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告 示

島根県告示第97号

森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第２項の規定により保安林の指定を解除するので、同法第33条第６項にお

いて準用する同条第１項の規定により告示する。

平成22年２月19日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 解除に係る保安林の所在場所

松江市美保関町美保関1467－１（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

土砂の崩壊の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を島根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供する。）

島根県告示第98号

次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示す

る。

平成22年２月19日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 保安林予定森林の所在場所

鹿足郡津和野町邑輝字広丸1232－１

２ 指定の目的

土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

⑴ 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 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。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び津和野町役場に備え置いて縦覧に供する。）

島根県告示第99号

次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示す

る。

平成22年２月19日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 保安林予定森林の所在場所
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第2,163号 島 根 県 報 平成22年２月19日

益田市美都町朝倉609、624－１、625、812－１、812－２、820－１、822、824－１、824－２、826－１、826－２、

829－１、829－２、1029、美都町笹倉643、1419－１、1419－２、1420－１、1420－２、1421、1423、1423－１、

1424－３、1427、1428、1428－１、1429、1430－１、1430－２、1432－１、1432－２、1433、1433－１、1436から1443

まで、1445、1448

２ 指定の目的

水源のかん養

３ 指定施業要件

⑴ 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 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。

ウ 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。

⑵ 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。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び益田市役所に備え置いて縦覧に供する。）

島根県告示第100号

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

３において準用する同法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により告示する。

平成22年２月19日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的 次に掲げる告示で定めるところによる。

平成元年６月22日農林水産省告示第817号（４に係るものに限る。）、平成２年８月３日農林水産省告示第1022号

（３に係るものに限る。）、平成２年12月11日農林水産省告示第1565号（４に係るものに限る。）

２ 変更に係る指定施業要件

⑴ 立木の伐採の方法 変更しない。

⑵ 立木の伐採の限度 変更後の立木の伐採の限度は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）

島根県告示第101号

平成22年島根県告示第32号で保安林の指定施業要件変更予定保安林とされた次の保安林については、当該処分に係る通

知の相手方が不分明であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、その通知の内容を益田市役所及

び斐川町役場に掲示するとともにその要旨を告示する。

平成22年２月19日

島根県知事 溝 口 善兵衛

保安林の所在場所及び不分明である通知の相手方

不 分 明 で あ る 通 知 の 相 手 方
保 安 林 の 所 在 場 所

保安林の権利者 住 所

簸川郡斐川町大字阿宮2448 藤原 隆二 簸川郡斐川町大字阿宮1684

簸川郡斐川町大字阿宮2540 保科 八郎 出雲市今市町北本町１丁目９－２

益田市下種町89、1950、1954－１、1957－１、 無限責任種村信用購 益田市下種町1216－３
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1957－２、1982 買販売利用組合

益田市薄原町ロ776 石川 文夫 益田市薄原町ロ95

益田市有田町1221、1222 中島 信男 益田市有田町377

島根県告示第102号

島根県営住宅条例（昭和34年島根県条例第49号）第12条第２項の規定により、利便性に係る数値を次のとおり定めたの

で、島根県営住宅条例施行規則（昭和37年島根県規則第64号）第６条の規定により告示し、平成22年４月１日から施行す

る。

島根県営住宅条例の規定に基づく利便性に係る数値（平成19年島根県告示第134号）は、廃止する。

平成22年２月19日

島根県知事 溝 口 善兵衛

所 在 地 団地の名称 区 分 建設年度 利便性に係る数値

松江市 幸町 高層耐火構造10階建 平成４ 0.99

平成５

長者原 中層耐火構造４階建 昭和61 0.93

中層耐火構造３階建 昭和61

山代 耐火構造２階建 平成７ 0.94

古志原 中層耐火構造４階建 平成４ 0.94

平成５

浜佐陀 中層耐火構造３階建 平成４ 0.91

中層耐火構造４階建 平成５

淞北台 中層耐火構造４階建 昭和44 0.90

昭和45

昭和46

昭和47

第二山代 簡易耐火構造２階建 昭和52 0.93

中層耐火構造４階建 昭和58 0.94

昭和59

八幡 中層耐火構造４階建 昭和49 0.88

八重垣 中層耐火構造４階建 昭和51 0.90

昭和52

昭和53

茶臼山 中層耐火構造４階建 昭和53 0.91

昭和54 0.92

比津が丘 中層耐火構造４階建 昭和55 0.93

中層耐火構造３階建 昭和56

昭和57

高層耐火構造10階建 昭和56

昭和57

高層耐火構造９階建 昭和58

湖北 中層耐火構造４階建 昭和58 0.88
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東津田 中層耐火構造４階建 昭和58 0.91

第二淞北台 中層耐火構造３階建 昭和60 0.92

昭和61

昭和62

新古曽志 中層耐火構造３階建 昭和63 0.92

平成元

平成２

平成３

平成４

津田明神 中層耐火構造３階建 昭和63 0.95

西津田 中層耐火構造４階建 平成元 0.92

東光台 耐火構造２階建 平成３ 0.92

古江 中層耐火構造４階建 平成14 0.91

中層耐火構造３階建 平成14

湯町 簡易耐火構造２階建 昭和50 0.80

宍道緑が丘 中層耐火構造３階建 平成14 0.83

耐火構造２階建 平成14

浜田市 熱田 簡易耐火構造平家建 昭和34 0.90

瀬戸ヶ島 簡易耐火構造平家建 昭和35 0.94

緑ヶ丘 高層耐火構造10階建 平成６ 0.99

周布 中層耐火構造３階建 平成元 0.92

平成２

小福井 簡易耐火構造平家建 昭和42 0.92

昭和43

汐入 中層耐火構造４階建 昭和52 0.95

（第116号の住戸に

あっては、0.97）

昭和53 0.95

昭和55 0.94

平成８ 0.97

平成９

平成10

簡易耐火構造２階建 昭和55 0.95

内田 簡易耐火構造平家建 昭和44 0.88

浜田漁民 中層耐火構造４階建 昭和45 0.94

昭和46

二反田 中層耐火構造３階建 平成10 0.99

平成11

石原 中層耐火構造４階建 昭和55 0.95

昭和57

黒川 中層耐火構造４階建 昭和58 0.97

昭和59
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日脚 中層耐火構造３階建 昭和61 0.95

昭和62

昭和63

笠柄 中層耐火構造３階建 平成２ 0.97

平成３

平成４

平成５

旭インター 木造２階建 平成14 0.90

三隅駅前 中層耐火構造４階建 昭和59 0.89

向野田 木造２階建 昭和59 0.88

第二向野田 木造２階建 昭和59 0.88

出雲市 天神 中層耐火構造４階建 昭和42 0.97

昭和44

平成５ 0.98

平成７

中層耐火構造３階建 平成３ 0.98

平成４

平成７

上島 簡易耐火構造２階建 昭和40 0.90

古志 中層耐火構造４階建 昭和45 0.95

昭和46

小山 中層耐火構造４階建 昭和47 0.97

昭和49

昭和50

昭和51

一の谷 中層耐火構造４階建 昭和53 0.96

昭和54

昭和55

大津 中層耐火構造４階建 昭和57 0.97

昭和58

昭和59

中層耐火構造３階建 昭和58

塩冶 中層耐火構造３階建 昭和61 0.98

中層耐火構造４階建 昭和63

有原 中層耐火構造３階建 平成２ 0.98

今市 耐火構造２階建 平成15 1.00

中層耐火構造５階建 平成16

灘分 中層耐火構造３階建 平成７ 0.97

牧戸 中層耐火構造４階建 昭和49 0.94

中層耐火構造３階建 平成12 0.97

平成13

小境 簡易耐火構造２階建 昭和57 0.94
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昭和61

中層耐火構造３階建 昭和58

昭和60

昭和61

駅南 中層耐火構造３階建 平成６ 1.00

山内 中層耐火構造３階建 平成14 0.98

耐火構造２階建

中層耐火構造３階建 平成15

耐火構造２階建

益田市 染羽 中層耐火構造３階建 昭和59 0.97

沖田 中層耐火構造３階建 平成元 0.98

久城 耐火構造２階建 平成17 1.00

平成18

平成20

久城東 中層耐火構造３階建 昭和62 0.97

矢田 中層耐火構造３階建 平成２ 0.97

高津 中層耐火構造４階建 平成４ 0.98

平成５

平成７

中層耐火構造３階建 平成４

原浜 中層耐火構造４階建 昭和56 0.96

昭和57

昭和58

中層耐火構造３階建 昭和57

高角 中層耐火構造３階建 昭和59 0.96

昭和60

昭和61

昭和62

平成元

土井 木造２階建 昭和59 0.96

新矢田 中層耐火構造３階建 昭和63 0.98

吉田南 中層耐火構造３階建 平成４ 0.98

平成５

飯田 中層耐火構造３階建 平成８ 0.99

平成９

平成10

吉田 高層耐火構造６階建 平成15 1.00

仙道 木造２階建 平成19 0.95

平成20

椎ノ木 簡易耐火構造平家建 昭和56 0.90

大田市 沢田 中層耐火構造３階建 平成11 0.98

平成12
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平成13

平成18

諸友 中層耐火構造３階建 昭和55 0.97

（第213号の住戸に

あっては、0.99）

安来市 臼井 耐火構造２階建 平成16 1.00

平成18

平成19

中層耐火構造３階建 平成17

東臼井 中層耐火構造４階建 平成12 1.00

耐火構造２階建

中層耐火構造４階建 平成13

中層耐火構造３階建

神塚 中層耐火構造３階建 平成11 1.00

平成12

和田 中層耐火構造４階建 昭和59 0.97

昭和62

昭和63

江津市 星島 簡易耐火構造平家建 昭和42 0.94

昭和43

沖の浜 簡易耐火構造２階建 昭和51 0.91

昭和52

昭和53

新星島 中層耐火構造４階建 昭和54 0.97

昭和55

昭和56

昭和57

青山 中層耐火構造３階建 昭和59 0.95

昭和60

昭和61

昭和62

渡津 中層耐火構造３階建 平成７ 0.98

平成８

江津中央 中層耐火構造４階建 平成19 0.99

雲南市 上郡 中層耐火構造３階建 昭和56 0.93

昭和57

八束郡東出雲町 揖屋 中層耐火構造４階建 昭和40 0.97

昭和41

平成元 0.98

平成２

中層耐火構造３階建 平成２ 0.98

羽入 簡易耐火構造２階建 昭和54 0.94
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中層耐火構造４階建 昭和54

昭和55

飯石郡飯南町 赤名 簡易耐火構造２階建 昭和53 0.89

昭和55

準耐火構造２階建 平成21 0.95

簸川郡斐川町 直江 中層耐火構造３階建 昭和62 0.96

昭和63

平成３

荘原 中層耐火構造３階建 平成８ 0.99

平成９

平成10

鹿足郡津和野町 桂川 簡易耐火構造２階建 昭和53 0.95

昭和54

青原 簡易耐火構造２階建 昭和50 0.91

鹿足郡吉賀町 溝上 簡易耐火構造２階建 昭和51 0.94

昭和52

昭和53

皆富 簡易耐火構造２階建 昭和56 0.93

昭和57

隠岐郡西ノ島町 新由良 木造２階建 平成12 0.97

木造平家建 平成12

隠岐郡隠岐の島町 船原 中層耐火構造３階建 平成14 0.97

宮城ヶ丘 中層耐火構造３階建 昭和55 0.95

昭和56

昭和57

月無 中層耐火構造３階建 平成11 1.00
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