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告 示
栃木県告示第550号
　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により、特定有害物質によって汚染されてお
り、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去等の措置を講ずることが必要な区域を
指定するので、同条第２項の規定により次のとおり公示する。
　　平成26年11月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　指定する区域
　　那須塩原市下中野字東原582番２、617番１、618番１、627番１、627番２、629番、632番、632番３、
632番５、656番、656番２、661番及び662番並びに沼野田和字川原641番１の各一部
２　土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類
　　ほう素及びその化合物
３　講ずべき汚染の除去等の措置
　　地下水の水質の測定
Ⅱ
１　指定する区域
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　　那須塩原市下中野字東原582番２並びに沼野田和字川原641番１、641番２、642番１及び645番２の各一
部
２　土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類
　　鉛及びその化合物
３　講ずべき汚染の除去等の措置
　　盛土
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第551号
　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質によって汚染されてお
り、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域を指定するので、同条第３項にお
いて準用する同法第６条第２項の規定により次のとおり公示する。
　　平成26年11月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　指定する区域
　　那須塩原市下中野字東原627番２及び沼野田和字川原642番１の各一部
２　土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類
　　鉛及びその化合物

（環境保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第552号
　次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定に
より告示する。
　　平成26年11月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　保安林予定森林の所在場所
　　鹿沼市板荷字小沢6002、6003-１、6004-１、6008、6010から6014まで、字弱地4497から4499まで、5971、
5975、5976、5978、5979、5982から5987まで、字倉見5980、5981、5989、5991から6001まで、字滝ノ沢5939-
２、5972、5973、5974-１
２　指定の目的
　　水源の涵

かん

養
３　指定施業要件
⑴　立木の伐採の方法
ア　次の森林については、主伐は、択伐による。
　　字小沢6004-１・6008（以上の２筆について次の図に示す部分に限る。）
イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で
定める標準伐期齢以上のものとする。
エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種
　　次のとおりとする。
（ ｢次の図｣ 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び鹿沼市役所に備え置いて
縦覧に供する。）

（森林整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第553号
　消防法（昭和23年法律第186号）第２条第９項に規定する救急隊により搬送される傷病者に関する医療を担
当する医療機関を次のとおり定めたので、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第２条第１項
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の規定により告示する。
　　平成26年11月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 有 効 期 限

医 療 法 人 元 気 会
鹿 沼 脳 神 経 外 科

鹿沼市茂呂2027 平成26年12月１日から
平成29年７月31日まで

（医療政策課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第554号
　予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条第１項又は第６条第１項若しくは第３項の規定による予防接種に
ついては、次の表に掲げる医師が同表に掲げる場所等で当該予防接種を行うので、予防接種法施行令（昭和23
年政令第197号）第４条第１項の規定により公告する。
　　平成26年11月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

医 師 名 予 防 接 種 を 行 う 主 た る 場 所

林　　　信　人 足利市本城１丁目1560 医療法人恵愛会　青木病院

小　平　真　幸 足利市五十部町284-１ 足利赤十字病院

元　田　博　之 足利市五十部町284-１ 足利赤十字病院

工　野　俊　樹 足利市五十部町284-１ 足利赤十字病院

高　田　武　人 足利市五十部町284-１ 足利赤十字病院

戸　矢　公比古 足利市五十部町284-１ 足利赤十字病院

沼　澤　洋　平 足利市五十部町284-１ 足利赤十字病院

船　山　道　隆 足利市五十部町284-１ 足利赤十字病院

内　村　善　一 足利市下渋垂町447 医療法人　足利中央病院

小　倉　隆　宏 足利市下渋垂町447 医療法人　足利中央病院

田　所　寿　剛 足利市下渋垂町447 医療法人　足利中央病院

伊　藤　　致　 足利市下渋垂町447 医療法人　足利中央病院

青　木　亮　二 足利市大沼田町615 あしかがの森足利病院

高　野　智　圭 足利市大沼田町615 あしかがの森足利病院

定　　　　翼　 足利市大沼田町615 あしかがの森足利病院

星　山　栄　成 足利市大沼田町615 あしかがの森足利病院

山　田　隆太郎 足利市大沼田町615 あしかがの森足利病院

与　田　　緑　 足利市大沼田町615 あしかがの森足利病院

安　宅　勇　人 足利市大前町1272 医療法人根岸会　足利富士見台病院

天　本　高　寛 足利市大前町1272 医療法人根岸会　足利富士見台病院

太　田　共　夫 足利市大前町1272 医療法人根岸会　足利富士見台病院

黒　川　　良　 足利市大前町1272 医療法人根岸会　足利富士見台病院

勝　田　成　昌 足利市大前町1272 医療法人根岸会　足利富士見台病院



（966） 栃 木 県 公 報 第2635号平成26年11月28日　金曜日

鈴　木　武　士 足利市大前町1272 医療法人根岸会　足利富士見台病院

武　田　真　侑 足利市大前町1272 医療法人根岸会　足利富士見台病院

東　山　涼　子 足利市大前町1272 医療法人根岸会　足利富士見台病院

三　戸　高　大 足利市大前町1272 医療法人根岸会　足利富士見台病院

三　宅　誕　実 足利市大前町1272 医療法人根岸会　足利富士見台病院

大　谷　行　子 足利市田中町100 医療法人杏林会　今井病院

岡　部　敏　夫 足利市田中町100 医療法人杏林会　今井病院

川　田　泰　司 足利市田中町100 医療法人杏林会　今井病院

竹　村　喜　弘 足利市田中町100 医療法人杏林会　今井病院

須　永　尚　子 足利市八椚町494-１ 医療法人日和会　すながクリニック

喜　島　一　博 足利市伊勢町１丁目４-７ 医療法人　長﨑病院

星　野　真希夫 足利市伊勢町１丁目４-７ 医療法人　長﨑病院

井　上　正　純 足利市多田木町1168-１ 医療法人社団隆成会　皆川病院

大　野　早　苗 足利市多田木町1168-１ 医療法人社団隆成会　皆川病院

片　桐　美　香 足利市多田木町1168-１ 医療法人社団隆成会　皆川病院

北　島　美　信 足利市多田木町1168-１ 医療法人社団隆成会　皆川病院

佐　藤　　清　 足利市多田木町1168-１ 医療法人社団隆成会　皆川病院

島　田　理　子 足利市多田木町1168-１ 医療法人社団隆成会　皆川病院

橋　本　裕　輔 足利市多田木町1168-１ 医療法人社団隆成会　皆川病院

牧　野　駿　一 佐野市田沼町1832番地１ 佐野市民病院

二　宮　理　貴 佐野市田沼町1832番地１ 佐野市民病院

林　　　隆司郎 佐野市田沼町1832番地１ 佐野市民病院

前　田　節　夫 佐野市田沼町1832番地１ 佐野市民病院

新　井　聡　子 佐野市田沼町1832番地１ 佐野市民病院

新　井　　良　 佐野市田沼町1832番地１ 佐野市民病院

塩　原　太　一 佐野市田沼町1832番地１ 佐野市民病院

野　村　由　至 佐野市田沼町1832番地１ 佐野市民病院

秋　山　恵　一 佐野市堀米町1648番地 両毛病院

中　村　晃　士 佐野市堀米町1648番地 両毛病院

大　越　麻　加 佐野市堀米町1648番地 両毛病院

田　邊　恒　成 佐野市金屋仲町2420番地 くすのき整形外科

渡　邉　真紀子 佐野市閑馬町668番地 新合診療所

新　井　文　博 佐野市堀米町1728番地 佐野厚生総合病院

伊　倉　顕　彦 佐野市堀米町1728番地 佐野厚生総合病院

石　濱　寛　子 佐野市堀米町1728番地 佐野厚生総合病院

猪　股　研　太 佐野市堀米町1728番地 佐野厚生総合病院
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内　田　　寛　 佐野市堀米町1728番地 佐野厚生総合病院

大　濵　　玄　 佐野市堀米町1728番地 佐野厚生総合病院

金　沢　優　美 佐野市堀米町1728番地 佐野厚生総合病院

川　崎　泰　史 佐野市堀米町1728番地 佐野厚生総合病院

國　友　隆　二 佐野市堀米町1728番地 佐野厚生総合病院

桑　田　知　之 佐野市堀米町1728番地 佐野厚生総合病院

小　林　慎一郎 佐野市堀米町1728番地 佐野厚生総合病院

小　林　高　久 佐野市堀米町1728番地 佐野厚生総合病院

齋　藤　陽　道 佐野市堀米町1728番地 佐野厚生総合病院

五月女　俊　也 佐野市堀米町1728番地 佐野厚生総合病院

坂　本　有　希 佐野市堀米町1728番地 佐野厚生総合病院

佐　藤　　崇　 佐野市堀米町1728番地 佐野厚生総合病院

長　原　　望　 佐野市堀米町1728番地 佐野厚生総合病院

長　山　美貴恵 佐野市堀米町1728番地 佐野厚生総合病院

難　波　克　成 佐野市堀米町1728番地 佐野厚生総合病院

野　田　祐　子 佐野市堀米町1728番地 佐野厚生総合病院

福　原　誠一郎 佐野市堀米町1728番地 佐野厚生総合病院

水　野　達　人 佐野市堀米町1728番地 佐野厚生総合病院

森　川　　愛　 佐野市堀米町1728番地 佐野厚生総合病院

山　本　悠　太 佐野市堀米町1728番地 佐野厚生総合病院

吉　田　康　祐 佐野市堀米町1728番地 佐野厚生総合病院

渡　辺　正　嗣 佐野市堀米町1728番地 佐野厚生総合病院

河　野　　健　 鹿沼市下田町１-1033 上都賀総合病院

新　井　聡　子 鹿沼市下田町１-1033 上都賀総合病院

滝　　　瑞　里 鹿沼市久保町1618 宇賀神内科外科

村　橋　　賢　 鹿沼市久保町1618 宇賀神内科外科

長　岡　優　多 鹿沼市府所町119-１ 宮司外科胃腸科

伊　東　岳　峰 小山市若木町１丁目１番５号 新小山市民病院

川　原　勇　太 小山市若木町１丁目１番５号 新小山市民病院

早　瀬　朋　美 小山市若木町１丁目１番５号 新小山市民病院

熊　谷　秀　規 小山市若木町１丁目１番５号 新小山市民病院

宮　内　彰　彦 小山市若木町１丁目１番５号 新小山市民病院

齊　藤　　洋　 小山市若木町１丁目１番５号 新小山市民病院

小　川　雅　利 小山市若木町１丁目１番５号 新小山市民病院

今　井　利　美 小山市若木町１丁目１番５号 新小山市民病院

今　髙　麻里子 真岡市高勢町三丁目205番地１ 西真岡こどもクリニック
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岡　塚　貴世志 真岡市台町2461番地 芳賀赤十字病院

谷　口　理　丈 真岡市台町2461番地 芳賀赤十字病院

木　村　歩　未 真岡市台町2461番地 芳賀赤十字病院

斉　藤　春　菜 真岡市台町2461番地 芳賀赤十字病院

齋　藤　貴　志 真岡市台町2461番地 芳賀赤十字病院

井　上　健一郎 大田原市北金丸2600番地６ 国際医療福祉大学クリニック

田　村　元　子 大田原市中田原1081番地４ 那須赤十字病院

田　村　元　彦 大田原市中田原1081番地４ 那須赤十字病院

金　谷　裕　司 大田原市下石上1453番地 那須中央病院

滝　澤　秀　典 大田原市下石上1453番地 那須中央病院

三　木　　厚　 大田原市下石上1453番地 那須中央病院

村　上　明　子 大田原市下石上1453番地 那須中央病院

加　藤　正　也 大田原市中田原1081番地４ 那須赤十字病院

清　水　昌　紀 大田原市中田原1081番地４ 那須赤十字病院

海老原　　健　 大田原市下石上1453番地 那須中央病院

竹　内　一　央 矢板市富田77番地 国際医療福祉大学塩谷病院

大　槻　知　広 矢板市富田77番地 国際医療福祉大学塩谷病院

谷　口　浩　久 矢板市富田77番地 国際医療福祉大学塩谷病院

尾　形　直三郎 矢板市末広町45-３ 医療法人社団為王会　尾形クリニック

尾　形　享　一 矢板市末広町45-３ 医療法人社団為王会　尾形クリニック

尾　形　英　生 矢板市末広町45-３ 医療法人社団為王会　尾形クリニック

米　田　尚　弘 矢板市末広町45-３ 医療法人社団為王会　尾形クリニック

佐久間　泰　弘 矢板市末広町45-３ 医療法人社団為王会　尾形クリニック

大　谷　尚　子 矢板市末広町45-３ 医療法人社団為王会　尾形クリニック

吉　田　　昌　 矢板市土屋18番地 医療法人緑会　佐藤病院

田　沼　　文　 那須塩原市沓掛１-11-５ ふみの耳鼻咽喉科クリニック

木　村　廣　光 那須塩原市方京二丁目２番地１KPECビル２Ｆ　かつらクリニック

下　村　健　寿 那須塩原市大黒町２番５号 菅間記念病院

大　江　真　人 那須塩原市大黒町２番５号 菅間記念病院

柳　　　舜　仁 那須塩原市大黒町２番５号 菅間記念病院

中　井　生　男 那須塩原市大黒町２番５号 菅間記念病院

熊　谷　祐　子 那須塩原市大黒町２番５号 菅間記念病院

金　藤　博　行 那須塩原市大黒町２番５号 菅間記念病院

小　暮　高　之 那須塩原市大黒町２番５号 菅間記念病院

三　浦　　晋　 那須塩原市大黒町２番５号 菅間記念病院

濱　田　　晋　 那須塩原市大黒町２番５号 菅間記念病院
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大　木　　聡　 那須塩原市大黒町２番５号 菅間記念病院

大　槻　知　広 那須塩原市大黒町２番５号 菅間記念病院

武　田　守　彦 那須塩原市大黒町２番５号 菅間記念病院

鈴　木　國　弘 那須塩原市野間字神沼453-14 那須脳神経外科病院

埴　原　光　人 那須塩原市野間字神沼453-14 那須脳神経外科病院

阿久津　幸　司 那須烏山市金井２-１-６ 阿久津クリニック

平　石　秀　幸 那須烏山市金井２-17-10 滝童内医院

青　木　浩　義 那須烏山市鴻野山212-２ 南那須青木医院

杉　浦　啓　太 那須烏山市滝田1868-18 烏山台病院

杉　田　和　彦 那須烏山市滝田1868-18 烏山台病院

石　濱　洋　美 那須烏山市滝田1868-18 烏山台病院

梅　津　英　央 那須烏山市滝田1868-18 烏山台病院

松　崎　圭　一 那須烏山市滝田1868-18 烏山台病院

梶　田　俊　行 那須烏山市上境240 那須烏山市国民健康保険境診療所

黒　崎　仁　寛 那須烏山市中央３-２-13 那須南病院

森　成　正　人 那須烏山市中央３-２-13 那須南病院

古　川　祥太郎 那須烏山市中央３-２-13 那須南病院

北　村　昌　史 那須烏山市中央３-２-13 那須南病院

林　田　康　明 那須烏山市大金212-４ 林田医院

井　上　　真　 下野市祇園二丁目３番地２ グリーンタウンクリニック

田　中　康　文 下野市文教１-２-28 ふれあい漢方内科

芝　　　聡　美 下野市小金井２-４-３ 小金井中央病院

山　﨑　諒　子 下野市小金井２-４-３ 小金井中央病院

藤　田　昌　紀 下野市大光寺１-11-10 ふじたクリニック

山　口　圭　一 下野市石橋628 石橋総合病院

尾　上　彰　則 下野市石橋628 石橋総合病院

佐々木　將　人 下野市石橋628 石橋総合病院

上　野　尚　之 下野市石橋628 石橋総合病院

長　町　将　雄 下野市石橋628 石橋総合病院

星　野　孝　文 下野市石橋628 石橋総合病院

瀬　原　吉　英 下野市石橋628 石橋総合病院

林　　　夢　夏 下野市石橋628 石橋総合病院

星　野　美　奈 下野市石橋628 石橋総合病院

渡　辺　菜穂美 下野市石橋628 石橋総合病院

岩　崎　茉　莉 下野市石橋628 石橋総合病院

小　飼　貴　彦 下野市石橋628 石橋総合病院
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渡　部　智　紀 下野市石橋628 石橋総合病院

宮　下　　洋　 下野市石橋628 石橋総合病院

去　川　睦　子 下野市石橋628 石橋総合病院

光　田　清　佳 下野市石橋628 石橋総合病院

永　澤　潤　哉 下野市石橋628 石橋総合病院

大　内　　聡　 下野市石橋628 石橋総合病院

橋　本　　実　 下野市石橋628 石橋総合病院

笠　井　貴久男 下野市石橋628 石橋総合病院

三　室　　淳　 下野市石橋628 石橋総合病院

鹿　野　耕　太 野木町大字丸林421番地９ 鹿野クリニック

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第555号
　予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条第１項又は第６条第１項若しくは第３項の規定による予防接種を
行う次の医師について、その氏名又は予防接種を行う主たる場所に変更があったので、予防接種法施行令（昭
和23年政令第197号）第４条第２項の規定により公告する。
　　平成26年11月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

医 師 名 予 防 接 種 を 行 う 主 た る 場 所

小　林　敏　博 　佐野市多田町566
（佐野市葛生東１-10-27）

　こばやしファミリークリニック
（長島医院）

稲　葉　陽　子 　佐野市田沼町1832番地１
（佐野市堀米町1348番地５）

　佐野市民病院
（緑の屋根診療所）

礒　　　利　次 　大田原市浅香３丁目3711-27 　あさかクリニック
（礒外科小児科医院）

若　江　恵理子 　大田原市浅香３丁目3711-27 　あさかクリニック
（礒外科小児科医院）

佐間田　一　則 　下野市小金井４-１-１
（下野市薬師寺3311-１）

　にじいろこども診療所
（自治医科大学附属病院）

池　口　邦　彦 　下野市医大前３-２-２　３階
（下野市薬師寺3311-１）

　自治医大ステーション・ブレインクリニック
（自治医科大学附属病院）

藤　本　健　一 　下野市医大前３-２-２　３階
（下野市薬師寺3311-１）

　自治医大ステーション・ブレインクリニック
（自治医科大学附属病院）

（注）表中の（　）内は変更前のもの
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第556号
　次の医師は、予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条第１項又は第６条第１項若しくは第３項の規定によ
る予防接種を行う医師ではなくなったので、予防接種法施行令（昭和23年政令第197号）第４条第２項の規定
により公告する。
　　平成26年11月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

医 師 名 予 防 接 種 を 行 う 主 た る 場 所
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髙　橋　暁　行 足利市五十部町284-１ 足利赤十字病院

大　内　慶　太 足利市五十部町284-１ 足利赤十字病院

二　宮　委　美 足利市五十部町284-１ 足利赤十字病院

井　口　智　洋 足利市五十部町284-１ 足利赤十字病院

原　田　芳　邦 足利市伊勢町１丁目４-７ 医療法人　長﨑病院

山　田　一　郎 佐野市赤見町1146 山田医院

宮　田　智　恵 佐野市田沼町1832番地１ 佐野市民病院

黒　澤　太　平 佐野市田沼町1832番地１ 佐野市民病院

安　藤　武　士 佐野市田沼町1832番地１ 佐野市民病院

奥　野　史　大 佐野市田沼町1832番地１ 佐野市民病院

酒　井　理　恵 佐野市田沼町1832番地１ 佐野市民病院

三　川　武　彦 佐野市田沼町1832番地１ 佐野市民病院

稲　毛　　聡　 佐野市石塚町893番地１ 稲毛クリニック

井　上　栄　吉 佐野市堀米町1648番地 両毛病院

齋　藤　有　樹 佐野市高萩町1332番地３ 上石クリニック

仁　平　芳　人 佐野市葛生東１-10-27 長島医院

益　田　俊　英 佐野市君田町35番地 馬場医院

轟　　　正　勝 佐野市君田町35番地 馬場医院

岡　本　　裕　 佐野市君田町35番地 馬場医院

本　多　勇　晴 佐野市君田町35番地 馬場医院

石　川　まゆ子 佐野市君田町35番地 馬場医院

後　藤　依　里 佐野市君田町35番地 馬場医院

長　澤　正　彦 佐野市堀米町1348番地５ 緑の屋根診療所

田　原　純　穂 佐野市堀米町1348番地５ 緑の屋根診療所

岡　塚　貴世志 佐野市堀米町1728番地 佐野厚生総合病院

伏間江　真由美 佐野市堀米町1728番地 佐野厚生総合病院

吉　田　憲　司 鹿沼市府所町119-１ 宮司外科胃腸科

宮　司　正　道 鹿沼市府所町119-１ 宮司外科胃腸科

中　元　明　裕 鹿沼市府所町119-１ 宮司外科胃腸科

中　野　正　和 鹿沼市府所町119-１ 宮司外科胃腸科

上小牧　憲　寛 矢板市富田77番地 国際医療福祉大学塩谷病院

横　田　彩　子 矢板市富田77番地 国際医療福祉大学塩谷病院

尾　崎　勝　俊 矢板市富田77番地 国際医療福祉大学塩谷病院

上　田　竜　大 矢板市富田77番地 国際医療福祉大学塩谷病院

宮　腰　大　輔 矢板市富田77番地 国際医療福祉大学塩谷病院

佐　藤　敦　久 矢板市富田77番地 国際医療福祉大学塩谷病院
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井　上　健一郎 矢板市富田77番地 国際医療福祉大学塩谷病院

田　中　　聡　 矢板市富田77番地 国際医療福祉大学塩谷病院

鈴　木　圭　輔 矢板市富田77番地 国際医療福祉大学塩谷病院

加　藤　　徹　 矢板市富田77番地 国際医療福祉大学塩谷病院

井　澤　直　哉 矢板市富田77番地 国際医療福祉大学塩谷病院

中　澤　友　昭 矢板市土屋18番地 医療法人緑会　佐藤病院

門　倉　久実子 矢板市土屋18番地 医療法人緑会　佐藤病院

西　川　侃　介 矢板市土屋18番地 医療法人緑会　佐藤病院

西　依　　康　 矢板市土屋18番地 医療法人緑会　佐藤病院

中　野　隆　史 矢板市土屋18番地 医療法人緑会　佐藤病院

新　井　幸　宏 矢板市土屋18番地 医療法人緑会　佐藤病院

鈴　木　　裕　 矢板市土屋18番地 医療法人緑会　佐藤病院

中瀬古　裕　一 矢板市土屋18番地 医療法人緑会　佐藤病院

小　林　亮　子 矢板市土屋18番地 医療法人緑会　佐藤病院

島　田　光　重 那須烏山市熊田695 南那須町熊田診療所

林　田　照　明 那須烏山市大金190-５ 林田医院

金　井　久　尚 那須烏山市南２-９-16 金井医院

星　　　　啓　 那須烏山市中央２-14-３ 星医院

高　野　英　夫 那須烏山市南２-２-15 高野医院

阿久津　　正　 那須烏山市金井２-１-６ 阿久津外科医院

阿久津　和　夫 那須烏山市金井２-13-25 阿久津医院

北　沢　吉　夫 那須烏山市金井１-６-13 北沢産婦人科医院

米　山　正　人 那須烏山市中山137-１ 烏山町国民健康保険七合診療所

滝　田　一　郎 那須烏山市金井１-13-５ 滝田内科医院

滝童内　ゆ　り 那須烏山市金井２-17-10 滝童内医院

石　川　高　志 那須烏山市中央３-２-13 那須南病院

高　野　真　澄 那須烏山市南２-２-15 高野医院

関　口　　宏　 那須烏山市滝田1868-18 烏山台病院

関　根　　豊　 那須烏山市中央３-２-13 那須南病院

小　林　敏　博 那須烏山市中央３-２-13 那須南病院

奥　田　康　輔 那須烏山市中央３-２-13 那須南病院

高　桑　　眞　 那須烏山市滝田1868-18 烏山台病院

大　島　久　智 那須烏山市滝田1868-18 烏山台病院

廣　瀬　雅　裕 那須烏山市中央３-２-13 那須南病院

松　倉　由　季 那須烏山市中央３-２-13 那須南病院

渡　辺　真紀子 那須烏山市中央３-２-13 那須南病院
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伏　見　素　行 那須烏山市滝田1868-18 烏山台病院

荒　井　圭　介 那須烏山市滝田1868-18 烏山台病院

大　野　篤　志 那須烏山市滝田1868-18 烏山台病院

黒　川　達　也 那須烏山市滝田1868-18 烏山台病院

増　谷　　衛　 那須烏山市滝田1868-28 医療法人薫会介護老人保健施設

江　原　浩　司 那須烏山市中央３-２-13 那須南病院

井　上　　真　 那須烏山市中央３-２-13 那須南病院

柿　島　章　宏 那須烏山市滝田1868-18 烏山台病院

日　髙　輝　夫 下野市祇園二丁目３番地２ グリーンタウンクリニック

宮　﨑　千絵子 下野市小金井２-４-３ 小金井中央病院

岡　塚　喜世志 下野市小金井２-４-３ 小金井中央病院

大　原　　務　 下野市小金井２-４-３ 小金井中央病院

金　沢　正一郎 下野市石橋628番地 石橋総合病院

藤　田　滋　子 下野市石橋628番地 石橋総合病院

塩　島　　健　 下野市石橋628番地 石橋総合病院

青　木　　洋　 茂木町大字茂木1721 青木医院

（健康増進課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第557号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成26年11月28日から平成27年１月５日まで一般
の縦覧に供する。
　　平成26年11月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　結城石橋線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

42

前

河内郡上三川町大字多功字前畑1507-
１から
河内郡上三川町大字多功字前畑1896-
１まで

18.0 95.3

後

河内郡上三川町大字多功字前畑1507-
１から
河内郡上三川町大字多功字前畑1896-
１まで

18.0 ～ 90.3 95.3

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　常陸太田那須烏山線
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道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

239

前
那須烏山市大沢字奈良原向53-１から
那須烏山市大沢字奈良原向52-１まで

9.9 ～ 15.0 100.0

後Ａ
那須烏山市大沢字奈良原向53-１から
那須烏山市大沢字奈良原向52-１まで

9.9 ～ 22.4 100.0 Ａ及びＢは、
関係図面で表
示する敷地の
区分をいう。後Ｂ

那須烏山市大沢字奈良原向53-１から
那須烏山市大沢字奈良原向52-１まで

8.0 ～ 22.4 122.1

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第558号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成26年11月28日から平成27年１月５日まで一般
の縦覧に供する。
　　平成26年11月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

239 主 要 地 方 道
常陸太田那須烏山線

那須烏山市大沢字奈良原向53-１から
那須烏山市大沢字奈良原向52-１まで 平成26年11月28日

298 一 般 県 道
小 口 黒 羽 線

那須郡那珂川町小砂字広瀬3036から
那須郡那珂川町小砂字広瀬3037まで 平成26年11月28日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○県政功労者の表彰
　平成26年11月27日県政功労者として次の者を表彰したので、栃木県政功労者表彰規程（昭和14年栃木県告示
第22号）第２条の規定により公表する。
　　平成26年11月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

被 表 彰 者 氏 名 居 住 市 町 村 被 表 彰 者 氏 名 居 住 市 町 村

石 坂 真 一
神 谷 幸 伸
岩 崎 　 信

真 岡 市
鹿 沼 市
益 子 町

佐 藤 　 栄
増 　 渕 　 三 津 男

宇 都 宮 市
那 須 町

（人事課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○栃木県労働委員会委員候補者の推薦
　栃木県労働委員会委員の一部に、死亡による欠員を生じたので、労働組合法施行令（昭和24年政令第231
号）第21条第１項の規定に基づき、次のとおり使用者委員候補者の推薦を求める。
　　平成26年11月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　推薦資格を有する者
　　使用者委員候補者を推薦することができる者は、栃木県内にのみ組織を有する使用者団体で、労働問題に
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関する事務をその業務の主要な部分とするものとする。
２　推薦される者の資格
　　使用者委員候補者に推薦された者が次に掲げる者であるときは、栃木県労働委員会の委員になることがで
きず、又は制限される。
⑴　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者
⑵　国会法（昭和22年法律第79号）、国家公務員法（昭和22年法律第120号）、地方公務員法（昭和25年法律
第261号）等の規定によって兼職禁止の制限を受ける者

３　推薦期間
　　平成26年12月５日（金）から同月18日（木）まで
４　推薦方法
　　使用者委員候補者を推薦しようとする使用者団体は、所定様式の推薦書に所要事項を記載し、推薦期間内
に労働政策課又は所轄労政事務所へ提出すること。
５　その他
⑴　推薦する使用者委員候補者の数に制限はありません。
⑵　使用者委員候補者の推薦書の用紙は、労働政策課又は各労政事務所に準備してあります。
⑶　推薦手続に関し不明な点については、労働政策課又は各労政事務所に問い合わせてください。
　（問合せ先）

労働政策課 電話028-623-3218 宇都宮労政事務所 電話028-626-3053

小山労政事務所 電話0285-22-4032 大田原労政事務所 電話0287-22-4158

足利労政事務所 電話0284-41-1241

（労働政策課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○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、塩谷町長から公
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。
　　平成26年11月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（デジタル撮影）
２　作業地域
　　塩谷町
３　作業期間
　　平成26年11月５日から平成27年３月20日まで

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

選挙管理委員会
栃木県選挙管理委員会告示第55号
　公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第55条第２項及び第４項第２号の規定による不在者投票を行うこ
とができる施設として次のとおり指定したので告示する。
　　平成26年11月28日

栃木県選挙管理委員会委員長　　小　　林　　恒　　夫　　

施 設 の 名 称 所 在 地
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社会福祉法人　正州会
特別養護老人ホーム　愛和苑（ユニット型）

那須烏山市三箇183-１

　───────────────────────────────────────────────

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。
　　平成26年11月28日

栃木県立がんセンター所長　　清　　水　　秀　　昭　　
Ⅰ
１　入札に付する事項
⑴　購入等件名及び数量　栃木県立がんセンターで使用する電力
　　　　　　　　　　　　予定使用電力量　6,640,000キロワット時
⑵　購入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　納入期間　平成27年４月１日から平成28年３月31日まで
⑷　納入場所　栃木県立がんセンター
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、大分類「Ｐその他のサービス」、小
分類「６その他」の入札参加資格を有するものと決定された者であること。
⑶　平成27年１月９日において、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。
⑷　電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者として許可を得て
いる者又は同法第16条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業を営むことについて届出をした者で
あること。
⑸　特定規模電気事業者においては、１の⑴の入札において落札決定後、供給期間の始期までに関東管内
の一般電気事業者が定める接続供給約款に基づき、接続供給契約を締結する者であること。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する公所等の名称等及び契約内容の縦覧場所
　　〒320-0834　栃木県宇都宮市陽南４-９-13　栃木県立がんセンター財務課　電話028-658-5894
⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所　平成26年11月28日から平成27年１月６日までの日（土曜日､ 日
曜日、祝日、平成26年12月29日から同月31日までの日及び平成27年１月２日を除く。）の午前８時30分
から午後５時まで（ただし、午後０時から午後１時までを除く。）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　入札書の受領期限及び提出場所　平成27年１月９日午前10時　⑴の場所に持参すること。
　　ただし、郵送による入札書の受領期限及び提出場所は、同月８日午後５時とし、書留郵便で⑴の場
所へ郵送すること。
イ　開札の日時及び場所　平成27年１月９日午前10時　栃木県立がんセンター管理棟１階事務局打合室
１

⑷　入札方法　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　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の８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108分の100に相当する金額を入札書に記載す
ること。
⑹　その他
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　　入札に参加しようとする者は、次のとおりこの入札に参加する者に必要な資格の確認を受けること。
ア　入札参加申請書類の提出期間、提出場所及び提出方法　平成26年11月28日から平成27年１月６日ま
での日（土曜日、日曜日、祝日、平成26年12月29日から同月31日までの日及び平成27年１月２日を除
く。）の午前８時30分から午後５時まで（ただし、午後０時から午後１時までを除く。）に⑴の場所に
持参又は郵送すること。（ただし、郵送の場合は、書留郵便で⑴の場所へ郵送すること。）
イ　確認結果の通知　平成27年１月８日までに通知する。

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　入札の無効　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。
⑷　落札者の決定方法　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。
⑸　契約書の作成の要否　要
⑹　その他
ア　平成27年度栃木県一般会計予算及び平成27年度栃木県病院事業会計予算が原案どおり成立しなかっ
た場合には、この入札の変更等を行うことがある。
イ　詳細は、入札説明書による。

５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be purchased:
　　Electric power for the Tochigi Cancer Center
　　Estimated amount of electric power to be used 6,640,000kWh
⑵　Time and Date of Bidding:
　　10:00 a.m., January 9, 2015
⑶　Information is available at:
　　Financial Affairs Division
　　Tochigi Prefectural Cancer Center
　　4-9-13 Yonan, Utsunomiya, Tochigi 320-0834 Japan
　　TEL 028-658-5894

Ⅱ
１　入札に付する事項
⑴　購入等件名及び数量　医療情報システム運用機器一式
⑵　購入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　納入期限　平成27年３月20日
⑷　納入場所　栃木県宇都宮市陽南４丁目９番13号　栃木県立がんセンター
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、オフィスオートメーション機器の
入札参加資格を有するものと決定された者であること。
⑶　平成27年１月13日から同月15日までの間において、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。
⑷　日本アイ・ビー・エム社製電子カルテシステム（ＣＩＳ）のマスタ端末構築設定作業について、直近
１年以内に300床以上の病院で複数件数、携わった経験を有すること。
⑸　購入物品に係る迅速なアフターサービス及びメンテナンスを行う体制が整備されている者であるこ
と。

３　入札の手続等
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⑴　契約に関する事務を担当する公所等の名称等及び契約内容の縦覧場所
　　〒320-0834　栃木県宇都宮市陽南４丁目９番13号
　　栃木県立がんセンター財務課　電話028-658-5894
⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所　平成26年11月28日から平成27年１月７日までの日（土曜日、日
曜日、祝日、平成26年12月29日から同月31日までの日及び平成27年１月２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　入札書の受領期限及び提出場所　平成27年１月13日午後３時　⑴の場所に持参又は郵送すること。
（ただし、郵送の場合は、書留郵便で⑴の場所へ郵送すること。）
イ　開札の日時及び場所　平成27年１月15日午前10時　栃木県立がんセンター管理棟１階事務局打合室
１

⑷　入札方法　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　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８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108分の100に相当する金額を入札書に記載す
ること。
⑹　その他　
　　入札に参加しようとする者は、次のとおりこの入札に参加する者に必要な資格の確認を受けること。
ア　入札参加申請書類の提出期間、提出場所及び提出方法　平成26年11月28日から平成27年１月８日ま
での日（土曜日、日曜日、祝日、平成26年12月29日から同月31日までの日及び平成27年１月２日を除
く。）の午前９時から午後４時までに⑴の場所に持参又は郵送すること。（ただし、郵送の場合は、書
留郵便で⑴の場所へ郵送すること。）
イ　確認結果の通知　平成27年１月９日までに通知する。

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　入札者に要求される事項　この入札に参加を希望する者は、封印した入札書に栃木県立がんセンター
で交付する仕様書に基づき作成した提案書を添付して、入札書の受領期限までに提出しなければならな
い。
⑷　審査
ア　技術審査　栃木県立がんセンター所長が、入札者の作成した提案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提案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　提案書が栃木県立がんセンターで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。

⑸　入札の無効　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:
　　Computer systems for hospital information system used at the Tochigi Cancer Center 1 set
⑵　Date of Bidding:
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　　3 p.m., 13 January, 2015
⑶　Information is available at:
　　Financial Affairs Division,
　　Tochigi Prefectural Cancer Center
　　4-9-13 Yonan, Utsunomiya, Tochigi 320-0834 Japan
　　TEL 028-658-5894

（医療政策課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○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。
　　平成26年11月28日

とちぎリハビリテーションセンター所長　　星　　野　　雄　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　購入等件名及び数量　とちぎ健康の森で使用する電力
　　　　　　　　　　　　予定使用電力量　5,410,000kWh
⑵　購入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　納入期間　平成27年４月１日から平成28年３月31日まで
⑷　納入場所　栃木県宇都宮市駒生町3337-１　とちぎ健康の森
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、大分類「Ｐその他のサービス」、小分
類「６その他」の入札参加資格を有するものと決定された者であること。
⑶　平成27年１月16日において、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。
⑷　電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者として許可を得てい
る者又は同法第16条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業を営むことについて届出をした者である
こと。
⑸　特定規模電気事業者においては、１の⑴の入札において落札決定後、供給期間の始期までに関東管内の
一般電気事業者が定める接続供給約款に基づき、接続供給契約を締結する者であること。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する公所等の名称等及び契約内容の縦覧場所
　　〒320-8503　栃木県宇都宮市駒生町3337-１　とちぎリハビリテーションセンター　管理部総務企画課
　　電話　028-623-6101
⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所　
　　平成26年11月29日から平成27年１月８日までの日（土曜日、日曜日、祝日、平成26年12月29日から同月
31日までの日及び平成27年１月２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　入札書の受領期限及び提出場所
　　平成27年１月16日午前10時　とちぎリハビリテーションセンター３階大会議室
　　ただし、郵送による入札書の受領期限及び提出場所は、同月15日午後５時とし、書留郵便で⑴の場所
へ郵送すること。
イ　開札の日時及び場所　平成27年１月16日午前10時　とちぎリハビリテーションセンター３階大会議室
⑷　入札方法　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　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８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
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業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑹　その他
　　入札に参加しようとする者は、次のとおりこの入札に参加する者に必要な資格の確認を受けること。
ア　入札参加申請書類の提出期間、提出場所及び提出方法　平成26年11月29日から平成27年１月８日まで
の日（土曜日、日曜日、祝日、平成26年12月29日から同月31日までの日及び平成27年１月２日を除く。）
の午前９時から午後４時までに⑴の場所に持参又は郵送すること。（ただし、郵送の場合は、書留郵便
で⑴の場所へ郵送すること。）
イ　確認結果の通知　平成27年１月15日までに通知する。

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　入札の無効　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。
⑷　落札者の決定方法　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。
⑸　手続における交渉の有無　無
⑹　契約書の作成の要否　要
⑺　その他
ア　平成27年度栃木県一般会計予算及び平成27年度栃木県病院事業会計予算が原案どおり成立しなかった
場合には、この入札の変更等を行うことがある。
イ　詳細は、入札説明書による。

５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be purchased:
　　Electric power for the Tochigi Health Forest（Tochigi Kenko no Mori）
　　Estimated amount of electric power to be used 5,410,000kWh
⑵　Time and Date of Bidding:
　　10:00 a.m., January 16, 2015
⑶　Information is available at:
　　General Planning Division,
　　Department of Management,
　　Tochigi Rehabilitation Center 
　　3337-1 Komanyu-machi, Utsunomiya, Tochigi 320-8503
　　TEL. 028-623-6101

（障害福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　平成26年11月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

１　①栃木県総合庶務事務システム改修等業務　一式　②栃木県経営管理部職員総務課　栃木県宇都宮市塙田
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月2,980円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

１-１-20　③購入等　④なし　⑤なし　⑥なし　⑦一般競争入札　⑧平成26年８月22日　⑪最低価格
２　①栃木県総合庶務事務システム改修等業務　一式　②栃木県経営管理部職員総務課　栃木県宇都宮市塙田
１-１-20　③購入等　④平成26年10月10日　⑤株式会社高知電子計算センター　高知県高知市本町４-１-16
　⑥39,744,000円　⑦随意契約　⑨地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の２第１項第８号
　───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　平成26年11月28日

栃木県下水道管理事務所長　　毛 部 川　　直　　文　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法  ④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

①栃木県下水道資源化工場で使用する重油（JIS K 2205 １種１号）購入見込数量140㎘　②栃木県下水道管理
事務所　栃木県河内郡上三川町大字多功1159　③購入等　④平成26年10月23日　⑤両毛丸善株式会社　栃木県
足利市問屋町1535-12　⑥78.624円（１ℓ単価）　⑦一般競争入札　⑧平成26年２月14日　⑪最低価格

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


