
山　　形　　県　　公　　報 第■号附録平成■年■月■日（■曜日）

1

平成18年８月１日
第1763号附録

番号　　　件　　　　　　　　　　名　　　 ページ 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　

条　　　　　　　　例
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　42　山形県職員等の特殊勤務手当に関する

　　　条例の一部を改正する条例 　　（号外31）　　４　７

　43　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の一部を改正

　　　する条例　　　　　　　　　　　（　同　）　　同　同

　44　山形県手数料条例の一部を改正する条

　　　例　　　　　　　　　　　　　　（　同　）　　５　同

　45　山形県県税条例等の一部を改正する条

　　　例　　　　　　　　　　　　　　（　同　）　　６　同

　46　山形県農村地域工業等導入地区県税課

　　　税免除条例の一部を改正する条例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　同　）　　15　同

　47　山形県立総合療育訓練センター使用料

　　　及び手数料条例等の一部を改正する条

　　　例　　　　　　　　　　　　　　（　同　）　　16　同

　48　山形県立農業大学校の授業料等徴収条

　　　例　　　　　　　　　　　　　　（　同　）　　同　同

　49　山形県卸売市場条例等の一部を改正す

　　　る条例　　　　　　　　　　　　（　同　）　　17　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　　　　　則
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　87　山形県災害弔慰金の費用の負担等に関

　　　する規則の一部を改正する規則　　　　1017　４

　88　山形県林業・木材産業改善資金貸付規

　　　則の一部を改正する規則　　　　　　　 同 　同

　89　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施行規則の一

　　　部を改正する規則　　　　　　　　　　1025　７

　90　山形県立農業大学校の授業料等徴収条

　　　例施行規則　　　　　　　　　　　　　1026　同

　91　山形県消防職員等賞じゆつ金等支給規

　　　則の一部を改正する規則　　　　　　　1039　11

　92　山形県証紙条例施行規則の一部を改正

　　　する規則　　　　　　　　　　　　　　1043　14

　93　山形県森林組合法施行細則の一部を改

　　　正する規則　　　　　　　　　　　　　1057　21

　　　　　　　　　　　　　　　　　

告　　　　　　　　示
　　　　　　　　　　　　　　　　　

 704　山形県消費生活条例第12条第１項の規

　　　定による指定　　　　　　　　　　　　1018　４

　705　指定居宅サービス事業者の指定　　　　1020　同

　706　指定介護予防サービス事業者の指定　　1021　同

　707　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　708　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

　709　国土調査の成果の認証　　　　　　　　 同 　同

　710　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1022　同

　711　土地改良事業施行の同意　　　　　　　 同 　同

　712　道路の位置の指定　　　　　　　　　　 同 　同

　713　有害図書類の指定　　　　　　　　　　1030　７

　714　障害者自立支援法による指定障害福祉

　　　サービス事業者の指定に係る事業所の

　　　名称の変更　　　　　　　　　　　　　1031　同

　715　介護保険法施行令等の一部を改正する

　　　政令附則第18条第２項第１号に規定す

　　　る適格講習　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　716　平成18年１月県告示第17号（漁業災害

　　　補償法に基づく加入区の設定）の一部

　　　改正　　　　　　　　　　　　　　　　1032　同

　717　県営土地改良事業計画の決定　　　　　 同 　同

　718　道路の区域の変更　　　　　　　　　　 同　 同

　719　県道の供用の開始　　　　　　　　　　 同 　同

　720　洪水予報を行う河川及び当該河川に係

　　　る浸水想定区域の指定　　　　　　　　1033　同

　721　県証紙売りさばき人の指定　　　　　　 同 　同

　722　県証紙売りさばき業務の廃止の届出　　 同 　同

　723　広域連合の設立許可　　　　　　　　　1039　11

　724　道路の区域の変更　　　　　　　　　　1040　同

　725　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同　 同

　726　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　727　県道の供用の開始　　　　　　　　　　1041　同

　728　道路の位置の指定　　　　　　　　　　 同 　同

　729　県議会定例会の閉会　　　　　　　　　1043　14

　730　土地改良区の役員の退任の届出　　　　1044　同

　731　県営土地改良事業計画の決定　　　　　 同 　同

　732　市町村決定に係る都市計画の図書の写

　　　しの縦覧　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　733　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

　734　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　　　　　　　　1045　同

　735　県営土地改良事業計画の決定　　　　　1049　18

　736　土地改良事業施行の適当の決定　　　　 同 　同

　737　土地改良事業施行の同意　　　　　　　1050　同

　738　指定居宅サービス事業者の指定に係る

　　　事業の廃止　　　　　　　　　　　　　1058　21

　739　指定居宅サービス事業者の指定　　　　1059　同

　740　指定居宅サービス事業者の指定に係る
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　　　事業所の名称及び所在地の変更　　　　　同　同

　741　指定居宅介護支援事業者の指定に係る

　　　事業の廃止　　　　　　　　　　　　　1060　同

　742　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

　743　指定介護予防サービス事業者の指定に

　　　係る事業の廃止　　　　　　　　　　　 同 　同

　744　指定介護予防サービス事業者の指定　　1061　同

　745　指定介護予防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

　746　指定介護療養型医療施設の指定の辞退　1062　同

 747　障害者自立支援法による指定障害福祉

　　　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

　748　指定居宅サービス事業者の指定　　　　1063　同

　749　指定介護予防サービス事業者の指定　　 同　 同

　750　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

　751　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　　　　　　　　　　　　　　　1064　同

　752　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　　　　　　　　　1066　同

　753　土地改良区の役員の退任の届出　　　　 同 　同

　754　土地改良区の役員の就任の届出　　　　1067　同

　755　道路の区域の変更　　　　　　　　　　1068　同

　756　土地改良事業の工事の完了に係る届出　1071　25

　757　港湾計画の変更の概要　　　　　　　　1072　同

　758　道路の位置の指定　　　　　　　　　　1076　同

　759　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　760　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　761　県証紙売りさばき人の変更　　　　　　1077　同

　762　県証紙売りさばき所の変更　　　　　　 同 　同

　763　土地改良区の定款変更の認可　　　　　1085　28

　764　土地改良事業の工事の完了に係る届出　 同 　同

　765　道路の区域の変更　　　　　　　　　　1086　同

　766　一般国道の供用の開始　　　　　　　　 同　 同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

教 育 委 員 会 関 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

告　　　　示

　14　山形県教育委員会７月定例会の招集　　1077　25

　　　　　　　　　　　　　　　　　

公 安 委 員 会 関 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

告　　　　示

　５　指定講習機関の名称等変更の届出　　　1078　25

　６　運転免許取得者教育認定変更の届出　　 同 　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

公　　　　　　　　告
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　○　大規模小売店舗の変更に係る市町村等

　　　の意見　　　　　　　　　　　　　　　1022　４

　○　社団法人全国公営住宅火災共済機構の

　　　経営状況　　　　　　　　　　　　　　1034　７

　○　大規模小売店舗の新設の届出　　　　　 同 　同

　○　平成19年度山形県立農業大学校入校者

　　　の募集　　　　　　　　　　　　　　　1035　同

　○　特定非営利活動法人の設立の認証の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　1041　11

　○　山形県地域防災計画の修正要旨の公

　　　表　　　　　　　　　　　　　　　　　1042　同

　○　特定非営利活動法人の定款変更の認証

　　　の申請　　　　　　　　　　　　　　　1045　14

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　 　同 　同

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　1046　同

　○　平成18年度採石業務管理者試験の実施　1047　同

　○　大規模小売店舗の新設に係る市町村等

　　　の意見　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　○　大規模小売店舗の新設に係る住民等の

　　　意見　　　　　　　　　　　　　　　　1048　同

　○　特定非営利活動法人の定款変更の認証

　　　の申請　　　　　　　　　　　　　　　1050　18

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　○　危険物取扱者保安講習の実施　　　　　1051　同

　○　県営住宅入居者の一般公募　　　　　　1053　同

　○　一般競争入札に係る予定価格の公告　　1068　21

　○　特定非営利活動法人の設立の認証の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1069　同

　○　平成18年度消防設備士講習の実施　　　 同 　同

　○　山形県企業局水道用水供給事業に係る

　　　情報提供　　　　　　　　　　　　　　1070　同

　○　県営住宅入居者の一般公募　　　　　　1078　25

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1082　同

　○　特定非営利活動法人の設立の認証の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　1086　28

　○　特定非営利活動法人の定款変更の認証

　　　の申請　　　　　　　　　　　　　　　1087　同

　○　大規模小売店舗の変更の届出　　　　 　同 　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1088　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1089　同

　○　県営住宅入居者の一般公募　　　　　　1090　同

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　1093　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

そ　　　 の 　　　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　○　平成18年度行政書士試験の実施　　　　1036　７


