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令和３年４月分 佐賀県公報目録 
第14330号から第14338号まで 

 

規 則 

主務課名 番号 件名 発行日 発行番号 

会計課 39 佐賀県財務規則の一部を改正する規則 １ 号外 

 

 告 示 

主務課名 番号 件名 発行日 発行番号 

道路課 114 道路の区域の変更 １ 号外 

道路課 115 道路の区域の変更 １ 号外 

道路課 116 道路の区域の変更 １ 号外 

道路課 117 道路の区域の変更 １ 号外 

道路課 118 道路の区域の変更 １ 号外 

道路課 119 道路の区域の変更 １ 号外 

道路課 120 道路の区域の変更 １ 号外 

道路課 121 道路の区域の変更 １ 号外 

道路課 122 道路の区域の変更 １ 号外 

道路課 123 道路の供用開始 １ 号外 

道路課 124 道路の区域の変更 １ 号外 

道路課 125 道路の供用開始 １ 号外 

道路課 126 道路の区域の変更 １ 号外 

まちづくり課 127 都市計画事業の認可 １ 号外 

会計課 128 佐賀県財務規則の規定に基づく帳簿その他の様式の一

部改正 

１ 号外 

河川砂防課 129 廃川敷地等の発生 ６ 14331 

道路課 130 道路の区域の変更 ９ 14332 

政策部 131 令和３年４月佐賀県臨時県議会の招集 13 号外 

道路課 132 道路の供用開始 15 号外 

道路課 133 道路の供用開始 16 14334 

土地対策課 134 土地収用法に基づく事業の認定 16 14334 

河川砂防課 135 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 

16 14334 

医務課 136 救急業務に関し協力する旨の申出の撤回 20 14335 

医務課 137 救急病院の認定 20 14335 

畜産課 138 家畜伝染病予防法に基づく監視伝染病検査の実施 23 14336 

河川砂防課 139 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 

27 14337 

河川砂防課 140 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 14338 
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 公 告 

主務課名 件名 発行日 発行番号 

まちづくり課 都市計画の変更に伴う関係図書の写しの縦覧 １ 号外 

資産活用課 落札者等の公示 ２ 14330 

資産活用課 落札者等の公示 ２ 14330 

土地対策課 基本測量の終了 ２ 14330 

土地対策課 公共測量の終了 ６ 14331 

土地対策課 公共測量の終了 ６ 14331 

農地整備課 土地改良区の定款変更認可 ９ 14332 

土地対策課 基本測量の実施 13 14333 

土地対策課 公共測量の終了 13 14333 

情報課 落札者等の公示 16 14334 

医務課 落札者等の公示 16 14334 

農地整備課 土地改良区役員の就任届 16 14334 

土地対策課 基本測量の実施 16 14334 

土地対策課 基本測量の終了 16 14334 

土地対策課 公共測量の終了 16 14334 

土地対策課 公共測量の終了 16 14334 

土地対策課 公共測量の終了 16 14334 

土地対策課 公共測量の終了 16 14334 

農地整備課 土地改良区の定款変更認可 23 14336 

農地整備課 県営東山代干拓地区土地改良事業計画決定 23 14336 

農地整備課 県営大詫間地区土地改良事業計画変更決定 23 14336 

土地対策課 公共測量の終了 23 14336 

農地整備課 土地改良区の定款変更認可 27 14337 

農地整備課 土地改良区の定款変更認可 27 14337 

土地対策課 基本測量の終了 27 14337 

資産活用課 落札者等の公示 30 14338 

情報課 落札者等の公示 30 14338 

 

選挙管理委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

告示 21 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

の廃止 

13 14333 

告示 22 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

の指定の変更 

13 14333 

告示 23 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 

13 14333 

告示 24 選挙管理委員会の招集 23 14336 

告示 25 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

の廃止 

27 14337 

 

教育委員会事項 
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 番号 件名 発行日 発行番号 

公告 － 落札者等の公示 15 号外 

 

 人事委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

告示 ４ 不利益処分についての審査請求に関する規則に基づく公示の

方法による送付 

16 14334 

告示 ５ 不利益処分についての審査請求に関する規則に基づく公示の

方法による送付 

16 14334 

 

公安委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

公告 － 佐賀県警察通信指令システムの賃貸借契約に係る一般競争入

札 

16 14334 

公告 － 佐賀県警察高度情報通信ネットワークシステム用機器及びソ

フトウェアの賃貸借契約に係る一般競争入札 

23 14336 

公告 － 佐賀県警察高度情報通信ネットワークシステム用クライアン

ト端末及びソフトウェアの賃貸借契約に係る一般競争入札 

23 14336 

公告 － 佐賀県警察交通統合情報管理システムの賃貸借契約に係る一

般競争入札 

23 14336 

公告 － 警備員指導教育責任者講習の実施 26 号外 

公告 － 警備員指導教育責任者講習の実施 26 号外 

公告 － 令和３年度警備員検定の実施 30 14338 

 

 東部工業用水道事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

規程 ４ 押印を求める手続の見直し等のための関係東部工業用水道規

程の整理に関する規程 

１ 号外 

告示 １ 佐賀県東部工業用水道財務規程の規定に基づく帳簿その他の

様式の一部改正 

１ 号外 

 

 正 誤 

主務課名 件名 発行日 発行番号 

まちづくり課 令和３年４月１日付け佐賀県公報号外中訂正 23 14336 
 

 


