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平成18年７月４日
第1755号附録

番号　　　件　　　　　　　　　　名　　　 ページ 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　　　　　則
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　83　山形県青少年保護条例施行規則の一部

　　　を改正する規則　　　　　　　　　　　 934　23

　84　山形県産業廃棄物税条例の施行期日を

　　　定める規則　　　　　　　　　　　 　　958　30

　85　山形県産業廃棄物税条例施行規則　　　 同 　同

　86　山形県産業廃棄物税基金条例の施行期

　　　日を定める規則　　　　　　　　 　　　996　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

告　　　　　　　　示
　　　　　　　　　　　　　　　　　

 577　保安林内の皆伐面積の限度　 　 （号外29）　 １　１

 578　有害図書類の指定　　　　　　　　　 　844　２

 579　生活保護法による指定医療機関の指定 　845　同

 580　生活保護法による指定医療機関の廃止

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

 581　生活保護法による指定介護機関の指定　 846　同

 582　生活保護法による指定介護機関の廃止

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

 583　指定居宅サービス事業者の指定　　　　 同 　同

 584　歳入の収納の事務の委託　　　　　　　 同 　同

 585　障害者就業・生活支援センターの変更

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

 586　山形県家畜人工授精講習会等規程の一

　　　部を改正する規程 　　　　　　　　　　847　同

 587　県営土地改良事業の施行に伴う工事の

　　　完了　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

 588　土地改良区の解散　　　　　　　　　　 同 　同

 589　土地改良区の定款変更の認可　　　　　 同 　同

 590　農林水産大臣の指定に係る解除予定保

　　　安林の通知 　　　　　　　　　　　　　848　同

 591　民有保安林の指定施業要件の変更の予

　　　定　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

 592　道路の区域の変更　　　　　　　　　　 849　同

 593　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

 594　県道の供用の開始　　　　　　　　 　　850　同

 595　道路の区域の変更　　　　　　　　　　 同 　同

 596　県道の供用の開始　　　　　　　　　　 同 　同

 597　道路の区域の変更　　　　　　　　　　 同 　同

 598　開発行為に関する工事の完了　　　　　 851　同

 599　道路の位置の指定　　　　　　　　　　 同 　同

 600　土地改良区の役員の退任の届出 　　　　859　６

 601　土地改良区の役員の就任の届出 　　　　860　同

 602　土地改良区の役員の退任の届出 　　　　861　同

 603　土地改良区の役員の就任の届出　　　　 同 　同

 604　土地改良区の定款変更の認可　　　 　　862　同

 605　最上川ふるさと総合公園内の有料公園

　　　施設の使用時間及び休業日　　　　　　 同 　同

 606　最上川ふるさと総合公園の利用料金　　 同 　同

 607　開発行為に関する工事の完了 　　　　　863　同

 608　生活保護法による指定介護機関の指定　 865　９

 609　貸金業者に対する登録の取消しの処分　 885　同

 610　争議行為を行う旨の通知　　　　　　 　886　同

 611　土地改良区清算人の就任の届出　　　　 887　同

 612　土地改良区の役員の退任の届出　　　　 888　同

 613　土地改良区の役員の就任の届出　　　　 同 　同

 614　県営土地改良事業計画の決定　　　　　 同 　同

 615　道路の区域の変更　　　　　　　　　　 同 　同

 616　県道の供用の開始　　　　　　　　　　 889　同

 617　県議会定例会の招集　　　　　　　　　 897　13

 618　指定居宅サービス事業者の指定　　　　 898　同

 619　指定介護予防サービス事業者の指定　　 同 　同

 620　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　　　　　　　　 同 　同

 621　基本測量の実施の通知　　　　　　　　 同 　同

 622　県営土地改良事業の施工に伴う工事の

　　　完了　　　　　　　　　　　　　　　　 899　同

 623　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

 624　国土調査の成果の認証　　　　　　　　 同 　同

 625　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

 626　土地改良区の役員の退任の届出　　　　 900　同

 627　土地改良区の役員の就任の届出　　　　 同 　同

 628　土地改良区の役員の退任の届出　　　　 901　同

 629　土地改良区の役員の就任の届出　　　　 同 　同

 630　土地改良区の役員の退任の届出　　　　 902　同

 631　土地改良区の役員の就任の届出　　　　 同 　同

 632　公共測量の実施の通知　　　　　　　　 903　同

 633　土地区画整理組合の事業計画の変更の

　　　認可　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

 634　開発行為に関する工事の完了　　　　　 同 　同

 635　県証紙売りさばき業務の廃止の届出　 　904　同

 636　鳥獣保護区特別保護地区の指定に係る

　　　公聴会の開催　　　　　　　 　　　　　909　16

 637　鳥獣保護区の指定に係る公聴会の

　　　開催　　　　　　　　　　　　　　　　 910　同

 638　鳥獣保護区特別保護地区の指定に係る

　　　公聴会の開催　　　　　　　　　　　　 同 　同

 639　生活保護法による指定介護機関の指定　 同 　同

 640　障害者自立支援法による指定障害者福

　　　祉サービス事業者の指定　　　　　　　 916　同

 641　県営土地改良事業計画の決定　　　　　 917　同
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 642　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

 643　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

 644　土地改良区の定款変更の認可　　　　　 918　同

 645　土地改良事業の計画変更の適当の決定　 同 　同

 646　土地改良事業の計画変更の認可　　　　 同 　同

 647　県営土地改良事業計画の決定　　　　　 同 　同

 648　山形県道整備交付金林道事業交付金交

　　　付規程　　　　　　　　　　　　　　　 919　同

 649　道路の位置の指定　　　　　　　　　 　920　同

 650　開発行為に関する工事の完了　　　　　 同 　同

 651　複数建築物の一の敷地とみなされる一

　　　定の一団の土地の区域　　　　　　　　 921　同

 652　指定居宅サービス事業者の指定　　　　 927　20

 653　指定居宅介護支援事業者の指定　　　　 同 　同

 654　指定介護予防サービス事業者の指定　　 928　同

 655　指定居宅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

 656　指定介護予防サービス事業者の指定に

　　　係る事業所の名称の変更　　　　　　　 929　同

 657　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　　　　　　　　 同 　同

 658　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　　　　　　　　 930　同

 659　結核予防法による指定医療機関の指定

　　　の辞退　　　　　　　　　　　　　　　 934　23

 660　結核予防法による指定医療機関の指定　 同 　同

 661　県営土地改良事業の施行に伴う工事の

　　　完了　　　　　　　　　　　　　　　　 935　同

 662　県営土地改良事業計画の決定　　　　　 同 　同

 663　土地改良事業施行の適当の決定　　　　 936　同

 664　土地改良事業施行の認可　　　　　　　 同 　同

 665　県営土地改良事業計画の決定　　　　　 同 　同

 666　公共測量の実施の通知　　　　　　　　 同 　同

 667　山形県総合運動公園の利用料金　　　　 937　同

 668　山形県総合運動公園の有料公園施設の

　　　使用時間及び休業日　　　　　　　　　 同 　同

 669　道路の区域の変更　　　　　　　　　　 938　同

 670　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

 671　県道の供用の開始　　　　　　　　　　 同 　同

 672　道路の区域の変更　　　　　　　　　　 939　同

 673　県道の供用の廃止　　　　　　　　　　 同 　同

 674　県道の供用の開始　　　　　　　　　　 同 　同

 675　開発行為に関する工事の完了　　　　　 同 　同

 676　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　　　　　　　　 940　同

 677　県証紙売りさばき業務の廃止の届出　　 同 　同

 678　県営土地改良事業計画の決定　　　　　 949　27

 679　民有保安林の指定の解除の予定　　　　 同 　同

 680　道路の区域の変更　　　　　　　　　　 950　同

 681　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

 682　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

 683　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 951　同

 684　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

 685　救急病院等の告示　　　　　　　　　　 996　30

 686　生活保護法による指定医療機関の指定　 同 　同

 687　生活保護法による指定医療機関の廃止

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　 997　同

 688　生活保護法による指定施術機関の指定　 同 　同

 689　生活保護法による指定介護機関の指定　 同 　同

 690　生活保護法による指定介護機関の廃止

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　 999　同

 691　介護保険法による指定試験実施機関の

　　　指定　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

 692　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　　　　　　　　 同 　同

 693　障害者就業・生活支援センターの変更

　　　の届出　　　　　　　　　　　　　　　1000　同

 694　土地改良事業の工事の完了に係る届出　 同 　同

 695　市町村決定に係る都市計画の図書の写

　　　しの縦覧　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

 696　開発行為に関する工事の完了　　　　　 同 　同

 697　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1001　同

 698　県道の供用の開始　　　　　　　　　　 同 　同

 699　道路の区域の変更　　　　　　　　　　 同 　同

 700　県道の供用の開始　　　　　　　　　　 同 　同

 701　県証紙売りさばき業務の廃止の届出　　1002　同

 702　県証紙売りさばき所の変更　　　　　　 同 　同

 703　財政状況の公表　　　　　　　　（号外30）　 １　１

　　　　　　　　　　　　　　　　　

教 育 委 員 会 関 係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　　　　則
　　

　18　山形県教員の大学院における研修に関

　　　する規則の一部を改正する規則　　　　 851　２

訓　　　　令
　

　７　山形県教育委員会職員安全衛生管理規

　　　程の一部を改正する訓令　　　　　　　 941　23

 

告　　　　示

　13　山形県教育委員会６月定例会の招集　　 904　13
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選挙管理委員会関係
　　　　　　　　　　　　　　　　　

告　　　　示

　83　政治団体の設立　　　　　　　　　　　 889　９

　84　政治団体の届出事項の異動　　　　　　 同 　同

　85　政治団体の解散　　　　　　　　　　　 890　同

　86　政治団体の収支報告書の要旨　　　　　 同 　同

　87　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 891　同

　88　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 892　同

　89　直接請求に必要な有権者の数　　　　　 921　16

　90　政治団体の設立　　　　　　　　　　　1002　30

　91　政治団体の届出事項の異動　　　　　　1003　同

　92　政治団体の解散　　　　　　　　　　　1004　同

　93　政治団体の収支報告書の要旨　　　　　 同 　同

　94　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1005　同

　95　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1006　同

　96　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1007　同

　97　資金管理団体の指定　　　　　　　　　1008　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

公　　　　　　　　告
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　○　特定非営利活動法人の設立の認証の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　 852　２

　○　平成18年度狩猟免許試験の実施　　　　 同 　同

　○　平成18年度狩猟免許更新に係る適性試

　　　験及び講習の実施　　　　　　　　　　 853　同

　○　家畜人工授精に関する講習会の実施　　 854　同

　○　家畜人工授精に関する講習会修業試験

　　　の実施　　　　　　　　　　　　　　　 855　同

　○　技能検定員審査及び教習指導審査の実

　　　施　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　○　特定非営利活動法人の設立の認証の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　 864　６

　○　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　　　　　　　　　　　　　　　　　 893　９

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　 894　同

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　 904　13

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 906　同

　○　特定非営利活動法人の設立の認証の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　 921　16

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 922　同

　○　大規模小売店舗の変更の届出　　　　　 同 　同

　○　平成18年度職業訓練指導員試験の実施 　923　同

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　 924　同

　○　平成18年度２等陸士及び２等海士とし

　　　て採用する自衛官の募集　　　　　　　 930　20

　○　特定非営利活動法人の定款変更の認証

　　　の申請　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　○　あっせん員候補者の公示　　　　　　　 931　同

　○　一般競争入札に係る予定価格の公告　　 941　23

　○　特定非営利活動法人の設立の認証の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　 942　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　○　特定非営利活動法人の定款変更の認証

　　　の申請　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　○　鳥獣保護区指定の予定　　　　　　　　 943　同

　○　鳥獣保護区特別保護地区指定の予定　　 944　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　○　平成18年度狩猟免許の更新に係る適性

　　　試験及び講習の期日の変更　　　　　　 945　同

　○　平成18年度毒物劇物取扱者試験の実施　 同 　同

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　 946　同

　○　警備業法第23条第１項の規定による検

　　　定の実施　　　　　　　　　　　　　　 947　同

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　　 951　27

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　 952　同

　○　平成19年度山形県立高等学校の入学者

　　　の募集　　　　　　　　　　　　　　　 953　同

　○　駐車監視員資格者講習の実施　　　　　 954　同

　○　特定非営利活動法人の設立の認証の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　1009　30

　○　特定非営利活動法人の定款変更の認証

　　　の申請　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1010　同

　○　特定非営利活動法人の設立の認証の申

　　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　 同 　同

　○　一般競争入札の公告　　　　　　　　 　同 　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1012　同

　○　同　　　　　　　　　　　　　　　　　1013　同

　　　　　　　　　　　　　　　　　

そ　　　 の 　　　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　○　平成18年度宅地建物取引主任者資格試験

　　　の実施　　　　　　　　　　　　　　　 856　２


