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山形県告示第1083号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、指定介護

機関から次のとおり廃止した旨の届出があった。

　　平成19年12月11日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

廃止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19.10.31山形市陣場二丁目11番28号

訪 問 入 浴 介 護

介護予防訪問入浴

介護

株式会社コムスン

山形訪問入浴ケアセンター

同同　　あかねヶ丘一丁目２番33号
通 所 介 護

介護予防通所介護

デイサービス・コムスンあか

ねが丘
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山形県告示第1084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19年12月11日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1085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19年12月11日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同　　　　　同福 祉 用 具 貸 与
株式会社コムスン　山形福祉

用具センター

同
同　　薬師町二丁目６番17号発見ビ

ル２Ｆ

訪 問 介 護

居 宅 介 護 支 援

介護予防訪問介護

株式会社コムスン山形北央ケ

アセンター

同同　　前田町16番18号

訪 問 介 護

居 宅 介 護 支 援

介護予防訪問介護

株式会社コムスン山形南ケア

センター

同米沢市金池六丁目３番９号

訪 問 介 護

居 宅 介 護 支 援

介護予防訪問介護

株式会社コムスン米沢ケアセ

ンター

同新庄市金沢1863番地１
通 所 介 護

介護予防通所介護
デイサービス・コムスン新庄

同同　　金沢1863番地２

訪 問 介 護

居 宅 介 護 支 援

介護予防訪問介護

株式会社コムスン新庄ケアセ

ンター

同上山市二日町９番21号

訪 問 介 護

居 宅 介 護 支 援

介護予防訪問介護

株式会社コムスン上山ケアセ

ンター

同同　　金谷字八反田399番地の１
訪 問 介 護

介護予防訪問介護

株式会社コムスン上山北ケア

センター

同同　　石曽根37番地

訪 問 入 浴 介 護

介護予防訪問入浴

介護

株式会社コムスンかみのやま

温泉訪問入浴ケアセンター

指定年月日
居宅サービスの

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

名称及び所在地　　　　　

平成19.11.30短期入所生活介護
ショートステイ事業所みずかみ

最上郡最上町大字向町1000番地

社会福祉法人豊寿会

最上郡最上町大字向町683番

地

指定年月日
介護予防サービス

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

の名称及び所在地　　　　　

平成19.11.30
介護予防短期入所

生活介護

ショートステイ事業所みずかみ

最上郡最上町大字向町1000番地

社会福祉法人豊寿会

最上郡最上町大字向町683番

地
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山形県告示第1086号

　障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者を次のとお

り指定した。

　　平成19年12月11日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1087号

　障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者を次のとお

り指定した。

　　平成19年12月11日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1088号

　山形県農業近代化資金利子補給金交付規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成19年12月11日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　山形県農業近代化資金利子補給金交付規程の一部を改正する規程

　山形県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和36年12月県告示第1001号）の一部を次のように改正する。

　第２条の表中「年0.45％」を「年0.55％」に改める。　

　　　附　則

１　この規程は、公布の日から施行し、改正後の第２条の規定は、平成19年10月18日から適用する。

２　平成19年10月18日前に貸し付けられた農業近代化資金に係る利子補給率については、改正後の第２条の規定に

かかわらず、なお従前の例による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1089号

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり国土調査の成果を認証した。

　　平成19年12月11日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　調査を行った者の名称

　　大石田町

２　調査を行った期間

　　平成16年５月６日から平成19年３月20日まで

３　国土調査法第18条の規定により送付があった地図及び簿冊の名称

　　大石田町地籍図及び地籍簿

４　調査地域

　　大字横山の一部

指定年月日
障害福祉サービス

の種類
事業所の名称及び所在地

指定障害福祉サービス事業者の

名称及び主たる事務所の所在地

平成19.11.27児童デイサービス
あおぞらはうす

新庄市鳥越483－４

特定非営利活動法人くれよんは

うす

新庄市金沢1439番地22

指定年月日
障害福祉サービス

の種類
事業所の名称及び所在地

指定障害福祉サービス事業者の

名称及び主たる事務所の所在地

平成19.12. 1
居 宅 介 護

重 度 訪 問 介 護

ハートケアひなた訪問介護事業所

長井市大町７番１号

有限会社ひなた

長井市大町７番１号

同共 同 生 活 援 助
泉荘共同生活事業所

長井市今泉1812

山形県社会福祉事業団

山形市緑町一丁目９番30号

同共 同 生 活 援 助
グループホーム「しゃくなげ寮」

長井市屋城町２番１号

特定非営利活動法人長井慈愛会

長井市屋城町２番１号
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５　認証年月日

　　平成19年12月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1090号

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり国土調査の成果を認証した。

　　平成19年12月11日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　調査を行った者の名称

　　大石田町

２　調査を行った期間

　　平成17年５月９日から平成19年３月20日まで

３　国土調査法第18条の規定により送付があった地図及び簿冊の名称

　　大石田町地籍図及び地籍簿

４　調査地域

　　大字横山の一部

５　認証年月日

　　平成19年12月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1091号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり認

可した。

　　平成19年12月11日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　施行者の名称

　　酒田市

２　都市計画事業の種類及び名称

　(1) 種　類　　酒田都市計画下水道事業

　(2) 名　称　　酒田市公共下水道

３　変更の内容

　(1) 収用の部分　　変更なし

　(2) 使用の部分　　な　し

４　事業施行期間

　　昭和45年９月15日から平成26年３月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1092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北村山総務建築課において平成19年12月11日から同月24日まで縦覧に供

する。

　　平成19年12月11日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　道路の種類　　一般国道

２　路　線　名　　287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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

44
22.0～

46.0
旧

東根市大字荷口字北野2287－６から

同　　　　　　　　　2290－12まで

同　上
22.0～

45.2
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上

メートルメートル

メートル
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山形県告示第1093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15条第１項の規定により、証紙の売りさばき所の変更

を次のとおり承認した。

　　平成19年12月11日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

  選挙管理委員会関係  

告　　　　　示

山形県選挙管理委員会告示第147号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第20条第１項の規定により平成16年10月27日付け山形県選挙管理委員会

告示第164号にて公表した平成15年分の収支報告書について、訂正の報告があったので、その要旨を次のとおり公表

する。

　　平成19年12月11日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

承 認

年 月 日

　　　　売 り さ ば き 所 の 所 在 地　　　　
売 り さ ば き 人 の 名 称

及 び 代 表 者 氏 名
変　　　 更 　　　後変　　　 更 　　　前

平成19.12. 4

同　　　　　左東根市大字羽入1793番地東根市農業協同組合

代表理事組合長

　　　　青　柳　　　忠 東根市大字東根甲1390番地の１
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自由民主党村山市支部

○本部又は支部から供与された交付金に係る収入の内訳

　交付金を供与した本部又は支部の名称　　　　　主たる事務所の所在地　　　収入金額

　自由民主党山形県支部連合会　　　　　　　　　山形市　　　　　　　　　 120,000円

　自由民主党山形県第二選挙区支部　　　　　　　米沢市　　　　　　　　　 400,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（政党）単位：円

自由民主党村山

市支部
政 治 団 体 の 名 称

16. 2.19報告年月日

1,454,573収入総額

446,372　　前年繰越額

1,008,201　　本年収入額

1,033,950支出総額

本年収入の内訳

220,200

194

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

228,000　寄附（内訳別掲）

228,000　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

520,000　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

40,001

40,001

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

123,712　経常経費

83,000

40,712

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

910,238　政治活動費

507,680

120,425

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

123,100

159,033

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無資産等の有無

19. 9.18訂正年月日
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山形県選挙管理委員会告示第148号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第20条第１項の規定により平成17年10月26日付け山形県選挙管理委員

会告示第151号にて公表した平成16年分の収支報告書について、訂正の報告があったので、その要旨を次のとおり公

表する。

　　平成19年12月11日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

（政党）単位：円

自由民主党飯豊

町支部
政 治 団 体 の 名 称

17. 3.23報告年月日

922,514収入総額

483,511　　前年繰越額

439,003　　本年収入額

347,332支出総額

本年収入の内訳

199,000

69

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

40,000　寄附（内訳別掲）

20,000

20,000

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

200,000　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

3

3

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

347,332　政治活動費

347,332

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無資産等の有無

19. 9.26訂正年月日
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自由民主党飯豊町支部

○本部又は支部から供与された交付金に係る収入の内訳

　交付金を供与した本部又は支部の名称　　　　　主たる事務所の所在地　　　収入金額

自由民主党山形県支部連合会　　　　　　　　　　山形市　　　　　　　　　 200,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第149号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第20条第１項の規定により平成18年９月８日付け山形県選挙管理委員会

告示第105号にて公表した平成17年分の収支報告書について、訂正の報告があったので、その要旨を次のとおり公表

する。

　　平成19年12月11日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自由民主党山形県第二選挙区支部

○寄附の内訳

　（個人分）

 寄附者の氏名・名称 金　　　額 住所・所在地

 黒　田　政　喜  600,000円 西村山郡河北町

 川　野　　　勲 500,000円 米沢市

 小　山　和　夫 1,000,000円 西置賜郡小国町

（政党）　　　　（その他の政治団体）単位：円

電機連合山形地
協政治活動委員
会

自由民主党山形
県第二選挙区支
部

政 治 団 体 の 名 称

18. 3.2718. 3.27報告年月日

943,12486,236,288収入総額

342,122822,579　　前年繰越額

601,00285,413,709　　本年収入額

780,04884,240,311支出総額

本年収入の内訳

1,000

1

2,359,800

1,911

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

600,00038,844,000　寄附（内訳別掲）

600,000

6,300,000

23,040,000

9,504,000

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

18,209,895　事業収入（内訳別掲）

260,000,000　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

2

2

14

14

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

12,00026,094,591　経常経費

2,000

10,000

23,438,056

119,050

1,093,824

1,443,661

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

768,04858,145,720　政治活動費

338,648

29,400

7,040,493

5,000,000

5,611,877

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

29,400

758,483

3,719,536

1,133,858

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

400,000

466,350

39,527,000

500,000

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無有資産等の有無

19. 3.2819.10. 9訂正年月日
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 原　田　敬　二 1,000,000円 南陽市

 遠　藤　信　幸 100,000円 米沢市

 後　藤　幹　一  100,000円 米沢市

 大　山　政　美 500,000円 尾花沢市

 高　谷　　　博 1,000,000円 村山市

 樋　口　哲　也  1,500,000円 西置賜郡飯豊町

　（法人その他の団体分）

 寄附者の氏名・名称 金　　　額 住所・所在地

 中央清掃（有） 240,000円 米沢市

 東北電化工業（株） 360,000円 山形市

 （株）佐長鉄工 120,000円 米沢市

 相田建設（株） 1,060,000円 米沢市

 （株）山田工務店 130,000円 東田川郡羽黒町

 後藤建設（株） 860,000円 寒河江市

 八松園（株） 360,000円 寒河江市

 黒澤鐡筋（有） 420,000円 東置賜郡高畠町

 菊池商事（株） 360,000円 寒河江市

 （株）多利加 80,000円 山形市

 アイケン共同組合 100,000円 米沢市

 太田建設（株） 500,000円 米沢市

 （株）マルコーエンジニアリング 100,000円 米沢市

 （株）後藤組 2,000,000円 米沢市

 （株）黒田組 1,000,000円 西村山郡河北町

 （株）ヤマザワ 1,000,000円 山形市

 （株）ナウエル 500,000円 米沢市

 （株）エル・インターナショナル 50,000円 東京都新宿区

 （株）メルヘン企画 50,000円 東京都八王子市

 イムノエイト（株） 100,000円 東京都港区

 （株）ユキカンパニー 100,000円 東京都千代田区

 （株）飾一 200,000円 神奈川県横浜市

 （株）桜ゴルフ 300,000円 東京都中央区

 山形県家畜商業協同組合 50,000円 天童市

 （株）尾形商店 1,000,000円 米沢市

 衣袋建設（株） 1,000,000円 西置賜郡白鷹町

 本間建設（株） 500,000円 尾花沢市

 樋口建設（株） 1,500,000円 西置賜郡飯豊町

 （株）ヤマキチ 500,000円 西置賜郡飯豊町

 佐藤建設（株） 1,000,000円 山形市

 （株）平吹設計事務所 200,000円 山形市

 黒澤建設工業（株） 500,000円 山形市

 東北工業（株） 500,000円 山形市

 （株）ムラヤマ 500,000円 山形市

 弘栄設備工業（株） 1,000,000円 山形市

 （株）ジェック 1,000,000円 東根市

 （株）大木建装硝子 1,000,000円 米沢市

 山形建設（株） 1,000,000円 山形市

 （株）斉藤建設 500,000円 東根市

 奥山建設（株） 1,000,000円 東根市

 丸伸建設（株） 300,000円 村山市
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　（政治団体分）

 寄附者の氏名・名称 金　　　額 住所・所在地

 新世紀政治研究会 7,500,000円 東京都千代田区

 山形県不動産政治連盟 100,000円 山形市

 東北税理士政治連盟 100,000円 宮城県仙台市

 山形県税理士政治連盟 200,000円 山形市

 山形県農協政治連盟 500,000円 山形市

 山形県医師連盟 1,000,000円 山形市

 日本建築士事務所政経研究会 100,000円 東京都中央区

○事業収入の内訳

　事業の種類  金　　　額

　自由民主党山形県第二選挙区支部政経セミナー  9,089,895円

　自由民主党山形県第二選挙区支部政経セミナー  9,120,000円

○政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳

　政治資金パーティーの名称

　自由民主党山形県第二選挙区支部政経セミナー

　対価の支払をした者の区分

　法人その他の団体

　対価の支払をした者の氏名・名称 金　　　額 住所・所在地

　山和建設（株） 1,000,000円 西置賜郡小国町

　樋口建設（株） 400,000円 西置賜郡飯豊町

　（株）ヤマキチ 300,000円 西置賜郡飯豊町

　（株）梅津組 200,000円 長井市

　衣袋建設（株） 500,000円 西置賜郡白鷹町

　置賜建設（株） 200,000円 米沢市

　（株）後藤組 500,000円 米沢市

　（株）後藤組 1,000,000円 米沢市

　太田建設（株） 1,000,000円 米沢市

　政治資金パーティーの名称

　自由民主党山形県第二選挙区支部政経セミナー

　対価の支払をした者の区分

　法人その他の団体

　対価の支払をした者の氏名・名称 金　　　額 住所・所在地

　（株）ジェック 200,000円 東根市

　高谷建設（株） 300,000円 村山市

　丸伸建設（株） 500,000円 村山市

　五十嵐特殊建設（株） 500,000円 村山市

　五十嵐特殊建設（株） 200,000円 村山市

 五十嵐特殊建設（株） 300,000円 村山市

 高橋建設（株） 200,000円 北村山郡大石田町

 （株）矢萩土建 300,000円 村山市

 菊池商事（株） 1,000,000円 寒河江市

 （株）黒田組 450,000円 西村山郡河北町
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 奥山建設（株） 200,000円 東根市

○本部又は支部から交付された交付金に係る収入の内訳

 交付金を供与した本部又は支部の名称　　　　　主たる事務所の所在地　　　収入金額

 自由民主党本部　　　　　　　　　　　　　　　東京都千代田区　　　　26,000,000円

○資産等の内訳

　（借入金）

 借　　入　　先 金　　　額

 遠　藤　武　彦 1,000,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電機連合山形地協政治活動委員会

○寄附の内訳

　（政治団体分）

 寄附者の氏名・名称 金　　　額 住所・所在地

 電機連合政治活動委員会 600,000円 東京都港区

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第150号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第20条第１項の規定により平成19年９月14日付け山形県選挙管理委員会

告示第128号にて公表した平成18年分の収支報告書について、訂正の報告があったので、その要旨を次のとおり公表

する。

　　平成19年12月11日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠
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（政党）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

自由民主党東根

市支部

自由民主党小国

町支部

自由民主党山形
県米沢市第四支
部

自由民主党寒河

江支部
政 治 団 体 の 名 称

19. 3.2919. 3.1519. 2.2619. 1.30報告年月日

1,110,917297,363549,8004,802,429収入総額

316,10123,56301,175,137　　前年繰越額

794,816273,800549,8003,627,292　　本年収入額

841,960140,220549,8003,395,647支出総額

本年収入の内訳

574,800

192

153,800

77

49,800

51

1,633,000

342

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0001,240,000　寄附（内訳別掲）

60,000

1,180,000

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

220,00012,000500,000220,000　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

16

16

534,292

534,292

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

12,63546,310280,000558,794　経常経費

11,305

1,330

10,000

14,680

21,630

180,000

100,000

360,000

78,794

120,000

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

829,32593,910269,8002,836,853　政治活動費

809,325

0

88,910

5,000

182,000

0

1,516,853

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

5,000

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

20,00087,800

1,320,000

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無無資産等の有無

19.10. 119. 9.2619.10.1719. 9.21訂正年月日
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自由民主党寒河江支部

○寄附の内訳

　（個人分）

 寄附者の氏名・名称 金　　　額 住所・所在地

 小　野　幸　作 60,000円 寒河江市

（政党）単位：円

自由民主党山形
県第一選挙区支
部

政 治 団 体 の 名 称

19. 3.29報告年月日

78,628,161収入総額

20,300,161　　前年繰越額

58,328,000　　本年収入額

54,821,872支出総額

本年収入の内訳

1,729,000

1,479

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

40,455,000　寄附（内訳別掲）

4,490,000

35,665,000

300,000

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

16,000,000　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

144,000

24,000

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

35,908,630　経常経費

21,939,884

465,808

6,854,675

6,648,263

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

18,913,242　政治活動費

5,869,497

3,993,192

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

3,993,192

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

314,750

1,500,000

7,235,803

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

有資産等の有無

19.10.26訂正年月日
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　（法人その他の団体分）

 寄附者の氏名・名称 金　　　額 住所・所在地

 國井建設（株） 150,000円 寒河江市

 （株）角田商店 50,000円 寒河江市

 （株）高松木材 70,000円 寒河江市

 テーピ工業（株） 50,000円 寒河江市

 丸菱食品（株） 50,000円 寒河江市

 芳賀建設（株） 50,000円 寒河江市

 伊藤建設（株） 50,000円 寒河江市

 （株）安孫子建築設計事務所 50,000円 寒河江市

○本部又は支部から交付された交付金に係る収入の内訳

 交付金を供与した本部又は支部の名称　　　　　主たる事務所の所在地　　　収入金額

 自由民主党山形県支部連合会　　　　　　　　　山形市　　　　　　　　　 220,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自由民主党山形県米沢市第四支部

○本部又は支部から交付された交付金に係る収入の内訳

 交付金を供与した本部又は支部の名称　　　　　主たる事務所の所在地　　　収入金額

 自由民主党山形県支部連合会　　　　　　　　　山形市　　　　　　　　　 500,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自由民主党小国町支部

○本部又は支部から交付された交付金に係る収入の内訳

 交付金を供与した本部又は支部の名称　　　　　主たる事務所の所在地　　　収入金額

 自由民主党山形県支部連合会　　　　　　　　　山形市　　　　　　　 　　120,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自由民主党東根市支部

○本部又は支部から交付された交付金に係る収入の内訳

 交付金を供与した本部又は支部の名称　　　　　主たる事務所の所在地　　　収入金額

 自由民主党山形県支部連合会　　　　　　　　　山形市　　　　　　　　　 220,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自由民主党山形県第一選挙区支部

○寄附の内訳

　（個人分）

 寄附者の氏名・名称 金　　　額 住所・所在地

 鈴　木　明　朗 600,000円 西村山郡河北町

 杉　山　光　秀 240,000円 山形市

 門　馬　　　孝 600,000円 山形市

 松　木　紀　昌 1,500,000円 長井市

 佐　藤　忠　宏 500,000円 南陽市

 新　山　靖　雄 1,000,000円 東京都三鷹市

　（法人その他の団体分）

 寄附者の氏名・名称 金　　　額 住所・所在地

 ネッツトヨタ山形（株） 1,000,000円 山形市

 小笠原建設（株） 360,000円 山形市

 山形新興（株） 1,200,000円 西置賜郡白鷹町

 東北企業（株） 500,000円 山形市

 （株）丹野 600,000円 山形市

 （株）千歳建設 750,000円 山形市

 （株）カネト製作所 562,000円 上山市
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 山形ガス管工（株） 600,000円 山形市

 愛和建設（株） 480,000円 山形市

 國井建設（株） 2,420,000円 寒河江市

 山米商事（株） 120,000円 山形市

 遠藤設備建設（株） 120,000円 山形市

 （株）柿崎工務所 130,000円 新庄市

 伊豆田建設（株） 620,000円 山形市

 （有）明石 100,000円 山形市

 リンベル（株） 100,000円 東京都中央区

 （株）パレス平安 90,000円 山形市

 葉山建設（株） 120,000円 長井市

 （株）トーホー 120,000円 天童市

 （株）大風印刷 130,000円 山形市

 升川建設（株） 920,000円 西村山郡河北町

 日本地下水開発（株） 240,000円 山形市

 （株）梅津組 120,000円 長井市

 （株）ナカムラ 120,000円 鶴岡市

 東栄コンクリート工業（株） 240,000円 山形市

 （株）建北社 120,000円 村山市

 （株）山形組 120,000円 山形市

 （株）日下部工務所 120,000円 山形市

 蔵王温泉ガス（株） 240,000円 山形市

 鈴木建築設計（株） 120,000円 山形市

 山形ゼロックス（株） 100,000円 山形市

 （株）荒井組 360,000円 山形市

 前田建設工業（株） 50,000円 山形市

 （株）本間利雄設計事務所 120,000円 山形市

 黒澤建設工業（株） 510,000円 山形市

 内外緑化（株） 120,000円 山形市

 （株）黒田組 360,000円 西村山郡河北町

 （株）松村電機製作所東北支店 120,000円 宮城県仙台市

 東北砕石（株） 120,000円 天童市

 （株）ムラヤマ 120,000円 山形市

 山形警備保障（株） 120,000円 山形市

 共立商事（株） 120,000円 山形市

 （株）ホクエツ宮城山形営業所 120,000円 山形市

 （株）ナイガイ 100,000円 山形市

 小笠原建設（株） 620,000円 長井市

 山形日産自動車（株） 100,000円 山形市

 エヌ・デーソフトウェア（株） 600,000円 南陽市

 東北電機鉄工（株）山形本部 120,000円 山形市

 （株）平吹設計事務所 100,000円 山形市

 東海林建設（株） 240,000円 天童市

 那須建設（株） 480,000円 長井市

 （株）建装テクノ 100,000円 山形市

 （株）矢作組 120,000円 尾花沢市

 弘栄設備工業（株） 2,000,000円 山形市

 山形いすゞ自動車（株） 100,000円 山形市

 （株）松田組 500,000円 南陽市

 高谷建設（株） 330,000円 村山市
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 白岩土木建築（株） 330,000円 最上郡金山町

 大豊建設（株）山形営業所 120,000円 山形市

 第一貨物（株） 120,000円 山形市

 （株）中嶋組 330,000円 最上郡最上町

 高橋建設（株） 330,000円 北村山郡大石田町

 丸伸建設（株） 120,000円 村山市

 （株）アイソテック 100,000円 東京都中央区

 遠藤商事（株） 170,000円 山形市

 エンドーリクルートサービス（有） 200,000円 山形市

 （株）ホンダオート天童 60,000円 天童市

 （株）ウェザーニューズ 200,000円 千葉県千葉市

 西庄建設（株） 212,000円 上山市

 （株）矢萩土建 330,000円 村山市

 羽陽建設（株） 1,036,000円 上山市

 （株）カトーコーポレーション 120,000円 上山市

 松田建設（株） 132,000円 上山市

 （株）大場組 300,000円 最上郡最上町

 （株）建築設備設計研究所 100,000円 東京都港区

 太田建設（株） 500,000円 米沢市

 沼田建設（株） 480,000円 新庄市

 渡辺建設（株） 120,000円 長井市

 山形建設（株） 3,120,000円 山形市

 （株）新庄砕石工業所 550,000円 新庄市

 置賜クリーン設備（株） 100,000円 長井市

 （株）マツキ 100,000円 長井市

 （株）山源建設 500,000円 山形市

 渋谷建設（株） 500,000円 山形市

 オリエンタルカーペット（株） 100,000円 東村山郡山辺町

 伊藤工業（株） 240,000円 山形市

 泰昌建設（株） 200,000円 山形市

 伊豆田建設（株） 500,000円 山形市

 （株）チトセ電工社 120,000円 山形市

 （株）昇宏堂 100,000円 東京都台東区

 （株）奥村組 120,000円 山形市

 實商（株） 50,000円 宮城県仙台市

 （株）オーテックシステム事業部東北支店 100,000円 宮城県仙台市

 （株）竹原屋本店 100,000円 山形市

 （株）川井スポーツ 100,000円 山形市

 小国開発（株） 500,000円 西置賜郡小国町

 (株）間組 50,000円 東京都港区

　（政治団体分）

 寄附者の氏名・名称 金　　　額 住所・所在地

 山形市医師連盟 300,000円 山形市

○本部又は支部から交付された交付金に係る収入の内訳

 交付金を供与した本部又は支部の名称　　　　　主たる事務所の所在地　　　収入金額

 自由民主党本部　　　　　　　　　　　　　　　東京都千代田区　　　　16,000,000円
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○その他の収入の内訳

 摘　　　　　要 金　　　額

 家　　賃　　代 120,000円

○資産等の内訳

 　（借入金）

 借　　入　　先 借入残高

 山形銀行本店 11,542,000円

  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19年12月11日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　申請のあった年月日

　　平成19年11月29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　ここ掘れ和ん話ん探検隊

　(2)　代表者の氏名

　　　齋藤　弥輔

　(3)　主たる事務所の所在地

　　　西置賜郡小国町大字伊佐領583番地

　(4)　定款に記載された目的

　　　この法人は、小国町及び近隣市町村地域住民に対して、自然・文化・人などの地域資源を有効に活用し、新

しいまちづくりに関する事業を行い、地域活性化と新たな産業づくりに寄与することを目的とする。

正　　　　　誤

正誤行ページ
県公報
番　号

発行年月日

アイケン共同組合アイケン協同組合231235第1876号平成19. 9.18

アイケン共同組合アイケン協同組合下から111237同同

山形県家畜商業共同組合山形県家畜商業協同組合３1238同同

電話　 山形(631)2057   (631)2056
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