
 
山形県告示第１９１号 
 
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１５条

の１７第１項の規定により、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和

４６年政令第３００号。以下「令」という。）第１３条の２に規定する土地の区

域を指定区域として次のとおり指定した。 
 
  平成１９年３月９日 
 
                      山形県知事 齋藤 弘    
 

指定区域 埋立地の区分 
上山市大字金瓶字谷広地 20 の一部 廃棄物の処理及び清掃に関する

法律施行規則（昭和 46 年厚生省

令第 35 号。以下「規則」という。）

第 12 条の 31 第 2 号の埋立地 
東村山郡中山町大字長崎字渕の上 733-2の一部、7753、7754 同上 
寒河江市大字日田字平田 232 の一部、同市大字日田元仁田

字前野 549-1、同市大字日田元新田字前野 1622-1 
同上 

同  市大字平塩字楢沢山1394-1から1394-2までの一部、

1019-1、1389 から 1391 まで、1392 の一部、1009、1197、
1482 の一部 

同上 

天童市大字藤内新田字神田 1857-1、1857-2、1858-1、
1858-2、1859-1、1859-2、1860-1、1860-2、1861-1、1861-2、
1862-1 から 1862-5 まで、1863-1 から 1863-3 まで、1864
の一部、同市大字藤内新田字堰端 503-148 の一部、503-157、
503-162、503-200 から 503-211 まで、503-219、503-220、
503-226、503-227、503-319、503-330 から 503-339 まで、

同市大字藤内新田字藤之内 25-1、25-1-1、25-1-2、25-3、
27-1、28-1、32-1、33-1、38-1、39-1 

同上 

西村山郡河北町谷地字東 54-7、54-12、654-1、654-2、654-4、
同町谷地字吉田東 53-4、53-9、57-1、59-3  

同上 

尾花沢市大字名木沢字猿羽根山 1790-2、同市大字名木沢字

坂本沢 569-1 
規則第 12条の 31第 1号の埋立地 

同  市大字延沢字裏山 3574-1、3574-87、3574-90 規則第 12条の 31第 2号の埋立地 
北村山郡大石田町大字横山字土橋 4609-1 同上 



  
新庄市大字萩野字前坂 166、167 同上 
同 市十日町字愛宕裏山 6388-3 の一部、6388-6 同上 
同          6388-9 同上 
最上郡最上町大字満沢字市の沢 1024-53 同上 
新庄市大字升形字石神 2426 の一部 同上 
酒田市宮野浦字飯森山西 17-6 の一部、17-300、17-615 の

一部、17-616、17-617 
同上 

同 市飯森山三丁目 17-1、17-95 の一部、17-116、17-715
から 17-721 まで、17-729 から 17-732 まで、17-751 から

17-753 まで 

同上 

同 市浜中字村東 1654 先 同上 
同 市広岡新田字前林 367-3 の一部、368-1、368-2、375-1、
375-2、376 から 378 まで、379 の一部、383-1、383-2 の

一部、386-1、386-2 の一部、387-1 の一部、387-2、387-3
の一部、388-3、389-1、389-3、390-1 から 390-3 まで、391-1
の一部、391-2、392-1 の一部、392-2、393-1、393-3、394-1、
394-3、394-4、（395-1+395-2）の一部、396、397-1、397-3、
397-4、398-1 から 398-3 まで、399-2、399-3、400-1、400-3、
401-1 から 401-3 まで、402-1、402-2、405-2 

同上 

同 市浜中字七窪 1-4 の一部 同上 
同 市下黒川字谷地田 1-30、1-137 の各一部 規則第 12条の 31第 1号の埋立地 
同 市中野俣字赤田沢 47-1、同市田沢字長根 1-55、130 規則第 12条の 31第 2号の埋立地 
同 市草津字湯ノ台 90-7 同上 
東田川郡庄内町堀野字東砂子 71-1 の一部 同上 
同     町大字狩川字弥七山 15-1、17-1 同上 
飽海郡遊佐町吹浦字三崎 1-1 の一部 同上 
鶴岡市安丹字大川端 259、260、261 同上 
同 市板井川字勝地 1-5 の一部 同上 
同 市タラノキ代字天狗森 9-156 の一部 同上 
同 市荒沢字鱒渕 37-1 の一部 同上 
同 市柳久瀬字九日田 116 から 126 まで、128 から 135 ま

で、同市羽黒町金森目字頭無 105、107 から 124 まで、126
から 130 まで、134 から 142 まで 

同上 

同 市黒川字椿出 883 規則第 12条の 31第 1号の埋立地 
同 市東荒屋字押切 220-5 から 220-11 まで 規則第 12条の 31第 2号の埋立地 



  
米沢市春日四丁目 13-1、13-15、13-17、13-19、13-20 から

13-21 までの一部、13-22、13-23 の一部、13-24 から 13-28
まで、13-29の一部、13-30から 13-36まで、13-37から 13-38
までの一部、13-39 から 13-42 まで、13-48、13-49 の一部、

13-50から 13-52まで、13-55から 13-56までの一部、13-58、
21-5 の一部、21-8、21-9、27-2 の一部、28-2 の一部 

同上 

南陽市川樋字大洞山 3939-28、3939-44 同上 
東置賜郡高畠町大字露藤字五輪窪 1513、1516-1、1516-2、
1544 

同上 

東置賜郡川西町大字下小松字詠山 1885-10、1885-11、
1886-2 

同上 

米沢市大字浅川字大南 1877 の一部、1878、1879、1880 か

ら 1881 までの一部、1881-1、1882 から 1883 までの一部、

1883-1 から 1883-3 までの一部、1890-2 の一部、1891、
1891-1、1892、1892-1、1893-2 の一部、1894 の一部、1895-2
の一部、1897-2、1897-3、1899-2、1901-2、1902 から 1906
まで、1907-1、1907-2、1908、1908-1、1911-1、1913-1、
1913-2、1914 から 1917 まで、1918-3、1922、1923、1941-1
の一部、1942、1943-2、同市大字浅川字袖窪 1373-10 から

1373-16 まで、1551 から 1554 まで、1555-1、1555-2、1556、
1556-1、1558、1562、1569-1、同市大字長手字押出 2823-3、
2825-3、2826-2 

規則第 12条の 31第 1号の埋立地 

東置賜郡高畠町大字夏茂元津久茂字千代田五 3030 の一部 規則第 12条の 31第 2号の埋立地 
長井市舟場 255-1、259 から 261 までの一部、262-１、263-1
の一部、263-2、264-1、265、266、267-1、267-3、268-1、
269-1、1905-1、1907-1、1908 から 1911 まで、1912-1、
1915-1、1917-1 

同上 

西置賜郡小国町大字小国小坂町字横根 896-1 同上 
南陽市大字露橋字牛沼西 620 の一部 同上 
山形市大字門伝字隔間沼山 3638、3639 同上 
同 市鋳物町 50、50-1、50-6 規則第 12条の 31第 1号の埋立地 
  



  
同 市大字門伝字落合河原 401-2、3112-6 から 3112-7 まで

の一部、3113-1、3113-2、3114-1 から 3114-11 まで、3114-12
の一部、3114-16 の一部、3114-17、3114-18 の一部、3114-21
の一部、3114-22 から 3114-24 まで、3114-25 の一部、

3114-26 から 3114-29 まで、3114-30 の一部、3114-32 から

3114-34 まで、3114-36、3114-37 の一部、3114-39、3116-1
から 3116-3 まで、3117-1 の一部、3117-3 から 3117-10 ま

で、3117-11 の一部、3117-13、3117-14、3117-15 の一部、

3117-20の一部、3117-34、3117-37の一部、3117-38、3117-43
から 3117-44 までの一部、3117-48、3117-49、3117-50 か

ら 3117-51 までの一部、3147-1、3147-2、3148-16 の一部、

3714-2 の一部、3716-2 の一部、3717 から 3719 まで、3720-2
の一部、3720-3、3722-2の一部、3723から3737まで、3738-2
の一部、3741-2 の一部、3742-2 の一部、3743-2 の一部、

同市大字門伝字落合川原 335-乙から 335-丙までの一部、

335-丁、336-1 の一部、337-1 の一部、337-2、337-3、338
から 340 まで、341-2 の一部、342-1 から 342-4 までの一部、

343、343-1、343-2、344-1 から 344-3 まで、345-1、345-4、
346、347、348-1、348-4、348-5、350 から 352 まで、352-1、
353 から 356 まで、358-1、358-2、358-3 の一部、359-1、
359-2 の一部、375-1、375-2 から 375-3 までの一部、376-1
の一部、377-1 の一部、378 から 383 まで、383-1、383-2、
384 から 386 まで、386-1、386-2、387、388-1、388-2、
389 から 396 まで、397 の一部、397-1 の一部、398 から

400 まで、400-1 の一部、401-1 の一部、402-2 の一部、2582、
3114-35、同市大字門伝字樋渡 307-2 の一部、308-4 の一部、

308-5、312-3 の一部、312-4、313-1 の一部、313-2、313-3、
313-5、316-1 の一部、316-2、335-1 の一部、360-2 の一部、

360-4 の一部、360-5、365-1 の一部、365-6 の一部、369-4
の一部、373、373-1、374-2 の一部、394-1、394-2、同市

大字門伝字向川原 357-1、357-2 

令第 13 条の 2 第 1 号の埋立地 

酒田市大浜一丁目 85-1 の一部 規則第 12条の 31第 1号の埋立地 
同       105-2 の一部 同上 
同       88-1 の一部 同上 
同       80-2、84-1、146、146-1、148-7、149-4、
150-4 の各一部 

同上 



  
同       80-2、84-1 の各一部 同上 
同 市大浜二丁目 177-8 の一部 同上 
同       177-8、177-15 の各一部 同上 
同       177-15 の一部 同上 
同       177-2 の一部 同上 
村山市大字富並字泥沢 634-6 の一部、634-7 から 634-9 ま

で、4378-4 から 4378-6 までの一部、4378-7、4379-1 の一

部 

令第 13 条の 2 第 2 号の埋立地 
 

鶴岡市大荒字大戸前４、5-2 の一部、 規則第 12条の 31第 1号の埋立地 
同        5-2 の一部 同上 
同        5-3 同上 
米沢市大字赤崩字才豆原 20243-1、20243-6、20243-7 の各

一部 
規則第 12条の 31第 2号の埋立地 

 


