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平成18年５月２日
第1738号附録

番号　　　件　　　　　　　　　　名　　　 ページ 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　　　　　則
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　71　山形県行政組織規則の一部を改正する

　　　規則　　　　　　　　　　　　　（号外11）　 １　１

　72　職員の駐在制度に関する規則の一部を

　　　改正する規則　　　　　　　　　（　同　） 　16　同

　73　知事の権限の属する事務の委任に関す

　　　る規則の一部を改正する規則　　（号外12）　 １　同

　74　山形県財務規則の一部を改正する規

　　　則　　　　　　　　　　　　　　（号外19）　 １　１

　75　山形県中小企業高度化資金貸付規則の

　　　一部を改正する規則　　　　　　　　　 607 ７

　　　　　　　　　　　　　　　　　

訓　　　　　　　　令
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７　行政組織の変更に伴う関係規程の整理

　　　に関する訓令　　　　　　　　　（号外11）　 17　１

　８　附属機関の役職等に充てる職員の指定

　　　に関する規程の一部を改正する訓令

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　同　）　 同　同

　９　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　　　（号外12）　 １　同

　10　山形県職員の人事に関する手続規程の

　　　一部を改正する訓令　　　　　　（号外13）　 １　同

　11　山形県職員研修規程の一部を改正する

　　　訓令　　　　　　　　　　　　　（号外14）　 １　同

　12　昭和33年７月県訓令第27号（県職員等

　　　の旅費に関する条例第31条の規定に基

　　　づく旅費の調整の基準）の一部を改正

　　　する訓令　　　　　　　　　　　（号外15）　 １　１

　13　山形県文書管理規程の一部を改正する

　　　訓令　　　　　　　　　　　　　（号外16）　 １　同

　14　山形県公印規程の一部を改正する訓令　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　（　同　）　 ２　同

　15　山形県職員安全衛生管理規程の一部を

　　　改正する訓令　　　　　　　　　（号外17）　 １　同

　16　山形県総合政策審議会事務局規程の一

　　　部を改正する訓令　　　　　　　（号外18）　 １　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

議　　会　　関　　係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

訓　　　　令

　１　山形県職員安全衛生管理規程の一部を

　　　改正する訓令　　　　　　　　　（号外17）　 １　１

　２　山形県議会事務局職員被服貸与規程の

　　　一部を改正する訓令　　　　　　（号外26）　 １　同

告　　　　示

　２　山形県議会事務局規程の一部を改正す

　　　る規程　　　　　　　　　　　　（号外26）　 ２　１

　　　　　　　　　　　　　　　　　

告　　　　　　　　示
　　　　　　　　　　　　　　　　　

 368　行政組織の変更に伴う関係規程の整理

　　　に関する規程　　　　　　　　　（号外11）　 20　１

 369　生活保護法による指定医療機関の指定　 599 ４

 370　生活保護法による指定医療機関の廃止

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　 600 同

 371　生活保護法による指定医療機関の休止

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 372　生活保護法による指定医療機関の再開

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 373　生活保護法による指定介護機関の指定　　同　同

 374　生活保護法による指定介護機関の休止

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　 601 同

 375　歳入の徴収の事務の委託契約の終了　　　同　同

 376　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 377　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 378　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 602 同

 379　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 380　土地改良区の役員の退任の届出　　　　　同　同

 381　土地改良区の役員の就任の届出　　　　 603 同

 382　土地改良区の定款変更の認可　　　　　 604 同

 383　土地改良区の役員の住所変更の届出　　　同　同

 384　県営土地改良事業計画の変更　　　　　　同　同

 385　土地改良区の役員の退任の届出　　　　　同　同

 386　土地改良区清算人の退任の届出　　　　 605 同

 387　歳入の徴収の事務の委託契約の終了　　　同　同

 388　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 389　知的障害者福祉法による指定居宅支援

　　　事業者の指定　　　　　　　　　　　　 609 ７

 390　児童福祉法による指定居宅支援事業者

　　　の指定　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 391　指定居宅サービス事業者の指定　　　　 610 同

 392　山形県老人保健措置費負担金交付規程

　　　を廃止する規程　　　　　　　　　　　　同　同

 393　土地改良事業の計画変更の認可　　　　　同　同

 394　県営土地改良事業計画の変更　　　　　　同　同

 395　土地改良区の定款変更の認可　　　　　　同　同

 396　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 611 同

 397　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同
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 398　県道の供用の開始　　　　　　　　　　　同　同

 399　開発行為に関する工事の完了　　　　　　同　同

 400　包括外部監査契約の締結　　　　　　　 613 11

 401　特定計量器の定期検査の実施　　　　　　同　同

 402　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 616 同

 403　障害者就業・生活支援センター変更の

　　　届出　　　　　　　　　　　　　　　　 617 同

 404　県営土地改良事業の施行に伴う工事の

　　　完了　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 405　土地改良区の定款変更の認可　　　　　　同　同

 406　生活保護法による指定医療機関の指定　 620 14

 407　生活保護法による指定医療機関の廃止

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 408　生活保護法による指定施術機関の廃止

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 409　生活保護法による指定介護機関の指定　 621 同

 410　生活保護法による指定介護機関の廃止

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 411　指定居宅サービス事業者の指定　　　　　同　同

 412　指定居宅介護支援事業者の指定　　　　 622 同

 413　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

 414　指定居宅サービス事業者の指定に係る

　　　事業の廃止　　　　　　　　　　　　　 623 同

 415　指定居宅介護支援事業者の指定に係る

　　　事業の廃止　　　　　　　　　　　　　　同　同

 416　指定居宅サービス事業者の指定　　　　　同　同

 417　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 624 同

 418　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 625 同

 419　指定居宅サービス事業者の指定に係る

　　　事業の廃止　　　　　　　　　　　　　 626 同

 420　指定居宅介護支援事業者の指定　　　　　同　同

 421　指定居宅介護支援事業者の指定に係る

　　　事業の廃止　　　　　　　　　　　　　　同　同

 422　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

 423　昭和41年４月県告示第421号（山形県

　　　農産物奨励品種）の一部改正　　　　　 627 同

 424　昭和41年４月県告示第422号（山形県

　　　野菜奨励品種）の一部改正　　　　　　　同　同

 425　昭和57年３月県告示第499号（山形県

　　　農作物優良品種）の一部改正　　　　　　同　同

 426　土地改良区の役員の退任の届出　　　　 628 同

 427　土地改良区の役員の就任の届出　　　　 629 同

 428　基本測量の終了の通知　　　　　　　　　同　同

 429　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 630 同

 430　公共測量の終了の通知　　　　　　　　　同　同

 431　基本測量の実施の通知　　　　　　　　　同　同

　432　開発行為に関する工事の完了　　　　　　同　同

　433　県道の供用の開始　　　　　　　　　　631　同

　434　県証紙売りさばき所の変更　　　　　　　同　同

　435　土地改良区の役員の退任の届出　　　　647　18

　436　同　　　　　　　　　　　　　　　　　648　同

　437　土地改良区の役員の就任の届出　　　　649　同

　438　同　　　　　　　　　　　　　　　　　650　同

　439　県営土地改良事業計画の変更　　　　　　同　同

　440　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　　　　　　　　 651 同

　441　土地分類基本調査の実施　　　　　　　 655 21

　442　山形県医療給付事業補助金交付規程の

　　　一部を改正する規程　　　　　　　　　 656 同

　443　山形県児童手当負担金交付規程の一部

　　　を改正する規程　　　　　　　　　　　　同　同

　444　歳入の徴収の事務の委託契約の終了　　　同　同

　445　土地改良区の定款変更の認可　　　　　　同　同

　446　土地改良区の役員の退任の届出　　　　 657 同

　447　土地改良区の役員の就任の届出　　　　　同　同

　448　土地改良区の役員の退任の届出　　　　 658 同

　449　土地改良区の役員の就任の届出　　　　　同　同

　450　土地改良事業施行の適当の決定　　　　 659 同

　451　林業種苗法に基づく生産事業者の登録　　同　同

　452　都市公園の区域の変更　　　　　　　　 660 同

　453　障害者自立支援法により指定を受けた

　　　ものとみなされた指定障害福祉サービ

　　　ス事業者　　　　　　　　　　　　　　 666 25

　454　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 672 同

　455　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 675 同

　456　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　457　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 678 同

　458　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 679 同

　459　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 682 同

　460　土地改良区の役員の退任の届出　　　　 685 同

　461　土地改良区の役員の就任の届出　　　　 686 同

　462　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 687 同

　463　県営土地改良事業に係る換地処分　　　　同　同

　464　土地改良事業施行の適当の決定　　　　　同　同

　465　県営土地改良事業計画の変更　　　　　　同　同

　466　平成８年４月県告示第370号（議会の

　　　議員その他非常勤の職員の公務災害補

　　　償等に関する条例第11条の２に規定す

　　　る知事が定める金額及び同条第２号に

　　　規定する身体障害者療護施設その他こ

　　　れに準ずる施設として知事が定めるも

　　　の）の一部改正　　　　　　　　　　　711　28

　467　指定居宅サービス事業者の指定　　　　712　同

　468　県営土地改良事業の施行に伴う工事の

　　　完了　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　469　土地改良事業の工事の完了に係る届出　　同　同

　470　民有保安林の指定の解除　　　　　　　 713 同

　471　基本測量の実施の通知　　　　　　　　　同　同
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　472　道路の位置の指定　　　　　　　　　　 714 同

　473　県道の供用の開始　　　　　　　　　　　同　同

　474　開発行為に関する工事の完了　　　　　　同　同

　475　予算の公表　　　　　　　　　　（号外27）　 １　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

教 育 委 員 会 関 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　則

　11　職員の駐在制度に関する規則　　（号外20）　 １　１

　12　山形県教育委員会事務局組織規則の一

　　　部を改正する規則　　　　　　　（　同　）　 ２　同

　13　教育機関の組織及び運営に関する規則

　　　の一部を改正する規則　　　　　（　同　）　 ４　同

　14　山形県立高等学校管理運営規則の一部

　　　を改正する規則　　　　　　　　（　同　）　 同　同

　15　盲学校、聾学校及び養護学校の管理運

　　　営に関する規則の一部を改正する規則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　同　）　 ５　同

　16　山形県体育施設条例施行規則の一部を

　　　改正する規則　　　　　　　　　（　同　）　 同　同

　17　山形県産業教育審議会規則の一部を改

　　　正する規則　　　　　　　　　　（　同　）　 ６　同

訓　　　　令

　３　山形県教育委員会公印規程の一部を改

　　　正する訓令　　　　　　　　　　（号外20）　 ６　１

　４　山形県教育委員会文書管理規程の一部

　　　を改正する訓令　　　　　　　　（　同　）　 同　同

　５　山形県教職員健康審査会規程の一部を

　　　改正する訓令　　　　　　　　　（　同　）　 ７　同

　６　山形県教育委員会職員の人事に関する

　　　手続規程の一部を改正する訓令　（　同　）　 同　同

告　　　　示

　８　平成13年５月県教育委員会告示第10号

　　　（口頭により開示請求を行うことがで

　　　きる個人情報）の一部改正　　　（号外20）　　 ８　１

　９　山形県教育委員会４月定例会の招集　　 651 18

　10　山形県指定有形文化財の指定の解除　　 714 28

　11　山形県指定無形民俗文化財の指定　　　 715 同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

選挙管理委員会関係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

訓　　　　令

　１　山形県職員安全衛生管理規程の一部を

　　　改正する訓令　　　　　　　　　（号外17）　 １　１

告　　　　示

　55　政治団体の届出事項の異動　　　　　　 632 14

　56　政治団体の解散　　　　　　　　　　　　同　同

　57　政治団体の収支報告書の要旨　　　　　　同　同

　58　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 633 同

　59　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 634 同

　60　資金管理団体の届出事項の異動　　　　 635 同

　61　政治活動のために寄附を受け又は支出

　　　することができないこととなった政治

　　　団体　　　　　　　　　　　　　　　　 636 同

　62　政治団体の収支報告書の訂正　　　　　 637 同

　63　政治団体の設立　　　　　　　　　　　 688 25

　64　政治団体の届出事項の異動　　　　　　　同　同

　65　政治団体の解散　　　　　　　　　　　 689 同

　66　政治団体の収支報告書の要旨　　　　　 691 同

　67　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 696 同

　68　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 697 同

　69　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 704 同

　70　資金管理団体の届出事項の異動　　　　 705 同

　71　資金管理団体の指定の取消　　　　　　 706 同

　72　資金管理団体でなくなった旨の届出　　　同　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

監 査 委 員 関 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

訓　　　　令

　１　山形県職員安全衛生管理規程の一部を

　　　改正する訓令　　　　　　　　　（号外17）　 １　１

　２　山形県監査委員事務局規程の一部を改

　　　正する訓令　　　　　　　　　　（号外26）　 ３　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

人 事 委 員 関 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　　則

　４　山形県人事委員会規則４－１（職員の

　　　任用に関する規）の一部を改正する規

　　　則　　　　　　　　　　　　　　（号外21）　 １　１

　５　山形県人事委員会規則４－２（職員の

　　　採用試験に関する規則）の一部を改正

　　　する規則　　　　　　　　　　　（　同　）　 ２　同

　６　山形県人事委員会規則４－４（外国の

　　　地方公共団体の機関等に派遣される職

　　　員等の処遇等に関する規則）の一部を

　　　改正する規則　　　　　　　　　（　同　）　 同　同

　７　山形県人事委員会規則４－５（公益法

　　　人等への職員等の派遣に関する規則）

　　　の一部を改正する規則　　　　　（　同　）　 ３　同

　８　山形県人事委員会規則４－６（一般職
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　　　の任期付職員の採用等に関する規則）

　　　の一部を改正する規則　　　　　（　同　）　 同　同

　９　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　　　　　　　　　　（　同　）　 同　同

　10　山形県人事委員会規則５－４（給与の

　　　支払監理）の一部を改正する規則 （　同　）　 53　同

　11　山形県人事委員会規則５－34（職務の

　　　級の最高号級を超える給料月額を受け

　　　る職員の給料の切替え）　　　　（　同　）　 54　同

　12　山形県人事委員会規則５－35（平成17

　　　年改正条例附則第６項から第８項まで

　　　の規定による給料）　　　　　　（　同　）　 56　同

　13　山形県人事委員会規則14－３（県職員

　　　に係る管理職員等の範囲を定める規則）

　　　の一部を改正する規則　　　　　（　同　）　 58　同

訓　　　　　令

　１　山形県職員安全衛生管理規程の一部を

　　　改正する訓令　　　　　　　　　（号外17）　 １　１

告　　　　示

　１　平成13年５月８日山形県人事委員会告

　　　示第５号（口頭により開示請求を行う

　　　ことができる個人情報）の一部改正　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（号外21）　 59　１

　　　　　　　　　　　　　　　　　

労 働 委 員 会 関 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

訓　　　　令

　１　山形県職員安全衛生管理規程の一部を

　　　改正する訓令　　　　　　　　　（号外17）　 １　１

　　　　　　　　　　　　　　　　　

海区漁業調整委員会関係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

訓　　　　令

　１　山形県職員安全衛生管理規程の一部を

　　　改正する訓令　　　　　　　　　（号外17）　 １　１

　　　　　　　　　　　　　　　　　

内水面漁場管理委員会関係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

訓　　　　令

　１　山形県職員安全衛生管理規程の一部を

　　　改正する訓令　　　　　　　　　（号外17）　 １　１

指　　　　示

　２　内水面漁業共同組合別水産植物の増殖

　　　数量　　　　　　　　　　　　　　　　 640　14

　　　　　　　　　　　　　　　　　

企　 業　 局　 関　 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　程

　７　山形県企業局組織規程の一部を改正す

　　　る規程　　　　　　　　　　　　（号外22）　 １　１

　８　山形県企業局安全衛生管理規程の一部

　　　を改正する規程　　　　　　　　（　同　）　 １　同

　９　山形県公営企業財務規程の一部を改正

　　　する規程   　　　　　　　　　　（号外23）　 １　同

　10　山形県企業局事業関係電気工作物保安

　　　規程の一部を改正する規程　　　（号外24） 　１　同

告　　　　示

　３　山形県営駐車場の出入口の閉鎖時間　　 643　14

　４　山形県営駐車場の利用料金　　　　　　 同　同

　５　県民ゴルフ場の開場時間　　　　　　　 662　21

　６　県民ゴルフ場の利用料金　　　　　　　 同　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

病 院 事 業 局 関 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　程

　３　山形県病院事業局組織規程の一部を改

　　　正する規程　　　　　　　　　　（号外25）　 １　１

　４　病院事業局の職に充てる職員の指定に

　　　関する規程の一部を改正する規程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　同　）　 ２　同

　５　山形県病院事業局財務規程の一部を改

　　　正する規程　　　　　　　　　　（　同　）　 ３　同

　６　山形県病院事業局職員の人事に関する

　　　手続規程の一部を改正する規程　（　同　）　 同　同

　７　山形県病院事業局職員研修規程の一部

　　　を改正する規程　　　　　　　　（　同　）　 11　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

公　　　　　　　　告
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　 617 11

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 643 14

　○　大規模小売店舗の変更の届出　　　　　 651 18

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　 652 同

　○　特定調達契約に係る落札者の公告　　　 653 同

　○　特定非営利活動法人の設立の認証の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　 663　21

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 706　25

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　 707　同

　○　大規模小売店舗の変更の届出　　　　　 708　同
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　○　放置車両確認機関の公示　　　　　　　 同　同

　○　特定調達契約に係る落札者の公告　　　 715　28

　○　特定調達契約に係る随意契約の相手方

　　　の公告　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　○　包括外部監査結果に関する報告の公表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（号外28）　 １　同


