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令和３年12月分 佐賀県公報目録 
第14398号から第14405号まで 

 

 条 例 

主務課名 番号 件名 発行日 発行番号 

人事課 37 佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例 16 号外 

人事課 38 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例 

16 号外 

財政課 39 佐賀県手数料条例の一部を改正する条例 16 号外 

教育委員会 40 佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例 16 号外 

障害福祉課 41 佐賀県立点字図書館設置条例の一部を改正する条例 16 号外 

こども未来課 42 佐賀県青少年健全育成条例の一部を改正する条例 16 号外 

 

規 則 

主務課名 番号 件名 発行日 発行番号 

障害福祉課 52 佐賀県立点字図書館設置条例施行規則の一部を改正す

る規則 

16 号外２ 

人事課 53 佐賀県職員等の旅費支給規則等の一部を改正する規則 17 号外 

人事課 54 佐賀県知事が任命する職員の給与からの控除に関する

規則 

28 号外 

税政課 55 佐賀県県税条例施行規則の一部を改正する規則 28 号外 

総務事務センター 56 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 

28 号外 

 

 告 示 

主務課名 番号 件名 発行日 発行番号 

福祉課 439 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施術機関の指定 

３ 14398 

循環型社会推進課 440 一般廃棄物処理施設の設置の許可申請 ７ 14399 

循環型社会推進課 441 産業廃棄物処理施設の設置の許可申請 ７ 14399 

福祉課 442 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施術機関の廃止 

７ 14399 

福祉課 443 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施術機関の指定 

７ 14399 

市町支援課 444 佐賀中部広域連合規約の変更の許可 10 14400 

福祉課 445 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施術機関の廃止 

10 14400 
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福祉課 446 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施術機関の指定 

10 14400 

福祉課 447 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施術機関の廃止 

14 14401 

福祉課 448 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施術機関の再開 

14 14401 

福祉課 449 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施術機関の指定 

14 14401 

福祉課 450 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施術機関の所在地

の変更 

14 14401 

医務課 451 救急病院の認定 14 14401 

森林整備課 452 指定施業要件変更予定保安林 14 号外 

畜産課 453 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 

15 号外 

生産者支援課 454 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 

17 14402 

森林整備課 455 森林法第189条の規定による掲示及び告示 17 14402 

道路課 456 道路の区域の変更 17 号外 

道路課 457 道路の供用開始 17 号外 

道路課 458 道路の供用開始 17 号外 

生産者支援課 459 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 

21 14403 

道路課 460 道路の供用開始 24 14404 

道路課 461 道路の区域の変更 24 号外 

道路課 462 道路の供用開始 24 号外 

 

 公 告 

主務課名 件名 発行日 発行番号 

農地整備課 土地改良区役員の就退任届 ７ 14399 

農地整備課 換地処分 ７ 14399 

農地整備課 県営猪木谷地区土地改良事業計画決定 10 14400 

河川砂防課 落札者等の公示 14 14401 

総務事務センター 落札者等の公示 21 14403 

農地整備課 県営宮の前地区土地改良事業の工事完了 24 14404 

土地対策課 公共測量の実施 24 14404 

土地対策課 公共測量の終了 24 14404 

土地対策課 公共測量の終了 24 14404 
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土地対策課 公共測量の終了 24 14404 

土地対策課 公共測量の終了 24 号外 

循環型社会推進課 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく生活環境の保全

上の支障の除去等の措置 

27 号外 

財政課 財政状況の公表 28 14405 

農地整備課 県営上峰地区土地改良事業の工事完了 28 14405 

 

選挙管理委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

告示 83 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 

28 14405 

告示 84 佐賀県選挙管理委員会が任命する職員の給与からの控除に関

する規程 

28 号外 

 

教育委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

公告 ― 電子計算組織の購入に係る条件付一般競争入札 ３ 14398 

公告 ― 電子計算組織の購入に係る条件付一般競争入札 10 14400 

公告 ― ＣＡＤシステム（自動設計製図装置）ソフトウェアの購入に係

る条件付一般競争入札 

14 14401 

公告 ― 落札者等の公示 17 14402 

規則 16 教育職員免許状に関する規則の一部を改正する規則 24 14404 

規則 17 佐賀県教育委員会が任命する職員の給与からの控除に関する

規則 

28 号外 

 

人事委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

規則 26 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 16 号外２ 

規則 27 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 

16 号外２ 

規則 28 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 

17 号外 

規則 29 通勤手当に関する規則の一部を改正する規則 24 号外 

規則 30 佐賀県人事委員会が任命する職員の給与からの控除に関する

規則 

28 号外 

規則 31 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 

28 号外 

規則 32 佐賀県職員の任用に関する規則の一部を改正する規則 28 号外 
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公安委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

公告 ― 随意契約の相手方等の公示 14 14401 

告示 ３ 佐賀県交通安全活動推進センターの代表者の氏名の変更 28 14405 

警察本部

告示 

１ 佐賀県警察本部長が任命する職員の給与からの控除に関する

規程 

28 号外 

 

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 21 14403 

 

海区漁業調整委員会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

告示 ２ 海区漁業調整委員会が任命する職員の給与からの控除に関す

る規程 

28 号外 

 

議会事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

告示 ２ 佐賀県議会議長が任命する職員の給与からの控除に関する規

程 

28 号外 

 

監査委員事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

告示 ４ 佐賀県代表監査委員が任命する職員の給与からの控除に関す

る規程 

28 号外 

 

東部工業用水道事項 

 番号 件名 発行日 発行番号 

規程 ５ 佐賀県東部工業用水道職員就業規程の一部改正 28 14405 

規程 ６ 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

る規程及び佐賀県東部工業用水道財務規程の一部を改正する

規程 

28 号外 

 

 正 誤 

主務課名 件名 発行日 発行番号 

法務私学課 令和３年３月31日付け佐賀県公報号外第８号中訂正 10 14400 

東部工業用水道 平成20年３月31日付け佐賀県公報号外第12号中訂正 21 14403 
 

 


