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秋田県告示第368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51条第２項の規定により、次のとお
り指定介護機関の指定を取り消したので、同法第55条の２第４号の規定に基づき、告示する。
　　平成24年７月10日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第369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、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定したの
で、同法第78条第１号の規定に基づき、公示する。
　　平成24年７月10日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

■　目　次　■

名　　　称 開設者氏名又は名称 所　在　地 サービスの
種類 取消年月日

いきいきケアセンター 株式会社サイトー商会 大仙市高梨字水里177番地
訪問介護、
介護予防訪
問介護

平成24年７月10日

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 指定年月日

（訪問介護）
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介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 指定年月日

0570821124 な ご み 訪 問 リ ハ ビ リ
テーション

大仙市大曲船場町一丁目１番
４号

社会福祉法人あけ
ぼの会 平成24年６月１日

（訪問リハビリテーション）

0570820704 ハッピーライフ訪問介
護事業所 大仙市大曲福住町５番29 株式会社高久 平成24年３月15日

0571320696 訪問介護千里 にかほ市三森字午ノ浜100番
地１

株式会社大日向建
築 平成24年３月15日

0570220996 ワンダフルサポート 能代市落合字落合84番地３ 株式会社ワンダフ
ルライフ 平成24年４月15日

0572321040 春風訪問介護センター 南秋田郡五城目町大川下樋口
字屋敷下72番１号 合同会社春風 平成24年５月１日

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 指定年月日

0570120899 ジョイリハ秋田寺内 秋田市寺内字イサノ60−２ 株式会社ヤマサ興
産 平成24年４月１日

0570420844 デイサービスセンター
おひさま

大館市早口字小比立内51番地
５

株式会社ハートフ
ルケアサポート 平成24年４月１日

0570221002 ワンダフルデイサービ
ス 能代市落合字落合84番地３ 株式会社ワンダフ

ルライフ 平成24年４月15日

（通所介護）

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 指定年月日

0550880041 介護老人保健施設幸寿
園 大仙市強首字上野台12番地15 社会福祉法人大仙

ふくし会 平成24年４月１日

0550880058 介護老人保健施設八乙
女荘 大仙市北長野字野口前23 社会福祉法人大仙

ふくし会 平成24年４月１日

0550880066 介護老人保健施設なご
みのさと

大仙市大曲船場町一丁目１番
４号

社会福祉法人あけ
ぼの会 平成24年６月１日

（通所リハビリテーション）

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 指定年月日

0570120758 ショートステイ杏 秋田市桜二丁目17番23号 医療法人杏仁会 平成24年３月15日

0570220731 ショートステイあおば 能代市青葉町５番33号 社会福祉法人しら
かみ長寿会 平成24年３月15日

0570220749 なかよしショートステ
イ

能代市浅内字頭無上217番地
２

株式会社ドリーム
ホープなかよし 平成24年３月15日

0570420760 ショートステイなでし
こ 大館市根下戸新町103番１ 有限会社うめの木

園 平成24年３月15日

0570620773 ショートステイ蒼きも
り 男鹿市船越字狐森147番２ 株式会社蒼きもり 平成24年３月15日

0570820712 ショートステイ大曲 大仙市飯田字大槻127番地１ ソイン株式会社 平成24年３月15日

0570820720 ショートステイえにし
の郷 大仙市高梨字水里151番地 株式会社水里の家 平成24年３月15日

（短期入所生活介護）
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　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第370号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定したの
で、同法第85条第１号の規定に基づき、公示する。
　　平成24年７月10日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

0570120857 ショートステイみさご 秋田市飯島美砂町五丁目71 株式会社東北リス
クマネジメント 平成24年４月１日

0570520908 メディカルハウスゆう 由利本荘市鳥海町伏見字久保
19番４ 医療法人章進会 平成24年４月１日

0570620781 ショートステイおらほ 男鹿市福川字堅石29番地１ 株式会社清翔 平成24年４月１日

0570620831 短期入所生活介護ゆり
の希 男鹿市船越字内子294番３ 社会福祉法人幸泉

会 平成24年４月１日

0570720888 健寿苑指定短期入所生
活介護事業所

湯沢市駒形町字八面寺下谷地
75番４

社会福祉法人いな
かわ福祉会 平成24年４月１日

0570220947 ショートステイ輪 能代市二ツ井町切石字竜毛沢
17番地２

株式会社あきた創
生マネジメント 平成24年４月15日

0570420950 ショートステイほのぼ
の 大館市根下戸新町１番15号 有限会社ほのぼの 平成24年４月15日

0570521062 ショートステイ椛 由利本荘市二十六木字岡本36
番３号 有限会社大樹会 平成24年５月15日

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 指定年月日

0550880041 介護老人保健施設幸寿
園 大仙市強首字上野台12番地15 社会福祉法人大仙

ふくし会 平成24年４月１日

0550880058 介護老人保健施設八乙
女荘 大仙市北長野字野口前23 社会福祉法人大仙

ふくし会 平成24年４月１日

0550880066 介護老人保健施設なご
みのさと

大仙市大曲船場町一丁目１番
４号

社会福祉法人あけ
ぼの会 平成24年６月１日

（短期入所療養介護）

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 指定年月日

0570220806
能代市養護老人ホーム
松籟荘外部サービス利
用型特定施設

能代市緑町９番41号 社会福祉法人能代
市社会福祉協議会 平成24年４月１日

0570420794 ふれあいの里ありうら 大館市有浦一丁目３番地13号 株式会社タクト 平成24年４月１日

0570420810 大館市ケアハウスほう
おう

大館市十二所字大水口４番地
４

社会福祉法人大館
市社会福祉事業団 平成24年４月１日

0572220820 特定施設やまぼうし 山本郡三種町浜田字上浜田１
番地

医療法人秋田愛心
会 平成24年４月１日

0572621118 ケアハウス仙南の杜 仙北郡美郷町金沢西根字上糠
渕３番２号

社会福祉法人六郷
仙南福祉会 平成24年６月１日

（特定施設入居者生活介護）

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 指定年月日

0570820878 よ つ ば 介 護 相 談 セ ン
ター

大仙市大曲日の出町二丁目44
番地２ 株式会社よつば 平成24年４月１日

（居宅介護支援）
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　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第371号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第48条第１項第１号の規定により、次のとおり指定介護老人福祉施設を指定し
たので、同法第93条第１号の規定に基づき、公示する。
　　平成24年７月10日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第372号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第94条第１項の規定により、次のとおり介護老人保健施設の開設を許可したの
で、同法第104条の２第１号の規定に基づき、公示する。
　　平成24年７月10日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第373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、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定し
たので、同法第115条の10第１号の規定に基づき、公示する。
　　平成24年７月10日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
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0570221093 あかしあケアプランセ
ンター 能代市花園町23番５号 有限会社デイサー

ビスあかしあ 平成24年６月１日

0570821132 なごみ居宅介護支援セ
ンター

大仙市大曲船場町一丁目１番
４号

社会福祉法人あけ
ぼの会 平成24年６月１日

0571021104 潟上居宅介護支援事業
所

潟上市天王字棒沼台247番地
４

社会福祉法人正和
会 平成24年６月１日

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 指定年月日

0570751354 特別養護老人ホームい
さみが岡 湯沢市山田字勇ヶ岡50番地 社会福祉法人なご

み会 平成24年４月１日

0570751362 特別養護老人ホーム健
寿苑

湯沢市駒形町字八面寺下谷地
75番４

社会福祉法人いな
かわ福祉会 平成24年４月１日

（介護老人福祉施設）

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 開　設　者 開設年月日

0550880041 介護老人保健施設幸寿
園 大仙市強首字上野台12番地15 社会福祉法人大仙

ふくし会 平成24年４月１日

0550880058 介護老人保健施設八乙
女荘 大仙市北長野字野口前23 社会福祉法人大仙

ふくし会 平成24年４月１日

0550980056 介護老人保健施設けい
あい 鹿角市花輪字六月田78番１ 医療法人恵愛会 平成24年４月１日

0550880066 介護老人保健施設なご
みのさと

大仙市大曲船場町一丁目１番
４号

社会福祉法人あけ
ぼの会 平成24年６月１日

（介護老人保健施設）

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 指定年月日

0570820704 ハッピーライフ訪問介
護事業所 大仙市大曲福住町５番29 株式会社高久 平成24年３月15日

0571320696 訪問介護千里 にかほ市三森字午ノ浜100番
地１

株式会社大日向建
築 平成24年３月15日

（介護予防訪問介護）
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0570220996 ワンダフルサポート 能代市落合字落合84番地３ 株式会社ワンダフ
ルライフ 平成24年４月15日

0572321040 春風訪問介護センター 南秋田郡五城目町大川下樋口
字屋敷下72番１号 合同会社春風 平成24年５月１日

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 指定年月日

0570821124 な ご み 訪 問 リ ハ ビ リ
テーション

大仙市大曲船場町一丁目１番
４号

社会福祉法人あけ
ぼの会 平成24年６月１日

（介護予防訪問リハビリテーション）

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 指定年月日

0570120899 ジョイリハ秋田寺内 秋田市寺内字イサノ60−２ 株式会社ヤマサ興
産 平成24年４月１日

0570420844 デイサービスセンター
おひさま

大館市早口字小比立内51番地
５

株式会社ハートフ
ルケアサポート 平成24年４月１日

0570221002 ワンダフルデイサービ
ス 能代市落合字落合84番地３ 株式会社ワンダフ

ルライフ 平成24年４月15日

（介護予防通所介護）

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 指定年月日

0550880041 介護老人保健施設幸寿
園 大仙市強首字上野台12番地15 社会福祉法人大仙

ふくし会 平成24年４月１日

0550880058 介護老人保健施設八乙
女荘 大仙市北長野字野口前23 社会福祉法人大仙

ふくし会 平成24年４月１日

0550880066 介護老人保健施設なご
みのさと

大仙市大曲船場町一丁目１番
４号

社会福祉法人あけ
ぼの会 平成24年６月１日

（介護予防通所リハビリテーション）

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 指定年月日

0570120758 ショートステイ杏 秋田市桜二丁目17番23号 医療法人杏仁会 平成24年３月15日

0570220731 ショートステイあおば 能代市青葉町５番33号 社会福祉法人しら
かみ長寿会 平成24年３月15日

0570220749 なかよしショートステ
イ

能代市浅内字頭無上217番地
２

株式会社ドリーム
ホープなかよし 平成24年３月15日

0570420760 ショートステイなでし
こ 大館市根下戸新町103番１ 有限会社うめの木

園 平成24年３月15日

0570620773 ショートステイ蒼きも
り 男鹿市船越字狐森147番２ 株式会社蒼きもり 平成24年３月15日

0570820712 ショートステイ大曲 大仙市飯田字大槻127番地１ ソイン株式会社 平成24年３月15日

0570820720 ショートステイえにし
の郷 大仙市高梨字水里151番地 株式会社水里の家 平成24年３月15日

0570120857 ショートステイみさご 秋田市飯島美砂町五丁目71 株式会社東北リス
クマネジメント 平成24年４月１日

0570520908 メディカルハウスゆう 由利本荘市鳥海町伏見字久保
19番４ 医療法人章進会 平成24年４月１日

（介護予防短期入所生活介護）
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　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第374号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者の廃止の届出
があったので、同法第78条第２号の規定に基づき、公示する。
　　平成24年７月10日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

0570620781 ショートステイおらほ 男鹿市福川字堅石29番地１ 株式会社清翔 平成24年４月１日

0570620831 短期入所生活介護ゆり
の希 男鹿市船越字内子294番３ 社会福祉法人幸泉

会 平成24年４月１日

0570720888 健寿苑指定短期入所生
活介護事業所

湯沢市駒形町字八面寺下谷地
75番４

社会福祉法人いな
かわ福祉会 平成24年４月１日

0570220947 ショートステイ輪 能代市二ツ井町切石字竜毛沢
17番地２

株式会社あきた創
生マネジメント 平成24年４月15日

0570420950 ショートステイほのぼ
の 大館市根下戸新町１番15号 有限会社ほのぼの 平成24年４月15日

0570521062 ショートステイ椛 由利本荘市二十六木字岡本36
番３号 有限会社大樹会 平成24年５月15日

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 指定年月日

0550880041 介護老人保健施設幸寿
園 大仙市強首字上野台12番地15 社会福祉法人大仙

ふくし会 平成24年４月１日

0550880058 介護老人保健施設八乙
女荘 大仙市北長野字野口前23 社会福祉法人大仙

ふくし会 平成24年４月１日

0550880066 介護老人保健施設なご
みのさと

大仙市大曲船場町一丁目１番
４号

社会福祉法人あけ
ぼの会 平成24年６月１日

（介護予防短期入所療養介護）

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 指定年月日

0570220806
能代市養護老人ホーム
松籟荘外部サービス利
用型特定施設

能代市緑町９番41号 社会福祉法人能代
市社会福祉協議会 平成24年４月１日

0570420794 ふれあいの里ありうら 大館市有浦一丁目３番地13号 株式会社タクト 平成24年４月１日

0570420810 大館市ケアハウスほう
おう

大館市十二所字大水口４番地
４

社会福祉法人大館
市社会福祉事業団 平成24年４月１日

0572220820 特定施設やまぼうし 山本郡三種町浜田字上浜田１
番地

医療法人秋田愛心
会 平成24年４月１日

0572621118 ケアハウス仙南の杜 仙北郡美郷町金沢西根字上糠
渕３番２号

社会福祉法人六郷
仙南福祉会 平成24年６月１日

（介護予防特定施設入居者生活介護）

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 廃止年月日

0570103630 光峰苑ホームヘルパー
ステーション 秋田市添川字鶴木台65番３ 社会福祉法人とも

しび会 平成24年３月31日

0572214187
三種町社会福祉協議会
琴丘ホームヘルプサー
ビス

山本郡三種町鹿渡字町後263 社会福祉法人三種
町社会福祉協議会 平成24年３月31日

0572006344 株式会社タクト介護セ
ンター小坂

鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平
11−19 株式会社タクト 平成24年３月31日

（訪問介護）
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介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 廃止年月日

0562290023
三種町社会福祉協議会
ひ ま わ り 訪 問 看 護 ス
テーション

山本郡三種町鹿渡字町後263 社会福祉法人三種
町社会福祉協議会 平成24年３月31日

0560990194 け ま な い 訪 問 看 護 ス
テーション

鹿角市十和田毛馬内字下寄熊
６番地２ 医療法人寿光会 平成24年３月31日

（訪問看護）

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 廃止年月日

0570818682 な ご み 訪 問 リ ハ ビ リ
テーション

大仙市大曲船場町一丁目１番
地４号

医療法人あけぼの
会 平成24年５月31日

（訪問リハビリテーション）

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 廃止年月日

0572307585 医療法人泉の会通所介
護「元気の泉」

男鹿市角間崎字志藤沢40番地
２ 医療法人泉の会 平成24年３月31日

0570118273 ジョイリハ秋田寺内 秋田市寺内字イサノ60−２ ヤマサ保険株式会
社 平成24年３月31日

0570811422 ディサービスセンター
なんがい 大仙市南外松木田119番地 大仙市 平成24年３月31日

（通所介護）

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 廃止年月日

0550880025 介護老人保健施設八乙
女荘 大仙市北長野字野口前23 大仙市 平成24年３月31日

0550880033 介護老人保健施設幸寿
園 大仙市強首字上野台12−15 大仙市 平成24年３月31日

0550880017 介護老人保健施設なご
みのさと

大仙市大曲船場町一丁目１番
地４号

医療法人あけぼの
会 平成24年５月31日

（通所リハビリテーション）

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 廃止年月日

0570711481 湯沢市健寿苑指定短期
入所生活介護事業所

湯沢市駒形町字八面寺下谷地
75番地４ 湯沢市 平成24年３月31日

（短期入所生活介護）

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 廃止年月日

0550880025 介護老人保健施設八乙
女荘 大仙市北長野字野口前23 大仙市 平成24年３月31日

（短期入所療養介護）

0570608083 医療法人幸佑会ケアセ
ンターはせがわ

男鹿市船川港船川字新浜町26
番地２ 医療法人幸佑会 平成24年３月31日

0570605295 か い せ い ホ ー ム ヘ ル
パーステーション

男鹿市脇本脇本字大石館90番
地の１

社会福祉法人男鹿
偕生会 平成24年４月30日

0570906115 けまないケアセンター 鹿角市十和田大湯字前田29番
地 医療法人寿光会 平成24年４月30日

0570118794 介護２４秋田 秋田市将軍野南四丁目７番10
号 介護２４合同会社 平成24年５月１日
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　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第375号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第82条第２項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者の廃止の届出
があったので、同法第85条第２号の規定に基づき、公示する。
　　平成24年７月10日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第376号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第91条の規定により、次のとおり指定介護老人福祉施設の指定の辞退があった
ので、同法第93条第２号の規定に基づき、公示する。
　　平成24年７月10日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

0550880033 介護老人保健施設幸寿
園 大仙市強首字上野台12−15 大仙市 平成24年３月31日

0550880017 介護老人保健施設なご
みのさと

大仙市大曲船場町一丁目１番
地４号

医療法人あけぼの
会 平成24年５月31日

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 廃止年月日

0572006344 株式会社タクト介護セ
ンター小坂

鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平
11−19 株式会社タクト 平成24年３月31日

（福祉用具貸与）

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 廃止年月日

0572006344 株式会社タクト介護セ
ンター小坂

鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平
11−19 株式会社タクト 平成24年３月31日

0570207035 ももかげんきハウス 能代市畠町７番40号 株式会社宮腰蒲団
店 平成24年３月31日

0570514737 イ オ ン ス ー パ ー セ ン
ター本荘店

由利本荘市石脇字田中138番
地

イオンスーパーセ
ンター株式会社 平成24年４月30日

0572314722 イ オ ン ス ー パ ー セ ン
ター五城目店

南秋田郡五城目町大川西野字
田屋前138

イオンスーパーセ
ンター株式会社 平成24年４月30日

（特定福祉用具販売）

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 廃止年月日

0572006344 株式会社タクト介護セ
ンター小坂

鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平
11−19 株式会社タクト 平成24年３月31日

0572309912 医療法人泉の会居宅介
護支援センター

男鹿市角間崎字志藤沢40番地
２ 医療法人泉の会 平成24年３月31日

0570801670 なごみ居宅介護支援セ
ンター

大仙市大曲船場町一丁目１番
地４号

医療法人あけぼの
会 平成24年５月31日

0571014836 居宅介護支援センター
遥か

潟上市昭和大久保字北野街道
上56番地15

有限会社サポート
昭和 平成24年６月30日

（居宅介護支援）

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 辞退年月日

0570751156 特別養護老人ホームい
さみが岡 湯沢市山田字勇ヶ岡50番地 湯沢市 平成24年３月31日

（介護老人福祉施設）



−９−

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第377号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第99条第２項の規定により、次のとおり介護老人保健施設の廃止の届出があっ
たので、同法第104条の２第２号の規定に基づき、公示する。
　　平成24年７月10日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第378号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者の廃
止の届出があったので、同法同法第115条の10第２号の規定に基づき、告示する。
　　平成24年７月10日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
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0570750927 湯 沢 市 特 別 養 護 老 人
ホーム健寿苑

湯沢市駒形町字八面寺下谷地
75番地４ 湯沢市 平成24年３月31日

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 廃止年月日

0550880025 介護老人保健施設八乙
女荘 大仙市北長野字野口前23 大仙市 平成24年３月31日

0550880033 介護老人保健施設幸寿
園 大仙市強首字上野台12−15 大仙市 平成24年３月31日

0550880017 介護老人保健施設なご
みのさと

大仙市大曲船場町一丁目１番
地４号

医療法人あけぼの
会 平成24年５月31日

（介護老人保健施設）

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 廃止年月日

0570103630 光峰苑ホームヘルパー
ステーション 秋田市添川字鶴木台65番３ 社会福祉法人とも

しび会 平成24年３月31日

0572214187
三種町社会福祉協議会
琴丘ホームヘルプサー
ビス

山本郡三種町鹿渡字町後263 社会福祉法人三種
町社会福祉協議会 平成24年３月31日

0572006344 株式会社タクト介護セ
ンター小坂

鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平
11−19 株式会社タクト 平成24年３月31日

0570608083 医療法人幸佑会ケアセ
ンターはせがわ

男鹿市船川港船川字新浜町26
番地２ 医療法人幸佑会 平成24年３月31日

0570605295 か い せ い ホ ー ム ヘ ル
パーステーション

男鹿市脇本脇本字大石館90番
地の１

社会福祉法人男鹿
偕生会 平成24年４月30日

0570906115 けまないケアセンター 鹿角市十和田大湯字前田29番
地 医療法人寿光会 平成24年４月30日

0570118794 介護２４秋田 秋田市将軍野南四丁目７番10
号 介護２４合同会社 平成24年５月１日

（介護予防訪問介護）

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 廃止年月日

0562290023
三種町社会福祉協議会
ひ ま わ り 訪 問 看 護 ス
テーション

山本郡三種町鹿渡字町後263 社会福祉法人三種
町社会福祉協議会 平成24年３月31日

0560990194 け ま な い 訪 問 看 護 ス
テーション

鹿角市十和田毛馬内字下寄熊
６番地２ 医療法人寿光会 平成24年３月31日

（介護予防訪問看護）
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介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 廃止年月日

0570818682 な ご み 訪 問 リ ハ ビ リ
テーション

大仙市大曲船場町一丁目１番
地４号

医療法人あけぼの
会 平成24年５月31日

（介護予防訪問リハビリテーション）

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 廃止年月日

0572307585 医療法人泉の会通所介
護「元気の泉」

男鹿市角間崎字志藤沢40番地
２ 医療法人泉の会 平成24年３月31日

0570118273 ジョイリハ秋田寺内 秋田市寺内字イサノ60−２ ヤマサ保険株式会
社 平成24年３月31日

0570811422 ディサービスセンター
なんがい 大仙市南外松木田119番地 大仙市 平成24年３月31日

（介護予防通所介護）

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 廃止年月日

0550880025 介護老人保健施設八乙
女荘 大仙市北長野字野口前23 大仙市 平成24年３月31日

0550880033 介護老人保健施設幸寿
園 大仙市強首字上野台12−15 大仙市 平成24年３月31日

0550880017 介護老人保健施設なご
みのさと

大仙市大曲船場町一丁目１番
地４号

医療法人あけぼの
会 平成24年５月31日

（介護予防通所リハビリテーション）

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 廃止年月日

0570711481 湯沢市健寿苑指定短期
入所生活介護事業所

湯沢市駒形町字八面寺下谷地
75番地４ 湯沢市 平成24年３月31日

（介護予防短期入所生活介護）

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 廃止年月日

0550880025 介護老人保健施設八乙
女荘 大仙市北長野字野口前23 大仙市 平成24年３月31日

0550880033 介護老人保健施設幸寿
園 大仙市強首字上野台12−15 大仙市 平成24年３月31日

0550880017 介護老人保健施設なご
みのさと

大仙市大曲船場町一丁目１番
地４号

医療法人あけぼの
会 平成24年５月31日

（介護予防短期入所療養介護）

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 廃止年月日

0572006344 株式会社タクト介護セ
ンター小坂

鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平
11−19 株式会社タクト 平成24年３月31日

（介護予防福祉用具貸与）

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 廃止年月日

0572006344 株式会社タクト介護セ
ンター小坂

鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平
11−19 株式会社タクト 平成24年３月31日

（特定介護予防福祉用具販売）
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　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第379号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第77条第１項の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者の指定を取り
消したので、同法第78条第３号の規定に基づき、告示する。
　　平成24年７月10日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第380号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の９第１項の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者の指
定を取り消したので、同法第115条の10第３号の規定に基づき、告示する。
　　平成24年７月10日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第381号
　漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第105条第１項第２号ロの規定に基づき定めた同法第104条第２号に掲げる
漁業に係る区分のうち船川・脇本・船越・天王加入区に係るものの一部を次のとおり変更したので、公示する。
　　平成24年７月10日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第382号
　土地収用法（昭和26年法律第219号）第34条の３の規定に基づき、次のとおり収用の手続開始を告示する。
　　平成24年７月10日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　起業者の名称　鹿角市
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0570207035 ももかげんきハウス 能代市畠町７番40号 株式会社宮腰蒲団
店 平成24年３月31日

0570514737 イ オ ン ス ー パ ー セ ン
ター本荘店

由利本荘市石脇字田中138番
地

イオンスーパーセ
ンター株式会社 平成24年４月30日

0572314722 イ オ ン ス ー パ ー セ ン
ター五城目店

南秋田郡五城目町大川西野字
田屋前138

イオンスーパーセ
ンター株式会社 平成24年４月30日

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 指定取消年月日

0570813568 いきいきケアセンター 大仙市高梨字水里177番 株式会社サイトー
商会 平成24年７月10日

（訪問介護）

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 指定取消年月日

0570813568 いきいきケアセンター 大仙市高梨字水里177番 株式会社サイトー
商会 平成24年７月10日

（介護予防訪問介護）

変　　　更　　　後 変　　　更　　　前

１　沖合底びき網漁業、小型底びき網漁業、小型底び
き網漁業とえび・つぶかご漁業を併せ営む漁業若し
くは小型底びき網漁業とべにずわいがにかご漁業を
併せ営む漁業又は総トン数10トン未満の漁船により
小型底びき網漁業とごち網を使用して営む漁業を併
せ営む漁業

１　沖合底びき網漁業、小型底びき網漁業、小型底び
き網漁業とえび・つぶかご漁業を併せ営む漁業、小
型底びき網漁業とべにずわいがにかご漁業を併せ営
む漁業又は小型底びき網漁業とごち網を使用して営
む漁業を併せ営む漁業
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２　事業の種類　（仮称）学習文化交流施設整備事業
３　収用の手続が開始される起業地　秋田県鹿角市花輪字八正寺地内（起業地の一部）
４　土地収用法第34条の４第２項の規定による図面の縦覧場所
　　鹿角市　総務部政策企画課
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第383号
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、次のとおり北秋田市長か
ら公共測量実施の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定に基づき、公示する。
　　平成24年７月10日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　作業の種類
　　公共測量（街区基準点等の検証測量）
２　作業を行う地域
　　北秋田市元町、大町、米代町、住吉町、松葉町、材木町、花園町、東横町、宮前町、旭町、伊勢町、鷹巣字下家

下、字北中家下、字南中家下、字愛宕下、字本屋敷、字帰道、字西大柳岱、字太田境及び字上家下並びに綴子字古関
並びに栄字前綱、字中綱及び字三番綱の各地内

３　作業を行う期間
　　平成24年７月18日から同年８月31日まで
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第384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、公告する。
　　平成24年７月10日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
１　処分をした年月日
　　平成24年７月２日
２　処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名及び許可番号
　　タテ工業
　　南秋田郡五城目町高崎字岡谷地71番地３
　　舘　岡　春　子
　　秋田県知事許可（般−23）第12634号
３　処分の内容
　　土木工事業、とび・土工工事業、ほ装工事業及び水道施設工事業に係る一般建設業許可の取消し
４　処分の原因となった事実
　　平成24年６月28日付けで土木工事業、とび・土工工事業、ほ装工事業及び水道施設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。

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、能代北部土地改良区から次のとおり役員の退任及
び就任の届出があったので同条第17項の規定に基づき、公告する。
　　平成24年７月10日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　退任理事の住所及び氏名
　　能代市坂形字鳥形18番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小　栗　正　春
　　〃　　比八田字八幡下46番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工　藤　　　勝
　　〃　　外荒巻字北山ノ上12番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木　正　悦
　　〃　　竹生字竹生196番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金　谷　隆　夫
　　八峰町峰浜小手萩字上台27番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神　馬　　　勤
　　能代市比八田字八幡下104番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐　藤　親　徳
　　〃　　坂形字堂ノ後132番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小　栗　　　博
　　八峰町峰浜内荒巻字家ノ上44番地２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本　多　金　雄
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　　能代市磐字銭ケ台49番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　船　木　　　稔
　　〃　　竹生字竹生117番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐　藤　鉄　則
　　八峰町峰浜石川字稲子沢75番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福　士　久　紀
　　能代市磐字栗山28番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大　谷　忠　弘
　　〃　　坂形字鳥形17番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴　木　由　勝
２　就任理事の住所及び氏名
　　能代市坂形字鳥形18番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小　栗　正　春
　　〃　　比八田字八幡下46番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工　藤　　　勝
　　〃　　磐字銭ケ台49番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　船　木　　　稔
　　〃　　竹生字竹生196番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金　谷　隆　夫
　　八峰町峰浜小手萩字上台27番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神　馬　　　勤
　　能代市磐字栗山28番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大　谷　忠　弘
　　八峰町峰浜石川字稲子沢75番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福　士　久　紀
　　〃　　峰浜内荒巻字家ノ上44番地２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本　多　金　雄
　　能代市坂形字堂ノ後132番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小　栗　　　博
　　〃　　坂形字鳥形17番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴　木　由　勝
　　〃　　外荒巻字北山ノ上15番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木　昭　夫
　　〃　　竹生字土手上下39番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐　藤　清　博
　　〃　　能代市比八田字下田表27番地４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工　藤　隆　憲
３　退任監事の住所及び氏名
　　能代市竹生字竹生187番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 永　井　儀　博
　　〃　　坂形字堂ノ後144番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐　藤　盛　光
　　〃　　比八田字中台59番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工　藤　鉄　夫
４　就任監事の住所及び氏名
　　能代市竹生字竹生187番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 永　井　儀　博
　　〃　　坂形字堂ノ後144番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐　藤　盛　光
　　〃　　比八田字中台59番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工　藤　鉄　夫

秋田県教育委員会告示第14号
　次のとおり教育委員会会議を開催する。
　　平成24年７月10日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県教育委員会委員長　佐　藤　一　成　
１　日時
　　平成24年７月12日午後２時
２　場所
　　教育委員会委員室
３　案件
　⑴　議会の議決を経るべき教育関係議案に対する意見についての専決処分報告について
　⑵　秋田県立高等学校学則の一部を改正する規則案について
　⑶　秋田県生涯学習審議会委員の任命について
　⑷　その他

　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24年度行政書士試験を次
のとおり実施する。
　　平成24年７月10日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財団法人行政書士試験研究センター理事長　磯　部　　　力
１　試験期日
　　平成24年11月11日（日）午後１時から午後４時まで
２　試験場所
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　　秋田市手形学園町１番１号　秋田大学手形キャンパス
３　試験の科目及び方法
　⑴　試験の科目
　　ア　行政書士の業務に関し必要な法令等
　　　ア　出題数　46題
　　　イ　内容等　憲法、行政法（同法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償

法及び地方自治法を中心とする。）、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題し、法令については、平
成24年４月１日現在施行されているものに関し出題する。

　　イ　行政書士の業務に関連する一般知識等
　　　ア　出題数　14題
　　　イ　内容　政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護及び文章理解
　⑵　試験の方法
　　ア　試験は、筆記試験によって行う。
　　イ　出題の形式は、⑴アは択一式及び記述式、⑴イは択一式とする。
　　　　なお、⑴アの記述式の出題は、40字程度で記述するものとする。
４　受験手続
　⑴　郵送による受験申込み
　　ア　受付期間
　　　　平成24年８月６日（月）から同年９月７日（金）まで
　　イ　受付場所
　　　　財団法人行政書士試験研究センター
　　　　受験願書と一緒に配布する封筒により簡易書留郵便で郵送すること（宛先は、印刷済）。平成24年９月７日の

消印があるものまで受け付ける。
　　ウ　提出書類
　　　　受験願書一式
　　エ　受験手数料
　　　　7,000円
　　　　納付方法については、試験案内を参照のこと。
　　オ　試験案内及び受験願書の配布方法、配布期間及び配布場所
　　　ア　郵送配布
　　　　　郵送を希望する者は、140円分の切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角形２号・Ａ４サイズの用紙が折ら

ずに入る大きさのもの）を同封の上、封筒の表に「願書請求」と朱書きして、宛先まで郵便で請求すること
（平成24年８月31日（金）までに必着のこと。）。

　　　イ　窓口配布
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　配布期間 　宛先
平成24年８月６日（月）から同月31日
（金）まで

郵便番号100−8779
郵便事業株式会社　銀座支店留　財団法人行政書士試験研究センター

　配布期間 　配布場所
平成24年８月６日（月）から同年９月
７日（金）まで（日曜日及び土曜日を
除く。）の午前９時から午後５時まで

東京都千代田区一番町25番地全国町村議員会館３階　財団法人行政書士
試験研究センター

平成24年８月６日（月）から同年９月
７日（金）まで（日曜日及び土曜日を
除く。）の午前８時30分から午後５時
15分まで

鹿角市花輪字六月田１番地　秋田県鹿角地域振興局総務企画部
北秋田市鷹巣字東中岱76番地の１　秋田県北秋田地域振興局総務企画部
能代市御指南町１番10号　秋田県山本地域振興局総務企画部
秋田市山王四丁目１番２号　秋田県秋田地域振興局総務企画部
由利本荘市水林366番地　秋田県由利地域振興局総務企画部
大仙市大曲上栄町13番62号　秋田県仙北地域振興局総務企画部
横手市旭川一丁目３番41号　秋田県平鹿地域振興局総務企画部
湯沢市千石町二丁目１番10号　秋田県雄勝地域振興局総務企画部

平成24年８月６日（月）から同年９月
７日（金）まで（日曜日及び土曜日を
除く。）の午前９時から午後５時まで

秋田市山王四丁目４番14号秋田県教育会館４階　秋田県行政書士会
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　　　　　財団法人行政書士試験研究センター以外の配布場所においては、備え置く試験案内及び受験願書の数に限り
があるため、配布できない場合がある。

　⑵　インターネットの利用による受験申込み
　　ア　受付期間
　　　　平成24年８月６日（月）午前９時から同年９月４日（火）午後５時まで
　　イ　受験申込み画面への入力
　　　　財団法人行政書士試験研究センターのホームページ（http://gyosei-shiken.or.jp）のインターネット出願画面

に接続し、必要事項を入力すること。
　　ウ　受験手数料
　　　　7,000円
　　　　納付方法は、クレジットカード（VISA、Master又はUCのもので、かつ、受験申込者の名義のものに限

る。）による決済のみとする。
　　　　納付された受験手数料は、原則として還付しない。
　⑶　連絡先
　　　財団法人行政書士試験研究センター
　　　電話番号　03−3263−7700
５　特例措置の実施
　　身体の機能に障害のある者については、障害の状況により必要な措置を講ずることがあるので、受験の申込みに先

立って４⑶へ相談すること。
６　合格の発表の日時及び方法
　⑴　日時
　　　平成25年１月28日（月）午前９時
　⑵　方法
　　　合格者の受験番号を、財団法人行政書士試験研究センターの掲示板及びホームページに掲示し、及び表示すると

ともに、受験者全員に合否通知書を郵送する。
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