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平成19年４月３日
第1829号附録

番号　　　件　　　　　　　　　　名　　　 ページ 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　

条　　　　　　　　例
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　９　山形県議会委員会条例の一部を改正す

　　　る条例　　　　　　　　　　　　(号外６) ７ 　16

　10　政治倫理の確立のための山形県議会議

　　　員の資産等の公開に関する条例の一部

　　　を改正する条例　　　　　　　　(　同　) ８ 　同

　11　山形県議会情報公開条例の一部を改正

　　　する条例　　　　　　　　　　　(　同　) 同　 同

　12　山形県情報公開・個人情報保護審査会

　　　条例　　　　　　　　　　　　　(　同　) ９　 同

　13　政治倫理の確立のための山形県知事の

　　　資産等の公開に関する条例の一部を改

　　　正する条例　　　　　　　　　　(　同　)　 11　 同

　14　山形県行政手続条例の一部を改正する

　　　条例　　　　　　　　　　　　　(　同　) 同　 同

　15　山形県情報公開条例の一部を改正する

　　　条例　　　　　　　　　　　　　(　同　) 同　 同

　16　山形県個人情報保護条例の一部を改正

　　　する条例　　　　　　　　　　　(　同　)　 12　 同

　17　地方自治法の一部改正に伴う関係条例

　　　の整理に関する条例　　　　　　(　同　) 同　 同

　18　山形県立学校職員の勤務時間及び休暇

　　　等に関する条例の一部を改正する条例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　同　)　 14　 同

　19　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　　　(　同　)　 15　 同

　20　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　) 同　 同

　21　山形県事務処理の特例に関する条例の

　　　一部を改正する条例　　　　　　(　同　)　 16　 同

　22　県吏員の恩給等に関する条例の一部を

　　　改正する条例　　　　　　　　　(　同　)　 18　 同

　23　山形県職員の恩給の基礎となるべき在

　　　職期間と恩給並びに他の地方公共団体

　　　の退職年金及び退職一時金の基礎とな

　　　るべき在職期間との通算に関する条例

　　　の一部を改正する条例　　　　　(　同　)　 19　 同

　24　山形県手数料条例の一部を改正する条

　　　例　　　　　　　　　　　　　　(　同　) 同　 同

　25　山形県犯罪のない安全で安心して暮ら

　　　せるまちづくり条例　　　　　　(　同　)　 28　 同

　26　山形県青少年保護条例の一部を改正す

　　　る条例　　　　　　　　　　　　(　同　)　 31　 同

　27　山形県医師修学資金貸与条例の一部を

　　　改正する条例　　　　　　　　　(　同　) 同　 同

　28　障がいに関する用語を改正するための

　　　関係条例の一部を改正する条例　(　同　)　 33 　同

　29　山形県感染症診査協議会条例の一部を

　　　改正する等の条例　　　　　　　(　同　)　 37 　同

　30　山形県工業技術センター手数料条例の

　　　一部を改正する条例　　　　　　(　同　) 同　 同

　31　山形県立職業能力開発校の授業料等徴

　　　収条例の一部を改正する条例　　(　同　)　 38 　同

　32　山形県立農業大学校の授業料等徴収条

　　　例の一部を改正する条例　　　　(　同　)　 39 　同

　33　山形県営土地改良事業分担金徴収条例

　　　の一部を改正する条例　　　　　(　同　) 同　 同

　34　山形県空港管理条例の一部を改正する

　　　条例　　　　　　　　　　　　　(　同　)　 40 　同

　35　山形県道路占用料徴収条例の一部を改

　　　正する条例　　　　　　　　　　(　同　) 同　 同

　36　山形県県営住宅条例の一部を改正する

　　　条例　　　　　　　　　　　　　(　同　)　 41 　同

　37　山形県立高等学校等及び小学校、中学

　　　校職員の定数に関する条例の一部を改

　　　正する条例　　　　　　　　　　(　同　) 同　 同

　38　山形県立高等学校の授業料等徴収条例

　　　の一部を改正する条例　　　　　(　同　)　 42 　同

　39　山形県高等学校定時制課程及び通信制

　　　課程修学資金貸与条例の一部を改正す

　　　る条例　　　　　　　　　　　　(　同　)　 43 　同

　40　山形県警察本部の組織に関する条例の

　　　一部を改正する条例　　　　　　(　同　) 同　 同

　41　山形県留置施設視察委員会条例　(　同　) 同　 同

　42　山形県県税条例の一部を改正する条例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(号外９)　 ２ 　30

　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　　　　　則
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　12　知事の所管に属する公益法人の設立及

　　　び監督に関する規則の一部を改正する

　　　規則　　　　　　　　　　　　　　　　 218　２

　13　山形県行政書士法施行細則の一部を改

　　　正する規則　　　　　　　　　　　　　 252　６

　14　山形県農業共済団体検査規則の一部を

　　　改正する規則　　　　　　　　　　　　 同 　同

　15　山形県立米沢女子短期大学学則の一部

　　　を改正する規則　　　　　　　　　　　 343　16

　16　障がいに関する用語を改正するための

　　　関係規則の一部を改正する規則　　　　 347　同

　17　山形県道路占用規則の一部を改正する
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　　　規則　　　　　　　　　　　　　　　　 354　同

　18　山形県証紙条例施行規則の一部を改正

　　　する規則　　　　　　　　　　　　　　 同　 同

　19　山形県表彰規則の一部を改正する規則　 378　20

　20　山形県聴聞の手続に関する規則の一部

　　　を改正する規則　　　　　　　　　　　 同　 同

　21　固定資産評価吏員の身分を証明する証

　　　票に関する規則の一部を改正する規則　 379　同

　22　市町村長等の事務引継に関する規則を

　　　廃止する規則　　　　　　　　　　　　 同　 同

　23　山形県浄化槽保守点検業者の登録に関

　　　する条例施行規則の一部を改正する規

　　　則　　　　　　　　　　　　　　　　　 同　 同

　24　山形県あん摩マツサージ指圧師、はり

　　　師、きゆう師等に関する法律の施行に

　　　関する規則の一部を改正する規則　　　 同 　同

　25　山形県立保健医療大学学則の一部を改

　　　正する規則　　　　　　　　　　　　　 380　同

　26　山形県立保健医療大学大学院学則の一

　　　部を改正する規則　　　　　　　　　　 382　同

　27　クリーニング業法施行細則等の一部を

　　　改正する規則　　　　　　　　　　　　 同 　同

　28　山形県信用保証協会検査規則の一部を

　　　改正する規則　　　　　　　　　　　　 383　同

　29　山形県公報発行規則の一部を改正する

　　　規則　　　　　　　　　　　　　　　　 408　23

　30　失業者の退職手当の支給に関する規則

　　　の一部を改正する規則　　　　　　　　 同　 同

　31　山形県事務処理の特例に関する条例に

　　　基づき市町村が処理する事務の範囲を

　　　定める規則の一部を改正する規則　　　 409　同

　32　山形県事務処理の特例に関する条例の

　　　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

　33　山形県港湾施設管理条例の施行等に関

　　　する規則の一部を改正する規則　　　　 同　 同

　34　山形県職員等に対する退職手当支給条

　　　例第７条の４第１項に規定する公務の

　　　能率的な運営に特に資する学術の調査

　　　等に従事させるための休職として認め

　　　られる要件を定める規則　　　　　　　 424　27

　35　特別職の職員に対する退職手当の特例

　　　に関する規則　　　　　　　　　　　　 425　同

　36　技能労務職員に関する規則の一部を改

　　　正する規則　　　　　　　　　　　　　 426　同

　37　山形県災害救助法施行細則の一部を改

　　　正する規則　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　38　山形県工業技術センター設備の一部使

　　　用に関する規則の一部を改正する規則　 427　同

　39　山形県立農業大学校条例施行規則の一

　　　部を改正する規則　　　　　　　　　　 430　同

　40　山形県情報公開条例施行規則の一部を

　　　改正する規則　　　　　　　　　　　　 459　30

　41　山形県個人情報保護条例施行規則の一

　　　部を改正する規則　　　　　　　　　　 461　同

　42　山形県公有財産規則の一部を改正する

　　　規則　　　　　　　　　　　　　　　　 463　同

　43　山形県犯罪のない安全で安心して暮ら

　　　せるまちづくり条例施行規則　　　　　 同 　同

　44　山形県医師修学資金貸与条例施行規則

　　　の一部を改正する規則　　　　　　　　 464　同

　45　山形県国民健康保険広域化等支援基金

　　　貸付規則の一部を改正する規則　　　　 465　同

　46　山形県児童福祉法施行細則の一部を改

　　　正する規則　　　　　　　　　　　　　 466　同

　47　山形県児童虐待の防止等に関する法律

　　　の施行に関する規則の一部を改正する

　　　規則　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　48　山形県母子保健法の施行に関する規則

　　　の一部を改正する規則　　　　　　　　 467　同

　49　山形県保健所及び山形県衛生研究所使

　　　用料、手数料条例施行規則の一部を改

　　　正する等の規則　　　　　　　　　　　 同 　同

　50　山形県立職業能力開発校に関する規則

　　　の一部を改正する規則　　　　　　　　 468　同

　51　山形県財務規則の一部を改正する規則　 同 　同

　52　山形県県税規則の一部を改正する規則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(号外10)　 １ 　30

　53　山形県医療法施行細則の一部を改正す

　　　る規則　　　　　　　　　　　　(号外11)　 １ 　同

　54　山形県薬事法施行細則の一部を改正す

　　　る規則　　　　　　　　　　　　(　同　)　 ７　 同

　55　山形県沿岸漁業改善資金貸付規則の一

　　　部を改正する規則　　　　　　　(　同　)　 10　 同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

訓　　　　　　　　令
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　１　建築基準法施行細則取扱規程の一部を

　　　改正する訓令　　　　　　　　　　　　 318　13

　２　山形県文書管理規程の一部を改正する

　　　訓令　　　　　　　　　　　　　　　　 358　16

　３　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　　　　　　　同　同

　４　山形県職員被服貸与規程の一部を改正

　　　する訓令　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　５　山形県魚介類行商取締条例執行手続の

　　　一部を改正する訓令　　　　　　　　　 383　20

　６　山形県官報報告規程の一部を改正する

　　　訓令　　　　　　　　　　　　　　　　 472　30

　７　山形県職員日額旅費支給規程の一部を
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　　　改正する訓令　　　　　　　　　　　　 473　同

　８　山形県職員服務規程の一部を改正する

　　　訓令　　　　　　　　　　　　　　　　 同　 同

　９　山形県職員研修規程の一部を改正する

　　　訓令　　　　　　　　　　　　　　　　 474　同

　10　山形県考査規程の一部を改正する訓令　 同　 同

　11　結核予防法執行手続を廃止する訓令　　 同　 同

　12　山形県医療法施行手続の一部を改正す

　　　る訓令　　　　　　　　　　　　(号外11) 10　 同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

議　　会　　関　　係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　則

　１　山形県議会会議規則の一部を改正する

　　　規則　　　　　　　　　　　　　　　　 366　16

告　　　　示

　２　山形県議会事務局規程の一部を改正す

　　　る規程　　　　　　　　　　　　　　　 367　16

　３　山形県議会における山形県個人情報保

　　　護条例の施行に関する規程の一部を改

　　　正する規程　　　　　　　　　　　　　　同 　同

　４　山形県議会情報公開条例施行規程の一

　　　部を改正する規程　　　　　　　　　　 516　30

　　　　　　　　　　　　　　　　　

告　　　　　　　　示
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　166　救急病院等の告示　　　　　　　　　　 218　２

　167　結核予防法による指定医療機関の指定

　　　の辞退　　　　　　　　　　　　　　　 同　 同

　168　結核予防法による指定医療機関の指定　 219　同

　169　肥料の登録　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　170　肥料の登録の有効期間の更新　　　　　 同　 同

　171　肥料の登録の失効　　　　　　　　　　 220　同

　172　都市計画事業の変更の認可　　　　　　 同　 同

　173　市町村決定に係る都市計画の図書の写

　　　しの縦覧　　　　　　　　　　　　　　 同　 同

　174　市町村決定に係る都市計画の変更の図

　　　書の写しの縦覧　　　　　　　　　　　 221　同

　175　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　176　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　177　車両制限令第３条第１項第３号の規定

　　　による道路の指定及び同令第10条第１

　　　項の規定による通行方法　　　　　　　 同　 同

　178　道路の区域の変更　　　　　　　　　　 222　同

 179　予算の公表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(号外４) 　 １ 　同

　180　指定居宅サービス事業者の指定　　　　 252　６

　181　指定介護予防サービス事業者の指定　　 同　 同

　182　国土調査の成果の認証　　　　　　　　 253　同

　183　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同　 同

　184　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　185　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同　 同

　186　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 254　同

　187　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　188　兼用工作物の管理協定の締結　　　　　 同　 同

　189　道路の位置の指定　　　　　　　　　　 255　同

　190　有害図書類の指定　　　　　　　　　　 276　９

　191　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第

　　　15条の17第１項の規定による指定区域

　　　の指定　　　　　　　　　　　　　　　 277　同

　192　生活保護法による指定医療機関の指定　 281　同

　193　生活保護法による指定医療機関の廃止

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　 同　 同

　194　生活保護法による指定施術機関の指定　 282　同

　195　生活保護法による指定施術機関の変更

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　 同　 同

　196　生活保護法による指定介護機関の指定　 同 　同

　197　指定介護療養型医療施設の指定　　　　 同 　同

　198　争議行為を行う旨の通知　　　　　　　 283　同

　199　山形県開拓事業補助金交付規程を廃止

　　　する規程　　　　　　　　　　　　　　 284　同

　200　山形県農業拓植基金造成費補助金交付

　　　規程を廃止する規程　　　　　　　　　 同　 同

　201　山形県土地改良区合併促進事業補助金

　　　交付規程を廃止する規程　　　　　　　 285　同

　202　山形県土地改良事業推進対策費補助金

　　　交付規程を廃止する規程　　　　　　　 同 　同

　203　山形県換地処分事務促進対策補助金交

　　　付規程を廃止する規程　　　　　　　　 同 　同

　204　土地改良事業の工事の完了に係る届出　 同 　同

　205　森林病害虫等のまん延を防止するため

　　　の命令の予定　　　　　　　　　　　　 同　 同

　206　都市計画事業の変更の認可　　　　　　 286　同

　207　開発行為に関する工事の完了　　　　　 同 　同

　208　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

　209　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　　　　　　 318　13

　210　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

　211　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 319　同

　212　都市計画事業の認可　　　　　　　　　 同　 同

　213　過疎地域自立促進特別措置法による公

　　　共下水道の県代行工事の完了　　　　　 同　 同

　214　道路の区域の変更　　　　　　　　　　 同 　同

　215　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 320　同

　216　県道の供用の開始　　　　　　　　　　 同 　同

　217　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　218　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 321　同
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　219　土砂災害警戒区域の指定　　　　　　　 同　 同

　220　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同　 同

　221　土砂災害特別警戒区域の指定　　　　　 324　同

　222　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　223　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　　　　　　　　　　　　　 359　16

　224　生活保護法による指定医療機関の指定　 同　 同

　225　生活保護法による指定医療機関の廃止

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　 同　 同

　226　生活保護法による指定介護機関の指定　 360　同

　227　生活保護法による指定介護機関の廃止

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　 同　 同

　228　救急病院等の告示　　　　　　　　　　 同 　同

　229　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　　　　　　　　　 同　 同

　230　家畜の検査の実施　　　　　　　　　　 361　同

　231　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 362　同

　232　土地改良区の役員の退任の届出　　　　 363　同

　233　県営土地改良事業計画の変更　　　　　 同　 同

　234　土地改良区の役員の退任の届出　　　　 同　 同

　235　土地区画整理事業の換地処分を行った

　　　旨の届出　　　　　　　　　　　　　　 364　同

　236　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　237　道路の区域の変更　　　　　　　　　　 同　 同

　238　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 365　同

　239　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同　 同

　240　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同　 同

　241　県道の供用の開始　　　　　　　　　　 366　同

　242　県証紙売りさばき人の指定　　　　　　 同　 同

　243　特定鳥獣保護管理計画の策定に係る公

　　　聴会の開催　　　　　　　　　　　　　 384　20

　244　指定居宅サービス事業者の指定　　　　 同　 同

　245　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同　 同

　246　指定介護予防サービス事業者の指定　　 同　 同

　247　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 385　同

　248　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

　249　山形県新鉱床探査事業補助金交付規程

　　　を廃止する規程　　　　　　　　　　　 同　 同

　250　山形県信用保証協会保証料補給金交付

　　　規程の一部を改正する規程　　　　　　 同　 同

　251　県営土地改良事業の施行に伴う工事の

　　　完了　　　　　　　　　　　　　　　　 386　同

　252　県営土地改良事業に係る換地処分　　　 同　 同

　253　公共測量の終了の通知　　　　　　　　 同 　同

　254　放置等の行為を禁止する区域及び物件

　　　の指定　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　255　都市計画事業の変更の認可　　　　　　 387　同

　256　県道の供用の開始　　　　　　　　　　 同　 同

　257　道路の区域の変更　　　　　　　　　　 同　 同

　258　県道の供用の開始　　　　　　　　　　 同　 同

　259　開発行為に関する工事の完了　　　　　 388　同

　260　県議会定例会の閉会　　　　　　　　　 410　23

　261　山形県土地利用基本計画の変更　　　　 同　 同

　262　生活保護法による指定医療機関の指定　 同 　同

　263　生活保護法による指定医療機関の廃止

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　 同　 同

　264　土地改良区の定款変更の認可　　　　　 411　同

　265　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　266　県営土地改良事業に係る換地処分　　　 412　同

　267　高速道路関連営農施設等整備事業費補

　　　助金交付規程を廃止する規程　　　　　 同 　同

　268　高速道路関連代替地取得資金利子補給

　　　補助金交付規程を廃止する規程　　　　 同　 同

　269　都市計画事業の変更の認可の告示　　　 同　 同

　270　県道の供用の開始　　　　　　　　　　 413　同

　271　一般国道の供用の開始　　　　　　　　 同　 同

　272　県道の供用の開始　　　　　　　　　　 同 　同

　273　全国自治宝くじ事務協議会規約の一部

　　　変更　　　　　　　　　　　　　　　　 435　27

　274　関東・中部・東北自治宝くじ事務協議

　　　会規約の一部変更　　　　　　　　　　 同　 同

　275　あらたに生じた土地の確認　　　　　　 436　同

　276　最上地区広域連合の規約の変更の許可　 同　 同

　277　平成16年３月県告示第383号（悪臭防止

　　　法に基づく地域の指定及び規制基準の

　　　設定）の一部改正　　　　　　　　　　 同 　同

　278　平成７年３月県告示第264号（山形県工

　　　業技術センター手数料条例による手数

　　　料の額）の一部改正　　　　　　　　　 437　同

　279　山形県農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　　　　　　 439　同

　280　天災による被害組合の事業資金に対す

　　　る利子補給及び損失補償規程の一部を

　　　改正する規程　　　　　　　　　　　　 440　同

　281　海岸保全区域の指定　　　　　　　　　 同　 同

　282　県営土地改良事業の施行に伴う工事の

　　　完了　　　　　　　　　　　　　　　　 441　同

　283　入会林野整備計画認可申請適当の決定　 同　 同

　284　公共測量の終了の通知　　　　　　　　 442　同

　285　山形県海浜公園の利用料金　　　　　　 同　 同

　286　指定港湾施設の利用料金　　　　　　　 同 　同

　287　市町村決定に係る都市計画の図書の写

　　　しの縦覧　　　　　　　　　　　　　　 443　同

　288　市町村決定に係る都市計画の変更の図
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　　　書の写しの縦覧　　　　　　　　　　　 444　同

　289　県道の供用の開始　　　　　　　　　　 同 　同

 290　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

 291　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同　 同

 292　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 445　同

 293　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同　 同

 294　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

 295　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

 296　昭和49年４月県告示第443号（公共用水

　　　域が該当する水質汚濁に係る環境基準

　　　の水域類型の指定）の一部改正　　　　 475　30

 297　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　　　　　　　　　　 同　 同

 298　結核予防法による指定医療機関の指定

　　　の辞退　　　　　　　　　　　　　　 　同 　同

 299　結核予防法による指定医療機関の指定　 476　同

 300　山形県中小企業団体中央会補助金交付

　　　規程の一部を改正する規程　　　　　　 同　 同

 301　コイヘルペスウイルス病のまん延防止

　　　のためコイの持出しを禁止する水域の

　　　範囲　　　　　　　　　　　　　　　　 同　 同

 302　土地改良区の定款変更の認可　　　　　 477　同

 303　県営土地改良事業に係る換地処分　　　 同 　同

 304　山形県港湾施設の概要　　　　　　　　 同 　同

 305　道路の区域の変更　　　　　　　　　　 498　同

 306　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

 307　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同　 同

 308　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 499　同

 309　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同　 同

 310　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同　 同

 311　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 500　同

 312　県道の供用の開始　　　　　　　　　　 同　 同

 313　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同　 同

 314　道路の区域の変更　　　　　　　　　　 501　同

 315　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同　 同

 316　県道の供用の開始　　　　　　　　　　 同　 同

 317　道路の区域の変更　　　　　　　　　　 502　同

 318　県道の供用の開始　　　　　　　　　　 同　 同

 319　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

 320　道路の区域の変更　　　　　　　　　　 同　 同

 321　浸水想定区域の指定　　　　　　　　　 503　同

 322　急傾斜地崩壊危険区域の指定　　　　　 505　同

 323　開発行為に関する工事の完了　　　　　 507　同

 324　昭和39年８月県告示第707号（山形県財

　　　務規則の規定による建設工事請負契約

　　　約款、物件売払契約約款及び物件購入

　　　契約約款）の一部改正　　　　　　　　 同　 同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

教 育 委 員 会 関 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　則

　２　山形県立学校職員の勤務時間及び休暇

　　　等に関する条例施行規則等の一部を改

　　　正する規則　　　　　　　　　　　　　 367　16

　３　山形県高等学校定時制課程及び通信制

　　　課程修学資金貸与規則の一部を改正す

　　　る規則　　　　　　　　　　　　　　　 413　23

　４　山形県教育委員会教育長に対する退職

　　　手当の特例に関する規則　　　　　　　 446　27

　５　教育職員免許状に関する規則の一部を

　　　改正する規則　　　　　　　　　　　　 516　30

　６　学校教育法施行細則の一部を改正する

　　　規則　　　　　　　　　　　　　　　　 518　同

　７　技能労務職員に関する規則の一部を改

　　　正する規則　　　　　　　　　　　　　 519　同

　８　山形県教育委員会職員被服貸与規程の

　　　一部を改正する規則　　　　　　　　　 同　 同

　９　山形県立学校職員の勤務時間及び休暇

　　　等に関する条例施行規則の一部を改正

　　　する規則　　　　　　　　　　　　　　 同　 同

　10　山形県体育施設条例施行規則の一部を

　　　改正する規則　　　　　　　　　　　　 520　同

　11　山形県障がい児就学指導委員会規則の

　　　一部を改正する規則　　　　　　　　　 同　 同

　12　山形県立高等学校体育施設の開放に関

　　　する規則の一部を改正する規則　　　　 同 　同

　13　山形県高等学校奨学金貸与条例施行規

　　　則の一部を改正する規則　　　　　　　 521　同

訓　　　　令

　１　山形県教育委員会文書管理規程の一部

　　　を改正する訓令　　　　　　　　　　　 521　30

　２　県教育委員会事務局職員、県立学校そ

　　　の他の教育機関の職員及び市町村立学

　　　校職員の日額旅費支給規程の一部を改

　　　正する訓令　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　３　山形県立学校職員服務規程の一部を改

　　　正する訓令　　　　　　　　　　　　　 522　同

告　　　　示

　３　山形県教育委員会３月定例会の招集　　 327　13

　４　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　　　　　　 522　30

　５　独立行政法人日本スポーツ振興センタ

　　　ー法に基づき県立学校の幼児、児童又
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　　　は生徒の保護者等から徴収する額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(号外11) 　 11 　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

公 安 委 員 会 関 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　則

　２　山形県警察の組織に関する規則の一部

　　　を改正する規則　　　　　　　　　　　 287　９

　３　山形県警察職員の定数の配分に関する

　　　規則の一部を改正する規則　　　　　　 289　同

　４　山形県道路交通規則の一部を改正する

　　　規則　　　　　　　　　　　　　　　　 522　30

告　　　　示

　２　運転免許取得者教育認定変更の届出　　 369　16

　　　　　　　　　　　　　　　　　

選挙管理委員会関係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

告　　　　示
　

　22　政治団体の設立　　　　　　　　　　　 255　６

　23　政治団体の届出事項の異動　　　　　　 256　同

　24　政治団体の解散　　　　　　　　　　　 257　同

　25　政治団体の収支報告書の要旨　　　　　 同　 同

　26　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 259　同

　27　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 260　同

　28　資金管理団体の指定　　　　　　　　　 262　同

　29　資金管理団体の指定の取消　　　　　　 同　 同

　30　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

　　　等を開催することのできる施設）の一

　　　部改正　　　　　　　　　　　　　　　 同　 同

　31　直接請求に必要な有権者の数　　　　　 369　16

　32　政治団体の設立　　　　　　　　　　　 388　20

　33　政治団体の届出事項の異動　　　　　　 389　同

　34　政治団体の解散　　　　　　　　　　　 390　同

　35　政治団体の収支報告書の要旨　　　　　 同　 同

　36　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 392　同

　37　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 395　同

　38　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 396　同

　39　資金管理団体の指定　　　　　　　　　 399　同

　40　資金管理団体の届出事項の異動　　　　 同　 同

　41　資金管理団体の指定の取消　　　　　　 同　 同

　42　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

　　　等を開催することのできる施設）の一

　　　部改正　　　　　　　　　　　　　　　 400　同

　43　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　　　　　　　　　　　 448　27

　44　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

　　　等を開催することのできる施設）の一

　　　部改正　　　　　　　　　　　　　　　 524　30

　45　山形県議会議員選挙の期日等　　（号外７）　 １　 30

　46　山形県議会議員選挙における選挙長及

　　　び選挙長の職務を代理すべき者の住所

　　　及び氏名　　　　　　　　　　　（　同　）　 ２　 同

　47　山形県議会議員選挙における選挙運動

　　　に関する支出金額の制限額　　　（　同　）　 ３　 同

　48　山形県議会議員選挙における繰上投票

　　　を行う投票区及び投票期日　　　（　同　）　 ４　 同

　49　山形県議会議員選挙における開票事務

　　　と選挙会事務の合同　　　　　　（　同　）　 同　 同

　50　山形県議会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　　　　　　　　　　　　（　同　）　 同　 同

議会議員選挙山形市選挙区告示

　１　山形県議会議員選挙における選挙長の

　　　事務を行う場所　　　　　　　　（号外７）　 ５　 30

　２　山形県議会議員選挙における候補者の

　　　届出　　　　　　　　　　　　　（号外８）　 １　 同

議会議員選挙米沢市選挙区告示

　１　山形県議会議員選挙における選挙長の

　　　事務を行う場所　　　　　　　　（号外７）　 ５　 30

　２　山形県議会議員選挙における候補者の

　　　届出　　　　　　　　　　　　　（号外８）　 ２　 同

　３　山形県議会議員選挙における無投票の

　　　告示　　　　　　　　　　　　　（号外12）　 １　 31

議会議員選挙新庄市選挙区告示

　１　山形県議会議員選挙における選挙長の

　　　事務を行う場所　　　　　　　　（号外７）　 ６　 30

　２　山形県議会議員選挙における候補者の

　　　届出　　　　　　　　　　　　　（号外８）　 ４　 同

議会議員選挙寒河江市選挙区告示

　１　山形県議会議員選挙における選挙長の

　　　事務を行う場所　　　　　　　　（号外７）　 ７　 30

　２　山形県議会議員選挙における候補者の

　　　届出　　　　　　　　　　　　　（号外８）　 ５　 同
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議会議員選挙上山市選挙区告示

　１　山形県議会議員選挙における選挙長の

　　　事務を行う場所　　　　　　　　（号外７）　 ７　 30

　２　山形県議会議員選挙における候補者の

　　　届出　　　　　　　　　　　　　（号外８）　 ５　 同

議会議員選挙村山市選挙区告示

　１　山形県議会議員選挙における選挙長の

　　　事務を行う場所　　　　　　　　（号外７）　 ７　 30

　２　山形県議会議員選挙における候補者の

　　　届出　　　　　　　　　　　　　（号外８）　 ６　 同

　３　山形県議会議員選挙における無投票の

　　　告示　　　　　　　　　　　　　（号外12）　 １　 31

議会議員選挙長井市選挙区告示

　１　山形県議会議員選挙における選挙長の

　　　事務を行う場所　　　　　　　　（号外７）　 ７　 30

　２　山形県議会議員選挙における候補者の

　　　届出　　　　　　　　　　　　　（号外８）　 ６　 同

　３　山形県議会議員選挙における無投票の

　　　告示　　　　　　　　　　　　　（号外12）　 １　 31

議会議員選挙天童市選挙区告示

　１　山形県議会議員選挙における選挙長の

　　　事務を行う場所　　　　　　　　（号外７）　 ８　 30

　２　山形県議会議員選挙における候補者の

　　　届出　　　　　　　　　　　　　（号外８）　 ６　 同

　３　山形県議会議員選挙における無投票の

　　　告示　　　　　　　　　　　　　（号外12）　 １　 31

議会議員選挙東根市選挙区告示

　１　山形県議会議員選挙における選挙長の

　　　事務を行う場所　　　　　　　　（号外７）　 ８　 30

　２　山形県議会議員選挙における候補者の

　　　届出　　　　　　　　　　　　　（号外８）　 ７　 同

　３　山形県議会議員選挙における無投票の

　　　告示　　　　　　　　　　　　　（号外12）　 ２　 31

議会議員選挙尾花沢市・北村山郡選挙区告示

　１　山形県議会議員選挙における選挙長の

　　　事務を行う場所　　　　　　　　（号外７）　 ８　 30

　２　山形県議会議員選挙における候補者の

　　　届出　　　　　　　　　　　　　（号外８）　 ７　 同

　３　山形県議会議員選挙における無投票の

　　　告示　　　　　　　　　　　　　（号外12）　 ２　 31

議会議員選挙南陽市選挙区告示

　１　山形県議会議員選挙における選挙長の

　　　事務を行う場所　　　　　　　　（号外７）　 ９　 30

　２　山形県議会議員選挙における候補者の

　　　届出　　　　　　　　　　　　　（号外８）　 ７　 同

　３　山形県議会議員選挙における無投票の

　　　告示　　　　　　　　　　　　　（号外12）　 ２　 31

議会議員選挙東村山郡選挙区告示

　１　山形県議会議員選挙における選挙長の

　　　事務を行う場所　　　　　　　　（号外７）　 ９　 30

　２　山形県議会議員選挙における候補者の

　　　届出　　　　　　　　　　　　　（号外８）　 ８　 同

議会議員選挙西村山郡選挙区告示

　１　山形県議会議員選挙における選挙長の

　　　事務を行う場所　　　　　　　　（号外７）　 ９　 30

　２　山形県議会議員選挙における候補者の

　　　届出　　　　　　　　　　　　　（号外８）　 ８　 同

　３　山形県議会議員選挙における無投票の

　　　告示　　　　　　　　　　　　　（号外12）　 ２　 31

議会議員選挙最上郡選挙区告示

　１　山形県議会議員選挙における選挙長の

　　　事務を行う場所　　　　　　　　（号外７）　 ９　 30

　２　山形県議会議員選挙における候補者の

　　　届出　　　　　　　　　　　　　（号外８）　 ９　 同

議会議員選挙東置賜郡選挙区告示

　１　山形県議会議員選挙における選挙長の

　　　事務を行う場所　　　　　　　　（号外７）　 10　 30

　２　山形県議会議員選挙における候補者の

　　　届出　　　　　　　　　　　　　（号外８）　 ９　 同

議会議員選挙西置賜郡選挙区告示

　１　山形県議会議員選挙における選挙長の

　　　事務を行う場所　　　　　　　　（号外７）　 10　 30

　２　山形県議会議員選挙における候補者の

　　　届出　　　　　　　　　　　　　（号外８）　 10　 同

　３　山形県議会議員選挙における無投票の

　　　告示　　　　　　　　　　　　　（号外12）　 ２　 31

議会議員選挙東田川郡選挙区告示

　１　山形県議会議員選挙における選挙長の

　　　事務を行う場所　　　　　　　　（号外７）　 10　 30

　２　山形県議会議員選挙における候補者の

　　　届出　　　　　　　　　　　　　（号外８）　 10　 同

議会議員選挙鶴岡市選挙区告示

　１　山形県議会議員選挙における選挙長の

　　　事務を行う場所　　　　　　　　（号外７）　 ６　 30

　２　山形県議会議員選挙における候補者の

　　　届出　　　　　　　　　　　　　（号外８）　 ３　 同
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議会議員選挙酒田市・飽海郡選挙区告示

　１　山形県議会議員選挙における選挙長の

　　　事務を行う場所　　　　　　　　（号外７）　 ６　 30

　２　山形県議会議員選挙における候補者の

　　　届出　　　　　　　　　　　　　（号外８）　 ３　 同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

人 事 委 員 会 関 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　則

　２　山形県人事委員会規則４－１（職員の

　　　任用に関する規則）の一部を改正する

　　　規則　　　　　　　　　　　　　　　　 327　13

　３　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）等の一部を

　　　改正する規則　　　　　　　　　　　　 370　16

　４　山形県人事委員会規則14－４（委託地

　　　方公共団体の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　　　　　　　　　　　　　　　　 400　20

　５　山形県人事委員会規則６－３（職員の

　　　休日及び休暇に関する条例の施行手続）

　　　の一部を改正する規則　　　　　　　　 448　27

訓　　　　令

　２　人事委員会の専決事務及び事務代決規

　　　程の一部を改正する訓令　　　　　　　 371　16

　　　　　　　　　　　　　　　　　

内水面漁場管理委員会関係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

指　　　　示

　２　コイヘルペスウイルス病のまん延防止

　　　のためのコイの持出しの禁止及び放流

　　　等の制限　　　　　　　　　　　　　　 524　30

　　　　　　　　　　　　　　　　　

企　 業　 局　 関　 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　程

　５　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　　　　　　　　　　 290　９

　６　山形県水道用水供給規程の一部を改正

　　　する規程　　　　　　　　　　　　　　 328　13

　７　山形県工業用水道供給規程の一部を改

　　　正する規程　　　　　　　　　　　　　 同　 同

　８　山形県企業局就業規程の一部を改正す

　　　る規程　　　　　　　　　　　　　　　 371　16

　９　山形県企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　　　　　 524　30

　10　山形県企業局組織規程の一部を改正す

　　　る規程　　　　　　　　　　　　　　　 526　同

　11　山形県企業局就業規程の一部を改正す

　　　る規程　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　12　山形県企業局工業用水道管理規程の一

　　　部を改正する規程　　　　　　　　　　 527　同

　13　山形県企業局水道用水管理規程の一部

　　　を改正する規程　　　　　　　　　　　 528　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

病 院 事 業 局 関 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　程

　２　山形県病院事業局就業規程の一部を改

　　　正する規程　　　　　　　　　　　　 　371　16

　３　山形県病院事業局被服貸与規程の一部

　　　を改正する規程　　　　　　　　　　　 372　同

　４　山形県病院事業局財務規程の一部を改

　　　正する規程　　　　　　　　　　　　　 448　27

　５　山形県病院事業局就業規程の一部を改

　　　正する規程　　　　　　　　　　　　　 529　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

　　　　　　　　　　　　　　　　　

公　　　　　　　　告
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　 222　２

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 223　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 224　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 225　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 226　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 227　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 228　同

　○　大規模小売店舗の新設の届出　　　　　 229　同

　○　平成19年度前期技能検定の実施　　　　 230　同

　○　平成19年度随時実施技能検定の実施　　 235　同

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　 236　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 237　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 238　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 239　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 240　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 241　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 242　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 243　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 244　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 245　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 246　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 247　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 248　同
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　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 262　６

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 264　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 265　同

　○　大規模小売店舗の新設の届出　　　　　 266　同

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　 267　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 268　同

　○　二級建築士試験及び木造建築士試験の

　　　実施　　　　　　　　　　　　　　　　 269　同

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　 同　 同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 270　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 271　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 272　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 273　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 290　９

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 291　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 292　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 293　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 294　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 295　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 296　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 297　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 298　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 299　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 300　同

　○　平成19年度猟銃等講習会の開催　　　　 301　同

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　 303　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 304　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 305　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 306　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 307　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 308　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 309　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 310　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 311　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 312　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 314　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 315　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 316　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 329　13

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 330　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 331　同

　○　大規模小売店舗の新設の届出　　　　　 332　同

　○　大規模小売店舗の新設に係る市町村等

　　　の意見　　　　　　　　　　　　　　　 333　同

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　 同　 同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 334　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 335　同

　○　財政的援助団体等監査の結果に基づき

　　　講じた措置の公表　　　　　　　　　　 337　同

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　 同　 同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 338　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 339　同

　○　行政監査の結果の公表　　　　　（号外５）　 １ 　13

　○　特定非営利活動法人の定款変更の認証

　　　の申請　　　　　　　　　　　　　　　 372　16

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　 同　 同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 373　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 374　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 375　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 401　20

　○　平成19年山形県保育士試験の実施　　　 402　同

　○　大規模小売店舗の新設の届出　　　　　 403　同

　○　大規模小売店舗の変更の届出　　　　　 同 　同

　○　技能検定員審査及び教習指導員審査の

　　　実施　　　　　　　　　　　　　　　　 404　同

　○　県営住宅入居者の一般公募　　　　　　 416　23

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　 419　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 420　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 421　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 422　同

　○　特定非営利活動法人の設立の認証の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　 450　27

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　 同　 同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 451　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 452　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 453　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 454　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 530　30

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 531　同

　○　県営住宅入居者の一般公募　　　　　　 532　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 534　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 536　同


