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令和３年３月分 佐賀県公報目録 
第14321号から第14329号まで 

 

 条 例 

主務課名 番号 件名 発行日 発行番号 

産業政策課 １ 佐賀県新型コロナウイルス感染症対応中小企業金融支

援基金条例 

12 号外 

スポーツ課 ２ 佐賀県ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策

基金条例 

12 号外 

人事課 ３ 佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例 22 号外 

人事課 ４ 佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改

正する条例 

22 号外 

人事課 ５ 佐賀県会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部

を改正する条例 

22 号外 

財政課 ６ 佐賀県手数料条例の一部を改正する条例 22 号外 

税政課 ７ 佐賀県ふるさと寄附金基金条例の一部を改正する条例 22 号外 

市町支援課 ８ 佐賀県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する

条例 

22 号外 

市町支援課 ９ 住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例 22 号外 

公安委員会 10 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施

行条例の一部を改正する条例 

22 号外 

教育委員会 11 佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給

条例の一部を改正する条例 

22 号外 

教育委員会 12 佐賀県立学校職員及び佐賀県市町立学校県費負担教職

員定数条例の一部を改正する条例 

22 号外 

教育委員会 13 佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例 22 号外 

県民協働課 14 特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例 22 号外 

くらしの安全安心

課 

15 佐賀県食の安全・安心の確保を推進する条例の一部を改

正する条例 

22 号外 

長寿社会課 16 佐賀県介護保険財政安定化基金条例の一部を改正する

条例 

22 号外 

生活衛生課 17 佐賀県食肉衛生検査所設置条例の一部を改正する条例 22 号外 

こども未来課 18 佐賀県安心こども基金条例の一部を改正する条例 22 号外 

産業政策課 19 佐賀県地域産業支援センター条例の一部を改正する条

例 

22 号外 

新エネルギー産業

課 

20 佐賀県新エネルギー・省エネルギー促進条例の一部を改

正する条例 

22 号外 

畜産課 21 佐賀県蜜蜂転飼条例及び佐賀県子牛子馬取引条例の一

部を改正する条例 

22 号外 

税政課 22 佐賀県県税条例等の一部を改正する条例 31 号外11 
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 規 則 

主務課名 番号 件名 発行日 発行番号 

生産者支援課 １ 佐賀県森林組合法施行細則の一部を改正する規則 19 14326 

人事課 ２ 佐賀県知事の事務部局に勤務する会計年度任用職員の

報酬等に関する規則の一部を改正する規則 

22 号外２ 

県民協働課 ３ 特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正

する規則 

22 号外２ 

くらしの安全安心

課 

４ 佐賀県食の安全・安心の確保を推進する条例施行規則の

一部を改正する規則 

22 号外２ 

生活衛生課 ５ 佐賀県食肉衛生検査所管理規則の一部を改正する規則 22 号外２ 

産業政策課 ６ 佐賀県地域産業支援センター条例施行規則の一部を改

正する規則 

22 号外２ 

総務事務センター ７ 電子計算組織による給与支給事務等処理規則の一部を

改正する規則 

22 号外２ 

生産者支援課 ８ 佐賀県沿岸漁業改善資金貸付規則及び地すべり等危険

地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則の

一部を改正する規則 

23 14327 

有明海再生・自然

環境課 

９ 佐賀県立自然公園条例施行規則の一部を改正する規則 24 号外 

生活衛生課 10 佐賀県クリーニング業法施行細則の一部を改正する規

則 

26 14328 

人事課 11 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特

定事業主等を定める規則の一部を改正する規則 

29 号外 

文化課 12 佐賀県立佐賀城本丸歴史館処務規則の一部を改正する

規則 

29 号外 

医務課 13 佐賀県医師修学資金等貸与条例施行規則の一部を改正

する規則 

29 号外 

人事課 14 佐賀県行政組織規則の一部を改正する規則 31 号外 

福祉課 15 佐賀県療育支援センター管理規則の一部を改正する規

則 

31 号外２ 

農政企画課 16 佐賀県農林事務所管理規則の一部を改正する規則 31 号外２ 

県土企画課 17 佐賀県土木事務所設置規則の一部を改正する規則 31 号外２ 

人事課 18 職の設置に関する規則の一部を改正する規則 31 号外４ 

法務私学課 19 押印を求める手続の見直し等のための関係規則の整理

に関する規則 

31 号外５ 

税政課 20 佐賀県県税条例施行規則の一部を改正する規則 31 号外６ 

税政課 21 佐賀県証紙代金収納計器取扱規則の一部を改正する規

則 

31 号外６ 

環境課 22 佐賀県環境の保全と創造に関する条例施行規則の一部

を改正する規則 

31 号外６ 

循環型社会推進課 23 佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の

発生の防止に関する条例施行規則の一部を改正する規

則 

31 号外６ 
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長寿社会課 24 老人福祉法及び佐賀県老人福祉法の施行等に関する条

例施行規則の一部を改正する規則 

31 号外６ 

畜産課 25 佐賀県家畜改良増殖法施行細則の一部を改正する規則 31 号外６ 

畜産課 26 佐賀県種畜検査施行規則の一部を改正する規則 31 号外６ 

農山漁村課 27 佐賀県営土地改良事業分担金等条例施行規則の一部を

改正する規則 

31 号外６ 

下水道課 28 佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規

則の一部を改正する規則 

31 号外６ 

人事課 29 佐賀県首都圏事務所管理規則等の一部を改正する規則 31 号外10 

税政課 30 佐賀県税条例の一部を改正する条例附則第７条第５項

及び第６項の規定による様式を定める規則及び佐賀県

税条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置を

定める規則を廃止する規則 

31 号外10 

福祉課 31 佐賀県保健福祉事務所管理規則の一部を改正する規則 31 号外10 

ものづくり産業課 32 佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条例施行規則の一

部を改正する規則 

31 号外10 

農産課 33 佐賀県上場営農センター管理規則の一部を改正する規

則 

31 号外10 

園芸課 34 佐賀県果樹試験場管理規則の一部を改正する規則 31 号外10 

林業課 35 佐賀県林業種苗法施行細則の一部を改正する規則 31 号外10 

水産課 36 佐賀県特定水産資源の採捕の停止に関する規則 31 号外10 

水産課 37 佐賀県水産振興センター管理規則の一部を改正する規

則 

31 号外10 

税政課 38 佐賀県県税条例等の一部を改正する条例の施行期日を

定める規則 

31 号外12 

 

告 示 

主務課名 番号 件名 発行日 発行番号 

福祉課 49 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律に基づく指定介護機関の廃止 

１ 号外 

福祉課 50 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律に基づく居宅介護を担当させる

機関の指定 

１ 号外 

福祉課 51 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律に基づく介護予防を担当させる

機関の指定 

１ 号外 

福祉課 52 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律に基づく居宅介護支援計画を作

成させる機関の指定 

１ 号外 
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福祉課 53 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律に基づく指定介護機関の主たる

事務所の所在地の変更 

１ 号外 

林業課 54 森林病害虫等防除法に基づく命令の内容となる事項 ２ 14321 

林業課 55 森林病害虫等防除法に基づく命令の内容となる事項 ２ 14321 

林業課 56 森林病害虫等防除法に基づく命令の内容となる事項 ２ 14321 

林業課 57 森林病害虫等防除法に基づく命令の内容となる事項 ２ 14321 

土地対策課 58 土地収用法に基づく事業の認定 ２ 14321 

税政課 59 県税に関する申告期限等の延長 ５ 14322 

道路課 60 道路の区域の変更 ５ 14322 

道路課 61 道路の供用開始 ５ 14322 

生産者支援課 62 佐賀県鳥獣保護管理員規程の一部改正 ９ 14323 

道路課 63 道路の区域の変更 ９ 14323 

道路課 64 道路の供用開始 ９ 14323 

生産者支援課 65 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 

12 14324 

林業課 66 佐賀県県営林巡視員規程の一部改正 12 14324 

道路課 67 道路の区域の変更 12 14324 

道路課 68 電線共同溝を整備すべき道路の指定 12 14324 

河川砂防課 69 廃川敷地等の発生 12 14324 

薬務課 70 佐賀県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例に

基づく知事指定薬物の指定 

15 号外 

薬務課 71 佐賀県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例に

基づく知事監視製品の指定 

15 号外 

生産者支援課 72 漁船損害等補償法に基づく普通損害保険の付保義務消

滅 

16 14325 

生産者支援課 73 佐賀県農業共済組合検査規程の一部改正 16 14325 

畜産課 74 家畜商法等の施行に関する要綱の一部改正 16 14325 

畜産課 75 佐賀県畜産試験場飼料定量分析規程の一部改正 16 14325 

畜産課 76 蜜蜂の腐蛆病のまん延防止に関する移動制限の一部改

正 

16 14325 

林業課 77 令和２年度木材業者の登録 16 14325 

会計課 78 指定金融機関等の指定の一部改正 16 14325 

生産者支援課 79 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 

19 14326 

道路課 80 道路の区域の変更 19 14326 

道路課 81 道路の供用開始 19 14326 

河川砂防課 82 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律に基づく土砂災害警戒区域の指定 

19 14326 

畜産課 83 家畜伝染病予防法に基づく監視伝染病検査の実施 19 号外 

生産者支援課 84 漁船損害等補償法に基づく普通損害保険の付保義務消

滅 

23 14327 
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道路課 85 道路の区域の変更 23 14327 

道路課 86 道路の供用開始 23 14327 

会計課 87 佐賀県政府調達苦情検討委員会設置要綱の一部改正 23 14327 

会計課 88 政府調達に関する苦情の処理手続の一部改正 23 14327 

薬務課 89 佐賀県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例に

基づく知事指定薬物の指定の失効 

24 号外 

道路課 90 道路の区域の変更 26 14328 

道路課 91 道路の供用開始 26 14328 

道路課 92 道路の供用開始 26 14328 

道路課 93 道路の区域の変更 26 14328 

道路課 94 道路の供用開始 26 14328 

道路課 95 道路の区域の変更 30 14329 

道路課 96 道路の供用開始 30 14329 

道路課 97 道路の区域の変更 30 14329 

道路課 98 道路の供用開始 30 14329 

道路課 99 道路の区域の変更 30 14329 

道路課 100 道路の供用開始 30 14329 

道路課 101 道路の区域の変更 30 14329 

道路課 102 道路の供用開始 30 14329 

道路課 103 道路の区域の変更 30 14329 

道路課 104 道路の供用開始 30 14329 

下水道課 105 都市計画事業変更の認可 30 14329 

建築住宅課 106 佐賀県営住宅及び駐車場の使用料に係る収納事務の委

託 

30 14329 

河川砂防課 107 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律に基づく土砂災害警戒区域の指定 

30 14329 

財政課 108 佐賀県未収債権審査委員会設置規程の一部改正 31 号外２ 

人権・同和対策課 109 佐賀県同和対策推進協議会設置規程の一部改正 31 号外２ 

会計課 110 公金事務取扱要領の一部改正 31 号外６ 

総務事務センター 111 物品の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札に

参加することのできる者の資格及び資格審査に関する

規程の一部改正 

31 号外６ 

道路課 112 道路の区域の変更 31 号外10 

道路課 113 道路の供用開始 31 号外10 

 

 公 告 

主務課名 件名 発行日 発行番号 

産業人材課 令和３年度前期技能検定試験の実施 １ 号外 

産業人材課 令和３年度随時技能検定試験の実施 １ 号外 

土地対策課 公共測量の実施 ２ 14321 

畜産課 佐賀県食肉センター（牛処理施設）業務システム構築業務委託

契約に係る総合評価一般競争入札 

８ 号外 

農地整備課 土地改良区の定款変更認可 12 14324 
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農地整備課 土地改良区役員の就退任届 19 14326 

農地整備課 県営野添地区土地改良事業の工事完了 19 14326 

農地整備課 県営新村地区土地改良事業の工事完了 19 14326 

農地整備課 県営西新地地区土地改良事業の工事完了 19 14326 

農地整備課 県営川副西部地区土地改良事業の工事完了 19 14326 

土地対策課 基本測量の実施 19 14326 

土地対策課 基本測量の終了 19 14326 

土地対策課 基本測量の実施 24 号外 

土地対策課 公共測量の実施 24 号外 

土地対策課 公共測量の実施 24 号外 

土地対策課 公共測量の終了 24 号外 

土地対策課 公共測量の終了 24 号外 

土地対策課 公共測量の終了 24 号外 

 

 訓令甲 

主務課名 番号 件名 発行日 発行番号 

人事課 １ 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 

31 号外 

県土企画課 ２ 佐賀県土木事務所処務規程の一部改正 31 号外２ 

危機管理防災課 ３ 佐賀県消防事務職員制服及び貸与規程の一部改正 31 号外４ 

労働委員会 ４ 佐賀県労働委員会事務局処務規程の一部改正 31 号外４ 

法務私学課 ５ 押印を求める手続の見直し等のための関係訓令の整理

に関する訓令 

31 号外５ 

法務私学課 ６ 佐賀県文書規程等の一部を改正する訓令 31 号外８ 

法務私学課 ７ 佐賀県が当事者となる訴訟についての法務私学課長の

権限等に関する規程 

31 号外10 

人事課 ８ 佐賀県職員被服類貸与規程の一部改正 31 号外10 

人事課 ９ 佐賀県職員の勤務地の特例に関する規程の一部改正 31 号外10 

人事課 10 保健福祉事務所処務規程等の一部を改正する訓令 31 号外10 

福祉課 11 保健福祉事務所処務規程の一部改正 31 号外10 

林業課 12 佐賀県林業試験場処務規程の一部改正 31 号外10 

 

 選挙管理委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

告示 10 選挙管理委員会の招集 16 14325 

告示 11 佐賀県選挙管理委員会事務局に勤務する会計年度任用職員の

報酬等に関する規程の一部改正 

22 号外２ 

告示 12 不在者投票のできる施設の指定の一部改正 23 14327 

告示 13 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

30 14329 
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選挙権を有する者の総数の３分の１の数 

告示 14 政治資金規正法に基づく政治団体の届出 30 14329 

告示 15 政治資金規正法に基づく政治団体の届出事項の異動 30 14329 

告示 16 政治資金規正法に基づく政治団体の解散 30 14329 

告示 17 政治資金規正法に基づく資金管理団体の届出 30 14329 

告示 18 政治資金規正法に基づく資金管理団体の届出事項の異動 30 14329 

告示 19 佐賀県選挙管理委員会事務局設置規程の一部改正 31 号外４ 

告示 20 佐賀県選挙管理委員会規程の一部改正 31 号外８ 

 

教育委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

規則 １ 佐賀県教育庁組織規則の一部を改正する規則 31 号外３ 

規則 ２ 学校以外の教育機関の職員の職の設置等に関する規則及び佐

賀県教育庁職員の職の設置等に関する規則の一部を改正する

規則 

31 号外４ 

規則 ３ 佐賀県立学校職員の職の設置等に関する規則及び佐賀県市町

立学校県費負担職員の職の設置等に関する規則の一部を改正

する規則 

31 号外４ 

規則 ４ 佐賀県教育庁及び公立学校その他の教育機関に勤務する会計

年度任用職員の報酬等に関する規則の一部を改正する規則 

31 号外４ 

規則 ５ 押印を求める手続の見直し等のための関係教育委員会規則の

整理に関する規則 

31 号外７ 

規則 ６ 佐賀県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条

例施行規則の一部を改正する規則 

31 号外７ 

規則 ７ 佐賀県育英資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則 31 号外７ 

規則 ８ 教育職員免許状に関する規則の一部を改正する規則 31 号外７ 

規則 ９ 教育職員免許状の更新に関する規則の一部を改正する規則 31 号外７ 

訓令甲 １ 佐賀県教育庁等職員安全衛生管理規程の一部改正 31 号外７ 

訓令甲 ２ 佐賀県立学校職員安全衛生管理規程の一部改正 31 号外７ 

規則 10 佐賀県教育庁文書規則の一部を改正する規則 31 号外８ 

訓令甲 ３ 佐賀県教育委員会公印規程及び佐賀県教育委員会電子署名規

程の一部を改正する訓令 

31 号外８ 

規則 11 佐賀県立学校職員の人事評価に関する規則及び佐賀県市町立

学校県費負担教職員の人事評価に関する規則の一部を改正す

る規則 

31 号外10 

 

人事委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

規則 ２ 佐賀県職員の任用に関する規則の一部を改正する規則 ５ 14322 

規則 ３ 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 ５ 14322 

規則 ４ 佐賀県会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規

則の一部を改正する規則 

５ 14322 

規則 ５ 佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給規則の 22 号外２ 
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一部を改正する規則 

規則 ６ 佐賀県人事委員会事務局に勤務する会計年度任用職員の報酬

等に関する規則の一部を改正する規則 

22 号外２ 

規則 ７ 勤務条件に関する措置の要求に関する規則の一部を改正する

規則 

23 14327 

規則 ８ 不利益処分についての審査請求に関する規則の一部を改正す

る規則 

23 14327 

細則 １ 佐賀県職員の任用に関する規則の実施規程の一部改正 23 14327 

告示 １ 勤務条件に関する措置の要求に関する手続規程の一部改正 23 14327 

告示 ２ 不利益処分についての審査請求に関する手続規程の一部改正 23 14327 

告示 ３ 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 14327 

規則 ９ 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 

31 号外３ 

規則 10 期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 31 号外３ 

規則 11 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 31 号外３ 

規則 12 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 31 号外３ 

規則 13 公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する規則の一部を

改正する規則 

31 号外３ 

規則 14 令和３年改正給与条例附則第７条の規定による給料に関する

規則 

31 号外４ 

規則 15 給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則 31 号外４ 

規則 16 佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部

を改正する規則 

31 号外４ 

規則 17 佐賀県人事委員会事務局の組織に関する規則の一部を改正す

る規則 

31 号外４ 

規則 18 押印を求める手続の見直し等のための関係人事委員会規則の

整理に関する規則 

31 号外７ 

訓令 １ 佐賀県人事委員会事務局処務規程の一部改正 31 号外８ 

 

 公安委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

規則 ２ 佐賀県警察組織規則の一部を改正する規則 11 号外 

公告 － 令和３年度警備員検定の実施 16 14325 

規則 ３ 佐賀県福祉のまちづくり条例第 35 条に規定する移動等円滑化

のために必要な交通安全特定事業により設置される信号機等

に関する基準を定める規則の一部を改正する規則 

23 14327 

規則 ４ 佐賀県道路交通法施行細則及び自動車運転代行業の業務の適

正化に関する法律等の施行に関する規則の一部を改正する規

則 

29 号外 

 

労働委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 
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訓令甲 １ 佐賀県労働委員会電子署名規程の一部改正 31 号外８ 

 

 収用委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

告示 １ 佐賀県収用委員会文書管理規程の一部改正 31 号外８ 

 

 海区漁業調整委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

告示 １ 海区漁業調整委員会事務局設置規程の一部改正 31 号外８ 

 

 内水面漁場管理委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

告示 １ 佐賀県内水面漁場管理委員会文書管理規程の一部改正 31 号外８ 

 

 議会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

規則 １ 佐賀県議会事務局に勤務する会計年度任用職員の報酬等に関

する規則の一部を改正する規則 

22 号外２ 

規則 ２ 佐賀県議会会議規則の一部を改正する規則 26 14328 

告示 １ 佐賀県議会事務局規程の一部改正 31 号外８ 

 

監査委員事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

告示 １ 佐賀県監査委員事務局に勤務する会計年度任用職員の報酬等

に関する規程の一部改正 

22 号外２ 

告示 ２ 佐賀県監査委員事務局規程の一部改正 31 号外８ 

 

東部工業用水道事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

規程 １ 佐賀県東部工業用水道の職の設置に関する規程の一部改正 31 号外９ 

規程 ２ 佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関す

る規程の一部改正 

31 号外９ 

規程 ３ 佐賀県東部工業用水道文書管理規程の一部改正 31 号外９ 

 

 正 誤 

主務課名 件名 発行日 発行番号 

生活衛生課 令和２年12月14日付け佐賀県公報号外中訂正 ２ 14321 

人事委員会 令和元年12月６日付け佐賀県公報号外中訂正 ５ 14322 
 

 


