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平成15年10月３日
第1480号附録

番号　　　件　　　　　　　　　　名　　　 ページ 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　　　　　則
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　63　山形県林業・木材産業改善資金貸付規

　　　則　　　　　　　　　　　　　　　　　1138　30

　64　山形県特定優良賃貸住宅及び山形県地

　　　域特別賃貸住宅条例施行規則の一部を

　　改正する規則　　　　　　　　　　　　　1156　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

訓　　　　　　　　令
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　19　山形県事務代決及び専決事務に関する

　　　規程の一部を改正する訓令　　　　　　1156　30

　20　麻薬取締員証規程　　　　　　　　　　1157　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

告　　　　　　　　示
　　　　　　　　　　　　　　　　　

 835　保安林内の皆伐面積の限度　　　(号外69)　   １　１

 836　知的障害者福祉法による指定居宅支援

　　　事業者の指定　　　　　　　　　　　　1041　２

 83７　土地改良事業施行の認可　　　　　　　1042　同

 838　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 839　県議会定例会の招集　　　　　　　　　1055　５

 840　有害図書類の指定　　　　　　　　　　1056　同

 841　生活保護法による指定医療機関の廃止の

　　　届出　　　　　　　　　　　　　　　　1057　同

 842　生活保護法による指定介護機関の廃止

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 843　生活保護法による指定介護機関の指定　　同　同

 844　道路の区域の変更　　　　　　　　　　1058　同

 845　開発行為に関する工事の完了　　　　　　同　同

 846　予防接種の実施に関し協力して予防接

　　　種を行う医師及び予防接種を行う主た

　　　る場所　　　　　　　　　　　　　　　1073　９

 847　予防接種の実施に関し協力する医師で

　　　なくなった旨の告示　　　　　　　　　1074　同

 848　予防接種の実施に関し協力して予防接

　　　種を行う医師についての変更　　　　　1075　同

 849　指定居宅サービス事業者の指定　　　　　同　同

 850　漁業の免許　　　　　　　　　　　　　1076　同

 851　河川区域の変更による廃川敷地等　　　　同　同

 852　建設業者に対する営業停止の処分　　　　同　同

 853　指定居宅介護支援事業者の指定　　　　1099　12

 854　指定居宅サービス事業者の指定　　　　1100　同

 855　指定介護老人福祉施設の指定　　　　　　同　同

 856　土地改良区の定款変更の認可　　　　　　同　同

 857　土地改良事業施行の認可　　　　　　　　同　同

 858　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 859　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1101　同

 860　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 861　農林水産大臣の指定に係る保安林予定

　　　森林の通知　　　　　　　　　　　　　　同　同

 862　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1102　同

 863　民有保安林の指定施業要件の変更　　　　同　同

 864　市町村決定に係る都市計画の変更の図

　　　書の写しの縦覧　　　　　　　　　　　1103　同

 865　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

 866　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 867　県証紙売りさばき業務の廃止の届出　　1104　同

 868　県証紙売りさばき人の指定　　　　　　　同　同

 869　県営土地改良事業計画の変更　　　　　1109　16

 870　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

 871　県道の供用の開始　　　　　　　　　　1110　同

 872　開発行為に関する工事の完了　　　　　　同　同

 873　山形県保育所整備資金利子補助金交付

　　　規程の一部を改正する規程　　　　　　1111　19

 874　指定居宅サービス事業者の指定　　　　1112　同

 875　指定居宅介護支援事業者の指定　　　　　同　同

 876　県営土地改良事業計画の決定　　　　　　同　同

 877　民有保安林の指定　　　　　　　　　　1113　同

 878　民有保安林の指定の解除　　　　　　　　同　同

 879　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

 880　県道の供用の開始　　　　　　　　　　1114　同

 881　道路の区域の変更　　　　　　　　　　1115　同

 882　県道の供用の開始　　　　　　　　　　　同　同

 883　救急病院等の告示　　　　　　　　　　1121　24

 884　身体障害者福祉法による指定居宅支援

　　　事業者の指定　　　　　　　　　　　　　同　同

 885　県営土地改良事業に係る換地計画の決

　　　定　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 886　開発行為に関する工事の完了　　　　　1122　同

 887　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

 888　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 889　山形県社会福祉施設整備資金利子補助

　　　金交付規程の一部を改正する規程　　　1125　26

 890　種畜証明書の交付　　　　　　　　　　　同　同

 891　県営土地改良事業計画の変更　　　　　1126　同

 892　土地区画整理組合の事業計画の変更の

　　　認可　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 893　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 894　道路の区域の変更　　　　　　　　　　1127　同

 895　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 896　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同
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 897　建設業者に対する営業停止の処分　　　1128　同

 898　生活保護法による指定医療機関の廃止

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　1160　30

 899　生活保護法による指定医療機関の指定　　同　同

 900　生活保護法による指定施術機関の廃止

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　1161　同

 901　生活保護法による指定施術機関の指定　　同　同

 902　生活保護法による指定介護機関の指定　　同　同

 903　指定居宅サービス事業者の指定　　　　1162　同

 904　指定居宅サービス事業者の指定に係る

　　　事業所の所在地の変更　　　　　　　　　同　同

 905　指定居宅介護支援事業者の指定に係る

　　　事業所の所在地の変更　　　　　　　　1163　同

 906　山形県信用保証協会保証料補給金交付

　　　規程の一部を改正する規程　　　　　　　同　同

 907　山形県農村地域工業等導入資金融通促

　　　進事業費補助金交付規程の一部を改正

　　　する規程　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 908　山形県農業総合振興資金利子補給補助

　　　金交付規程の一部を改正する規程　　　1164　同

 909　山形県園芸銘柄産地育成推進資金利子

　　　補給補助金交付規程の一部を改正する

　　　規程　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 910　海面における定置漁業の免許となるべ

　　　き事項等の決定　　　　　　　　　　　　同　同

 911　内水面における区画漁業の免許の内容

　　　となるべき事項等の決定　　　　　　　1165　同

 912　農林水産大臣の指定に係る保安林予定

　　　森林の通知　　　　　　　　　　　　　1166　同

 913　県営土地改良事業に係る換地計画の決

　　　定　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 914　平成６年５月県告示第510号（山形県

　　　特定優良賃貸住宅等の家賃等）の一部

　　　改正　　　　　　　　　　　　　　　　1167　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

教 育 委 員 会 関 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

告　　　　示

　12　山形県教育委員会９月定例会の招集　　1077　９

　　　　　　　　　　　　　　　　　

選挙管理委員会関係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

告　　　　示
　

 110　次期衆議院小選挙区選出議員選挙にお

　　　ける候補者届出政党が政見放送を行う

　　　ことができる一般放送事業者及び放送

　　　回数　　　　　　　　　　　　　(号外70)　   １　４

 111　平成７年３月県選挙管理委員会告示第

　　　14号（公職選挙法により市町村選挙管

　　　理委員会において指定した個人演説会

　　　等を開催することができる施設）の一

　　　部改正　　　　　　　　　　　　　　　1059　５

 112　昭和53年12月県選挙管理委員会告示第

　　　55号（不在者投票のできる病院等の指

　　　定）の一部改正　　　　　　　　　　　　同　同

 113　資金管理団体の指定　　　　　　　　　　同　同

 114　政治団体の設立　　　　　　　　　　　1060　同

 115　政治団体の届出事項の異動　　　　　　1061　同

 116　政治団体の解散　　　　　　　　　　　1078　９

 117　政治団体の収支報告書の要旨　　　　　1079　同

 118　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1080　同

 119　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1081　同

 120　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1082　同

 121　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1083　同

 122　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1085　同

 123　資金管理団体でなくなった旨の届出　　1092　同

 124　資金管理団体の指定の取消　　　　　　　同　同

 125　収支報告書の要旨　　　　　　　　　　1093　同

 126　政治団体の設立　　　　　　　　　　　1104　12

 127　政治団体の設立　　　　　　　　　　　1115　19

 128　政治団体の届出事項の異動　　　　　　1116　同

 129　山形県議会議員西置賜郡選挙区補欠選

　　　挙の期日　　　　　　　　　　　(号外72)　   １　同

 130　山形県議会議員西置賜郡選挙区補欠選

　　　挙における選挙長及び選挙長の職務を

　　　代理すべき者の住所及び氏名　　(　同　)　   同　同

 131　山形県議会議員西置賜郡選挙区補欠選

　　　挙における選挙運動に関する支出金額

　　　の制限額　　　　　　　　　　　(　同　)　   ２　同

 132　山形県議会議員西置賜郡選挙区補欠選

　　　挙における選挙公報の掲載順序を定め

　　　るくじを行う場所及び日時　　　(　同　)　   同　同

 133　山形県議会議員西置賜郡選挙区補欠選

　　　挙における選挙会の場所及び日時(号外74)　   １　23

 134　政治団体の設立　　　　　　　　　　　1167　30

 135　政治団体の届出事項の異動　　　　　　　同　同

 136　資金管理団体の指定　　　　　　　　　1168　同

選 挙 長 告 示

　１　山形県議会議員西置賜郡選挙区補欠選

　　　挙における選挙長の事務を行う場所　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(号外72)　   ２　19

　２　山形県議会議員西置賜郡選挙区補欠選

　　　挙における候補者の届出　　　　(号外73)　   １　同
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人 事 委 員 会 関 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　則

　20　山形県人事委員会規則５－１（給与の

　　　支給に関する基準と手続）の一部を改

　　　正する規則　　　　　　　　　　　　　1065　５

　　　　　　　　　　　　　　　　　

海区漁業調整委員会関係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

告　　　　示
　

　３　定置漁業の免許内容に対する公聴会の

　　　開催　　　　　　　　　　　　　　　　1043　２

　　　　　　　　　　　　　　　　　

公　　　　　　　　告
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　○　平成16年度山形県立産業技術短期大学

　　　校及び山形県立産業技術短期大学校庄

　　　内校の訓練生の募集　　　　　　　　　1044　２

　○　平成15年度後期技能検定の実施　　　　1046　同

　○　平成15年度林業改良指導員資格試験の

　　　実施　　　　　　　　　　　　　　　　1051　同

　○　特定非営利活動法人の設立の認証の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1052　同

　○　都市計画の案を作成することについて

　　　の公聴会　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1053　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1054　同

　○　大規模小売店舗の変更に係る市町村等

　　　の意見　　　　　　　　　　　　　　　1066　５

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　○　特定非営利活動法人の定款変更の認証

　　　の申請　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　○　特定調達契約に係る落札者の公告　　　1067　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　1070　同

　○　都市計画の案を作成することについて

　　　の公聴会　　　　　　　　　　　　　　1095　９

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　1105　12

　○　技能検定員審査及び教習指導員審査の

　　　実施　　　　　　　　　　　　　　　　1106　同

　○　大規模小売店舗の新設の届出　　　　　1117　19

　○　大規模小売店舗の新設に係る市町村等

　　　の意見　　　　　　　　　　　　　　　1118　同

　○　大規模小売店舗の変更に係る市町村等

　　　の意見　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　○　採用候補者名簿の失効　　　　　　　　1119　同

　○　山形県地価調査価格の公表　　(号外71)　   　１　同

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　1128　26

　○　県営住宅入居者の一般公募　　　　　　1129　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1131　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1133　同

　○　特定調達契約に係る落札者の公告　　　1136　同

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　1168　30

　○　大規模小売店舗の変更の届出　　　　　1169　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1170　同

　○　大規模小売店舗の変更に係る市町村

　　　等の意見　　　　　　　　　　　　　　1172　同

　○　県営住宅入居者の一般公募　　　　　　　同　同


