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平成15年11月４日
第1489号附録

番号　　　件　　　　　　　　　　名　　　 ページ 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　

条　　　　　　　　例
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　48　山形県職員等に対する退職手当支給条

　　　例等の一部を改正する条例　　　(号外77)　   １　３

　49　山形県手数料条例の一部を改正する条

　　　例　　　　　　　　　　　　　　(号外77)　   ２　同

　50　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の一部を改正する

　　　条例　　　　　　　　　　　　　(号外77)　   ３　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　　　　　則
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　65　山形県行政組織規則の一部を改正する

　　　規則　　　　　　　　　　　　　　　　1175　３

　66　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　　　　　　　　　　　　1176　同

　67　山形県県営住宅条例施行規則の一部を

　　　改正する規則　　　　　　　　　　　　1238　31

　　　　　　　　　　　　　　　　　

訓　　　　　　　　令
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　21　職員の勤務時間の特例に関する規程の

　　　一部を改正する訓令　　　　　　(号外76)　   １　１

　22　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　　　　　　1177　３

　23　山形県労働金庫検査規程を廃止する訓

　　　令　　　　　　　　　　　　　　　　　1205　21

　　　　　　　　　　　　　　　　　

告　　　　　　　　示
　　　　　　　　　　　　　　　　　

 915　有害図書類の指定　　　　　　　　　　1177　３

 916　身体障害者福祉法による指定居宅支援

　　　事業者の指定　　　　　　　　　　　　1179　同

 917　指定介護療養型医療施設の指定の辞退　　同　同

 918　国土調査の成果の認証　　　　　　　　1180　同

 919　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 920　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 921　土地改良区の役員の退任の届出　　　　1181　同

 922　土地改良区の役員の就任の届出　　　　　同　同

 923　土地改良区の合併の認可　　　　　　　1182　同

 924　山形県特定優良賃貸住宅の家賃等　　　　同　同

 925　山形県特定優良賃貸住宅の敷金　　　　1183　同

 926　道路の位置の指定　　　　　　　　　　　同　同

 927　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1184　同

 928　山形県指定金融機関等県公金取扱規程

　　　の一部を改正する規程　　　　　　　　　同　同

 929　児童福祉法による指定居宅支援事業者

　　　の指定　　　　　　　　　　　　　　　1187　７

 930　山形空港周辺民家防音工事補助金交付

　　　規程の一部を改正する規程　　　　　　　同　同

 931　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　　　1191　10

 932　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　　　　　　　同　同

 933　指定居宅サービス事業者の指定　　　　1192　同

 934　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 935　土地改良区の役員の就任の届出　　　　　同　同

 936　道路の区域の変更　　　　　　　　　　1193　同

 937　道路の位置の指定　　　　　　　　　　　同　同

 938　山形県指定金融機関等県公金取扱規程

　　　の一部を改正する規程　　　　　　　　1194　同

 939　開発行為に関する工事の完了　　　　　1199　14

 940　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

 941　県道の供用の開始　　　　　　　　　　1200　同

 942　県議会定例会の閉会　　　　　　　　　1201　17

 943　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

 944　土地改良区の役員の退任の届出　　　　1202　同

 945　児童福祉法による指定居宅支援事業者

　　　の指定　　　　　　　　　　　　　　　1206　21

 946　公共測量の終了の通知　　　　　　　　　同　同

 947　建設業者に対する営業停止の処分　　　　同　同

 948　開発行為に関する工事の完了　　　　　1207　同

 949　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

 950　一般国道の供用の開始　　　　　　　　　同　同

 951　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　　　　　　1213　24

 952　指定居宅サービス事業者の指定　　　　1214　同

 953　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

 954　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　　　　　　　　　同　同

 955　指定居宅サービス事業者の指定　　　　1215　同

 956　指定居宅介護支援事業者の指定　　　　　同　同

 957　国土調査の成果の認証　　　　　　　　　同　同

 958　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 959　土地改良区の役員の退任の届出　　　　1216　同

 960　土地改良区の定款変更の認可　　　　　　同　同

 961　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 962　森林病害虫等防除法に基づく特別伐倒

　　　駆除命令の予定　　　　　　　　　　　1217　同

 963　都市計画の変更の案の縦覧　　　　　　　同　同
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 964　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1218　同

 965　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

 966　一般国道の供用の開始　　　　　　　　1219　同

 967　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

 968　銃猟禁止区域の指定　　　　　　　　　1225　28

 969　平成８年10月県告示第1047号（銃猟禁

　　　止区域の設定）の一部改正　　　　　　1226　同

 970　平成９年９月県告示第991号 （銃猟禁

　　　止区域の設定）の一部改正　　　　　　1227　同

 971　平成11年10月県告示第1010号（銃猟禁

　　　止区域の設定）の一部改正　　　　　　　同　同

 972　休猟区の指定　　　　　　　　　　　　　同　同

 973　生活保護法による指定医療機関の廃止

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　1228　同

 974　生活保護法による指定医療機関の指定　　同　同

 975　生活保護法による指定介護機関の指定　1229　同

 976　山形県労働者住宅建設資金利子補給金

　　　交付規程の一部を改正する規程　　　　1230　同

 977　土地改良区の役員の退任の届出　　　　　同　同

 978　土地改良区の役員の就任の届出　　　　　同　同

 979　土地改良区の定款変更の認可　　　　　1231　同

 980　農林水産大臣の指定に係る保安林予定

　　　森林の通知　　　　　　　　　　　　　　同　同

 981　天災による特別被災地域の指定　(号外82)　   １　29

 982　有害図書類の指定　　　　　　　　　　1238　31

 983　鳥獣保護区の存続期間の更新　　　　　1240　同

 984　鳥獣保護区特別保護地区の指定　　　　1241　同

 985　昭和58年10月県告示第1515号（鳥獣保

　　　護区の設定）の一部改正　　　　　　　1242　同

 986　昭和48年10月県告示第1473号（鳥獣保

　　　護区の設定）の一部改正　　　　　　　1243　同

 987　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　　　　同　同

 988　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　　　　　　　　　　　　　　　　1244　同

 989　民有保安林の指定の解除　　　　　　　　同　同

 990　公共測量の終了の通知　　　　　　　　　同　同

 991　都市計画事業の認可の告示　　　　　　1245　同

 992　平成11年３月県告示第 283 号（県営住

　　　宅の駐車場の使用料の額）の一部改正　　同　同

 993　平成11年３月県告示第 283 号（県営住

　　　宅の駐車場の使用料の額）の一部改正　　同　同

 994　平成14年12月県告示第1287号（県営住

　　　宅の利便性係数及び近傍同種の住宅の

　　　家賃）の一部改正　　　　　　　　　　1246　同

 995　平成14年12月県告示第1287号（県営住

　　　宅の利便性係数及び近傍同種の住宅の

　　　家賃）の一部改正　　　　　　　　　　　同　同

 996　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

 997　開発行為に関する工事の完了　　　　　1247　同

 998　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 999　山形県指定金融機関等県公金取扱規程

　　　の一部を改正する規程　　　　　　　　　同　同

1000　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1248　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

教 育 委 員 会 関 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　則

　８　山形県立高等学校管理運営規則の一部

　　　を改正する規則　　　　　　　　　　　1248　31

告　　　　示

　13　山形県教育委員会10月定例会の招集　　1208　21

　　　　　　　　　　　　　　　　　

公 安 委 員 会 関 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　則

　８　山形県警察の組織に関する規則の一部

　　　を改正する規則　　　　　　　　　　　1219　24

　　　　　　　　　　　　　　　　　

選挙管理委員会関係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

告　　　　示

 137　山形県議会議員西置賜郡選挙区補欠選

　　　挙において当選人となった者の住所及

　　　び氏名　　　　　　　　　　　　(号外75)　   １　１

 138　直接請求に必要な有権者の数　　　　　1184　３

 139　衆議院小選挙区選出議員選挙における

　　　選挙人名簿の登録基準日等　　　(号外78)　   １　24

 140　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　　　　　　　　　　　1235　28

 141　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　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 142　衆議院小選挙区選出議員選挙における

　　　選挙長及び選挙長の職務代理者の住所

　　　及び氏名　　　　　　　　　　　(号外79)　   １　同

 143　衆議院比例代表選出議員選挙における

　　　選挙分会長及び選挙分会長の職務代理

　　　者の住所及び氏名　　　　　　　(号外79)　   ２　同

 144　最高裁判所裁判官国民審査における審

　　　査分会長及び審査分会長の職務代理者

　　　の住所及び氏名　　　　　　　　(号外79)　   同　同
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 145　衆議院議員総選挙における繰上投票を

　　　行う投票区及び投票期日　　　　(号外79)　   同　同

 146　衆議院小選挙区選出議員選挙における

　　　選挙運動に関する支出金額の制限額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(号外79)　   ３　同

 147　衆議院小選挙区選出議員選挙における

　　　選挙公報の掲載順序を定めるくじを行

　　　う場所及び日時　　　　　　　　(号外79)　   同　同

 148　衆議院比例代表選出議員選挙における

　　　名簿届出政党等の名称等掲示の掲載順

　　　序を定めるくじを行う場所及び日時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(号外79)　   同　同

 149　衆議院小選挙区選出議員選挙における

　　　各候補者届出政党の政見放送の日時を

　　　定めるくじを行う場所及び日時　(号外79)　   同　同

 150　衆議院比例代表選出議員選挙における

　　　選挙公報の掲載順序を定めるくじを行

　　　う場所及び日時　　　　　　　　(号外79) 同　同

 151　政治団体の収支報告書の要旨　　(号外81)　   １　29

 152　直接請求に必要な有権者数　　　(号外83)　   同　31

衆議院小選挙区選山形県第１区告示

　１　衆議院小選挙区選出議員選挙山形県第

　　　１区における選挙長の事務を行う場所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(号外79)　   ４　28

　２　衆議院小選挙区選出議員選挙山形県第

　　　１区における候補者の届出　　　(号外80)　   １　同

衆議院小選挙区選山形県第２区告示

　１　衆議院小選挙区選出議員選挙山形県第

　　　２区における選挙長の事務を行う場所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(号外79)　   ４　28

　２　衆議院小選挙区選出議員選挙山形県第

　　　２区における候補者の届出　　　(号外80)　   ２　同

衆議院小選挙区選山形県第３区告示

　１　衆議院小選挙区選出議員選挙山形県第

　　　３区における選挙長の事務を行う場所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(号外79)　   ４　28

　２　衆議院小選挙区選出議員選挙山形県第

　　　３区における候補者の届出　　　(号外80)　   ２　同

選挙分会長告示

　１　衆議院比例代表選出議員選挙における

　　　選挙分会長の事務を行う場所　　(号外79)　   ５　28

審査分会長告示

　１　最高裁判所裁判官国民審査における審

　　　査分会長の事務を行う場所　　　(号外79)　   ５　28

　　　　　　　　　　　　　　　　　

地方労働委員会関係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

告　　　　示

　２　地方公営企業労働関係法第５条第２項

　　　の規定による告示　　　　　　　　　　1185　３

　３　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1208　21

　　　　　　　　　　　　　　　　　

海区漁業調整委員会関係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

指　　　　示

　１　漁業法によるはたはた採捕の制限　　　1235　28

　　　　　　　　　　　　　　　　　

公　　　　　　　　告
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　○　特定非営利活動法人の設立の認証の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　1188　７

　○　大規模小売店舗の新設の届出　　　　　1194　10

　○　大規模小売店舗の変更の届出　　　　　1195　同

　○　大規模小売店舗の変更に係る市町村等

　　　の意見　　　　　　　　　　　　　　　1196　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1197　同

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　　同　同

　○　特定調達契約に係る落札者の公告　　　1202　17

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1203　同

　○　平成15年度准看護師試験の実施　　　　1209　21

　○　大規模小売店舗の新設の届出　　　　　　同　同

　○　監査の結果に基づき講じた措置の公表　1210　同

　○　県有地売払いに係る公募抽選の公告　　　同　同

　○　特定非営利活動法人の設立の認証の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　1220　24

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　1221　同

　○　屋外広告物講習会の実施　　　　　　　1250　31

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　1251　同

　○　平成16年度山形県立学校の入学者の募

　　　集　　　　　　　　　　　　　　(号外84)　   １　同


