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令和２年６月分 佐賀県公報目録 
第14246号から第14254号まで 

 

 規 則 

主務課名 番号 件名 発行日 発行番号 

流通・貿易課 50 佐賀県卸売市場法施行細則 19 14251 

人事課 51 佐賀県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 

30 14254 

 

 告 示 

主務課名 番号 件名 発行日 発行番号 

政策部 150 令和２年６月佐賀県定例県議会の招集 ４ 号外 

河川砂防課 151 廃川敷地等の発生 ５ 14247 

税政課 152 個人事業税定期課税の納期の変更 10 号外 

森林整備課 153 指定施業要件変更予定保安林 12 14249 

森林整備課 154 指定施業要件変更予定保安林 12 14249 

道路課 155 道路の供用開始 12 14249 

林業課 156 令和２年度木材業者及び製材業者の登録 16 14250 

森林整備課 157 保安林予定森林 16 14250 

法務私学課 158 佐賀県個人情報保護条例第20条第１項の規定により口

頭により開示請求できる個人情報の一部改正 

23 14252 

森林整備課 159 指定施業要件変更予定保安林 26 14253 

 

 公 告 

主務課名 件名 発行日 発行番号 

広報広聴課 落札者等の公示 ２ 14246 

税政課 随意契約の相手方等の公示 ２ 14246 

情報課 落札者等の公示 ２ 14246 

図書館 落札者等の公示 ２ 14246 

総務事務センター 物品の製造、修理、購入又は賃貸借のために行う一般競争入札

に参加することのできる者の資格及び資格審査等について必

要な事項 

２ 14246 

情報課 随意契約の相手方等の公示 ４ 号外 

総務事務センター 随意契約の相手方等の公示 ４ 号外 

都市計画課 都市計画の決定に伴う関係図書の写しの縦覧 ５ 14247 

都市計画課 都市計画の変更に伴う関係図書の写しの縦覧 ５ 14247 

都市計画課 都市計画の変更に伴う関係図書の写しの縦覧 ５ 14247 

情報課 随意契約の相手方等の公示 ５ 号外 

農地整備課 土地改良区の定款変更認可 ９ 14248 

農地整備課 北山ダム管理規程の変更認可 ９ 14248 

土地対策課 基本測量の実施 ９ 14248 
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農地整備課 土地改良区の定款変更認可 12 14249 

農地整備課 土地改良区の定款変更認可 12 14249 

農地整備課 土地改良区の定款変更認可 12 14249 

農地整備課 土地改良区の定款変更認可 12 14249 

農地整備課 土地改良区の定款変更認可 16 14250 

農地整備課 県営三日月東部地区土地改良事業計画決定 19 14251 

土地対策課 土地収用法に基づく土地立入の許可 19 14251 

健康増進課 乳がん検診車の購入に係る一般競争入札 23 14252 

農地整備課 土地改良区の定款変更認可 23 14252 

土地対策課 公共測量の実施 23 14252 

財政課 財政状況の公表 26 14253 

産業人材課 令和２年度職業訓練指導員試験の実施 26 14253 

農地整備課 土地改良区の定款変更認可 26 14253 

農地整備課 土地改良区役員の退任届 30 14254 

 

 選挙管理委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

告示 14 選挙管理委員会の招集 ４ 号外 

公告 ― 政治団体の平成28年分の収支に関する報告書の要旨の訂正 ５ 14247 

公告 ― 政治団体の平成29年分の収支に関する報告書の要旨の訂正 ５ 14247 

公告 ― 政治団体の平成28年分の収支に関する報告書の要旨の訂正 ９ 14248 

公告 ― 政治団体の平成29年分の収支に関する報告書の要旨の訂正 ９ 14248 

告示 15 公職の候補者等が個人演説会等を開催することができる施設

の指定 

12 14249 

公告 ― 政治団体の平成29年分の収支に関する報告書の要旨の訂正 12 14249 

公告 ― 政治団体の平成30年分の収支に関する報告書の要旨の訂正 12 14249 

 

 教育委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

公告 ― 落札者等の公示 ２ 14246 

規則 15 佐賀県立学校の管理に関する規則の一部を改正する規則 17 号外 

規則 16 高等学校等就学支援金制度の実施に伴う佐賀県立高等学校授

業料の減免に関する規則の一部を改正する規則 

30 14254 

 

 人事委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

規則 17 佐賀県職員の任用に関する規則の一部を改正する規則 ９ 14248 

規則 18 佐賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管

理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

12 14249 

 

 公安委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

公告 ― 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく ２ 14246 
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少年指導委員の委嘱 

公告 ― 令和２年度警備員検定の実施 ４ 号外 

公告 ― 令和２年度警備員検定の実施 ５ 14247 

公告 ― ジェネティックアナライザーの賃貸借に係る一般競争入札 ５ 号外 

公告 ― ガスクロマトグラフ質量分析システムの賃貸借に係る一般競

争入札 

５ 号外 

 

 雑 報 

主務課名 件名 発行日 発行番号 

佐賀県市長村職員

共済組合 

令和元年度佐賀県市町村職員共済組合決算の要旨 26 14253 

 

 正 誤 

主務課名 件名 発行日 発行番号 

選挙管理委員会事

務局 

平成30年11月30日付け佐賀県公報号外中訂正 ９ 14248 

 

 


