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令和３年６月分 佐賀県公報目録 
第14346号から第14354号まで 

 

規 則 

主務課名 番号 件名 発行日 発行番号 

生産者支援課 40 佐賀県沿岸漁業改善資金貸付規則及び佐賀県林業・木材

産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則 

４ 14347 

県民協働課 41 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 

８ 14348 

秘書課 42 佐賀県表彰規則の一部を改正する規則 25 号外 

障害福祉課 43 佐賀県精神障害者及び麻薬中毒者措置入院費徴収規則

の一部を改正する規則 

29 14354 

 

 告 示 

主務課名 番号 件名 発行日 発行番号 

林業課 166 令和３年度木材業者の登録 １ 14346 

森林整備課 167 保安林予定森林 １ 14346 

資産活用課 168 庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札

及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関す

る規程の一部改正 

４ 14347 

政策部 169 令和３年６月佐賀県定例県議会の招集 ８ 14348 

環境課 170 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定

の解除 

11 14349 

医務課 171 救急病院の認定 11 14349 

森林整備課 172 保安林予定森林 15 14350 

森林整備課 173 保安林予定森林 15 14350 

薬務課 174 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 

17 号外 

薬務課 175 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 

17 号外 

森林整備課 176 森林法第189条の規定による掲示及び告示 18 14351 

薬務課 177 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 

22 号外 

福祉課 178 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医療機関の廃止 

25 14353 

福祉課 179 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医療機関の指定 

25 14353 

福祉課 180 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

25 14353 
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立の支援に関する法律に基づく指定介護機関の廃止 

福祉課 181 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 

25 14353 

福祉課 182 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事業所

の名称等の変更 

25 14353 

道路課 183 道路の区域の変更 25 14353 

道路課 184 道路の供用開始 25 14353 

道路課 185 道路の区域の変更 25 14353 

福祉課 186 佐賀県行旅病人、行旅死亡人等の救護等に要した費用の

弁償に関する規程の一部改正 

25 号外 

福祉課 187 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医療機関の廃止 

29 14354 

福祉課 188 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医療機関の再開 

29 14354 

森林整備課 189 解除予定保安林 29 14354 

福祉課 190 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医療機関の廃止 

29 号外 

福祉課 191 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医療機関の指定 

29 号外 

福祉課 192 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医療機関の指定の

辞退 

29 号外 

林業課 193 令和３年度木材業者の登録事項の変更 29 号外 

 

 公 告 

主務課名 件名 発行日 発行番号 

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 

１ 14346 

健康増進課 胸部検診車（肺がん検診車）の購入に係る一般競争入札 11 14349 

農地整備課 土地改良区役員の就退任届 11 14349 

農地整備課 土地改良区の定款変更認可 11 14349 

農地整備課 県営福母宮ノ浦地区土地改良事業計画決定 11 14349 

農地整備課 県営三日月樋口地区土地改良事業計画変更決定 11 14349 
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農地整備課 県営寺浦八折地区土地改良事業の工事完了 11 14349 

農地整備課 土地改良区役員の就退任届 18 14351 

土地対策課 公共測量の終了 18 14351 

土地対策課 公共測量の実施 22 14352 

土地対策課 公共測量の実施 22 14352 

情報課 落札者等の公示 25 14353 

産業人材課 令和３年度職業訓練指導員試験の実施 25 14353 

農地整備課 土地改良区役員の住所変更届 25 14353 

土地対策課 公共測量の実施 25 14353 

土地対策課 公共測量の実施 25 14353 

土地対策課 公共測量の終了 25 14353 

土地対策課 公共測量の終了 25 14353 

財政課 財政状況の公表 29 14354 

農地整備課 土地改良区役員の就退任届 29 14354 

農地整備課 県営大高野地区土地改良事業の工事完了 29 14354 

農地整備課 県営三根東地区土地改良事業の工事完了 29 14354 

情報課 第２次佐賀県情報セキュリティクラウドサービス運用業務委

託契約に係る総合評価一般競争入札 

29 号外 

 

訓令甲 

主務課名 番号 件名 発行日 発行番号 

福祉課 13 保健福祉事務所処務規程の一部改正 18 14351 

 

選挙管理委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

告示 33 選挙管理委員会の招集 ８ 14348 

告示 34 政治資金規正法第17条第２項の規定による政治団体の公表 11 14349 

公告 ― 政治団体の令和元年分の収支に関する報告書の要旨の訂正 15 14350 

公告 ― 政治団体の令和元年分の収支に関する報告書の要旨の訂正 18 14351 

公告 ― 政治団体の令和元年分の収支に関する報告書の要旨の訂正 22 14352 

公告 ― 政治団体の令和元年分の収支に関する報告書の要旨の訂正 25 14353 

告示 35 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 

25 号外 

 

教育委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

規則 14 佐賀県立高等学校の通学区域に関する規則の一部を改正する

規則 

４ 14347 

規則 15 佐賀県立中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規 ４ 14347 
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則 

告示 １ 教科用図書採択地区の設定の一部改正 29 号外 

 

人事委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

規則 19 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 ４ 号外 

規則 20 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 

11 14349 

告示 ６ 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 

29 号外 

 

公安委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

公告 ― 令和３年度警備員検定の実施 ４ 14347 

公告 ― 警備員指導教育責任者講習の実施 11 14349 

公告 ― 令和３年度警備員検定の実施 11 14349 

公告 ― 佐賀県警察指紋情報管理システム装置の賃貸借契約に係る一

般競争入札 

18 14351 

 

 雑 報 

主務課名 件名 発行日 発行番号 

佐賀県市町村職員

共済組合 

令和２年度佐賀県市町村職員共済組合決算の要旨 29 14354 

 

 正 誤 

主務課名 件名 発行日 発行番号 

農地整備課 令和３年５月25日付け佐賀県公報第14344号中訂正 15 14350 
 

 


