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  規　　　　　則  

　知事の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成20年１月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

山形県規則第１号

　　　知事の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則

　知事の権限に属する事務の補助執行に関する規則（平成18年３月県規則第64号）の一部を次のように改正する。

　別表第１項第１号中「第83条第２項」を「第134条第２項」に改め、同項第２号及び第３号中「第82条の11第１項

及び第83条第２項」を「第133条第１項及び第134条第２項」に改め、同項第４号中「第45条第３項」を「第54条第

３項」に改め、同項第５号中「第82条の８」を「第130条」に改め、同項第６号中「第82条の９」を「第131条」に

改め、同項第７号中「第84条」を「第136条」に改め、同表第３項第１号中「第７条の９（第77条の11及び第78条」

を「第19条（第189条及び第190条」に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。
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  告　　　　　示  

山形県告示第９号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定により、指定医療機関を次のとおり指定した。

　　平成20年１月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第10号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、指定医療機関から次のとおり廃止した旨の届出が

あった。

　　平成20年１月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第11号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条第（55条において準用する同法第49条）の規定により、指定施術機関

を次のとおり指定した。

　　平成20年１月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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19.12. 3長井市成田1890番地の10な り た 調 剤 薬 局

同尾花沢市新町四丁目１番15号ハート調剤薬局　尾 花 沢 店

同　　 12. 6東根市小林一丁目２番40号ひ か り 皮 膚 科

同　　 12.13鶴岡市馬場町七丁目29番１号ハート調剤薬局　馬 場 町 店

同同　　本町二丁目16番１号ハート調剤薬局　本 町 店

廃止年月日　 指 定 医 療 機 関 の 所 在 地　　 指 定 医 療 機 関 の 名 称　

平成19.11.30米沢市西大通二丁目３番23号内科産婦人科　篠 原 医 院

同酒田市飛鳥字契約場35番地酒 田 市 平 田 診 療 所

指定年月日　 指 定 施 術 機 関 の 住 所　開 設 者　指定施術機関の名称　

平成19.11. 1酒田市東泉町五丁目７番22号茂 木 隆 之
指圧マッサージはりきゅう

もきゅあ

同     　11.30同　　亀ケ崎三丁目10番29号加 藤　 悟か と う 鍼 灸 治 療 院
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山形県告示第12号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の規定により、指定介護機関を次のとおり指定した。

　　平成20年１月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第13号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第82条の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり廃止した旨

の届出があった。

　　平成20年１月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第14号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり変

更した旨の届出があった。

　　平成20年１月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第15号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり変更した旨の

届出があった。

　　平成20年１月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

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19.12. 1最上郡最上町大字向町1000番地

短期入所生活介護

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

廃止年月日事業所の名称及び所在地指定居宅介護支援事業者の名称及び所在地

平成19.11.30
オークランドホーム

山形市南原町三丁目20番26号

オークランドホーム株式会社

山形市南原町三丁目20番27号

同
有限会社　ケアサポートりぼん

西村山郡河北町西里380番地の16

有限会社りぼん

西村山郡河北町西里380番地の16

変更年月日

事業所の名称及び所在地
介護予防サー

ビスの種類　

指定介護予防サービス

事業者の名称及び所在地
変　　更　　後変　　更　　前

平成20. 1. 1

ぱるぴあ天童デイサービ

スセンター

アサヒサンクリーン株式

会社　ぱるぴあ天童介護予防通

所介護

アサヒサンクリーン株式

会社

東京都北区上十条一丁目

２番15号
天童市南小畑四丁目９番18号
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山形県告示第16号

　障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第46条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から次のと

おり変更した旨の届出があった。

　　平成20年１月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第17号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、山形県産業創造支援センターの指定管理者

を次のとおり指定した。

　　平成20年１月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　公の施設の名称　山形県産業創造支援センター

２　指定した団体　山形市城南町一丁目１番１号

　　　　　　　　　　財団法人山形県企業振興公社

３　指 定 の 期 間　平成20年４月１日から平成23年３月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第18号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定施業要件を変更する。

　　平成20年１月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

　天童市大字山口字薪山4250－30から4250－32まで、4250－33（次の図に示す部分に限る。）、字留山4251－

13、4251－22から4251－25まで

　　(2) 保安林として指定された目的

　　　　公衆の保健

変更年月日

事業所の名称及び所在地
居宅サービ

スの種類　

指定居宅サービス事業者

の名称及び所在地　　　
変　　更　　後変　　更　　前

平成20. 1. 1

ぱるぴあ天童デイサービ

スセンター

アサヒサンクリーン株式

会社　ぱるぴあ天童
通 所 介 護

アサヒサンクリーン株式

会社

東京都北区上十条一丁目

２番15号
天童市南小畑四丁目９番18号

変更年月日

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　　　 変　　更　　後変　　更　　前

平成19. 9. 1

児童デイサ

ービス・自

立訓練（生

活訓練）

デイサポートセンター　

アイアイ

障害福祉サービス　アイ

アイ

特定非営利活動法人

山形親子療育支援ネット

ワーク

山形市三日町二丁目１番

71号
山形市あこや町三丁目11番７号

同　　　8.30
就労継続支

援Ｂ型

山辺町社会福祉協議会障

がい者自立支援センター

「あおぞら」

山辺町社会福祉協議会障

害者自立支援センター

「あおぞら」

社会福祉法人

山辺町社会福祉協議会

東村山郡山辺町大字大塚

836番地１
東村山郡山辺町大字山辺2084番地１
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　(3) 変更後の指定施業要件

　　イ　立木の伐採の方法

　　　(ｲ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

　　　(ﾛ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

　　　(ﾊ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　　ロ　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　　次のとおりとする。

２　(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

　　　　山形市大字関沢字横前451・字峠平448－１（以上２筆について次の図に示す部分に限る。）

　　(2) 保安林として指定された目的

　　　　公衆の保健

　　(3) 変更後の指定施業要件

　　　イ　立木の伐採の方法

　　　　(ｲ) 主伐は、択伐による。

　　　　(ﾛ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

　　　　(ﾊ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　　　ロ　立木の伐採の限度

　　　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を農林水産部森林課及び関係市役所に備え

置いて縦覧に供する。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第19号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定施業要件を変更する。

　　平成20年１月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

　　　　東根市大字関山字峠沢山3187－１（次の図に示す部分に限る。）

　　(2) 保安林として指定された目的

　　　　公衆の保健

　　(3) 変更後の指定施業要件

　　　イ　立木の伐採の方法

　　　　(ｲ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

　　　　(ﾛ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

　　　　(ﾊ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　　　ロ　立木の伐採の限度

　　　　　次のとおりとする。

２　(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

　　　　東根市大字関山字峠沢山3187－１（次の図に示す部分に限る。）、3187－２

　　(2) 保安林として指定された目的

　　　　公衆の保健

　　(3) 変更後の指定施業要件

　　　イ　立木の伐採の方法

　　　　(ｲ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

　　　　(ﾛ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

　　　　(ﾊ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　　　ロ　立木の伐採の限度
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　　　　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を農林水産部森林課及び東根市役所に備え

置いて縦覧に供する。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第20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、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成20年１月８日から同月22日まで縦覧に供する。

　　平成20年１月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　宮野浦坂野辺新田線

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21号

　海岸法（昭和31年法律第101号）第３条第１項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定し、昭和36年４月県

告示第283号（海岸保全区域の指定）、昭和49年９月県告示第1315号（海岸保全区域の指定）、昭和52年12月県告示第

2203号（海岸保全区域の指定）、昭和56年３月県告示第443号（海岸保全区域の指定）及び昭和58年６月県告示第957

号（海岸保全区域の指定）は、廃止する。

　なお、関係図面は、土木部河川砂防課及び庄内総合支庁建設部河川砂防課において縦覧に供する。

　　平成20年１月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

4
50.0～

48.0
旧

酒田市宮野浦字飯森山南222番２から

同　　　　　　　　　　223番３まで

同　上
44.0～

44.0
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上

メートルメートル

メートル

指定年月日指　　　　定　　　　区　　　　域海　　岸　　名

平成20年１月８日　基点１と基点２を結んだ線、基点２から基点６までの区間

における国道７号の道路の区域の海側境界線、補助点１′、

補助点４′、補助点６′を順次結んだ線、鼠ヶ関港湾区域境

界線及び早田漁港区域境界線によって囲まれた区域

　基点及び補助点の表示（方位は真方位とする。）

基点１　鶴岡市鼠ケ関字横路110番地先浜地の基標第１号標

示地点

基点２　基点１から85度100メートルの基標第２号標示地点

基点３　基点２から40度170メートルの基標第３号標示地点

基点４　基点３から37度30分250メートルの基標第４号標示

地点

基点５　基点４から30度30分275メートルの基標第５号標示

地点

基点６　基点５から20度30分220メートルの基標第６号標示

地点

補助点１′基点１から318度84メートルの第１′号標示地点

補助点４′基点４から306度135メートルの第４′号標示地点

補助点６′基点６から306度126メートルの第６′号標示地点

鶴岡海岸

早田地区海岸（その１）
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平成20年１月８日　基点１から基点８まで順次結んだ線、補助点１′、補助点

２′、補助点４′、補助点５′、補助点６′、補助点８′を

順次結んだ線、早田漁港区域境界線及び小岩川漁港区域境界

線によって囲まれた区域。ただし、国道７号の道路の区域を

除く。

　基点及び補助点の表示（方位は真方位とする。）

基点１　鶴岡市早田字山崎65番地先浜地の基標第１号標示地

点

基点２　基点１から20度150メートルの基標第２号標示地点

基点３　基点２から16度36分27秒203.459メートルの基標第

３号標示地点

基点４　基点３から322度30分72メートルの基標第４号標示

地点

基点５　基点４から295度29分57秒86.965メートルの基標第

５号標示地点

基点６　基点５から21度42分12秒96.443メートルの基標第６

号標示地点

基点７　基点６から91度59分56秒58.940メートルの基標第７

号標示地点

基点８　基点７から65度36分93.965メートルの基標第８号標

示地点

補助点１′基点１から260度30分148メートルの第１′号標示

地点

補助点２′基点２から287度150メートルの第２′号標示地点

補助点４′基点４から265度30分125メートルの第４′号標示

地点

補助点５′基点５から264度52分39秒171メートルの第５′号

標示地点

補助点６′基点６から308度55分40秒168メートルの第６′号

標示地点

補助点８′基点８から289度56分34秒144.660メートルの第

　　　　　８′号標示地点

鶴岡海岸

早田地区海岸（その２）

平成20年１月８日　基点１から基点８までの区間における国道７号の道路の区

域の海側境界線、補助点１′、補助点２′、補助点３′、補

助点７′、補助点８′を順次結んだ線、小岩川漁港区域境界

線及び大岩川漁港区域境界線によって囲まれた区域

　基点及び補助点の表示（方位は真方位とする。）

基点１　鶴岡市大岩川字沢山387番２地先道路敷の基標第１

号標示地点

基点２　基点１から355度46分215.419メートルの基標第２号

標示地点

基点３　基点２から49度223.311メートルの基標第３号標示

地点

基点４　基点３から81度17分40メートルの基標第４号標示地

点

基点５　基点４から50度46分140メートルの基標第５号標示

地点

基点６　基点５から29度37分140メートルの基標第６号標示

地点

鶴岡海岸

大岩川地区海岸
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基点７　基点６から３度４分43.8メートルの基標第７号標示

地点

基点８　基点７から３度７分55秒285.792メートルの基標第

８号標示地点

補助点１′基点１から296度37分７秒182メートルの第１′号

標示地点

補助点２′基点２から293度30分148メートルの第２′号標示

地点

補助点３′基点３から322度19分７秒109.917メートルの第

　　　　　３′号標示地点

補助点７′基点７から321度３分２秒208.291メートルの第

　　　　　７′号標示地点

補助点８′基点８から300度58分13秒144.937メートルの第

　　　　　８′号標示地点

平成20年１月８日　基点１から基点６までの区間における国道７号の道路の区

域の海側境界線、補助点１′、補助点２′、補助点４′、補

助点５′、補助点６′を順次結んだ線、大岩川漁港区域境界

線及び温福漁港区域境界線によって囲まれた区域

　基点及び補助点の表示（方位は真方位とする。）

基点１　鶴岡市大岩川字白岩346番13地先道路敷の基標第１

号標示地点

基点２　基点１から29度30分557メートルの基標第２号標示

地点

基点３　基点２から39度298メートルの基標第３号標示地点

基点４　基点３から29度232メートルの基標第４号標示地点

基点５　基点４から35度325メートルの基標第５号標示地点

基点６　基点５から22度58分３秒515.641メートルの基標第

６号標示地点

補助点１′基点１から300度148メートルの第１′号標示地点

補助点２′基点２から312度150メートルの第２′号標示地点

補助点４′基点４から317度29分17秒143.144メートルの第

　　　　　４′号標示地点

補助点５′基点５から321度34分45秒286メートルの第５′号

標示地点

補助点６′基点６から323度41分12秒237.419メートルの第

　　　　　６′号標示地点

鶴岡海岸

温海地区海岸（その１）

平成20年１月８日　基点１から基点４まで順次結んだ線、補助点１′、補助点

３′、補助点４′を順次結んだ線、基点１と補助点１′を結

んだ線及び米子漁港区域境界線によって囲まれた区域。ただ

し、国道７号の道路の区域を除く。

　基点及び補助点の表示（方位は真方位とする。）

基点１　鶴岡市温海字温福34番４地先道路敷の基標第１号標

示地点

基点２　基点１から54度120メートルの基標第２号標示地点

基点３　基点２から７度30分200メートルの基標第３号標示

地点

基点４　基点３から31度30分212メートルの基標第４号標示

地点

補助点１′基点１から315度70メートルの第１′号標示地点

補助点３′基点３から335度150メートルの第３′号標示地点

鶴岡海岸

温海地区海岸（その２）
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補助点４′基点４から291度30分117メートルの第４′号標示

地点

平成20年１月８日　基点１から基点４まで順次結んだ線、補助点１′、補助点

３′、補助点４′を順次結んだ線、米子漁港区域境界線及び

暮坪漁港区域境界線によって囲まれた区域。ただし、国道７

号の道路の区域を除く。

　基点及び補助点の表示（方位は真方位とする。）

基点１　鶴岡市温海字蟹沢217番１地先道路敷の基標第１号

標示地点

基点２　基点１から13度100メートルの基標第２号標示地点

基点３　基点２から348度200メートルの基標第３号標示地点

基点４　基点３から16度22分94.370メートルの基標第４号標

示地点

補助点１′基点１から306度153メートルの第１′号標示地点

補助点３′基点３から280度120メートルの第３′号標示地点

補助点４′基点４から331度38分34秒155.322メートルの第

　　　　　４′号標示地点

鶴岡海岸

温海地区海岸（その３）

平成20年１月８日　基点１から基点２までの区間における国道７号の道路の区

域の海側境界線、基点２から基点14まで順次結んだ線、補助

点１′、補助点７′、補助点12′、補助点13′、補助点14′

を順次結んだ線、暮坪漁港区域境界線及び鈴漁港区域境界線

によって囲まれた区域。ただし、国道７号の道路の区域を除

く。

　基点及び補助点の表示（方位は真方位とする。）

基点１　鶴岡市温海字暮坪339番地先浜地の基標第１号標示

地点

基点２　基点１から36度８分56秒305.133メートルの基標第

２号標示地点

基点３　基点２から340度47メートルの基標第３号標示地点

基点４　基点３から20度２分31秒63.007メートルの基標第４

号標示地点

基点５　基点４から50度36メートルの基標第５号標示地点

基点６　基点５から92度41メートルの基標第６号標示地点

基点７　基点６から40度127メートルの基標第７号標示地点

基点８　基点７から14度30分110メートルの基標第８号標示

　　　　地点

基点９　基点８から41度84メートルの基標第９号標示地点

基点10　基点９から13度50分148メートルの基標第10号標示

地点

基点11　基点10から347度49分53メートルの基標第11号標示

地点

基点12　基点11から75度26分49メートルの基標第12号標示地

点

基点13　基点12から32度５分９秒239.539メートルの基標第

13号標示地点

基点14　基点13から37度７分44秒213.017メートルの基標第

14号標示地点

補助点１′基点１から261度26分29秒114.724メートルの第

　　　　　１′号標示地点

鶴岡海岸

暮坪地区海岸
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補助点７′基点７から300度140メートルの第７′号標示地点

補助点12′基点12から295度57分37秒142.384メートルの第

　　　　　12′号標示地点

補助点13′基点13から312度30分120メートルの第13′号標示

　　　　　地点

補助点14′基点14から316度174メートルの第14′号標示地点

平成20年１月８日　基点１から基点６まで順次結んだ線、基点６から基点８ま

での区間における国道７号の道路の区域の海側境界線、補助

点１′、補助点３′、補助点８′を順次結んだ線、基点１と

補助点１′を結んだ線及び基点８と補助点８′を結んだ線に

よって囲まれた区域並びに基点９、基点10、補助点10′、補

助点９′を順次結んだ線及び基点９と補助点９′を結んだ線

によって囲まれた区域

　基点及び補助点の表示（方位は真方位とする。）

基点１　鶴岡市五十川字浜千鳥196番１の基標第１号標示地

点

基点２　基点１から352度８分31秒117.847メートルの基標第

２号標示地点

基点３　基点２から24度59分７秒37メートルの基標第３号標

示地点

基点４　基点３から48度31分28秒110メートルの基標第４号

標示地点

基点５　基点４から61度44分15秒90メートルの基標第５号標

示地点

基点６　基点５から77度55メートルの基標第６号標示地点

基点７　基点６から51度168メートルの基標第７号標示地点

基点８　基点７から31度40分131.5メートルの基標第８号標

示地点

基点９　基点８から24度37分35秒43.597メートルの基標第９

号標示地点

基点10　基点９から341度25分14秒236.686メートルの基標第

10号標示地点

補助点１′基点１から287度30分131.868メートルの第１′

　　　　　号標示地点

補助点３′基点３から306度30分114.996メートルの第３′

　　　　　号標示地点

補助点８′基点８から278度52分47秒131.790メートルの第

　　　　　８′号標示地点

補助点９′基点９から280度154メートルの第９′号標示地点

補助点10′基点10から313度175メートルの第10′号標示地点

鶴岡海岸

五十川地区海岸

平成20年１月８日　基点１と基点２を結んだ線、基点２から基点４までの区間

における国道７号の道路の区域の海側境界線、基点４から基

点６まで順次結んだ線、補助点１′、補助点２′、補助点

４′、補助点６′を順次結んだ線、基点１と補助点１′を結

んだ線及び堅苔沢漁港区域境界線によって囲まれた区域。た

だし、国道７号の道路の区域を除く。

　基点及び補助点の表示（方位は真方位とする。）

基点１　鶴岡市堅苔沢字葭浦１番114の基標第１号標示地点

鶴岡海岸

堅苔沢地区海岸（その１）
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基点２　基点１から52度45分42秒582.361メートルの基標第

２号標示地点

基点３　基点２から40度94メートルの基標第３号標示地点

基点４　基点３から19度152メートルの基標第４号標示地点

基点５　基点４から33度19分22秒391.045メートルの基標第

５号標示地点

基点６　基点５から27度30分175メートルの基標第６号標示

地点

補助点１′基点１から313度175メートルの第１′号標示地点

補助点２′基点２から318度30分152メートルの第２′号標示

地点

補助点４′基点４から315度30分150メートルの第４′号標示

地点

補助点６′基点６から308度30分12秒120メートルの第６′号

標示地点

平成20年１月８日　基点１から基点２までの区間における市道堅苔沢湾岸線の

道路の区域の海側境界線、基点２から基点５までの区間にお

ける国道７号の道路の区域の海側境界線、基点５と基点６を

結んだ線、補助点１′と補助点６′を結んだ線、堅苔沢漁港

区域境界線及び小波渡漁港区域境界線によって囲まれた区域

　基点及び補助点の表示（方位は真方位とする。）

基点１　鶴岡市堅苔沢字宮田625番の基標第１号標示地点

基点２　基点１から99度１分24秒193.222メートルの基標第

２号標示地点

基点３　基点２から75度52分27秒90メートルの基標第３号標

示地点

基点４　基点３から51度51分45秒193メートルの基標第４号

標示地点

基点５　基点４から53度23分５秒186.5メートルの基標第５

号標示地点

基点６　基点５から349度52分２秒55.488メートルの基標第

６号標示地点

補助点１′基点１から36度６分31秒121.345メートルの第

１′号標示地点

補助点６′基点６から310度85メートルの第６′号標示地点

鶴岡海岸

堅苔沢地区海岸（その２）

平成20年１月８日　基点１から基点４までの区間における国道７号の道路の区

域の海側境界線、補助点１′と補助点４′を結んだ線、小波

渡漁港区域境界線及び基点４と補助点４′を結んだ線によっ

て囲まれた区域

　基点及び補助点の表示（方位は真方位とする。）

基点１　鶴岡市小波渡字浜田68番４の基標第１号標示地点

基点２　基点１から23度352メートルの基標第２号標示地点

基点３　基点２から12度274メートルの基標第３号標示地点

基点４　基点３から12度105メートルの基標第４号標示地点

補助点１′基点１から327度30分150メートルの第１′号標示

地点

補助点４′基点４から287度134メートルの第４′号標示地点

鶴岡海岸

小波渡地区海岸
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平成20年１月８日　基点１から基点３までの区間における国道112号の道路の

区域の海側境界線、基点３から基点12まで順次結んだ線、補

助点１′、補助点４′、補助点10′－1、補助点10′－2、補助点

11′－1、補助点11′－2、補助点12′を順次結んだ線、基点１と

補助点１′を結んだ線及び基点12と補助点12′を結んだ線に

よって囲まれた区域。ただし、国道112号の道路の区域を除

く。

　基点及び補助点の表示（方位は真方位とする。）

基点１　鶴岡市宮沢字小沢95番４地先の基標第１号標示地点

基点２　基点１から65度188メートルの基標第２号標示地点

基点３　基点２から25度９分28秒297.069メートルの基標第

３号標示地点

基点４　基点３から321度３秒41.182メートルの基標第４号

標示地点

基点５　基点４から51度30分25.643メートルの基標第５号標

示地点

基点６　基点５から119度28分50秒19.870メートルの基標第

６号標示地点

基点７　基点６から33度23分９秒235.612メートルの基標第

７号標示地点

基点８　基点７から24度250メートルの基標第８号標示地点

基点９　基点８から27度30分298メートルの基標第９号標示

地点

基点10　基点９から35度30分100メートルの基標第10号標示

地点

基点11　基点10から23度53分７秒465.983メートルの基標第

11号標示地点

基点12　基点11から23度12分６秒1,400メートルの基標第12

号標示地点

補助点１′基点１から344度30分215メートルの第１′号標示

地点

補助点４′基点４から336度34分13秒181.125メートルの第

　　　　　４′号標示地点

補助点10′－1　基点10から316度29分38秒230.85メートルの

　　　　　　　第10′－1号標示地点

補助点10′－2　基点10から330度41分43秒361メートルの第

　　　　　　　10′－2号標示地点

補助点11′－1　基点11から270度33分20秒311メートルの第

　　　　　　　11′－1号標示地点

補助点11′－2　基点11から294度200メートルの第11′－2号標示

　　　　　　　地点

補助点12′基点12から309度200メートルの第12′号標示地点

鶴岡海岸

湯野浜地区海岸

平成20年１月８日　基点１から基点７まで順次結んだ線、補助点１′、補助点

６′、補助点７′を順次結んだ線、基点１と補助点１′を結

んだ線及び基点７と補助点７′を結んだ線によって囲まれた

区域並びに基点８と基点９を結んだ線、補助点８′と補助点

９′を結んだ線、基点８と補助点８′を結んだ線及び基点９

と補助点９′を結んだ線によって囲まれた区域。ただし、農

林水産省所管区域を除く。

酒田海岸

浜中地区海岸
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　基点及び補助点の表示（方位は真方位とする。）

基点１　酒田市浜中外２字村北分散外８国有林132林班先浜

地の基標第１号標示地点

基点２　基点１から22度８分35秒794.418メートルの基標第

２号標示地点

基点３　基点２から31度45分50メートルの基標第３号標示地

点

基点４　基点３から22度17分417メートルの基標第４号標示

地点

基点５　基点４から11度14分50メートルの基標第５号標示地

点

基点６　基点５から22度2,515メートルの基標第６号標示地

点

基点７　基点６から17度24分1,555メートルの基標第７号標

示地点

基点８　基点７から19度370メートルの基標第８号標示地点

基点９　基点８から17度７分2,050.3メートルの基標第９号

標示地点

補助点１′基点１から309度200メートルの第１′号標示地点

補助点６′基点６から309度200メートルの第６′号標示地点

補助点７′基点７から287度185.961メートルの第７′号標示

地点

補助点８′基点８から287度188.053メートルの第８′号標示

地点

補助点９′基点９から315度200メートルの第９′号標示地点

平成20年１月８日　基点１から基点５まで順次結んだ線、補助点１′と補助点

５′を結んだ線、基点１と補助点１′を結んだ線及び基点５

と補助点５′を結んだ線によって囲まれた区域。ただし、農

林水産省所管区域を除く。

　基点及び補助点の表示（方位は真方位とする。）

基点１　酒田市十里塚外１字村東山北外２国有林134林班先

浜地の基標第１号標示地点

基点２　基点１から17度５分1,033メートルの基標第２号標

示地点

基点３　基点２から36度37分50メートルの基標第３号標示地

点

基点４　基点３から14度300メートルの基標第４号標示地点

基点５　基点４から15度49分29秒 1,731.98メートルの基標

第５号標示地点

補助点１′基点１から315度110メートルの第１′号標示地点

補助点５′基点５から315度110メートルの第５′号標示地点

酒田海岸

十里塚地区海岸

平成20年１月８日　基点１と基点２を結んだ線、補助点１′と補助点２′を結

んだ線、基点１と補助点１′を結んだ線及び酒田港港湾区域

境界線によって囲まれた区域。ただし、農林水産省所管区域

を除く。

　基点及び補助点の表示（方位は真方位とする。）

基点１　酒田市十里塚外１字村東山北外２国有林135林班先

浜地の基標第１号標示地点

酒田海岸

宮野浦地区海岸
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基点２　基点１から15度22分947.67メートルの基標第２号標

示地点

補助点１′　基点１から315度110メートルの第１′号標示地

　　　　　　点

補助点２′　基点２から293度９分６秒96.502メートルの第

　　　　　　２′号標示地点

平成20年１月８日　基点１から基点６まで順次結んだ線、補助点１′、補助点

２′－1、補助点２′－2、補助点２′－3、補助点３′、補助点６′

を順次結んだ線、酒田港港湾区域境界線及び基点６と補助点

６′を結んだ線によって囲まれた区域

　基点及び補助点の表示（方位は真方位とする。）

基点１　酒田市宮海字南浜183番17の基標第１号標示地点

基点２　基点１から21度50分1,491.6メートルの基標第２号

標示地点

基点３　基点２から111度50分741.8メートルの基標第３号標

示地点

基点４　基点３から20度３分５秒615メートルの基標第４号

標示地点

基点５　基点４から24度２分30秒455メートルの基標第５号

標示地点

基点６　基点５から14度53分59秒367.023メートルの基標第

６号標示地点

補助点１′基点１から269度12分13秒360メートルの第１′号

標示地点

補助点２′－1　基点２から311度22分43秒363メートルの第

　　　　　　　２′－1号標示地点

補助点２′－2　基点２から６度27分124.4メートルの第２′－2

　　　　　　 号標示地点

補助点２′－3　基点２から21度50分70メートルの第２′－3号標

　　　　　　 示地点

補助点３′基点３から310度６分213メートルの第３′号標示

地点

補助点６′基点６から315度218メートルの第６′号標示地点

酒田海岸

宮海地区海岸

平成20年１月８日　基点１から基点３まで順次結んだ線、補助点１′と補助点

３′を結んだ線、基点１と補助点１′を結んだ線及び基点３

と補助点３′を結んだ線によって囲まれた区域並びに基点４

から基点10まで順次結んだ線、補助点４′と補助点10′を結

んだ線、基点４と補助点４′を結んだ線及び基点10と補助点

10′を結んだ線によって囲まれた区域。ただし、日向川河川

区域及び農林水産省所管区域を除く。

　基点及び補助点の表示（方位は真方位とする。）

基点１　飽海郡遊佐町比子外２字白木外５国有林139林班先

浜地の基標第１号標示地点

基点２　基点１から22度10分500メートルの基標第２号標示

地点

基点３　基点２から20度45分258メートルの基標第３号標示

地点

基点４　基点３から58度56分146メートルの基標第４号標示

地点

遊佐海岸

比子地区海岸
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基点５　基点４から29度11分203メートルの基標第５号標示

地点

基点６　基点５から17度50分463メートルの基標第６号標示

地点

基点７　基点６から354度48分304メートルの基標第７号標示

地点

基点８　基点７から20度510メートルの基標第８号標示地点

基点９　基点８から18度36分524メートルの基標第９号標示

　　　　地点

基点10　基点９から19度16分58秒1,535.309メートルの基標

第10号標示地点

補助点１′基点１から315度218メートルの第１′号標示地点

補助点３′基点３から284度44分4秒233.158メートルの第

　　　　　３′号標示地点

補助点４′基点４から315度363.860メートルの第４′号標示

地点

補助点10′基点10から315度275メートルの第10′号標示地点

平成20年１月８日　基点１から基点５まで順次結んだ線、補助点１′、補助点

２′、補助点５′を順次結んだ線、基点１と補助点１′を結

んだ線及び吹浦漁港区域境界線によって囲まれた区域

　基点及び補助点の表示（方位は真方位とする。）

基点１　飽海郡遊佐町比子外２字白木外５国有林141林班先

浜地の基標第１号標示地点

基点２　基点１から17度36分2,092メートルの基標第２号標

示地点

基点３　基点２から81度25分22メートルの基標第３号標示地

点

基点４　基点３から12度44分17秒238.137メートルの基標第

４号標示地点

基点５　基点４から17度29分2,237.05メートルの基標第５号

標示地点

補助点１′基点１から315度275メートルの第１′号標示地点

補助点２′基点２から300度275メートルの第２′号標示地点

補助点５′基点５から270度275メートルの第５′号標示地点

遊佐海岸

菅里地区海岸

平成20年１月８日　基点１から基点２までの区間における国道345号の道路の

区域の海側境界線、基点２から基点11まで順次結んだ線、基

点11から基点12までの区間における国道345号の道路の区域

の海側境界線、基点12から基点17まで順次結んだ線、基点17

から基点18までの区間における国道345号の道路の区域の海

側境界線、基点18から基点20まで順次結んだ線、補助点１′、

補助点３′、補助点８′、補助点９′、補助点12′、補助点

16′、補助点20′を順次結んだ線、基点１と補助点１′を結

んだ線及び女鹿漁港区域境界線によって囲まれた区域。ただ

し、国道345号の道路の区域を除く。

　基点及び補助点の表示（方位は真方位とする。）

基点１　飽海郡遊佐町吹浦字西楯68番９地先道路敷の基標第

１号標示地点

基点２　基点１から６度30分346メートルの基標第２号標示

地点

遊佐海岸

吹浦地区海岸
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  公　　　　　告  

　林業種苗法（昭和45年法律第89号）第11条第１項の規定により、平成19年度の種苗生産事業者講習会を次のとお

り実施する。

　　平成20年１月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

基点３　基点２から284度60メートルの基標第３号標示地点

基点４　基点３から12度30分15メートルの基標第４号標示地

点

基点５　基点４から276度21分98.4メートルの基標第５号標

示地点

基点６　基点５から６度21分169.8メートルの基標第６号標

示地点

基点７　基点６から96度21分112メートルの基標第７号標示

地点

基点８　基点７から６度55分440メートルの基標第８号標示

地点

基点９　基点８から17度30分267メートルの基標第９号標示

地点

基点10　基点９から51度153メートルの基標第10号標示地点

基点11　基点10から80度35分68メートルの基標第11号標示地

点

基点12　基点11から44度50分195メートルの基標第12号標示

地点

基点13　基点12から10度44分９秒 244.289メートルの基標第

13 号標示地点

基点14　基点13から19度119メートルの基標第14号標示地点

基点15　基点14から５度129メートルの基標第15号標示地点

基点16　基点15から７度51メートルの基標第16号標示地点

基点17　基点16から57度19分47秒47.138メートルの基標第17

号標示地点

基点18　基点17から356度37分３秒 348メートルの基標第18

号標示地点

基点19　基点18から324度30分162.675メートルの基標第19号

標示地点

基点20　基点19から９度85メートルの基標第20号標示地点

補助点１′基点１から270度180メートルの第１′号標示地点

補助点３′基点３から270度160メートルの第３′号標示地点

補助点８′基点８から279度38分４秒 161.312メートルの第

８′号標示地点

補助点９′基点９から299度19分21秒 163.162メートルの第

９′号標示地点

補助点12′基点12から290度９分43秒 165.508メートルの

　　　　　第12′号標示地点

補助点16′基点16から280度130メートルの第16′号標示地点

補助点20′基点20から297度190メートルの第20′号標示地点
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１　講習会の日時及び場所

　(1) 日　時　平成20年２月４日（月）　午前10時から午後５時まで

　(2) 場　所　寒河江市大字寒河江丙2707

　　　　　　　山形県森林研究研修センター

２　受講手続

　　受講申込書を平成20年１月25日（金）までに住所地を所管する総合支庁の森林整備課に提出すること。

３　その他

　　詳細については、農林水産部森林課（電話023(630)2529）又は各総合支庁の森林整備課に問い合わせること。

正　　　　　誤

正誤行ページ
県公報
番　号

発行年月日

狸森上山線山形上山線７1604第1902号平成19.12.21

新庄市堀端町12番１から新庄市堀端12番１から18同同同



電話　 山形(631)2057   (631)2056

 

印刷所
印刷者

  

 990-0047　山形市旅篭町二丁目１-21  

坂 部 印 刷 株 式 会 社
坂 部　 登

発行所
発行人

平成20年１月８日印刷
平成20年１月８日発行

山　 形　 県　 庁
山　 　 形　 　 県


