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令和２（2020）年８月21日　金曜日（755）

告 示
栃木県告示第465号
　当せん金付証票を次のとおり発売するので、当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規
定により告示する。
　　令和２（2020）年８月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　名称
第413回地域医療等振興自治宝くじ

２　受託銀行等の名称及び所在地
株式会社みずほ銀行
東京都千代田区大手町１丁目５番５号

３　発売の数及び総額
1,000万枚　20億円

４　証票金額
１枚　200円

５　証票型式
開封式

６　発売期間
令和２（2020）年11月４日（水）から同月24日（火）まで

７　抽せん期日
令和２（2020）年11月27日（金）

８　当せん金品の支払又は交付の開始期日
令和２（2020）年12月２日（水）

９　当せん金品の金額又は種類及び当せんの数
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等 級 当せん金 当せん本数
１ 等 5,000万円 １本
１等の前後賞 1,000万円 ２本
１等の組違い賞 10万円 99本
２ 等 30万円 300本
３ 等 10万円 1,000本
４ 等 1,000円 200,000本
５ 等 200円 1,000,000本
特 別 賞 20,000円 10,000本

計 1,211,402本
10　その他
⑴　発売者若しくは受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれら
の者の相続人その他の一般承継人以外の者は、当せん金品を受領することができない。
⑵　証票は、転売することができない。

Ⅱ
１　名称
第414回地域医療等振興自治宝くじ

２　受託銀行等の名称及び所在地
株式会社みずほ銀行
東京都千代田区大手町１丁目５番５号

３　発売の数及び総額
1,250万枚　25億円

４　証票金額
１枚　200円

５　証票型式
被封式（スクラッチ）

６　発売期間
令和２（2020）年11月18日（水）から12月15日（火）まで

７　当せん金品の支払又は交付の開始期日
令和２（2020）年11月18日（水）

８　当せん金品の金額又は種類及び当せんの数
等 級 当せん金 当せん本数
１ 等 30万円 500本
２ 等 ５万円 1,250本
３ 等 １万円 10,000本
４ 等 1,000円 125,000本
５ 等 200円 3,750,000本

計 3,886,750本
９　その他
⑴　発売者若しくは受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれら
の者の相続人その他の一般承継人以外の者は、当せん金品を受領することができない。
⑵　証票は、転売することができない。

（財政課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第466号
　栃木県県税条例（平成17年栃木県条例第５号）第13条第１項の規定により、地方税法（昭和25年法律第226
号）、地方税法施行令（昭和25年政令第245号）、地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号）又は同条例若
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しくは栃木県県税条例施行規則（平成17年栃木県規則第13号）に定める申告、申請、請求その他の書類の提出
（審査請求に関するものを除く。）又は納付若しくは納入に関する期限のうち、次に掲げる地域に住所又は主
たる事務所若しくは事業所を有する納税義務者又は特別徴収義務者に係るもので、その期限が令和２（2020）
年７月４日以降に到来するものについては、自動車税環境性能割、自動車税種別割（賦課期日後に納税義務が
発生したものに係るものに限る。）及び狩猟税並びに当分の間道府県が賦課徴収を行うこととされている軽自
動車税環境性能割に係るものを除き、その期限を別途告示で定める期日まで延長する。
　　令和２（2020）年８月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

県 名 指 定 地 域

熊本県 人吉市
球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木
町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村
八代市坂本町
葦北郡芦北町

（税務課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第467号
　栃木県青少年健全育成条例（平成18年栃木県条例第41号）第22条第１項及び第39条の規定に基づき、青少年
に有害な図書類として次のとおり指定する。
　　令和２（2020）年８月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

番号 種類 タ イ ト ル 名 記号、番号等 発 行 所 又 は 製 作 所 名

１ 書籍 裏マニアックス極太裏事典SUPER ISBN978-4-86673-
177-3

株式会社三才ブックス

２ 書籍 アリエナイ理科ノ大辞典〔改訂版〕 ISBN978-4-86673-
142-1

株式会社三才ブックス

３ 書籍 近現代　スパイの作法 ISBN978-4-906993-
84-0

株式会社Ｇ．Ｂ．

４ 書籍 裏グッズカタログ2020 ISBN978-4-86673-
150-6

株式会社三才ブックス

指定
理由

著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるため
著しく青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長するおそれがあり、その健全な育成を阻害
するおそれがあるため
著しく青少年の犯罪又は自殺を誘発し、又は助長するおそれがあり、その健全な育成を阻害する
おそれがあるため

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第468号
　栃木県青少年健全育成条例（平成18年栃木県条例第41号）第25条第１項及び第39条の規定に基づき、青少年
に有害ながん具類として次のとおり指定する。
　　令和２（2020）年８月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

番号 種 類 が ん 具 類 の 名 称 形 状、 構 造 及 び 機 能 製造者又は販売者名

１ がん具 クロスボウ（銃砲型近代洋弓） 洋弓を銃型に改造し、銃同様
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に引き金を引くことで、矢を発
射させるようになっているもの
当該クロスボウに矢を装てん
し発射した場合において、発
射された矢の有する単位面積
当たりのエネルギー値が、装
てん時の矢端から50㎝の距離で
0.07kgf･m/㎠以上のもの

指定
理由

構造、機能等が人の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、これを青少年に所持させることが明ら
かにその健全な育成を阻害するおそれがあるため

 （人権・青少年男女参画課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○令和２（2020）年度クリーニング師試験の実施
　クリーニング業法（昭和25年法律第207号）第７条の規定により令和２（2020）年度クリーニング師試験を
次のとおり実施するので、クリーニング業法施行細則（昭和33年栃木県規則第78号）第４条の規定により公告
する。
　　令和２（2020）年８月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　試験の日時及び場所
⑴　試験日　令和２（2020）年11月15日（日）
⑵　試験開始時間　学科試験　午前10時（集合時間：午前９時30分）
　　　　　　　　　　実技試験　午後１時
⑶　試験会場　栃木県獣医師会館　宇都宮市昭和１丁目１番23号
※新型コロナウイルス感染症等の影響により試験日程等が変更又は中止となった場合は、栃木県公式ホーム
ページで周知予定。

２　試験科目
⑴　学科試験（60分）
ア　衛生法規に関する知識
イ　公衆衛生に関する知識
ウ　洗たく物の処理に関する知識
⑵　実地試験
ア　鑑定試験
薬品の鑑定（10分）
繊維の鑑定（５分）

イ　技能試験
アイロン仕上げの技能（８分）

３　出願期間
　令和２（2020）年10月１日（木）から同月５日（月）まで
　（郵送による場合は、令和２（2020）年10月５日（月）までの消印があるものに限り受け付ける。）
４　出願場所
⑴　県内（宇都宮市を除く。）居住者は、その住所地を管轄する健康福祉センター
⑵　宇都宮市内居住者は、宇都宮市保健所
⑶　県外居住者は、栃木県保健福祉部生活衛生課
５　受験資格
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⑴　学校教育法（昭和22年法律第26号）第57条（高等学校の入学資格）に規定する者
⑵　旧国民学校令（昭和16年勅令第148号）による国民学校の高等科を修了した者
⑶　旧中等学校令（昭和18年勅令第36号）による中等学校の２年の課程を終わった者
⑷　クリーニング業法施行規則の一部を改正する省令（昭和30年厚生省令第21号）附則第２項に規定する者
（⑴から⑶までに掲げる者と同等以上の学力があると認められる者）

６　提出書類
　受験を希望する者は、次の書類を提出すること。なお、受験願書及び受験票は、栃木県保健福祉部生活衛
生課又は最寄りの健康福祉センター若しくは宇都宮市保健所で配布するものを使用すること。
⑴　受験願書
⑵　履歴書
⑶　受験資格を証する書類（卒業証明書等）
　最終学歴の中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、短期大学、大学のいずれかの卒業証書の
写し若しくは卒業証明書又は中等教育学校の前期課程を修了したことを証する書類
ア　卒業証書の写しを提出する場合は、その原本も併せて持参すること。
イ　卒業証明書等の氏名が現在の氏名と異なっている場合は、戸籍謄（抄）本を提示すること。
⑷　受験票
⑸　写真（出願前６ヶ月以内に撮影した脱帽、上半身正面向き、縦６㎝横4.5㎝のものを受験票に貼り付け
ること。）
⑹　63円切手（郵送料として、受験票に貼り付けること。）
７　受験手数料
　7,000円を栃木県収入証紙により納付すること（受験願書に貼付し、消印をしないこと。）。
８　合格者の発表
⑴　令和２（2020）年12月10日（木）午前11時に県庁正面道路東側屋外掲示板、各健康福祉センター及び宇
都宮市保健所に合格者受験番号を掲示する。
⑵　栃木県公式ホームページに掲載する。
⑶　合格者には、栃木県保健福祉部生活衛生課から通知する。
⑷　合否について電話での問合わせには一切応じない。
９　その他
⑴　受験者本人は、令和２（2020）年12月10日（木）から１ヶ月間、科目別得点を栃木県保健福祉部生活衛
生課で口頭請求できる。この場合、本人であることを証明できる書類（受験票、身分証明書、運転免許証
等）を持参すること。
⑵　受験願書及び受験票は、栃木県保健福祉部生活衛生課又は最寄りの健康福祉センター若しくは宇都宮市
保健所で配付するものを使用すること。なお、郵送を希望する者は、返信用封筒（規格（長３）の封筒
に、宛先を明記の上、84円切手を貼る。）を同封の上、栃木県保健福祉部生活衛生課宛て請求すること。
⑶　試験当日は、筆記用具（鉛筆・消しゴム等）を持参すること。
※技能試験で使用するワイシャツは会場に準備するので、受験者による持参は不要。使用するワイシャツ
は、白無地、綿55％ポリエステル45％、長袖、シングルカフス、背中にタックが２本（サイドタックの
もの）。

⑷　身体に障害等があり、受験に際して特別な配慮を必要とする者は、出願前に、栃木県保健福祉部生活衛
生課へ連絡すること。
⑸　試験当日、会場へお越しの際は、各自体温を計測すること（発熱等の風邪症状が見られるとき、体調が
悪い場合は受験を控える）。
　なお、試験会場では、感染症予防の観点から、受付での手指の消毒を実施するとともに、マスクを必ず
着用すること。
⑹　その他、不明な点は次に問い合わせること。
〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
栃木県保健福祉部生活衛生課
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電話 028-623-3110
（生活衛生課）　

　───────────────────────────────────────────────
　　　○令和２（2020）年度毒物劇物取扱者試験の実施
　毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）第８条第１項第３号に規定する毒物劇物取扱者試験を次のと
おり実施するので、毒物及び劇物取締法施行規則（昭和26年厚生省令第４号）第８条の規定により公告する。
　　令和２（2020）年８月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　試験の種類
⑴　一般毒物劇物取扱者試験
⑵　農業用品目毒物劇物取扱者試験
⑶　特定品目毒物劇物取扱者試験
２　試験期日
　令和２（2020）年12月19日（土）　午前９時30分から午前11時30分まで
３　試験場所
　宇都宮大学峰キャンパス　宇都宮市峰町350
４　試験科目
　次の項目について筆記形式で行う。
⑴　毒物及び劇物に関する法規
⑵　基礎化学
⑶　毒物及び劇物の性質、識別及び貯蔵その他取扱方法（農業用品目毒物劇物取扱者試験にあっては毒物及
び劇物取締法施行規則別表第１に掲げる毒物及び劇物に係るものに限り、特定品目毒物劇物取扱者試験に
あっては同令別表第２に掲げる劇物に係るものに限る。）

５　提出書類
　受験を希望する者は、次の書類を６に記載する提出先へ提出すること。
⑴　毒物劇物取扱者試験受験願書　１部（所定用紙使用）
⑵　毒物劇物取扱者試験写真票　　１部（所定用紙使用）
⑶　毒物劇物取扱者試験受験票　　１部（所定用紙使用）
６　出願期限及び提出先
⑴　出願期限
　令和２（2020）年10月14日（水）から同月16日（金）までとする（郵送による場合は書留又は簡易書留
とし、同日までの消印のあるものに限り有効とする。）。
⑵　提出先
　持参による場合は、各健康福祉センター又は宇都宮市保健所に提出すること。
　郵送による場合は、栃木県保健福祉部薬務課に提出すること。

７　受験通知
　受験願書提出者には、受験番号を記載した受験票を送付する。
８　試験結果の発表
　令和３（2021）年１月29日（金）午前11時から２月12日（金）午後５時までの間、栃木県ホームページ並
びに栃木県庁屋外掲示場、各健康福祉センター及び宇都宮市保健所の掲示板に合格者の受験番号を掲示し、
合格者には、合格証書を郵送する。
　なお、電話による問合せには応じない。
９　試験結果の簡易開示
　受験者本人の筆記試験及び実地試験の得点については、合格発表の日から１か月間（土曜日、日曜日及び
祝日以外の日の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分までの間に限る。）、栃木県保健福
祉部薬務課において、口頭により開示の請求をすることができる。この場合において、開示の請求をする者
は、受験者本人であることを証明できる書類（受験票、運転免許証等の身分証明書）を持参の上、これを提
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示すること。
10　受験手数料

10,500円（栃木県収入証紙で納付すること。）
11　その他
⑴　問合せ先
栃木県保健福祉部薬務課　電話028-623-3119

⑵　受験対象者について
　本年度は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大防止のため、申し込み時点で県内に居住して
いる者を対象とする。
⑶　受験願書の配布について
　各健康福祉センター、宇都宮市保健所及び栃木県保健福祉部薬務課において令和２（2020）年９月16日
（水）から配布する。

（薬務課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、宇都宮市長から
公共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のと
おり公示する。
　　令和２（2020）年８月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（都市計画基本図更新）

２　作業地域
宇都宮市の一部

３　作業期間
令和２（2020）年７月21日から令和３（2021）年３月25日まで

　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、茂木町長から公
共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとお
り公示する。
　　令和２（2020）年８月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（都市計画基本図作成）

２　作業地域
茂木町の一部

３　作業期間
令和２（2020）年６月23日から令和３（2021）年３月10日まで

　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　令和２（2020）年５月７日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法
律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、野木町長から、その公共測量が終わっ
た旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとおり公示する。
　　令和２（2020）年８月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
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公共測量（空中写真撮影）
２　作業地域
野木町全域

３　作業期間
令和２（2020）年５月１日から令和２（2020）年７月31日まで

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○入札公告（特定調達公告）
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　令和２（2020）年８月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　購入物品等の件名及び数量　排水ポンプ車　１台
⑵　購入物品等の特質等　入札説明書による。
⑶　納入期限　令和３（2021）年３月31日（水）
⑷　納入場所　安足土木事務所　足利庁舎（栃木県足利市伊勢町４-19）
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、以下に掲げる入札参加資格を有する
ものと決定された者であること。
　大分類「機械器具、車両類」、小分類「車両」
⑶　令和２（2020）年10月15日（木）から同月16日（金）までの間において、栃木県競争入札参加資格者指
名停止等措置要領（平成22（2010）年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であ
ること。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所
〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
栃木県会計局会計管理課　物品調達室　電話 028-623-2091　FAX 028-623-2080

⑵　入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法
　令和２（2020）年８月21日（金）から同年10月１日（木）まで栃木県ホームページ上で公開する。
　なお、来庁による交付の場合は、同期間（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から正午まで
及び午後１時から午後４時まで、⑴の場所において交付する。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
ア　入札書の受領期限、提出場所及び提出方法
　令和２（2020）年10月15日（木）午後４時までに、⑴の場所に、郵送（書留郵便）により提出するこ
と。郵送が困難な場合は持参も可とする。
イ　開札の日時及び場所
　令和２（2020）年10月16日（金）午前10時
　栃木県会計局会計管理課入札室（栃木県庁東館３階・入札室１）
　当該入札に関係のない職員が立ち会った上で開札することとし、入札参加者の立会いは求めないもの
とする。なお、立会いを希望する場合は、開札日の前日までに⑴に連絡し、代理人が立ち会う場合は委
任状を持参することとする。

⑷　入札の方法
　１の⑴の件名で、総価で入札に付する。
⑸　入札書の記載方法等
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　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額
（当該金額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価
格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ
ず、契約を希望する見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

４　その他
⑴　契約の手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
⑶　入札参加希望者に要求される事項
ア　この入札の入札参加希望者は、入札参加申請書（様式第１号）及び会計管理課が交付する仕様書に基
づき作成した納入物品仕様書を、令和２（2020）年10月１日（木）午前11時までに３の⑴の場所に電子
メール等により提出し、審査を受けなければならない。
イ　提出書類の作成及び提出に係る費用は、入札参加希望者の負担とする。
　なお、提出された書類等については、返却しない。
⑷　審査
ア　技術審査　栃木県県土整備部河川課長が、入札者の作成した納入物品仕様書をイの技術審査基準によ
り審査し、採用し得ると判断した納入物品仕様書を提出した入札者の入札書のみを落札決定の対象とす
る。
イ　技術審査基準　入札者の作成した納入物品仕様書が、会計管理課が交付する仕様書に示す事項を満た
しており、使用目的等に適合すると認められるものであること。
ウ　審査結果は、電子メールにより、令和２（2020）年10月９日（金）までに入札参加希望者に伝えるも
のとする。

⑸　入札の無効
　入札書の受領期限までに指定された場所に到着しない場合、２の入札参加資格のない者の提出した入札
書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県
規則第12号）第156条第３号から第７号までに掲げる入札に係る入札書は無効とする。
⑹　落札者の決定方法　⑷の審査により落札決定の対象となった入札書を提出した入札者であって、栃木県
財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を
行った者を落札者とする。
⑺　契約書の作成の要否　要
⑻　その他　詳細は、入札説明書による。
５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be purchased:

1 Units of drainage pump car
⑵　Time and Date of bidding:

4:00 p.m., October 15, 2020
⑶　Information is available at:
Contract Administration and Procurement Office,
Management and Accounting Division,
Accounting Bureau,
Tochigi Prefecture
1-1-20 Hanawada,Utsunomiya,Tochigi 320-8501
TEL 028-623-2091
FAX 028-623-2080
E-mail kaikei-b@pref.tochigi.lg.jp

（会計局会計管理課）　
　───────────────────────────────────────────────


