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平成17年１月４日
第1607号附録

番号　　　件　　　　　　　　　　名　　　 ページ 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　

条　　　　　　　　例
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　53　山形県議会委員会条例の一部を改正す

　　　る条例　　　　　　　　　　　　(号外71)　  ５　20

　54　山形県議会情報公開条例の一部を改正

　　　する条例　　　　　　　　　　　(　同　)　  同　同

　55　山形県特別職の職員の給与等の支給に

　　　関する条例等の一部を改正する条例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　同　)　  ６　同

　56　山形県職員等の給与に関する条例等の

　　　一部を改正する条例　　　　　　(　同　)　  ７　同

　57　山形県個人情報保護条例の一部を改正

　　　する条例　　　　　　　　　　　(　同　)　  13　同

　58　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　)　  17　同

　59　山形県国民保護対策本部及び山形県緊

　　　急対処事態対策本部条例　　　　(　同　)　  同　同

　60　山形県国民保護協議会条例　　　(　同　)　  18　同

　61　山形県石油コンビナート等防災本部条

　　　例の一部を改正する条例　　　　(　同　)　  19　同

　62　山形県生活環境の保全等に関する条例

　　　の一部を改正する条例　　　　　(　同　)　  同　同

　63　山形県国民宿舎条例の一部を改正する

　　　条例　　　　　　　　　　　　　(　同　)　  20　同

　64　山形県都市公園条例等の一部を改正す

　　　る条例　　　　　　　　　　　　(　同　)　  同　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　　　　　則
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　69　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　　　　　　(号外70)　  １　７

　70　天災による被害農林漁業者の経営資金

　　　に対する利子補給費及び損失補償費補

　　　助金交付規則の一部を改正する規則　　1321　14

　71　技能労務職員に関する規則の一部を改

　　　正する規則　　　　　　　　　　(号外72)　  １　20

　72　山形県都市公園条例施行規則の一部を

　　　改正する規則　　　　　　　　　(　同　)　  ２　同

　73　山形県生活環境の保全等に関する条例

　　　施行規則の一部を改正する規則　　　　1343　21

　74　山形県県営住宅条例施行規則の一部を

　　　改正する規則　　　　　　　　　　　　1344　同

　75　山形県地方労働委員会事務局組織規程

　　　等の一部を改正する規則　　　　　　　1355　24

　　　　　　　　　　　　　　　　　

訓　　　　　　　　令
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　22　山形県職員表彰規程等の一部を改正す

　　　る訓令　　　　　　　　　　　　　　　1356　24

　　　　　　　　　　　　　　　　　

告　　　　　　　　示
　　　　　　　　　　　　　　　　　

1141　保安林内の皆伐面積の限度　　　(号外68)　  １　１

1142　有害図書類の指定　　　　　　　　　　1289　３

1143　市町村決定に係る都市計画の図書の写

　　　しの縦覧　　　　　　　　　　　　　　1290　同

1144　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1291　同

1145　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

1146　開発行為に関する工事の完了　　　　　　同　同

1147　農林水産大臣の指定に係る保安林予定

　　　森林の通知　　　　　　　　　　　　　　同　同

1148　生活保護法による指定医療機関の廃止

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　1305　７

1149　生活保護法による指定医療機関の指定　　同　同

1150　生活保護法による指定医療機関の休止

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　1306　同

1151　生活保護法による指定介護機関の指定　　同　同

1152　生活保護法による指定介護機関の廃止

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　1307　同

1153　指定居宅サービス事業者の指定に係る

　　　事業所の所在地の変更　　　　　　　　1308　同

1154　指定居宅介護支援事業者の指定　　　　　同　同

1155　県営土地改良事業計画の変更　　　　　　同　同

1156　過疎地域活性化特別措置法による公共

　　　下水道の県代行工事の一部完了　　　　　同　同

1157　開発行為に関する工事の完了　　　　　1309　同

1158　一般廃棄物処理施設の設置の許可の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　1311　10

1159　産業廃棄物処理施設の設置の許可の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　1312　同

1160　県営土地改良事業の施行に伴う工事の

　　　完了　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

1161　土地改良区の役員の退任の届出　　　　1313　同

1162　土地改良区の役員の就任の届出　　　　　同　同

1163　土地改良区の定款変更の認可　　　　　1314　同

1164　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

1165　普通母樹林の指定の解除　　　　　　　1315　同

1166　農林水産大臣の指定に係る保安林予定
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　　　森林の通知　　　　　　　　　　　　　　同　同

1167　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1316　同

1168　都市計画事業の変更の認可　　　　　　　同　同

1169　開発行為に関する工事の完了　　　　　1317　同

1170　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

1171　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

1172　県道の供用の開始　　　　　　　　　　1318　同

1173　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

1174　結核予防法による指定医療機関の指定

　　　の辞退　　　　　　　　　　　　　　　1322　14

1175　結核予防法による指定医療機関の指定　　同　同

1176　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　　　1323　同

1177　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

　　　規程　　　　　　　　　　　　　　　　1324　同

1178　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　　　　　同　同

1179　国土調査の成果の認証　　　　　　　　　同　同

1180　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

1181　県道の供用の開始　　　　　　　　　　1325　同

1182　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

1183　道路の位置の指定　　　　　　　　　　　同　同

1184　県道の供用の開始　　　　　　　　　　　同　同

1185　道路の区域の変更　　　　　　　　　　1326　同

1186　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

1187　県道の供用の開始　　　　　　　　　　　同　同

1188　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1327　同

1189　指定居宅サービス事業者の指定　　　　1331　17

1190　県営土地改良事業に係る換地処分　　　1332　同

1191　農林水産大臣の指定に係る保安林予定

　　　森林の通知　　　　　　　　　　　　　　同　同

1192　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1333　同

1193　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

1194　民有保安林の指定施業要件の変更　　　1334　同

1195　開発行為に関する工事の完了　　　　　　同　同

1196　一般国道の供用の開始　　　　　　　　1335　同

1197　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

1198　県道の供用の開始　　　　　　　　　　　同　同

1199　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

1200　県道の供用の開始　　　　　　　　　　1336　同

1201　有害図書類の指定　　　　　　　　　　1344　21

1202　土地改良区の定款変更の認可　　　　　1345　同

1203　土地改良区の役員の退任の届出　　　　　同　同

1204　土地改良区の役員の就任の届出　　　　1346　同

1205　市町村決定に係る都市計画の図書の写

　　　しの縦覧　　　　　　　　　　　　　　1347　同

1206　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

1207　県道の供用の開始　　　　　　　　　　　同　同

1208　道路の区域の変更　　　　　　　　　　1348　同

1209　県道の供用の開始　　　　　　　　　　　同　同

1210　道路の区域の変更　　　　　　　　　　　同　同

1211　県道の供用の開始　　　　　　　　　　1349　同

1212　指定居宅サービス事業者の指定　　　　1357　24

1213　児童福祉法による指定居宅支援事業者

　　　の指定　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

1214　県道の供用の開始　　　　　　　　　　1358　同

1215　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

1216　財政状況の公表　　　　　　　　(号外73)　  １　27

1217　生活保護法による指定医療機関の廃止

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　1363　28

1218　生活保護法による指定医療機関の指定　1364　同

1219　生活保護法による指定医療機関の休止

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

1220　生活保護法による指定施術機関の指定　　同　同

1221　生活保護法による指定介護機関の指定　　同　同

1222　平成２年３月県告示第300号（山形県

　　　港湾施設の概要）の一部改正　　　　　1365　同

1223　県道の供用の開始　　　　　　　　　　1366　同

1224　道路の位置の指定　　　　　　　　　　　同　同

1225　兼用工作物の管理協定の締結　　(号外74)　  １　同

1226　同　　　　　　　　　　　　　　(　同　)　  同　同

1227　同　　　　　　　　　　　　　　(　同　)　  ２　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

教 育 委 員 会 関 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

告　　　　示

　15　財団法人の設立許可　　　　　　　　　1292　３

　16　山形県教育委員会12月定例会の招集　　1336　17

　　　　　　　　　　　　　　　　　

選挙管理委員会関係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

告　　　　示
 177　山形県知事選挙における選挙人名簿登

　　　録の基準日等　　　　　　　　　　　　1292　３

 178　山形県議会議員東根市選挙区補欠選挙

　　　における選挙人名簿登録の基準日等　　　同　同

 179　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　　　　　　　　　　　1293　同

 180　政治団体の設立　　　　　　　　　　　　同　同

 181　政治団体の届出事項の異動　　　　　　1294　同

 182　政治団体の収支報告書の要旨　　　　　　同　同

 183　海区漁業調整委員の解職請求に必要な

　　　有権者数　　　　　　　　　　　　　　1336　17

 184　政治団体の設立　　　　　　　　　　　1337　同

 185　政治団体の届出事項の異動　　　　　　　同　同

 186　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
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　　　定）の一部改正　　　　　　　　　　　1349　21

 187　政治団体の設立　　　　　　　　　　　　同　同

 188　政治団体の届出事項の異動　　　　　　1350　同

 189　政治団体の解散　　　　　　　　　　　　同　同

 190　政治団体の収支報告書の要旨　　　　　　同　同

 191　資金管理団体の指定　　　　　　　　　1352　同

 192　資金管理団体の指定の取消　　　　　　　同　同

 193　山形県選挙管理委員の氏名等　　　　　1358　24

 194　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

　　　等を開催することができる施設）の一

　　　部改正　　　　　　　　　　　　　　　1359　同

 195　政治団体の設立　　　　　　　　　　　　同　同

 196　政治団体の届出事項の異動　　　　　　　同　同

 197　政治団体の解散　　　　　　　　　　　　同　同

 198　政治団体の収支報告書の要旨　　　　　1360　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

人 事 委 員 会 関 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　則

　23　山形県人事委員会規則５－32（職務の

　　　級の最高号給を超える給料月額を受け

　　　る職員等の給料の切替え等）　　(号外72)　  ３　20

　24　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　　　　　　　　　　　　　(　同　)　  同　同

　25　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　　　　　　　　　(　同　)　  ４　同

　26　山形県人事委員会規則６－２（職員等

　　　の旅費に関する条例の施行手続）の一

　　　部を改正する規則　　　　　　　(　同　)　  10　同

　27　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　)　  同　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

地方労働委員会関係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

訓　　　　令

　３　山形県地方労働委員会公印規程等の一

　　　部を改正する訓令　　　　　　　　　　1366　28

　　　　　　　　　　　　　　　　　

企　 業　 局　 関　 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　程

　15　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　　(号外72)　  ２　20

　16　山形県公営企業財務規程の一部を改正

　　　する規程　　　　　　　　　　　　　　1368　28

　17　山形県企業局物品等又は特定役務の調

　　　達手続の特例に関する規程の一部を改

　　　正する規程　　　　　　　　　　　　　　同　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

病 院 事 業 局 関 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　程

　17　山形県立病院料金規程の一部を改正す

　　　る規程　　　　　　　　　　　　　　　1327　14

　　　　　　　　　　　　　　　　　

公　　　　　　　　告
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　○　行政監査の結果の公表　　　　　(号外69)　  １　２

　○　大規模小売店舗の新設の届出　　　　　1296　３

　○　大規模小売店舗の変更の届出　　　　　　同　同

　○　平成17年度山形県立高等学校入学者選

　　　抜に係る推薦入学者選抜の募集人員　　1297　同

　○　採用候補者名簿の失効　　　　　　　　1303　同

　○　特定調達契約に係る落札者の公告　　　1318　10

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1319　同

　○　特定非営利活動法人の設立の認証の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　1327　14

　○　平成17年度採用山形県立高等学校船員

　　　選考試験の実施　　　　　　　　　　　1328　同

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　1337　17

　○　特定非営利活動法人の設立の認証の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　1338　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1339　同

　○　平成17年度採用山形県立高等学校実習

　　　助手及び学校司書選考試験の実施　　　　同　同

　○　特定調達契約に係る落札者の公告　　　1341　同

　○　特定非営利活動法人の設立の認証の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　1352　21

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　1361　24

　○　特定調達契約に係る落札者の公告　　　1362　同

　○　大規模小売店舗の新設の届出　　　　　1369　28

　○　特定非営利活動法人の設立の認証の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　1370　同


