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平成15年９月２日
第1471号附録

番号　　　件　　　　　　　　　　名　　　 ページ 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　　　　　則
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　58　山形県手数料条例の一部を改正する条

　　　例の施行期日を定める規則　　　　　　 959　５

　59　山形県行政組織規則の一部を改正する

　　　規則　　　　　　　　　　　　　　　　 983　12

　60　山形県地下水の採取の適正化に関する

　　　条例施行規則の一部を改正する規則　　　同　同

　61　 と 畜場法施行細則の一部を改正する規
、

　　　則　　　　　　　　　　　　　　　　　1009　26

　62　山形県県営住宅条例施行規則の一部を

　　　改正する規則　　　　　　　　　　　　1019　29

　　　　　　　　　　　　　　　　　

訓　　　　　　　　令
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　18　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　　 984　12

　　　　　　　　　　　　　　　　　

告　　　　　　　　示
　　　　　　　　　　　　　　　　　

 767　有害図書類の指定　　　　　　　　　　 949　１

 768　特別保護地区の指定に係る公聴会の開

　　　催　　　　　　　　　　　　　　　　　 951　同

 769　結核予防法による指定医療機関の指定

　　　の辞退　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 770　結核予防法による指定医療機関の指定　　同　同

 771　県営土地改良事業計画の決定　　　　　 952　同

 772　土地改良区の定款変更の認可　　　　　　同　同

 773　土地改良事業施行の同意　　　　　　　　同　同

 774　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 953　同

 775　道路の位置の指定　　　　　　　　　　　同　同

 776　一般国道の供用の廃止　　　　　　　　　同　同

 777　指定居宅サービス事業者の指定　　　　 959　５

 778　指定居宅介護支援事業者の指定　　　　 960　同

 779　事業の認定　　　　　　　　　　　　　　同　同

 780　開発行為に関する工事の完了　　　　　 961　同

 781　生活保護法による指定医療機関の廃止

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　 965　８

 782　生活保護法による指定医療機関の休止

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　 966　同

 783　生活保護法による指定医療機関の指定　　同　同

 784　生活保護法による指定介護機関の指定　　同　同

 785　児童福祉法による指定居宅支援事業者

　　　の指定　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 786　土地改良事業施行の認可　　　　　　　 967　同

 787　市町村決定に係る都市計画の図書の写

　　　しの縦覧　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 788　県証紙売りさばき人の変更　　　　　　　同　同

 789　予算の公表　　　　　　　　　　(号外61)　   １　同

 790　収納の事務の委託　　　　　　　　　　 984　12

 791　土地配分計画の作成　　　　　　　　　　同　同

 792　県営土地改良事業計画の決定　　　　　　同　同

 793　道路の位置の指定　　　　　　　　　　 985　同

 794　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

 795　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 796　指定居宅サービス事業者の指定　　　　 987　15

 797　指定居宅介護支援事業者の指定　　　　 988　同

 798　山形県水田農業経営確立対策指導推進

　　　交付金交付規程を廃止する規程　　　　　同　同

 799　山形県水田農業経営確立助成補助金交

　　　付事務取扱交付金交付規程を廃止する

　　　規程　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 800　市町村決定に係る都市計画の図書の写

　　　しの縦覧　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 801　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

 802　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 989　同

 803　一般国道の供用の開始　　　　　　　　 990　同

 804　県道の供用の開始　　　　　　　　　　　同　同

 805　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　　　 997　19

 806　河川区域の変更に伴う廃川敷地等　　　　同　同

 807　兼用工作物の管理協定の締結　　　　　 998　同

 808　開発行為に関する工事の完了　　　　　　同　同

 809　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

 810　身体障害者福祉法による指定居宅支援

　　　事業者の指定　　　　　　　　　　　　1001　22

 811　指定居宅サービス事業者の指定　　　　1002　同

 812　指定居宅介護支援事業者の指定　　　　　同　同

 813　県営土地改良事業に係る換地処分　　　1003　同

 814　土地改良事業施行の同意　　　　　　　　同　同

 815　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 816　民有保安林指定の予定　　　　　　　　　同　同

 817　生活保護法による指定医療機関の指定　1012　26

 818　生活保護法による指定介護機関の廃止

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 819　生活保護法による指定介護機関の指定　　同　同

 820　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　　　　　　1013　同

 821　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　　　　同　同

 822　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
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　　　規程　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 823　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　　　　　　1014　同

 824　国土調査の成果の認証　　　　　　　　　同　同

 825　第五種共同漁業権遊漁規則の変更の認

　　　可　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 826　民有保安林指定の予定　　　　　　　　1015　同

 827　開発行為に関する工事の完了　　　　　　同　同

 828　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 829　道路の区域の変更　　　　　　　　　　1016　同

 830　県道の供用の開始　　　　　　　　　　　同　同

 831　指定居宅サービス事業者の指定　　　　1020　29

 832　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

 833　指定居宅介護支援事業者の指定　　　　　同　同

 834　県道の供用の開始　　　　　　　　　　1021　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

教 育 委 員 会 関 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

告　　　　示

　11　山形県教育委員会８月定例会の招集　　1004　22

　　　　　　　　　　　　　　　　　

公 安 委 員 会 関 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

告　　　　示

　12　運転免許取得者教育認定変更の届出　　 986　12

　13　指定講習機関の名称等変更の届出　　　　同　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

選挙管理委員会関係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

告　　　　示
　

 103　選挙執行事由の発生　　　　　　(号外62)　   １　13

 104　山形海区漁業調整委員会委員補欠選挙

　　　の期日　　　　　　　　　　　　(号外63)　   １　19

 105　山形海区漁業調整委員会委員補欠選挙

　　　における選挙長及び同職務代理者の住

　　　所及び氏名　　　　　　　　　　(　同　)　   同　同

 106　山形海区漁業調整委員会委員補欠選挙

　　　における繰上投票を行う投票区及び投

　　　票期日　　　　　　　　　　　　(　同　)　   同　同

 107　山形海区漁業調整委員会委員補欠選挙

　　　における選挙会の場所及び日時　(号外66)　   １　21

 108　山形県議会議員西置賜郡選挙区補欠選

　　　挙における選挙人名簿登録の基準日等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(号外67)　   １　同

 109　山形海区漁業調整委員会委員補欠選挙

　　　において当選人となった者の住所及び

　　　氏名　　　　　　　　　　　　　(号外68)　   １　29

選 挙 長 告 示

　１　山形海区漁業調整委員会委員補欠選挙

　　　における選挙長の事務を行う場所(号外63)　   ２　19

　２　山形海区漁業調整委員会委員補欠選挙

　　　における候補者の届出　　　　　(号外64)　   １　同

　３　山形海区漁業調整委員会委員補欠選挙

　　　における無投票の告示　　　　　(号外65)　   １　20

　　　　　　　　　　　　　　　　　

人 事 委 員 会 関 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

告　　　　示

　５　平成15年度山形県職員採用中級試験の

　　　実施　　　　　　　　　　　　　(号外60)　   １　６

　６　平成15年度山形県職員採用初級試験の

　　　実施　　　　　　　　　　　　　(　同　)　   ３　同

　７　平成15年度山形県市町村立学校栄養職

　　　員採用試験の実施　　　　　　　(　同　)　   ５　同

　８　平成15年度山形県市町村立学校事務職

　　　員採用試験の実施　　　　　　　(　同　)　   ６　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

企　 業　 局　 関　 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　程

　11　県民ゴルフ場管理規程の一部を改正す

　　　る規程　　　　　　　　　　　　　　　 990　15

　　　　　　　　　　　　　　　　　

公　　　　　　　　告
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　 953　１

　○　鳥獣保護区特別保護地区指定の予定　　 962　５

　○　平成15年度砂利採取業務主任者試験の

　　　実施　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　○　特定調達契約に係る随意契約の相手方

　　　の公告　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　○　特定非営利活動法人の設立の認証の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　 968　８

　○　大規模小売店舗の変更の届出　　　　　　同　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 969　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 970　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 971　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 972　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 974　同

　○　大規模小売店舗の変更に係る市町村等

　　　の意見　　　　　　　　　　　　　　　 975　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　○　特定調達契約に係る落札者の公告　　　 976　同
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　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　　同　同

　○　特定調達契約に係る随意契約の相手方

　　　の公告　　　　　　　　　　　　　　　 977　同

　○　監査結果の公表　　　　　　　　　　　 978　同

　○　大規模小売店舗の変更の届出　　　　　 991　15

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 992　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 993　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 994　同

　○　県営住宅入居者の一般公募　　　　　　1004　22

　○　特定非営利活動法人の設立の認証の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　1006　同

　○　県営住宅入居者の一般公募　　　　　　1016　26

　○　平成15年度クリーニング師試験の実施　1021　29

　○　大規模小売店舗の変更に係る市町村等

　　　の意見　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　○　大規模小売店舗の変更の届出　　　　　1022　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1023　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1024　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1025　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1026　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1027　同

　○　特定非営利活動法人の設立の認証の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　1028　同

　○　県営住宅入居者の一般公募　　　　　　1029　同

　○　特定非営利活動法人の設立の認証の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　1031　同

　○　県営住宅入居者の一般公募　　　　　　1032　同

　○　包括外部監査の結果に基づき講じた措

　　　置の公表　　　　　　　　　　　　　　1035　同

　○　監査の結果に基づき講じた措置の公表　1036　同

　○　採用候補者名簿の失効　　　　　　　　　同　同

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　　同　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1037　同

　○　特定調達契約に係る落札者の公告　　　1039　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

そ　　　 の 　　　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　○　山形県市町村職員共済組合の決算の公

　　　告　　　　　　　　　　　　　　　　　 955　１


