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令和３年10月分 佐賀県公報目録 
第14380号から第14388号まで 

 

 条 例 

主務課名 番号 件名 発行日 発行番号 

税政課 31 佐賀県県税条例の一部を改正する条例 ４ 号外 

情報課 32 佐賀県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例及び佐賀県個人情報保護条例の一部を改正する

条例 

４ 号外 

こども未来課 33 佐賀県安心こども基金条例の一部を改正する条例 ４ 号外 

 

 規 則 

主務課名 番号 件名 発行日 発行番号 

障害福祉課 49 身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則 ４ 号外２ 

生活衛生課 50 佐賀県製菓衛生師法施行細則の一部を改正する規則 12 14383 

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 

19 14385 

 

 告 示 

主務課名 番号 件名 発行日 発行番号 

森林整備課 377 森林法第189条の規定による掲示及び告示 １ 14380 

森林整備課 378 森林法第189条の規定による掲示及び告示 １ 14380 

道路課 379 県道の路線の廃止 １ 14380 

林業課 380 令和３年度木材業者の登録事項の変更 ５ 14381 

政策部 381 令和３年10月佐賀県臨時県議会の招集 11 号外 

森林整備課 382 保安林予定森林 12 14383 

道路課 383 道路の供用開始 12 14383 

危機管理防災課 384 被災者生活再建支援法の対象となる自然災害の公示 12 号外 

福祉課 385 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 

15 14384 

福祉課 386 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 

15 14384 

道路課 387 道路の区域の変更 15 14384 

道路課 388 道路の供用開始 15 14384 

道路課 389 道路の供用開始 19 14385 

薬務課 390 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 

21 号外 

薬務課 391 佐賀県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例に 21 号外 
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基づく知事監視製品の指定 

企業立地課 392 佐賀県企業立地促進特区の指定 22 14386 

森林整備課 393 指定施業要件変更予定保安林 22 14386 

森林整備課 394 指定施業要件変更予定保安林 22 14386 

森林整備課 395 指定施業要件変更予定保安林 22 14386 

道路課 396 道路の区域の変更 22 14386 

道路課 397 道路の供用開始 22 14386 

河川砂防課 398 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 

22 14386 

森林整備課 399 保安林予定森林 26 14387 

河川砂防課 400 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 

26 14387 

企業立地課 401 佐賀県企業立地促進特区の指定 29 14388 

生産者支援課 402 鳥獣保護区の指定の一部改正 29 14388 

生産者支援課 403 鳥獣保護区の指定の一部改正 29 14388 

生産者支援課 404 特定猟具使用禁止区域の指定 29 14388 

森林整備課 405 指定施業要件変更予定保安林 29 14388 

森林整備課 406 指定施業要件変更予定保安林 29 14388 

道路課 407 道路の区域の変更 29 14388 

薬務課 408 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 

29 号外 

 

 公 告 

主務課名 件名 発行日 発行番号 

土地対策課 基本測量の実施 １ 14380 

情報課 落札者等の公示 ４ 号外２ 

医務課 令和３年度佐賀県准看護師試験の実施 ４ 号外２ 

税政課 軽油引取税に係る特約業者の指定取消し ８ 14382 

税政課 随意契約の相手方等の公示 15 14384 

農地整備課 土地改良区役員の退任届 15 14384 

農地整備課 土地改良区の定款変更認可 15 14384 

土地対策課 公共測量の実施 19 14385 

土地対策課 公共測量の終了 21 号外 

土地対策課 土地収用法に基づく土地立入の許可 22 14386 

農地整備課 土地改良区役員の住所変更届 26 14387 

土地対策課 公共測量の終了 29 14388 

 

選挙管理委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

告示 49 佐賀県議会議員補欠選挙（唐津市・東松浦郡選挙区）事由発生 １ 号外 

告示 50 選挙運動及び政治活動取扱規程の一部改正 ４ 号外３ 

告示 51 不在者投票のできる施設の指定の一部改正 ４ 号外３ 

告示 52 選挙管理委員会の招集 ６ 号外 
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告示 53 衆議院議員総選挙の小選挙区選出議員の選挙における立候補

届出事務についての説明会 

８ 号外 

告示 54 選挙管理委員会の招集 13 号外 

告示 55 衆議院小選挙区選出議員の選挙において選挙長が事務を行う

場所 

14 号外 

告示 56 公職選挙法に基づく選挙人名簿の登録に係る選挙時登録の基

準日 

14 号外 

告示 57 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 

15 号外 

告示 58 選挙管理委員会の招集 18 号外 

告示 59 衆議院小選挙区選出議員選挙の選挙長及び選挙長職務代理者

の選任 

19 号外 

告示 60 衆議院小選挙区選出議員選挙における選挙公報掲載文の掲載

順序を定めるくじを行う日時及び場所 

19 号外 

衆議院小

選挙区選

出議員選

挙佐賀県

第１区選

挙区選挙

長告示 

１ 衆議院小選挙区選出議員選挙における佐賀県第１区選挙区に

おいて候補者届出政党及び候補者から届出のあった選挙会の

選挙立会人となるべき者が 10 人を超えるとき又は同一の政党

その他の政治団体に属する候補者の届出に係る者が３人以上

あるときのくじを行う場所及び日時 

19 号外 

衆議院小

選挙区選

出議員選

挙佐賀県

第２区選

挙区選挙

長告示 

１ 衆議院小選挙区選出議員選挙における佐賀県第２区選挙区に

おいて候補者届出政党及び候補者から届出のあった選挙会の

選挙立会人となるべき者が 10 人を超えるとき又は同一の政党

その他の政治団体に属する候補者の届出に係る者が３人以上

あるときのくじを行う場所及び日時 

19 号外 

衆議院小

選挙区選

出議員選

挙佐賀県

第１区選

挙区選挙

長告示 

２ 衆議院小選挙区選出議員選挙における佐賀県第１区選挙区に

おいて選挙会の選挙立会人が定まった後、同一の政党その他の

政治団体に属する候補者の届出に係る選挙立会人が３人以上

となったときのくじを行う場所及び日時 

19 号外 

衆議院小

選挙区選

出議員選

挙佐賀県

第２区選

挙区選挙

長告示 

２ 衆議院小選挙区選出議員選挙における佐賀県第２区選挙区に

おいて選挙会の選挙立会人が定まった後、同一の政党その他の

政治団体に属する候補者の届出に係る選挙立会人が３人以上

となったときのくじを行う場所及び日時 

19 号外 

告示 61 衆議院小選挙区選出議員選挙の選挙会の場所及び日時 19 号外 

告示 62 衆議院比例代表選出議員選挙の佐賀県選挙分会長及び佐賀県 19 号外 
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選挙分会長職務代理者の選任 

告示 63 衆議院比例代表選出議員選挙において投票所内の投票の記載

をする場所における名簿届出政党等の名称及び略称の掲示並

びに投票所内のその他の適当な箇所における名簿届出政党等

の名称及び略称並びに名簿登載者の氏名及び当選人となるべ

き順位の掲示の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所 

19 号外 

告示 64 衆議院比例代表選出議員選挙における選挙公報掲載文の掲載

順序を定めるくじを行う日時及び場所 

19 号外 

衆議院比

例代表選

出議員選

挙佐賀県

選挙分会

長告示 

１ 衆議院比例代表選出議員選挙において衆議院名簿届出政党等

から届出のあった佐賀県選挙分会の選挙立会人となるべき者

が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時 

19 号外 

告示 65 衆議院比例代表選出議員選挙の佐賀県選挙分会の場所及び日

時 

19 号外 

告示 66 最高裁判所裁判官国民審査の審査分会長及びその職務代理者

の選任 

19 号外 

告示 67 最高裁判所裁判官国民審査の審査分会の場所及び日時 19 号外 

告示 68 衆議院小選挙区選出議員選挙における選挙運動に関する支出

金額の制限額 

19 号外２ 

告示 69 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 

19 号外２ 

衆議院小

選挙区選

出議員選

挙佐賀県

第１区選

挙区選挙

長告示 

３ 衆議院小選挙区選出議員選挙候補者の届出 19 号外３ 

衆議院小

選挙区選

出議員選

挙佐賀県

第２区選

挙区選挙

長告示 

３ 衆議院小選挙区選出議員選挙候補者の届出 19 号外３ 

告示 70 佐賀県議会議員補欠選挙（唐津市・東松浦郡選挙区）における

立候補届出事務についての説明会 

20 号外 

告示 71 佐賀県議会議員補欠選挙（唐津市・東松浦郡選挙区）において 20 号外 
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選挙長が事務を行う場所 

告示 72 公職選挙法に基づく選挙人名簿の登録に係る選挙時登録の基

準日 

20 号外 

 

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 ５ 14381 

公告 ― 建築ＣＡＤシステムの購入に係る条件付一般競争入札 15 14384 

公告 ― 建築ＣＡＤシステムの購入に係る条件付一般競争入札 19 14385 

公告 ― 落札者等の公示 26 14387 

公告 ― ＣＡＤシステムの購入に係る条件付一般競争入札 29 14388 

 

人事委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

規則 25 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 

22 14386 

 

公安委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

公告 ― 落札者等の公示 26 14387 

公告 ― 落札者等の公示 26 14387 

公告 ― 落札者等の公示 29 14388 

 

議会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

規則 ３ 佐賀県議会会議規則の一部を改正する規則 ４ 号外２ 
 

 


