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平成15年12月２日
第1497号附録

番号　　　件　　　　　　　　　　名　　　 ページ 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　

条　　　　　　　　例
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　51　山形県特別職の職員の給与等の支給に

　　　関する条例等の一部を改正する条例　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(号外92)　   ２　28

　52　山形県職員等の給与に関する条例の一

　　　部を改正する条例　　　　　　　(　同　)　   ３　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　　　　　則
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　68　山形県県税規則の一部を改正する規則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(号外87)　   １　７

　69　天災による被害農林漁業者の経営資金

　　　に対する利子補給費及び損失補償費補

　　　助金交付規則の一部を改正する規則　　1321　28

　70　技能労務職員に関する規則の一部を改

　　　正する規則　　　　　　　　　　(号外93)　   １　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

訓　　　　　　　　令
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　24　山形県水防用無線回線運用規程の一部

　　　を改正する訓令　　　　　　　　　　　1277　14

　　　　　　　　　　　　　　　　　

告　　　　　　　　示
　　　　　　　　　　　　　　　　　

1001　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　　　1253　４

1002　漁業共済の契約締結の申込みについて

　　　の同意成立の届出　　　　　　　　　　　同　同

1003　家畜伝染病発生の届出　　　　　　　　1255　同

1004　県営土地改良事業計画の変更　　　　　　同　同

1005　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　　　　　　1259　７

1006　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　　　　　　　　　　　　　　1260　同

1007　土地改良区の役員の退任の届出　　　　　同　同

1008　土地改良区の役員の就任の届出　　　　1261　同

1009　県営土地改良事業計画の変更　　　　　　同　同

1010　市町村決定に係る都市計画の図書の写

　　　しの縦覧　　　　　　　　　　　　　　1262　同

1011　市町村決定に係る都市計画の変更の図

　　　書の写しの縦覧　　　　　　　　　　　　同　同

1012　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

1013　開発行為に関する工事の完了　　　　　　同　同

1014　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1263　同

1015　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

1016　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

1017　県道の供用の開始　　　　　　　　　　1264　同

1018　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

1019　県道の供用の開始　　　　　　　　　　　同　同

1020　県道の供用の廃止　　　　　　　　　　　同　同

1021　道路の区域の変更　　　　　　　　　　1265　同

1022　生活保護法による指定医療機関の廃止

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　1267　11

1023　生活保護法による指定医療機関の休止

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　1268　同

1024　生活保護法による指定医療機関の指定　　同　同

1025　生活保護法による指定介護機関の指定　　同　同

1026　指定居宅サービス事業者の指定に係る

　　　事業の廃止　　　　　　　　　　　　　　同　同

1027　指定居宅サービス事業者の指定　　　　1269　同

1028　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

1029　指定居宅介護支援事業者の指定に係る

　　　事業の廃止　　　　　　　　　　　　　　同　同

1030　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

1031　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　　　　　　　　1270　同

1032　争議行為を行う旨の通知　　　　　　　　同　同

1033　家畜伝染病発生の届出　　　　　　　　1272　同

1034　県営土地改良事業の施行に伴う工事の

　　　完了　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

1035　土地改良区の定款変更の認可　　　　　　同　同

1036　県営土地改良事業計画の変更　　　　　　同　同

1037　土地改良区の役員の退任の届出　　　　1273　同

1038　農林水産大臣の指定に係る解除予定保

　　　安林の通知　　　　　　　　　　　　　　同　同

1039　開発行為に関する工事の完了　　　　　　同　同

1040　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

1041　一般国道の供用の開始　　　　　　　　1274　同

1042　県道の供用の開始　　　　　　　　　　　同　同

1043　指定居宅サービス事業者の指定　　　　1281　14

1044　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

1045　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

1046　家畜伝染病発生の届出　　　　　　　　1282　同

1047　土地改良区の役員の住所変更の届出　　　同　同

1048　県営土地改良事業計画の変更　　　　　　同　同

1049　土地改良区の定款変更の認可　　　　　1283　同

1050　県営土地改良事業に係る換地計画の決
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　　　定　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

1051　民有保安林の指定　　　　　　　　　　　同　同

1052　県道の供用の開始　　　　　　　　　　　同　同

1053　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1284　同

1054　県道の供用の開始　　　　　　　　　　　同　同

1055　開発行為に関する工事の完了　　　　　　同　同

1056　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

1057　県道の供用の開始　　　　　　　　　　1285　同

1058　県議会定例会の招集　　　　　　　　　1293　18

1059　指定居宅介護支援事業者の指定に係る

　　　事業の廃止　　　　　　　　　　　　　　同　同

1060　公共測量の実施の通知　　　　　　　　1294　同

1061　土地区画整理組合の事業計画の変更の

　　　認可　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

1062　土地区画整備事業の換地処分を行った

　　　旨の届出　　　　　　　　　　　　　　　同　同

1063　県道の供用の開始　　　　　　　　　　　同　同

1064　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1295　同

1065　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

1066　県道の供用の開始　　　　　　　　　　　同　同

1067　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

1068　指定居宅サービス事業者の指定　　　　1297　21

1069　県営土地改良事業計画の変更　　　　　1298　同

1070　県営土地改良事業計画の決定　　　　　　同　同

1071　地域森林計画の変更の案の縦覧　　　　1299　同

1072　民有保安林指定の予定　　　　　　　　　同　同

1073　民有保安林の指定　　　　　　　　　　　同　同

1074　農林水産大臣の指定に係る保安林予定

　　　森林の通知　　　　　　　　　　　　　1300　同

1075　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1302　同

1076　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

1077　都市計画の変更　　　　　　　　　　　1304　同

1078　過疎地域活性化特別措置法による公共

　　　下水道の県代行工事の一部完了　　　　1305　同

1079　開発行為に関する工事の完了　　　　　　同　同

1080　一般国道の供用の開始　　　　　　　　　同　同

1081　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

1082　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1306　同

1083　国土調査の成果の認証　　　　　　　　1311　25

1084　河川保全区域の指定　　　　　　　　　　同　同

1085　県道の供用の開始　　　　　　　　　　1312　同

1086　県道の供用の廃止　　　　　　　　　　　同　同

1087　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

1088　県道の供用の開始　　　　　　　　　　1313　同

1089　予算の公表　　　　　　　　　　(号外90)　   １　同

1090　有害図書類の指定　　　　　　　　　　1322　28

1091　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　　　1323　同

1092　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

1093　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　　　1324　同

1094　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

1095　家畜伝染病発生の届出　　　　　　　　　同　同

1096　土地改良区の役員の退任の届出　　　　　同　同

1097　土地改良区の役員の就任の届出　　　　1325　同

1098　県営土地改良事業に係る換地計画の決

　　　定　　　　　　　　　　　　　　　　　1326　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

教 育 委 員 会 関 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

告　　　　示

　14　山形県教育委員会11月定例会の招集　　1306　21

　　　　　　　　　　　　　　　　　

選挙管理委員会関係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

告　　　　示
　

 153　衆議院小選挙区選出議員選挙における

　　　選挙会の場所及び日時　　　　　(号外85)　   １　４

 154　衆議院比例代表選出議員選挙における

　　　選挙分会の場所及び日時　　　　(　同　)　   同　同

 155　最高裁判所裁判官国民審査における審

　　　査分会の場所及び日時　　　　　(　同　)　   ２　同

 156　衆議院比例代表選出議員選挙における

　　　選挙分会の日時の変更　　　　　(号外88)　   １　11

 157　衆議院小選挙区選出議員選挙において

　　　当選人となった者の住所及び氏名並び

　　　に当該当選人に係る候補者届出政党

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(号外89)　   １　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

人 事 委 員 会 関 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　則

　21　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　　　　　　　　　　(号外93)　   ３　28

　22　山形県人事委員会規則５－31（職務の

　　　級の最高号給を超える給料月額を受け

　　　る職員等の給料の切替え等）　　(　同　)　   10　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

企　 業　 局　 関　 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　程

　12　山形県企業局職員の給与の支給に関す
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　　　る規程の一部を改正する規程　　(号外93)　   11　28

　　　　　　　　　　　　　　　　　

病 院 事 業 局 関 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　程
　27　山形県病院事業局職員の給与の支給に

　　　関する規程の一部を改正する規程(号外93)　   12　28

　28　山形県病院事業局職員旅費支給規程の

　　　一部を改正する規程　　　　　　(　同　)　   13　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

公　　　　　　　　告
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　○　特定非営利活動法人の設立の認証の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　1255　４

　○　大規模小売店舗の変更に係る市町村等

　　　の意見　　　　　　　　　　　　　　　1256　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　○　大規模小売店舗の新設に係る市町村等

　　　の意見　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　○　特定非営利活動法人の設立の認証の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　1265　７

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　　同　同

　○　大規模小売店舗の変更に係る市町村等

　　　の意見　　　　　　　　　　　　　　　1274　11

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1275　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1276　同

　○　大規模小売店舗の新設の届出　　　　　1286　14

　○　特定調達契約に係る落札者の公告　　　　同　同

　○　監査結果の公表　　　　　　　　　　　1287　同

　○　特定調達契約に係る随意契約の相手方

　　　の公告　　　　　　　　　　　　　　　1292　同

　○　特定非営利活動法人の定款変更の認証

　　　の申請　　　　　　　　　　　　　　　1296　18

　○　県営住宅入居者の一般公募　　　　　　1306　21

　○　採用候補者名簿の失効　　　　　　　　1309　同

　○　随意契約の相手方を選定するための公

　　　募による抽選の公告　　　　　　　　　　同　同

　○　県営住宅入居者の一般公募　　　　　　1313　25

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1315　同

　○　都市計画の変更の案を作成することに

　　　ついての公聴会　　　　　　　　(号外91)　   １　26

　○　大規模小売店舗の変更の届出　　　　　1326　28

　○　大規模小売店舗の変更に係る市町村等

　　　の意見　　　　　　　　　　　　　　　1327　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1328　同

　○　特定非営利活動法人の設立の認証の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　○　特定非営利活動法人の定款変更の認証

　　　の申請　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　○　県営住宅入居者の一般公募　　　　　　1329　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1331　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1333　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1335　同

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　1337　同

　○　特定調達契約に係る落札者の公告　　　1339　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

そ　　　 の 　　　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　○　西蔵王有料道路の料金に係る身体障害

　　　者割引の変更　　　　　　　　　　　　1318　25

　　　　　　　　　　　　　　　　　

共　　同　　訓　　令
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２　第59回国民体育大会冬季大会スキー競

　　　技会山形県実施本部設置規程　　(号外86)　   １　４


