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秋田県告示第38号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。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項においてその例によることとされる生活保護法の規定を含む。以下同じ。）第54
条の２第１項の規定により、介護扶助及び介護支援給付のための介護を担当させる機関を次のとおり指定したので、同
法第55条の２第１号の規定に基づき、告示する。
　　平成22年１月26日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第39号
　漁業法(昭和24年法律第267号)第11条第１項の規定により、共同漁業の免許の内容たるべき事項、免許予定日、申請
期間及び関係地区等を次のとおり定めたので、同条第５項の規定に基づき、公示する。
　　平成22年１月26日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
１⑴　公示番号　内共第29号
　⑵　免許の内容たるべき事項
　　ア　漁業の種類　第五種共同漁業
　　イ　漁業の名称　さくらます漁業
　　ウ　漁業の時期　１月１日から12月31日まで
　　エ　漁場の位置　湯沢市、雄勝郡羽後町、横手市、大仙市、仙北郡美郷町、仙北市及び秋田市
　　オ　漁場の区域
　　　①　湯沢市民有林114林班10小班南沢92の３南沢起点から下流秋田市新屋雄物川の河口まで（秋田市新屋雄物川

水門から河口までの旧雄物川を除く）
　　　②　湯沢市民有林165林班46小班大沢22の内松根川起点から下流雄物川の合流点まで
　　　③　湯沢市役内山国有林42林班い小班倉沢川起点から下流雄物川の合流点まで
　　　④　湯沢市役内山国有林56林班い小班役内沢起点から下流役内川の合流点まで
　　　⑤　湯沢市役内山国有林67林班ろ小班大沢起点から下流役内川の合流点まで

■　目　次　■

名　　　称 開設者氏名又は名称 所　在　地 サービスの
種類 指定年月日

ショートステイ鮎乃里 有限会社　祐康　代表取
締役 大館市櫃崎字大道下27−１

短期入所生
活介護、介
護予防短期
入所生活介
護

平成21年12月15日

真木苑デイサービスセン
ター指定通所介護事業所

大仙美郷介護福祉組合　
管理者

大仙市太田町横沢字窪関南
535−１

介護予防通
所介護 平成21年10月１日
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　　　⑥　湯沢市民有林80林班一小班真木沢三二真木沢川起点から下流役内川の合流点まで
　　　⑦　湯沢市民有林88林班２小班大桑沢30の５大沢川起点から下流役内川の合流点まで
　　　⑧　湯沢市皆瀬川向地先板戸ダム軸下流200メートル地点から下流雄物川の合流点までの皆瀬川本流区域
　　　⑨　湯沢市皆瀬字畑等外浦12番地雨沼沢起点から下流皆瀬川の合流点まで
　　　⑩　湯沢市皆瀬字畑等先立９番地沖の沢起点から下流大谷川の合流点まで
　　　⑪　横手市雄物川町大沢字地竹沢１の64番地竹沢起点から下流雄物川の合流点まで
　　　⑫　横手市雄物川町大沢字大台11の２里見財産区植林200町歩達成記念碑地先の北の沢起点から下流地竹川の合

流点まで
　　　⑬　横手市雄物川町大沢字長持18番上法寺川起点から下流雄物川の合流点まで
　　　⑭　横手市十文字町谷地新田字中村72番五郎兵衛川起点から下流雄物川の合流点まで
　　　⑮　横手市十文字町谷地新田字根木野７の４番地先八幡野排水（Ｍ614号）起点から下流五郎兵衛川の合流点ま

で
　　　⑯　横手市大森町八沢木上溝滝沢峠不動尊神社地先の上溝川起点から下流雄物川の合流点まで
　　　⑰　横手市大森町上溝字寄木ダム堰堤下流端の寄木川起点から下流上溝川の合流点まで
　　　⑱　横手市大森町上溝字蒲字花立113番七滝川起点から下流上溝川の合流点まで
　　　⑲　横手市平鹿町御倉前大口分水の石持川起点から下流雄物川の合流点まで
　　　⑳　横手市大森町上溝字岩瀬35番大納川起点から下流雄物川の合流点まで
　　　㉑　横手市平鹿町浅舞字土井尻88番大宮川起点から下流雄物川の合流点まで
　　　㉒　横手市平鹿町御倉前大口分水の小勝田起点から下流大宮川の合流点まで
　　　㉓　横手市平鹿町醍醐字下村108番地油川起点から下流雄物川の合流点まで
　　　㉔　横手市平鹿町浅舞字沈樋55の12番越部堰起点から下流油川の合流点まで
　　　㉕　横手市平鹿町吉田字上大谷地油川桑木分水工の角間川堰起点から下流雄物川の合流点まで
　　　㉖　横手市山内三又字松沢133の58林班49小班横手川起点から下流雄物川の合流点まで
　　　㉗　横手市山内平野沢字金沢山40番116林班５小班武道川起点から下流横手川の合流点まで
　　　㉘　横手市山内平野沢字石久田落合109林班11の１小班平野沢起点から下流武道川の合流点まで
　　　㉙　横手市山内黒沢字堂の上80の１番56林班９小班黒沢川起点から下流横手川の合流点まで
　　　㉚　横手市山内黒沢字堂の上51林班37小班北俣沢起点から下流黒沢川の合流点まで
　　　㉛　横手市山内大松川字木戸口大松川ダム軸の下流300メートルから下流黒沢川の合流点まで
　　　㉜　横手市山内大松川字抜倉９林班２小班矢萩沢起点から下流松川の合流点まで
　　　㉝　横手市山内平ノ沢字岩野目沢19番地、岩野目沢起点から下流黒沢川の合流点まで
　　　㉞　横手市平鹿町吉田字大道３番大戸川起点から下流横手川の合流点まで
　　　㉟　仙北郡美郷町東根字蛇沢71の１番出川起点から下流横手川の合流点まで
　　　㊱　仙北郡美郷町金沢西根字水上上総川の起点から下流雄物川の合流点まで
　　　㊲　大仙市内小友字賽の神小友川の起点から下流雄物川の合流点まで
　　　㊳　大仙市内小友字石持、高寺川の起点から下流小友川の合流点まで
　　　㊴　大仙市内小友字館前の起点から下流小友川の合流点まで
　　　㊵　仙北郡美郷町六郷東根潟尻国有林2199林班と小班金倉沢起点から湯田沢川、丸子川を含み下流雄物川の合流

点まで
　　　㊶　仙北郡美郷町千屋善知鳥沢国有林2192林班に小班向沢の起点から善知鳥川を含み下流丸子川の合流点まで
　　　㊷　仙北郡美郷町六郷東根字七滝の七滝川起点から下流善知鳥川の合流点まで
　　　㊸　仙北郡美郷町六郷東根字潟尻国有林2203林班そ小班大屋黒沢起点から下流湯田沢川の合流点まで
　　　㊹　仙北郡美郷町字大坂国有林2191林班れ小班赤倉川起点から下流丸子川合流点まで
　　　㊺　大仙市太田町太田字川口沢国有林2175林班な小班青意志賀沢の起点から北の又沢、川口川を含み下流丸子川

の合流点まで
　　　㊻　大仙市太田町太田字川口沢国有林2177林班ち小班南の又沢の起点から下流北の又沢の合流点まで
　　　㊼　仙北郡美郷町浪花字大又国有林2183林班わ小班北の又沢起点から大又沢、真昼川を含み下流川口川の合流点

まで
　　　㊽　仙北郡美郷町浪花字上村矢島川起点から下流丸子川の合流点まで
　　　㊾　大仙市太田町斎内字関根（分水）の窪堰川起点から下流丸子川の合流点まで
　　　㊿　大仙市太田町川口字大台国有林2171林班ぬ小班菅沼沢の起点から下流窪堰川の合流点まで
　　　�　大仙市太田町今泉字惣行13民有林今泉大台川の起点から下流窪堰川の合流点まで
　　　�　大仙市鑓見内字鍛冶屋敷72番地先の与吉川起点から下流窪堰川の合流点まで
　　　�　仙北郡美郷町六郷鑓田奥福部内川起点から下流丸子川の合流点まで
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　　　�　仙北郡美郷町畑屋字羽貴谷地の福部内川起点から下流奥福部内川の合流点まで
　　　�　大仙市四ッ屋百瀬地先の万太郎川起点から下流雄物川の合流点まで
　　　�　仙北市田沢湖神代夏瀬ダムの下流から雄物川合流点までの玉川の本流
　　　�　仙北市角館町白岩広久内字堀内沢国有林1174林班い小班堀内沢起点から下流玉川合流点まで
　　　�　仙北市角館町白岩堀内沢国有林1177林班そ小班小玉沢起点から下流玉川の合流点まで
　　　�　仙北市角館町白岩広久内大広久内山国有林1178林班か小班行田沢起点から下流玉川合流点まで
　　　�　大仙市豊岡字入角山国有林1181林班こ小班南の又沢斉藤川起点から下流玉川の合流点まで
　　　�　仙北市西木町上桧木内長沢国有林1070林班え小班檜木内川起点から下流玉川の合流点まで
　　　�　仙北市西木町上桧木内鬼の又国有林1065林班ね小班鬼の又沢起点から下流檜木内川の合流点まで
　　　�　仙北市西木町上桧木内戸沢国有林1071林班い小班戸沢起点から下流檜木内川の合流点まで
　　　�　仙北市西木町上桧木内又沢国有林1060林班い小班又沢起点から下流檜木内川の合流点まで
　　　�　仙北市西木町上桧木内籾内沢国有林1075林班ぬ小班籾沢起点から下流檜木内川の合流点まで
　　　�　仙北市西木町上桧木内比内沢砂防ダムから下流檜木内川の合流点まで
　　　�　仙北市西木町上桧木内浦子内沢国有林1055林班ち小班浦子内沢起点から下流檜木内川の合流点まで
　　　�　仙北市西木町上桧木内堀内沢国有林1053林班ひ小班堀内沢起点から下流檜木内川の合流点まで
　　　�　仙北市西木町桧木内字小波内沢国有林1049林班い小班大水端沢起点から下流小波内沢の合流点まで
　　　�　仙北市西木町桧木内字小波内沢国有林1042林班い小班釜石沢から下流檜木内川の合流点まで
　　　�　仙北市西木町桧木内字相内沢国有林1085林班い小班相内沢起点から下流檜木内川の合流点まで
　　　�　仙北市西木町桧木内相内沢国有林1089林班れ小班土倉沢起点から下流相内川の合流点まで
　　　�　仙北市西木町桧木内字土熊沢国有林1094林班は１小班土熊沢起点から下流檜木内川の合流点まで
　　　�　仙北市西木町桧木内字相沢国有林1029林班ろ小班相沢起点から下流檜木内川の合流点まで
　　　�　仙北市西木町桧木内字新瀬沢国有林1027林班は小班新瀬沢起点から下流檜木内川の合流点まで
　　　�　仙北市西木町桧木内字新瀬沢国有林1096林班る小班新瀬沢起点から下流潟尻川の合流点まで
　　　�　仙北市西木町山谷沢国有林1101林班い小班潟尻川起点から下流檜木内川の合流点まで
　　　�　仙北市西木町大石沢国有林1020林班い小班北の又沢起点から下流檜木内川の合流点まで
　　　�　仙北市西木町大石沢国有林1017林班へ小班西の又沢起点から下流大石沢川の合流点まで
　　　�　仙北市西木町大羅迦内国有林1014林班ち小班北の又沢起点から下流檜木内川の合流点まで
　　　�　仙北市西木町大羅迦内国有林1013林班い一小班西の又沢起点から下流大石沢川の合流点まで
　　　�　仙北市角館町山谷川崎字山谷国有林1009林班ち小班山谷川起点から下流檜木内川の合流点まで
　　　�　仙北市西木町小渕野小白川国有林1114林班ほ小班岳沢小白川起点から下流院内川の合流点まで
　　　�　仙北市田沢湖岡崎院内山国有林1128林班ほ小班院内川起点から下流檜木内川の合流点まで
　　　�　仙北市田沢湖卒田字柳沢柴倉国有林1146林班は小班柴倉才津川起点から下流院内川の合流点まで
　　　�　仙北市角館町山谷川崎雫田65番地先入見内川起点から下流玉川合流点まで
　　　�　大仙市太田町斎内字関根斉内川と窪堰川の分水起点から下流玉川合流点までの斎内川本流
　　　�　大仙市清水字上黒土地先の北川起点から下流玉川の合流点まで
　　　�　大仙市北楢岡字茶菓９番地先の新町古川起点から下流雄物川の合流点まで
　　　�　大仙市神宮寺字上渋川11番地先の渋川起点から下流雄物川の合流点まで
　　　�　大仙市南外字大平17番地先の楢岡川起点から下流雄物川の合流点まで
　　　�　大仙市南外字松木田１番地先の湯元川起点から下流楢岡川の合流点まで
　　　�　大仙市南外字逆川１番地先の西の又川起点から下流楢岡川の合流点まで
　　　�　大仙市北楢岡字沖田19番地先の深山大堰川起点から下流雄物川の合流点まで
　　　�　大仙市円行寺字オリトの沢９番の２栩平川の起点から下流雄物川の合流点まで
　　　�　大仙市土川字杉の沢39番地先土買川の起点から下流雄物川の合流点まで
　　　�　大仙市土川字鬼頭沢75番地先心像川起点から下流土買川の合流点まで
　　　�　大仙市土川字オドシ沢１番地先芦沢川の起点から下流雄物川の合流点まで
　　　�　大仙市円行寺字上田の沢17番地先大沢川の起点から下流雄物川の合流点まで
　　　�　大仙市協和船岡字大川前協和ダム軸下流130メートルの点から下流雄物川の合流点まで
　　　　　大仙市協和船岡字小黒川前国有林2013林班い小班タモギ沢起点から下流淀川の合流点まで
　　　　　大仙市協和荒川字牛沢又沢国有林2095林班い小班荒川起点から下流淀川の合流点まで
　　　　　大仙市協和荒川字奥山沢国有林2112林班い小班大高沢起点から下流荒川の合流点まで
　　　　　大仙市協和船岡字大川前国有林2077林班い６小班大トッコ森沢起点から下流淀川との合流点まで
　　　　　大仙市協和中淀川字一の古種沢起点から下流淀川の合流点まで
　　　　　秋田市雄和萱ケ沢字中田20の５地先新波川起点から下流雄物川の合流点まで
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　　　　　秋田市雄和平尾鳥字中村寺の下起点から下流雄物川の合流点まで
　　　　　秋田市河辺岩見字善知鳥坂11番旧三菱発電所えん堤の岩見川起点から下流雄物川の合流点まで
　　　　　秋田市河辺岩見国有林266林班ろ小班大石嶽の大又川起点から下流岩見川の合流点まで
　　　　　秋田市河辺財の神国有林265林班に小班砥沢起点から下流大又川合流点まで
　　　　　秋田市河辺岩見国有林267林班へ小班丹波沢の起点から下流大又川の合流点まで
　　　　　秋田市河辺財の神国有林264林班ち小班バンドリ沢起点から下流大又川合流点まで
　　　　　秋田市河辺岩見国有林270林班そ小班中の又沢の朝日又川起点から下流大又川の合流点まで
　　　　　秋田市河辺財の神国有林263林班お小班荒沢起点から下流大又川合流点まで
　　　　　秋田市河辺岩見国有林283林班の小班小又川の起点から下流岩見川の合流点まで
　　　　　秋田市河辺財の神国有林279林班ね小班台切沢起点から下流小又川合流点まで
　　　　　秋田市河辺岩見国有林257林班ね小班茂倉沢の小出沢起点から下流岩見川の合流点まで
　　　　　秋田市河辺岩見国有林250林班に４小班追兎沢の杉沢川起点から下流岩見川の合流点まで
　　　　　秋田市河辺財の神国有林248林班つ小班荒川起点から下流杉沢川合流点まで
　　　　　秋田市河辺三内字財の神岩見ダムから下流岩見川の合流点まで
　　　　　秋田市河辺財の神国有林203林班ろ小班長滝沢の丸舞川起点から下流三内川の合流点まで
　　　　　秋田市河辺財の神国有林201林班い小班篭滝沢の北又川起点から下流丸舞川合流点まで
　　　・　秋田市河辺財の神国有林208林班に小班貝倉沢の南又沢起点から下流丸舞川の合流点まで
　　　　　秋田市河辺財の神国有林208林班に小班ネスギノ沢の南又沢起点から下流丸舞川合流点まで
　　　　　秋田市河辺神内字小滝17番地の神内川起点から下流岩見川の合流点まで
　　　　　秋田市河辺北野田高屋畑字務沢19番地の梵字川起点から下流岩見川の合流点まで
　⑶　免許予定月日　平成22年４月26日
　⑷　申請期間　平成22年２月１日から同年４月12日まで
　⑸　関係地区　湯沢市、雄勝郡羽後町、横手市、大仙市、仙北郡美郷町、仙北市及び秋田市
　⑹　存続期間　免許の日から平成25年12月31日まで
２⑴　公示番号　内共第30号
　⑵　免許の内容たるべき事項
　　ア　漁業の種類　第五種共同漁業
　　イ　漁業の名称　さくらます漁業
　　ウ　漁業の時期　１月１日から12月31日まで
　　エ　漁場の位置　鹿角市、大館市、北秋田市、北秋田郡上小阿仁村、山本郡藤里町及び能代市
　　オ　漁場の区域
　　　①　鹿角市八幡平字小山1番地９先の一の渡頭首工から熊沢川を経由し下流能代市河口までの米代川
　　　②　鹿角市八幡平字杉沢国有林170林班り小班先の夜明島川桃枝の堰堤から下流米代川の合流点まで
　　　③　鹿角市十和田大湯字大湯国有林66林班小班堀内沢と浴ノ沢との合流点から大湯川を経由し下流米代川の合流

点まで
　　　④　鹿角郡小坂町と鹿角市の行政境界の小坂川起点から下流大湯川の合流点まで
　　　⑤　鹿角市十和田大湯字大湯国有林39林班ぬ小班新田釜屋沢起点から汁毛川を含み下流小坂川の合流点まで
　　　⑥　大館市葛原上の沢小真木林道橋起点から下流米代川の合流点まで
　　　⑦　大館市猿田沢国有林官行造林９林班い小班沢尻沢起点から下流米代川の合流点まで
　　　⑧　大館市戸沢国有林31林班い小班旭沢起点から下流米代川の合流点まで
　　　⑨　大館市戸沢国有林20林班へ小班青羽滝沢起点から下流米代川の合流点まで
　　　⑩　大館市別所沢国有林34林班イ小班別所沢起点から下流米代川の合流点まで
　　　⑪　鹿角市尾去沢中新田、中新田橋々脚から下流別所川の合流点まで
　　　⑫　大館市十二所平内沢砂防堰堤から下流米代川の合流点まで
　　　⑬　大館市山館国有林14林班と小班軽井沢起点から下流米代川の合流点まで
　　　⑭　大館市大滝字大滝小堤起点から下流米代川の合流点まで
　　　⑮　大館市曲田字曲田淡島堰堤から下流米代川の合流点まで
　　　⑯　大館市中山沢国有林19林班ろ小班中山沢起点から下流米代川の合流点まで
　　　⑰　大館市中山沢国有林12林班ろ小班鞍掛沢起点から下流中山沢の合流点まで
　　　⑱　大館市山館沢国有林７林班と小班山館沢起点から下流米代川の合流点まで
　　　⑲　大館市比内町泥繋沢国有林62林班ほ小班泥繋沢起点から下流米代川の合流点まで
　　　⑳　大館市比内町戸沢国有林71林班に小班戸沢起点から下流大谷川の合流点まで
　　　㉑　大館市比内町大差部沢国有林75林班と小班大差部沢から下流大谷川の合流点まで
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　　　㉒　大館市比内町芦内沢国有林54、55、57林班境界芦内沢起点から下流大谷川の合流点まで
　　　㉓　大館市比内町寺の沢国有林152林班は小班二又沢起点から下流大谷川の合流点まで
　　　㉔　大館市比内町寺の沢国有林47林班ほ小班金山沢起点から下流二又沢の合流点まで
　　　㉕　大館市比内町安間内沢国有林41林班り小班安間内沢起点から下流犀川の合流点まで
　　　㉖　大館市比内町桐沢国有林80林班ち小班桐沢起点から下流犀川の合流点まで
　　　㉗　大館市比内町長部国有林94林班り小班長部沢起点から下流犀川の合流点まで
　　　㉘　大館市比内町丹内沢国有林117林班と小班約束沢起点から下流犀川の合流点まで
　　　㉙　大館市比内町独鋸字炭谷沢堰堤から下流犀川の合流点まで
　　　㉚　大館市比内町味噌内字間戸石沢砂防堰堤から下流犀川の合流点まで
　　　㉛　大館市比内町味噌内字二又沢溜池堤防から下流味噌内川の合流点まで
　　　㉜　大館市長木沢国有林64林班い小班長木川の起点から下流米代川の合流点まで
　　　㉝　大館市長木沢国有林38林班い小班大川目沢起点から下流長木川の合流点まで
　　　㉞　大館市長木沢国有林49林班は小班長沢起点から下流大川目沢の合流点まで
　　　㉟　大館市長木沢国有林43林班へ小班折敷仮戸沢起点から下流大川目沢の合流点まで
　　　㊱　大館市長木沢国有林73林班い三小班支根刈沢起点から下流長木川の合流点まで
　　　㊲　大館市長木沢国有林92林班わ小班鯰沢起点から下流長木川の合流点まで
　　　㊳　大館市長木沢国有林100林班は小班赤沢起点から下流長木川の合流点まで
　　　㊴　大館市長木沢国有林111林班い小班深沢起点から下流長木川の合流点まで
　　　㊵　大館市長木沢国有林123林班ち小班大新沢起点から下流長木川の合流点まで
　　　㊶　大館市長木沢国有林14林班と18林班の合流点の小雪沢起点から下流長木川の合流点まで
　　　㊷　大館市下内沢国有林1583林班い小班下内川起点から下流長木川の合流点まで
　　　㊸　大館市尻合沢国有林137林班と小班尻合沢起点から下流下内川の合流点まで
　　　㊹　大館市岩瀬字平戸内尻山瀬ダム提体から米代川の合流点まで
　　　㊺　大館市岩瀬沢国有林2398林班い小班平戸内沢起点から下流岩瀬川の合流点まで
　　　㊻　大館市岩瀬沢国有林2420林班い小班目名市川起点から下流岩瀬川の合流点まで
　　　㊼　大館市早口字大割沢早口ダム提体から米代川の合流点まで
　　　㊽　大館市早口沢国有林2245林班ろ小班簿市沢起点から下流早口川の合流点まで
　　　㊾　大館市早口沢国有林2204林班い小班高岨沢起点から下流早口川の合流点まで
　　　㊿　大館市早口沢国有林2268林班へ小班味噌内沢起点から下流早口川の合流点まで
　　　�　北秋田市糠沢国有林2026林班い小班糠沢川起点から米代川の合流点まで
　　　�　北秋田市糠沢国有林2016林班わ小班、2019林班い小班西又沢起点から下流糠沢川の合流点まで
　　　�　北秋田市栄字地上ミ田ノ沢15田沢川起点から米代川の合流点まで
　　　�　北秋田市摩当沢国有林2048林班ち小班桧沢起点から米代川の合流点まで
　　　�　北秋田市栄字吉ヶ沢58の１吉ヶ沢起点から下流摩当川の合流点まで
　　　�　北秋田市七日市字孫助岱66小猿部川起点から下流米代川の合流点まで
　　　�　北秋田市仙戸石沢国有林2142林班そ小班大湯津内沢起点から下流小猿部川の合流点まで
　　　�　北秋田市仙戸石沢国有林2141林班よ小班小湯津内沢起点から下流小猿部川の合流点まで
　　　�　北秋田市仙戸石沢国有林2147林班か小班東ノ又沢起点から下流小猿部川の合流点まで
　　　�　北秋田市仙戸石沢国有林2146林班と、な小班小寒沢起点から下流大寒沢合流点まで
　　　�　北秋田市仙戸石沢国有林2146林班へ、と小班大寒沢起点から下流仙戸石沢の合流点まで
　　　�　北秋田市仙戸石沢国有林2151林班ぬ小班奥升沢起点から下流小猿部川の合流点まで
　　　�　北秋田市奥見内沢国有林2106林班ろ小班奥見内沢起点から下流小猿部川の合流点まで
　　　�　北秋田市坊川国有林2093林班ほ小班焼山沢起点から下流小猿部川の合流点まで
　　　�　北秋田市大舟木沢国有林2158林班い小班大舟木沢起点から下流小猿部川の合流点まで
　　　�　北秋田市小森字長渡34小森川起点から下流小猿部川の合流点まで
　　　�　北秋田市脇神字湯車大沢境26の２番地先の湯車川起点から下流小猿部川合流点まで
　　　�　北秋田市糠沢国有林2006林班い小班綴子川起点から米代川の合流点まで
　　　�　北秋田市馬屋沢国有林2582林班ぬ小班焼板戸沢起点から米代川の合流点まで
　　　�　北秋田市比立内岩井ノ又沢合流点の打当川起点から下流米代川の合流点までの阿仁川本流
　　　�　北秋田市戸鳥内外五字早瀬沢外七国有林2018林班に小班中ノ又沢起点から下流打当川合流点まで
　　　�　北秋田市戸鳥内外五字早瀬沢外七国有林2025林班ろ小班立又沢起点から下流打当川合流点まで
　　　�　北秋田市戸鳥内外五字早瀬沢外七国有林2031林班に三小班野倉沢起点から下流打当川合流点まで
　　　�　北秋田市戸鳥内外五字早瀬沢外七国有林2010林班ほ小班打当内沢起点から下流打当川合流点まで
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　　　�　北秋田市戸鳥内外五字早瀬沢外七国有林2007林班わ小班戸鳥内沢起点から下流打当川合流点まで
　　　�　北秋田市戸鳥内外五字早瀬沢外七国有林2034林班ほ二小班早瀬沢起点から下流打当川合流点まで
　　　�　北秋田市比立内外一字鍰内沢外三国有林2056林班い小班小岱倉沢起点から下流比立内川を含め阿仁川合流点

まで
　　　�　北秋田市比立内外一字鍰内沢外三国有林2048林班へ一小班繋沢起点から下流比立内川合流点まで
　　　�　北秋田市阿仁水無外三字露熊沢外四国有林2077林班る小班鳥坂川起点から下流阿仁川合流点まで
　　　�　北秋田市阿仁根子川起点から下流阿仁川の合流点まで
　　　�　北秋田市阿仁水無外三字露熊沢外四国有林2089林班に一小班孫沢起点から下流阿仁川合流点まで
　　　�　北秋田市阿仁露熊川起点から下流阿仁川合流点まで
　　　�　北秋田市阿仁小様川起点から下流阿仁川の合流点まで
　　　�　北秋田市根森田森吉山ダム提体から下流阿仁川の合流点までの小又川
　　　�　北秋田市桂瀬大滝沢林道起点から下流阿仁川の合流点まで
　　　�　北秋田市惣内沢起点から下流阿仁川の合流点まで
　　　�　北秋田郡上小阿仁村南沢地先朦沢合流点の小阿仁川起点から下流阿仁川の合流点までの小阿仁川
　　　�　北秋田郡上小阿仁村小沢田外二字小沢田外六国有林137林班は小班大内沢起点から下流小阿仁川の合流点ま

で
　　　�　北秋田郡上小阿仁村五反沢外二字長滝外二国有林11林班よ小班五反沢川起点から下流小阿仁川の合流点まで
　　　�　北秋田郡上小阿仁村五反沢外二字長滝外二国有林21林班い小班小長滝沢起点から下流五反沢川の合流点まで
　　　�　北秋田郡上小阿仁村小沢田外二字小沢田外六国有林143林班い小班友倉川起点から下流小阿仁川の合流点ま

で
　　　�　北秋田郡上小阿仁村小沢田外二字小沢田外六国有林150林班い小班小沢田川起点から下流小阿仁川の合流点

まで
　　　�　北秋田郡上小阿仁村仏社字仏社沢国有林164林班い小班仏社川起点から下流小阿仁川の合流点まで
　　　�　北秋田郡上小阿仁村長信田沢起点から下流小阿仁川の合流点まで
　　　�　北秋田市三里字下大内沢国有林239林班よ小班大内沢起点から下流小阿仁川の合流点まで
　　　�　北秋田市羽根山字羽根山国有林227林班ろ一小班羽根山沢起点から下流阿仁川の合流点まで
　　　�　山本郡藤里町藤琴字藤琴沢国有林1144林班な小班奥朝日沢の起点から下流米代川の合流点まで
　　　�　山本郡藤里町藤琴字藤琴沢国有林1143林班ろ小班檜原沢起点から下流藤琴川の合流点まで
　　　�　山本郡藤里町藤琴字藤琴沢国有林1138林班か小班東又沢起点から下流藤琴川の合流点まで
　　　�　山本郡藤里町藤琴字藤琴沢国有林1137林班つ小班立俣沢起点から下流檜原越沢の合流点まで
　　　　　山本郡藤里町藤琴字藤琴沢国有林1132林班わ小班一通沢起点から下流藤琴川の合流点まで
　　　　　山本郡藤里町立石林業株式会社七枚沢起点から下流藤琴川の合流点まで
　　　　　山本郡藤里町藤琴字藤琴沢国有林1126林班る小班里沢川起点から下流藤琴川の合流点まで
　　　　　山本郡藤里町藤琴字大座崩沢国有林1149林班は小班大砂崩沢起点から下流藤琴川の合流点まで
　　　　　山本郡藤里町藤琴字大座崩沢国有林1153林班ろ小班大砂崩沢起点から下流大砂崩沢の合流点まで
　　　　　山本郡藤里町藤琴字滝の沢国有林1160林班ろ小班滝の沢起点から下流藤琴川の合流点まで
　　　　　山本郡藤里町藤琴字滝の沢国有林1164林班い小班起点から下流滝の沢の合流点まで
　　　　　山本郡藤里町藤琴字滝の沢国有林1172林班ろ一小班起点から下流滝の沢の合流点まで
　　　　　山本郡藤里町藤琴字湯の沢国有林1176林班ろ小班湯の沢起点から下流藤琴川の合流点まで
　　　　　山本郡藤里町藤琴字藤琴沢国有林1130林班ろ小班西の沢起点から下流藤琴川の合流点まで
　　　　　山本郡藤里町藤琴字二の又国有林1178林班い小班高石沢起点から下流藤琴川の合流点まで
　　　　　山本郡藤里町藤琴字藤琴沢国有林1112林班い小班西又沢起点から下流藤琴川の合流点まで
　　　　　山本郡藤里町藤琴字藤琴沢国有林1122林班い小班東又沢起点から下流西又沢の合流点まで
　　　　　山本郡藤里町藤琴字寺沢国有林1103林班ろ小班寺沢川起点から下流藤琴川の合流点まで
　　　　　山本郡藤里町粕毛字岩谷素波里ダム提体から下流藤琴川の合流点まで
　　　　　山本郡藤里町粕毛字鹿瀬内沢国有林1008林班り小班杉渕沢起点から下流粕毛川の合流点まで
　　　　　山本郡藤里町粕毛字鹿瀬内沢国有林1006林班い小班長場内沢起点から下流粕毛川の合流点まで
　　　　　山本郡藤里町粕毛字真土沢国有林1039林班ろ小班真土沢起点から下流粕毛川の合流点まで
　　　　　山本郡藤里町粕毛字薄井沢国有林1045林班ろ小班薄井沢起点から下流藤琴川の合流点まで
　　　　　山本郡藤里町藤琴字二の又国有林1183林班い小班二の又起点から下流藤琴川の合流点まで
　　　　　山本郡藤里町藤琴字二の又国有林1182林班ろ小班大川目起点から下流二の又沢の合流点まで
　　　　　能代市二ツ井町濁川字濁川山国有林35林班ろ小班濁川沢起点から下流米代川の合流点まで
　　　　　能代市二ツ井町濁川字濁川山国有林63林班い小班小濁又沢起点から下流内川の合流点まで
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　　　　　能代市二ツ井町田代字潟ノ沢国有林13林班い小班潟ノ沢起点から下流内川の合流点まで
　　　　　能代市二ツ井町田代字田代沢国有林１林班ち小班田代沢起点から下流内川の合流点まで
　　　　　能代市母体字母体山国有林81林班い小班揚吉沢起点から下流内川の合流点まで
　　　　　能代市二ツ井町仁鮒字仁鮒小掛山国有林23林班い11小班荒沢起点から下流内川の合流点まで
　　　　　能代市二ツ井町仁鮒字仁鮒小掛山国有林26林班は小班長五郎沢起点から下流内川の合流点まで
　　　　　能代市母体字母体山国有林90林班る小班山内沢起点から下流内川の合流点まで
　　　　　能代市二ツ井町仁鮒字仁鮒小掛山国有林33林班い小班久沢起点から下流内川の合流点まで
　　　　　能代市常盤民有林64林班１小班大獄１、大獄起点から下流米代川の合流点まで
　　　　　能代市常盤民有林57林班３小班滝ノ沢114、滝ノ沢起点から下流米代川の合流点まで
　　　　　能代市常盤民有林56林班２小班小松崎１、小松崎起点から下流滝ノ沢の合流点まで
　　　　　能代市常盤民有林52林班10小班大庫沢105、大庫沢起点から下流常盤川の合流点まで
　　　　　能代市常盤民有林69林班45の１小班不動前87、不動前起点から下流常盤川の合流点まで
　　　　　能代市常盤民有林72林班41小班万内８、万内起点から下流不動前の合流点まで
　　　　　能代市常盤民有林47林班151小班毘沙門127、毘沙門起点から下流不動前の合流点まで
　⑶　免許予定月日　平成22年４月26日
　⑷　申請期間　平成22年２月１日から同年４月12日まで
　⑸　関係地区　鹿角市、大館市、北秋田市、北秋田郡上小阿仁村、山本郡藤里町及び能代市
　⑹　存続期間　免許の日から平成25年12月31日まで
３⑴　公示番号　内共第31号
　⑵　免許の内容たるべき事項
　　ア　漁業の種類　第五種共同漁業
　　イ　漁業の名称　さくらます漁業
　　ウ　漁業の時期　１月１日から12月31日まで
　　エ　漁場の位置　由利本荘市、にかほ市、雄勝郡羽後町及び横手市
　　オ　漁場の区域
　　　①　由利本荘市鳥海町百宅字手代国有林1061林班手代沢起点から下流子吉川の河口まで
　　　②　由利本荘市鳥海町百宅字手代国有林1054林班上玉田川起点から下流子吉川の合流点まで
　　　③　由利本荘市鳥海町百宅字奥山国有林1063林班下玉田川起点から下流子吉川の合流点まで
　　　④　由利本荘市鳥海町百宅字手代国有林1059林班赤沢川起点から下流子吉川の合流点まで
　　　⑤　由利本荘市鳥海町百宅字奥山国有林1064林班布沢川起点から下流下玉田川の合流点まで
　　　⑥　由利本荘市鳥海町猿倉字奥山５番地先のホーラー沢川起点から下流子吉川の合流点まで
　　　⑦　由利本荘市鳥海町百宅字奥山国有林1043林班百宅川起点から下流子吉川の合流点まで
　　　⑧　由利本荘市鳥海町百宅字中田代国有林1041林班よ小班中田代沢起点から下流百宅川合流点まで
　　　⑨　由利本荘市鳥海町百宅字手代沢国有林1057林班ほ２小班立矢森沢起点から下流赤沢川合流点まで
　　　⑩　由利本荘市鳥海町百宅字手代沢国有林1058林班へ11小班鍋倉沢起点から下流立矢森沢合流点まで
　　　⑪　由利本荘市鳥海町百宅字手代沢国有林1057林班へ小班山伏沢起点から下流鍋倉沢合流点まで
　　　⑫　由利本荘市鳥海町上直根字鷹の巣国有林1036林班直根川起点から下流子吉川の合流点まで
　　　⑬　由利本荘市鳥海町上笹子字川合12番地先笹子川起点から下流子吉川の合流点まで
　　　⑭　由利本荘市鳥海町上笹子字丁国有林1033林班丁川起点から下流笹子川の合流点まで
　　　⑮　由利本荘市鳥海町上笹子字砂子43番地先二瓶川起点から下流笹子川の合流点まで
　　　⑯　由利本荘市鳥海町上笹子字曽瓦国有林1011林班つ２小班大深沢起点から下流笹子川合流点まで
　　　⑰　由利本荘市鳥海町上笹子字足延国有林1007林班ち１小班大仙沢起点から下流曽瓦川合流点まで
　　　⑱　由利本荘市鳥海町上笹子字親失国有林1001林班わ小班八助滝沢起点から下流笹子川合流点まで
　　　⑲　由利本荘市鳥海町上笹子字大台国有林1019林班と小班サクズレノ沢起点から下流笹子川合流点まで
　　　⑳　由利本荘市鳥海町百宅字奥山国有林1064林班鴬川起点から下流子吉川の合流点まで
　　　㉑　由利本荘市矢島町元町字中長根９番地先丸木場溜池直下田沢川起点から下流子吉川の合流点まで
　　　㉒　由利本荘市矢島町城内字花立一ノ七木境国有林1069林班木境池直下荒沢川起点から下流子吉川の合流点まで
　　　㉓　由利本荘市矢島町城内字内山８番地先小杉沢川起点から下流子吉川の合流点まで
　　　㉔　由利本荘市矢島町城内字花立50番地マッカ堤沢内川起点から下流子吉川の合流点まで
　　　㉕　由利本荘市矢島町新荘神代山二番堰堤八塩沢川起点から下流子吉川の合流点まで
　　　㉖　由利本荘市矢島町新荘大沢山国有林1078林班か８小班神大山沢４の２地先神大山沢起点から下流八塩沢川合

流点まで
　　　㉗　由利本荘市土倉字野火除沢43の９番地先大砂川起点から下流子吉川の合流点まで
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　　　㉘　由利本荘市久保田字久保田43番地先久保田川起点から下流子吉川の合流点まで
　　　㉙　由利本荘市曲沢字上出川原86番地先曲沢川起点から下流子吉川の合流点まで
　　　㉚　由利本荘市屋敷地先鮎川起点から下流子吉川の合流点まで
　　　㉛　由利本荘市大谷地地先須郷川起点から下流鮎川の合流点まで
　　　㉜　由利本荘市とにかほ市の行政境界天拝川起点から下流鮎川の合流点まで
　　　㉝　にかほ市と由利本荘市の行政境界10の26の一冷渡川起点から下流天拝川の合流点まで
　　　㉞　由利本荘市西上原地先黒森川起点から下流鮎川の合流点まで
　　　㉟　由利本荘市東由利智者鶴地先石沢川起点から下流子吉川の合流点まで
　　　㊱　雄勝郡羽後町上仙道字浦倉地先軽井沢起点から下流田代川の合流点まで
　　　㊲　雄勝郡羽後町軽井沢字蒐沢地先蒐沢川起点から下流田代川の合流点まで
　　　㊳　雄勝郡羽後町上仙道字檜山田代川起点から下流石沢川の合流点まで
　　　㊴　雄勝郡羽後町中仙道字泉沢地先泉沢起点から下流田代川の合流点まで
　　　㊵　雄勝郡羽後町下仙道字太倉地先太倉川起点から下流田代川の合流点まで
　　　㊶　雄勝郡羽後町田代字尼沢地先尼沢川起点から下流田代川の合流点まで
　　　㊷　雄勝郡羽後町上到米字横根峠蒲生川起点から下流田代川の合流点まで
　　　㊸　雄勝郡羽後町上到米字上の沢地先上の沢川起点から下流田代川の合流点まで
　　　㊹　由利本荘市東由利館合字新沢地先新沢川起点から下流石沢川の合流点まで
　　　㊺　由利本荘市東由利館合字善徳地先松沢川起点から下流石沢川の合流点まで
　　　㊻　由利本荘市東由利老方字祝沢地先祝沢川起点から下流石沢川の合流点まで
　　　㊼　由利本荘市東由利法内字滝の下地先法内川起点から下流石沢川の合流点まで
　　　㊽　由利本荘市東由利黒渕字堰根地先大吹川起点から下流石沢川の合流点まで
　　　㊾　由利本荘市東由利蔵字若林地先黒沢川起点から下流石沢川の合流点まで
　　　㊿　由利本荘市東由利杉森字高屋境地先杉森川起点から下流石沢川の合流点まで
　　　�　由利本荘市奥ヶ沢三方森地先奥ヶ沢川起点から下流石沢川の合流点まで
　　　�　由利本荘市大簗鍔出地先大簗川起点から下流石沢川の合流点まで
　　　�　由利本荘市鳥田目荒沢地先荒沢川起点から下流石沢川の合流点まで
　　　�　由利本荘市萩台地先滝の沢川起点から下流石沢川の合流点まで
　　　�　由利本荘市宮沢地先宮沢川起点から下流石沢川の合流点まで
　　　�　由利本荘市福田沢地先福田沢川起点から下流子吉川の合流点まで
　　　�　由利本荘市南の股沢地先小友川起点から下流子吉川の合流点まで
　　　�　由利本荘市藤崎地先薬師堂川起点から下流子吉川の合流点まで
　　　�　横手市大森町保呂羽山地先芋川起点から下流子吉川の合流点まで
　　　�　由利本荘市滝字芋沢地先滝川起点から下流芋川の合流点まで
　　　�　由利本荘市代内地先代内川起点から下流芋川の合流点まで
　　　�　由利本荘市軽井沢地先軽井沢川起点から下流芋川の合流点まで
　　　�　由利本荘市葛岡長根山地先葛岡川起点から下流芋川の合流点まで
　　　�　由利本荘市鬼ヶ台地先小関川起点から下流芋川の合流点まで
　　　�　由利本荘市高尾字熊の沢地先高尾川起点から下流芋川の合流点まで
　　　�　由利本荘市大倉沢字大沢地先大倉沢川起点から下流芋川の合流点まで
　　　�　由利本荘市赤田字二又地先赤田川起点から下流芋川の合流点まで
　　　�　由利本荘市長者屋敷地先長者屋敷川起点から下流芋川の合流点まで
　⑶　免許予定月日　平成22年４月26日
　⑷　申請期間　平成22年２月１日から同年４月12日まで
　⑸　関係地区　由利本荘市、にかほ市、雄勝郡羽後町及び横手市
　⑹　存続期間　免許の日から平成25年12月31日まで
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第40号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のとおり道路の区域を変更する。
　　平成22年１月26日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
１　道路の区域

道路の
種　類 旧新別 路線名 区　　　　　　　　　間 敷地の幅員

（メートル）
延長

（キロメートル）
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２　道路の区域を表示した図面を縦覧する場所及び期間
　⑴　場所　仙北地域振興局建設部用地課
　⑵　期間　平成22年１月26日から同年２月８日まで
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第41号
　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により、次のとおり建設業の許可を取り消したので、同法第
29条の５第１項の規定に基づき、次のとおり公告する。
　　平成22年１月26日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
１　処分をした年月日
　　平成22年１月15日
２　処分を受けた者の商号、主たる営業所の所在地、代表者の氏名及び許可番号
　　有限会社藤原工務店
　　横手市増田町湯野沢字大道添９番地
　　代表取締役　藤　原　六　郎
　　秋田県知事許可（般−19）第10639号
３　処分の内容
　　土木工事業に係る一般建設業許可の取り消し
４　処分の原因となった事実
　　平成22年１月14日付けで土木工事業に係る廃業等の届出があった。
　　このことが建設業法第29条第１項第４号に該当する。
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第42号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のとおり道路の区域を変更する。
　　平成22年１月26日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　道路の区域

２　道路の区域を表示した図面を縦覧する場所及び期間
　⑴　場所　雄勝地域振興局建設部用地課
　⑵　期間　平成22年１月26日から同年２月８日まで

　平成21年11月８日に実施した行政書士法（昭和26年法律第４号）第４条第１項の規定による秋田県知事の委任に係る
平成21年度行政書士試験の合格者は、次のとおりである。
　　平成22年１月26日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財団法人行政書士試験研究センター理事長　木　寺　　　久　
　受験番号
　　０９１０００６　０９１００１５　０９１００２６　０９１００４０　０９１００４７　０９１００５８
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県　道

旧
長信田羽
後長野停
車場線

大仙市太田町斉内字南開138番地先から140番４地
先まで 6.40～8.80 0.318

新
長信田羽
後長野停
車場線

大仙市太田町斉内字南開138番２から140番８まで 7.20～13.20 0.318

道路の
種　類 旧新別 路線名 区　　　　　　　　　間 敷地の幅員

（メートル）
延長

（キロメートル）

県　道

旧 湯沢雄物
川大曲線

湯沢市角間字堰添31番地先から字馬場362番地先
まで 9.00～17.20 0.372

新 湯沢雄物
川大曲線 〃 12.60～25.00 0.372

そ 　　　の 　　　他
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