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平成18年３月３日
第1721号附録

番号　　　件　　　　　　　　　　名　　　 ページ 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　

条　　　　　　　　例
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２　山形県手数料条例の一部を改正する条

　　　例　　　　　　　　　　　　　　（号外４）　 １   24

　３　山形県低開発地域工業開発地区県税課

　　　税免除条例を廃止する条例　　　（　同　）　 ３   同

　４　山形県知的障害者援護施設条例等の一

　　　部を改正する条例　　　　　　　（　同　）　 同   同

　５　山形県沿岸漁業構造改善協議会条例を

　　　廃止する条例　　　　　　　　　（　同　）　 同   同

　６　山形県果樹審議会条例を廃止する条例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　同　）　 ４   同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　　　　　則
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　４　山形県水産業協同組合法施行細則の一

　　　部を改正する規則　　　　　　　　　　 169　10

　５　山形県立米沢女子短期大学学則の一部

　　　を改正する規則　　　　　　　　　　　 197　21

　６　山形県行政組織規則の一部を改正する

　　　規則　　　　　　　　　　　　　　　　 204　24

　７　山形県手数料条例の一部を改正する条

　　　例の一部の施行期日を定める規則　　　　同　同

　８　山形県低開発地域工業開発地区県税課

　　　税免除条例施行規則を廃止する規則　　　同　同

　９　山形県空港管理条例の一部を改正する

　　　条例の施行期日を定める規則　　　　　 205　同

　10　山形県特定優良賃貸住宅施行規則の一

　　　部を改正する規則　　　　　　　　　　　同　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

訓　　　　　　　　令
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２　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　　　　　　198　21

　　　　　　　　　　　　　　　　　

告　　　　　　　　示
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　70　保安林内の皆伐面積の限度　　　（号外３） 　 １　１

　71　有害図書類の指定　　　　　　　　　　 133　３

　72　指定居宅介護支援事業者の指定に係る

　　　事業の廃止　　　　　　　　　　　　　 135　同

　73　指定居宅介護支援事業者の指定　　　　　同　同

　74　家畜伝染病発生の届出　　　　　　　　　同　同

　75　都市計画事業の変更の認可　　　　　　 136　同

　76　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

　77　県道の供用の開始　　　　　　　　　　　同　同

　78　山形県結核予防費補助金交付規程の一

　　　部を改正する規程　　　　　　　　　　 155　７

　79　県営土地改良事業に係る換地計画の決

　　　定　　　　　　　　　　　　　　　　　 162　同

　80　県営土地改良事業に係る換地処分　　　　同　同

　81　河川区域の変更等による廃川敷地等　　　同　同

　82　肥料の登録　　　　　　　　　　　　　 173　10

　83　肥料の登録の有効期間の更新　　　　　　同　同

　84　国土調査の成果の認証　　　　　　　　　同　同

　85　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 174　同

　86　土地改良区の管理規程の変更の認可　　　同　同

　87　民有保安林指定の解除の予定　　　　　　同　同

　88　市町村決定に係る都市計画の図書の写

　　　しの縦覧　　　　　　　　　　　　　　 175　同

　89　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

　90　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

　91　県議会定例会の招集　　　　　　　　　 179　14

　92　指定居宅サービス事業者の指定　　　　 180　同

　93　指定居宅サービス事業者の指定に係る

　　　事業所の名称及び所在地の変更　　　　　同　同

　94　指定居宅介護支援事業者の指定　　　　　同　同

　95　知的障害者福祉法による指定居宅支援

　　　事業者の指定　　　　　　　　　　　　 181　同

　96　貸金業者の営業所の所在地等を確知で

　　　きない旨の告示　　　　　　　　　　　　同　同

　97　地籍調査事業計画の決定　　　　　　　　同　同

　98　土地改良事業の計画変更の適当の決定　 182　同

　99　民有保安林の指定の予定　　　　　　　　同　同

 100　都市計画事業の変更の認可の告示　　　 183　同

 101　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 102　同　　　　　　　　　　　　　　　　 　184　同

 103　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

 104　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 105　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 185　同

 106　県道の供用の開始　　　　　　　　　　　同　同

 107　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 108　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

 109　道路の区域の変更　　　　　　　　　　 189　17

 110　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 111　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　　　　　　　　　　 199　21

 112　都市計画事業の変更の認可　　　　　　 200　同

 113　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

 114　県道の供用の開始　　　　　　　　　　 201　同
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 115　統計調査の実施　　　　　　　　　　　 205　24

 116　国民健康保険診療報酬審査委員会の委

　　　員の定数の改正　　　　　　　　　　　 206　同

 117　指定居宅サービス事業者の指定に係る

　　　事業所の名称の変更　　　　　　　　　　同　同

 118　県営土地改良事業の施行に伴う工事の

　　　完了　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 119　土地改良区の役員の退任の届出　　　　　同　同

 120　土地改良区の役員の就任の届出　　　　 208　同

 121　土地改良区の役員の退任の届出　　　　 209　同

 122　道路の位置の指定　　　　　　　　　　　同　同

 123　平成15年10月県告示第924号（山形県特

　　　定優良賃貸住宅の家賃等）の一部改正　　同　同

 124　予算の公表　　　　　　　　　　（号外５）　　１　24

 125　歳入の徴収の事務の委託　　　　　　　 231　28

 126　身体障害者福祉法による指定居宅支援

　　　事業者の指定　　　　　　　　　　　　 232　同

 127　知的障害者福祉法による指定居宅支援

　　　事業者の指定　　　　　　　　　　　　　同　同

 128　児童福祉法による指定居宅支援事業者

　　　の指定　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 129　山形県漁業近代化資金利子補給金交付

　　　規程の一部を改正する規程　　　　　　　同　同

 130　山形県漁業後継者育成資金利子補給金

　　　交付規程の一部を改正する規程　　　　 233　同

 131　山形県地籍調査事業負担金等交付規程

　　　の一部を改正する規程　　　　　　　　　同　同

 132　県営土地改良事業に係る換地処分　　　 234　同

 133　都市計画事業の変更の認可　　　　　　　同　同

 134　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 135　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 136　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 235　同

 137　都市計画事業の変更の認可の告示　　　　同　同

 138　道路の区域の変更　　　　　　　　　　 236　同

 139　県道の供用の開始　　　　　　　　　　　同　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

教 育 委 員 会 関 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　則

　１　山形県民間事業者等が行う書面の保存

　　　等における情報通信の技術の利用に関

　　　する条例施行規則　　　　　　　　　　 137　３

　２　山形県立高等学校の授業料等徴収条例

　　　施行規則の一部を改正する規則　　　　 138　同

告　　　　示

　３　昭和51年９月県教育委員会告示第14号

　　　（山形県指定民俗文化財指定基準）の

　　　一部改正　　　　　　　　　　　　　　 163　７

　４　昭和51年９月県教育委員会告示第15号

　　　（記録作成等の措置を講ずべき無形の

　　　民俗文化財の選択基準）の一部改正　　　同　同

　５　山形県教育委員会２月定例会の招集　　 186　14

　　　　　　　　　　　　　　　　　

選挙管理委員会関係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

告　　　　示

　15　政治団体の設立　　　　　　　　　　　 141　３

　16　政治団体の届出事項の異動　　　　　　　同　同

　17　政治団体の解散　　　　　　　　　　　 142　同

　18　政治団体の収支報告書の要旨　　　　　　同　同

　19　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 143　同

　20　資金管理団体の届出事項の異動　　　　 147　同

　21　資金管理団体でなくなった旨の届出　　　同　同

　22　政治団体の収支報告書の訂正　　　　　　同　同

　23　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 149　同

　24　政治団体の設立　　　　　　　　　　　 210　24

　25　政治団体の届出事項の異動　　　　　　　同　同

　26　政治団体の解散　　　　　　　　　　　 211　同

　27　政治団体の収支報告書の要旨　　　　　　同　同

　28　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 212　同

　29　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 216　同

　30　資金管理団体の届出事項の異動　　　　 217　同

　31　資金管理団体でなくなった旨の届出　　 218　同

　32　衆議院小選挙区選出議員選挙の選挙運

　　　動費用収支報告書の要旨　　　　　　　 236　28

　　　　　　　　　　　　　　　　　

企　 業　 局　 関　 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　程

　１　山形県公営企業財務規程の一部を改正

　　　する規程　　　　　　　　　　　　　　 218　24

　２　山形県公営企業固定資産管理規程の一

　　　部を改正する規程　　　　　　　　　　 219　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

公　　　　　　　　告
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　 151　３

　○　特定非営利活動法人の設立の認証の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　 152　同

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　　同　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 163　７

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 165　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 166　同

　○　特定非営利活動法人の設立の認証の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　 176　10

　○　屋外広告物講習会の実施　　　　　　　　同　同
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　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　　同　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 186　14

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 187　同

　○　特定非営利活動法人の設立の認証の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　 190　17

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　　同　同

　○　大規模小売店舗の変更の届出　　　　　 191　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 193　同

　○　平成17年度２等陸士及び２等空士とし

　　　て採用する自衛官の募集　　　　　　　 227　24

　○　大規模小売店舗の新設の届出　　　　　 228　同

　○　大規模小売店舗の変更の届出　　　　　 229　同

　○　中山公園の野球場の命名権者の募集　 　252　28

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　　同　同


