の向上を

図るための事業に対し補助する。

山形県中小企業成長支援事

業費補助金

37,164,224円 35,964,224円 県内中小企業の販路開拓・拡大を支

援する事業に対し補助する。

山形県下請企業振興事業費

補助金

8,594,470円 8,594,470円 県内中小企業の振興等に寄与するた

め下請取引のあっせん等を行う事業に

対し補助する。

商談会共催負担金 － 2,300,000円 県内企業の受発注拡大に資する商談

会の開催に必要な負担金を交付する。
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　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められた。

５　山形県信用保証協会

　　監査実施年月日　　平成29年８月30日

　　担当監査委員　　鈴木　孝、加藤　香

　(1) 監査事項

　　イ　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められた。

６　公益社団法人　山形県観光物産協会

　　監査実施年月日　　平成29年８月30日

　　担当監査委員　　鈴木　孝、加藤　香

　(1) 監査事項

　　イ　借入金の損失補償をしているものの出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められた。

７　公益財団法人　やまがた農業支援センター

　　監査実施年月日　　平成29年７月24日

　　担当監査委員　　鈴木　孝、武田　一夫

　(1) 監査事項

　　イ　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

補　助　金　の　名　称 補助対象事業費 補 助 金 額 補　　助　　の　　目　　的

信用保証協会保証料補給補

助金

－ 515,260,000円 中小企業者が融資を受けるに当たっ

ての保証料の負担軽減を図るため、保

証料の一部を補給する。

信用保証協会保証料補給特

別補助金

－ 27,491,000円 中小企業者が融資を受けるに当たっ

ての保証料の負担軽減を図るため、保

証料の一部を補給する。

借　入　金　名 借　入　金　残　高 補　償　期　間 借　入　金　の　使　途

公益社団法人山形県観光

物産協会が実施する山形

新幹線新庄延伸工事等に

係る無利子貸付事業に伴

う資金融資に対する損失

補償

8,754,140,981円 平成29年３月31日

～

平成30年３月31日

公益社団法人山形県観光物

産協会がＪＲ東日本に対し実

施する山形新幹線新庄延伸工

事等に係る無利子貸付資金

県の出資額 基本財産の状況 団　　　体　　　の　　　目　　　的

886,321,373円 基本財産の現在額

2,062,958,730円

県の出資割合　　43.0％

農業生産基盤の整備・充実、農業及び農業・農村を起点

とする産業を担う人材の育成・確保並びに農業経営及び地

域資源を活用した産業創出を通じた価値創造活動に対する

支援に関する事業を行い、本県農業・農村の振興と健全な

発展に寄与する。
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　　ロ　借入金の損失補償をしているものの出納その他の事務の執行状況

　　ハ　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　イ　注意事項

　　　　収入事務及び支出事務が適切でないものがある。

８　公益財団法人　山形県林業公社

　　監査実施年月日　　平成29年８月30日

　　担当監査委員　　鈴木　孝、加藤　香

　(1) 監査事項

　　イ　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

借　入　金　名 借　入　金　残　高 補　償　期　間 借　入　金　の　使　途

農地保有合理化事業資金 82,235,400円 平成20年５月９日

～

平成34年１月29日

農用地の買入れ、借入れ及

び農業用機械の借入れ等資金

補　助　金　の　名　称 補助対象事業費 補 助 金 額 補　　助　　の　　目　　的

公益財団法人やまがた農業

支援センター運営強化事業

費補助金

47,235,522円 29,647,699円 公益財団法人やまがた農業支援セン

ターが行う農地中間管理機構の推進体

制強化のために要する経費に対し補助

する。　　　　　　

山形県農地集積・集約化対

策事業費補助金

140,932,816円 140,932,363円 農地中間管理事業の実施に要する経

費に対し補助する。

山形県草地開発事業費補助

金

211,898,383円 105,944,000円 畜産の振興を図るための草地開発事

業に要する経費に対し補助する。

公益財団法人やまがた農業

支援センター活動強化事業

費補助金

43,697,962円 43,697,962円 担い手育成支援等のため、公益財団

法人やまがた農業支援センターが実施

する事業に要する経費に対し補助す

る。

山形県地域で育てる担い手

育成支援事業費補助金

2,356,822円 2,356,822円 地域の農業者等が主体となって新規

就農者を確保・育成する仕組みづくり

を支援する事業に要する経費に対し補

助する。

やまがた農商工連携ファン

ド運営事業費補助金

4,540,258円 4,540,258円 やまがた農商工連携ファンド事業の

運営業務等に要する経費に対し補助す

る。

安全安心エコ農産物認証支

援事業費補助金

22,363,889円 16,523,141円 やまがた農産物安全・安心取組認証

事業等に要する経費に対し補助する。

山形県６次産業化ネット

ワーク活動推進交付金

20,018,539円 20,018,000円 農林漁業者等の６次産業化を支援す

る事業に要する経費に対し補助する。

県の出資額 基本財産の状況 団　　　体　　　の　　　目　　　的

10,000,000円 基本財産の現在額

10,000,000円

県の出資割合　　 100％

森林資源の造成整備を図るとともに、森林、林業に関す

る普及啓蒙等を行うことにより水源涵
かん

養を図り、国土の保

全を期するとともに林業生産の向上を促進し、もって住民

生活の安定と農山村経済の振興に寄与する。
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　　ロ　借入金の損失補償をしているものの出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められた。

９　山形県土地開発公社

　　監査実施年月日　　平成29年７月24日

　　担当監査委員　　鈴木　孝、武田　一夫

　(1) 監査事項

　　イ　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められた。

10　山形県道路公社

　　監査実施年月日　　平成29年８月30日

　　担当監査委員　　伊藤　重成、武田　一夫

　(1) 監査事項

　　イ　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　　ロ　借入金の保証をしているものの出納その他の事務の執行状況

借　入　金　名 借　入　金　残　高 補　償　期　間 借　入　金　の　使　途

林業基盤整備資金 4,440,246,000円 50年～55年 分収林事業（造林用）資金

（有利子貸付け）

森林整備活性化資金 1,628,089,600円 30年 分収林事業（造林用）資金

（無利子貸付け）

分収林機能高度化資金 573,152,045円 20年
林業経営維持資金

借換資金 2,076,862,785円 38年 日本政策金融公庫からの借

換資金（市中銀行）

林業経営安定資金 1,281,332,029円 19年～35年 林業経営維持・施業転換資

金

県の出資額 基本財産の状況 団　　　体　　　の　　　目　　　的

30,000,000円 基本財産の現在額

30,000,000円

県の出資割合　　 100％

公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことに

より、地域の秩序ある整備と県民福祉の増進に寄与する。

県の出資額 基本財産の状況 団　　　体　　　の　　　目　　　的

366,000,000円 基本財産の現在額

366,000,000円

県の出資割合　　 100％

山形県の区域及びその周辺の地域において、その通行又

は利用について料金を徴収することができる道路の新設、

改築、維持、修繕、その他の管理を総合的かつ効率的に行

うこと等により、この地域の地方的な幹線道路の整備を促

進して交通の円滑化を図り、もって住民の福祉の増進と産

業経済の発展に寄与する。
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　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められた。

借　入　金　名 借　入　金　残　高 保　証　期　間 借　入　金　の　使　途

山形駅西口駐車場建設資

金

128,952,606円 平成10年３月30日

～

平成32年３月20日

山形駅西口駐車場の建設費
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