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令和２年12月分 佐賀県公報目録 
第14297号から第14304号まで 

 

 条 例 

主務課名 番号 件名 発行日 発行番号 

人事課 44 佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条

例 

17 号外 

財政課 45 佐賀県手数料条例の一部を改正する条例 17 号外 

税政課 46 佐賀県県税条例の一部を改正する条例の一部を改正す

る条例 

17 号外 

生活衛生課 47 佐賀県食品衛生条例の一部を改正する条例 17 号外 

文化課 48 佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する

条例等の一部を改正する条例 

17 号外 

ＳＡＧＡ２０２４

総務企画課 

49 佐賀県国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会運営

基金条例の一部を改正する条例 

17 号外 

 

 規 則 

主務課名 番号 件名 発行日 発行番号 

生活衛生課 65 公衆浴場法及び佐賀県公衆浴場に関する条例施行規則

等の一部を改正する規則 

14 号外 

文化課 66 佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する

条例等の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の

整備に関する規則 

17 号外２ 

生活衛生課 67 食品衛生法及び佐賀県食品衛生条例施行規則の一部を

改正する規則 

17 号外２ 

国際課 68 佐賀県国際交流プラザ管理規則の一部を改正する規則 25 号外 

障害福祉課 69 身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則 25 号外 

健康増進課 70 佐賀県調理師法施行細則及び栄養士法施行細則の一部

を改正する規則 

25 号外 

水産課 71 佐賀県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則 28 号外 

危機管理防災課 72 佐賀県防災航空センター設置規則 28 号外２ 

人事課 73 佐賀県行政組織規則の一部を改正する規則 28 号外２ 

 

 告 示 

主務課名 番号 件名 発行日 発行番号 

都市計画課 302 都市計画の変更 １ 14297 

生産者支援課 303 漁船損害等補償法に基づく普通損害保険の付保義務発

生 

４ 14298 

財政課 304 佐賀県財務規則第32条に規定する細節の指定の一部改

正 

８ 14299 

生産者支援課 305 漁船損害等補償法に基づく普通損害保険の付保義務消 ８ 14299 
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滅 

森林整備課 306 保安林予定森林 ８ 14299 

森林整備課 307 保安林予定森林 ８ 14299 

森林整備課 308 保安林予定森林 ８ 14299 

森林整備課 309 指定施業要件変更予定保安林 11 14300 

森林整備課 310 指定施業要件変更予定保安林 11 14300 

畜産課 311 家畜伝染病予防法に基づく家畜伝染病まん延防止のた

めの消毒の実施 

11 号外 

医務課 312 救急業務に関し協力する旨の申出の撤回 15 14301 

医務課 313 救急病院の認定 15 14301 

森林整備課 314 保安林予定森林 15 14301 

森林整備課 315 保安林予定森林 15 14301 

道路課 316 道路の供用開始 15 14301 

下水道課 317 都市計画事業変更の認可 15 14301 

道路課 318 道路の供用開始 18 14302 

道路課 319 道路の区域の変更 18 14302 

道路課 320 道路の供用開始 18 14302 

道路課 321 道路の区域の変更 18 14302 

道路課 322 道路の供用開始 18 14302 

森林整備課 323 指定施業要件変更予定保安林 25 14304 

森林整備課 324 指定施業要件変更予定保安林 25 14304 

 

 公 告 

主務課名 件名 発行日 発行番号 

情報課 財務経営システムのサーバ移行業務委託契約に係る条件付一

般競争入札 

１ 14297 

税政課 随意契約の相手方等の公示 ４ 14298 

土地対策課 公共測量の実施 ４ 14298 

土地対策課 公共測量の終了 ４ 14298 

土地対策課 公共測量の終了 ４ 14298 

土地対策課 公共測量の終了 ４ 14298 

土地対策課 公共測量の終了 ８ 14299 

情報課 落札者等の公示 11 14300 

総務事務センター 落札者等の公示 11 14300 

土地対策課 公共測量の実施 18 14302 

土地対策課 公共測量の実施 18 14302 

農地整備課 県営清水地区土地改良事業計画変更決定 22 14303 

土地対策課 公共測量の実施 22 14303 

土地対策課 公共測量の実施 22 14303 

土地対策課 公共測量の終了 22 14303 

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 22 14303 

財政課 財政状況の公表 25 14304 

農地整備課 土地改良区の定款変更認可 25 14304 
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農地整備課 鹿島市土地改良区営土地改良事業計画変更認可 25 14304 

ＳＡＧＡサンライ

ズパーク整備推進

課 

落札者等の公示 28 号外 

ＳＡＧＡサンライ

ズパーク整備推進

課 

落札者等の公示 28 号外 

 

 訓令甲 

主務課名 番号 件名 発行日 発行番号 

危機管理防災課 10 佐賀県防災航空センターに勤務する職員の週休日等に

関する規程 

28 号外２ 

危機管理防災課 11 佐賀県防災航空センター職員被服類貸与規程 28 号外２ 

人事課 12 佐賀県行政組織規則の一部を改正する規則の施行に伴

う関係訓令の整備に関する訓令 

28 号外２ 

 

 選挙管理委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

告示 31 地方自治法に基づく選挙権を有する者の総数の50分の１の数、

同法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく

選挙権を有する者の総数の 40 万を超える数に６分の１を乗じ

て得た数と 40 万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た

数並びに地方自治法に基づく県議会議員の各選挙区において

選挙権を有する者の総数の３分の１の数 

22 14303 

告示 32 海区漁業調整委員会委員の選挙権を有する者の総数の３分の

１の数 

22 14303 

 

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 11 14300 

 

人事委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

規則 25 給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則 17 号外２ 

規則 26 佐賀県職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則 17 号外２ 

規則 27 佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の一部を改正す

る規則 

28 号外２ 

規則 28 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 28 号外２ 

告示 ７ 労働基準監督機関の職権を行使する県事務所の区分の一部改

正 

28 号外２ 

 

公安委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 
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公告 ― 交番・複数駐在所等に要する電気通信回線契約に係る一般競争

入札 

８ 14299 

公告 ― 落札者等の公示 18 14302 

 

 労働委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

公告 ― 労働関係調整法に基づくあっせん員候補者の氏名、閲歴等 22 14303 

 

議会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

公告 ― 落札者等の公示 18 14302 

 

 正 誤 

主務課名 件名 発行日 発行番号 

公安委員会 平成４年２月25日付け佐賀県公報号外中訂正 11 14300 

水産課 令和２年11月27日付け佐賀県公報号外中訂正 25 14304 
 

 


