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1 総合政策部 総合政策課 とちぎ新時代創造計画二期計画 H3.1

2 総合政策部 総合政策課 とちぎ新時代創造計画二期計画のあらまし H3.1 ○

3 総合政策部 総合政策課 とちぎ新時代創造計画三期計画 H8.1

4 総合政策部 総合政策課 とちぎ新時代創造計画三期計画 （概要版） H8.1

5 総合政策部 総合政策課 栃木県総合計画　とちぎ２１世紀プラン　(CD-R版あり） H13.3 ○

6 総合政策部 総合政策課 栃木県総合計画　とちぎ２１世紀プラン　英語版 H13.7

7 総合政策部 総合政策課 栃木県総合計画　とちぎ２１世紀プラン　実行計画 H17.5 ○ H13～17

8 総合政策部 総合政策課 栃木県総合計画　とちぎ元気プラン H18.3 ○

9 総合政策部 総合政策課 栃木県総合計画　とちぎ元気プラン （概要） H18.3 ○

10 総合政策部 総合政策課 栃木県総合計画　とちぎ元気プラン （概要・英語版） H18.3 ○

11 総合政策部 総合政策課 栃木県総合計画　とちぎ元気プラン 達成状況一覧 H22.7

12 総合政策部 総合政策課 栃木県重点戦略　新とちぎ元気プラン H23.2 ○

13 総合政策部 総合政策課 栃木県重点戦略　新とちぎ元気プラン（英語版） H23.2 ○

14 総合政策部 総合政策課 栃木県重点戦略　新とちぎ元気プラン（音声版） H23.2 ○

15 総合政策部 総合政策課 栃木県重点戦略　新とちぎ元気プラン（点字版） H23.2 ○

16 総合政策部 総合政策課 新とちぎ元気プラン～主要な取組～ H27.5 ○ H25～27

17 総合政策部 総合政策課 栃木県重点戦略とちぎ元気発信プラン～令和２（2020）年度主要な取組～ R元.5 ○ H30,R元,2

18 総合政策部 総合政策課 栃木県重点戦略　とちぎ元気発信プラン　２０１６－２０２０ H28.2 ○ H28

19 総合政策部 総合政策課 栃木県重点戦略　とちぎ元気発信プラン　２０１６－２０２０（英語版） H28.3 ○ H28

20 総合政策部 総合政策課 栃木県重点戦略　とちぎ元気発信プラン　２０１６－２０２０（点字版） H28.7 ○ H28

21 総合政策部 総合政策課 栃木県重点戦略　とちぎ元気発信プラン　２０１６－２０２０（デイジー版） H28.7 ○ H28

22 総合政策部 総合政策課 栃木県重点戦略　とちぎ未来創造プラン　２０１６－２０２０ R3.4 ○ R3

23 総合政策部 総合政策課 栃木県重点戦略　とちぎ未来創造プラン　～令和３(2021)年度の主要な取組～ R3.6 ○ R3

24 総合政策部 総合政策課 重点戦略マネジメントの現状評価結果 R4.8 H26～27,29,30,R元～4

25 総合政策部 総合政策課 とちぎ創生１５戦略　　とちぎ創生１５戦略(第2期）(HP掲載） R2.4 ○ 有 H27,R2

26 総合政策部 総合政策課 県政白書　とちぎ元気レポート H22.5 ○ H19～22

27 総合政策部 総合政策課 県政白書(HP掲載） R2.10 ○ 有 H15～18,24～27,29,30,R元,2

28 総合政策部 総合政策課 県政主要施策の成果 R3.10 ○ H15～26,28～30,R元～2

29 総合政策部 総合政策課 事務執行の概要 H19.4 ○ H15～19

30 総合政策部 総合政策課 とちぎ政策マネジメントシステム H21.5 ○

31 総合政策部 総合政策課 とちぎ将来構想 H15.3

32 総合政策部 総合政策課 栃木県内の大学、短期大学等の状況（HP掲載） R3.2 ○ H20～R2

33 総合政策部 総合政策課 トレーニングキャンプ地に最適な”とちぎ” H27.1 ○

34 総合政策部 総合政策課 トレーニングキャンプ地に最適な”とちぎ”（英語版） H27.1 ○

35 総合政策部 総合政策課 東京オリンピック・パラリンピック等に向けたとちぎビジョン H27.11 ○ H27

36 総合政策部 総合政策課 とちぎSDGｓ～未来のためにできること～ R4.2 ○ R3

37 総合政策部 総合政策課 知事交際費執行状況表 毎月 H27～R4

38 総合政策部 総合政策課 とちぎ自治基本条例検討懇談会議事録※ 随時

39 総合政策部 総合政策課 庁議の結果※※　（R2年度～CD-R） 随時

40 総合政策部 市町村課 栃木県市町村要覧　 R4.8 ○ H8～30、R元～R4

41 総合政策部 市町村課 栃木県市町村財政の状況　～普通会計決算～　H30年度版～HPのみ H30.3 ○ H22～29

42 総合政策部 市町村課 市町村財政の状況　(CD-R版あり）　H30年度版～HPのみ H30.3 ○ H11～29

43 総合政策部 市町村課 地方交付税関係資料　(CD-R版あり） H21.3 ○ H17～20

44 総合政策部 市町村課 市町村公営企業決算の状況　　(H29年度版～HPのみ) H30.3 ○ H18～28

45 総合政策部 市町村課 市町村公共施設の状況　(CD-R版あり）　 H21.3 ○ H12～19

46 総合政策部 市町村課 市町村税政の状況　　　(HP掲載　H30～HPのみ） H30.4 ○ H26～29

47 総合政策部 地域振興課 地域振興要覧 H16.12 H10,14,16

48 総合政策部 地域振興課 地域整備概要図 平成14年12月 H15.10 H11

49 総合政策部 地域振興課 国土利用計画栃木県計画・栃木県土地利用基本計画 H23.7 ○

50 総合政策部 地域振興課 国土利用計画栃木県計画・栃木県土地利用基本計画（概要版） H23.7 ○

51 総合政策部 地域振興課 栃木県土地利用基本計画（計画書　計画図　総括図) R3.3 ○ 有 S56,61,H3,8,14,23,2

52 総合政策部 地域振興課 栃木県の土地利用計画  平成13年7月 H13.9 ○

53 総合政策部 地域振興課 栃木県の土地利用計画（概要版） H13.9

54 総合政策部 地域振興課 国土利用計画栃木県計画(平成13年6月改訂) H13.9 ○ H3,13

55 総合政策部 地域振興課 国土利用計画市町村計画策定の手引き(改訂版) S61.12 ○

56 総合政策部 地域振興課 土地利用に関する事前指導要綱 H21.4 ○

57 総合政策部 地域振興課 土地利用動向調査 R2.2 ○ H15～R元

58 総合政策部 地域振興課 地価調査標準価格一覧 R4.9 ○ 有 H5～30,R元～4

59 総合政策部 地域振興課 地価調査のあらまし R4.9 ○ 有 H8～30,R元～4

60 総合政策部 地域振興課 地価調査の概要(要約版) H8.9 ○ H5～8

61 総合政策部 地域振興課 とちぎのとち　（※39号からHPのみ） R4.3 ○ 第21号～第39号

行政資料一覧（総合政策部）
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62 総合政策部 地域振興課 事務事業の概要 H17.4 ○ H17

63 総合政策部 地域振興課 公示価格一覧 H21.3 ○ H12,H14～17

64 総合政策部 地域振興課 地価公示のあらまし（地価公示の概要） 地価公示　公示価格一覧　栃木県分 R4.3 ○ H6～17,29,30,R1～3

65 総合政策部 地域振興課 地価公示（栃木県版） R4.4 ○ 有 H22～31,R2～4

66 総合政策部 地域振興課 地価調査基準地位置図 R4.9 ○ 有 H21～30,R元～4

67 総合政策部 地域振興課 いきいき”とちぎ暮らし”DVD H20.12 ○

68 総合政策部 地域振興課 市町村土地利用計画策定の手引き H19.11 ○

69 総合政策部 地域振興課 とちぎの百様　大図鑑 H28.3 ○ 有

70 総合政策部 地域振興課 栃木県国土利用計画審議会議事録※ 随時

※行政資料「各種附属機関等の議事録」コーナーに配架
※※行政資料「庁議の結果」コーナーに配架
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1 経営管理部 財政課 県議会資料(HP掲載） R4.6 ○ 第281回～第387回

2 経営管理部 財政課 栃木県の財政　　（第118回～は県公報号外に掲載） H28.12 ○ 第117回～第136回

3 経営管理部 財政課 当初予算案の概要　(HP掲載） R5.2 ○ 有 H21～R5

4 経営管理部 財政課 普通会計決算(見込)(HP掲載） H20.8 H14～19

5 経営管理部 財政課 決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について[概況] H20.8 H19

6 経営管理部 財政課 バランスシート及び行政コスト計算書 H18.11 H11～17

7 経営管理部 財政課 中期財政収支見込み(HP掲載） H19.2 H14～19

8 経営管理部 財政課 とちぎの財政 H31.4 ○ H26～31

9 経営管理部 財政課 とちぎの予算 H20.4 H14,20

10 経営管理部 人事課 栃木県機構図 H21.4 H17～21

11 経営管理部 人事課 定期人事異動 H27.3 H14～27

12 経営管理部 人事課 定期定年・勧奨退職者一覧表 H24.4 H17～24

13 経営管理部 行政改革ICT推進課 栃木県行政改革大綱 H7.1 ○

14 経営管理部 行政改革ICT推進課 栃木県行政改革大綱（第２期） H10.2 ○

15 経営管理部 行政改革ICT推進課 栃木県行政改革大綱（第２期）実績報告 H13.4 ○

16 経営管理部 行政改革ICT推進課 栃木県新行政改革大綱 H13.4 ○

17 経営管理部 行政改革ICT推進課 栃木県新行政改革大綱（改訂版）　平成14年3月改訂 H14.4 ○

18 経営管理部 行政改革ICT推進課 栃木県新行政改革大綱（改訂版）　実績・実行計画 H17.7 ○ H13～17

19 経営管理部 行政改革ICT推進課 栃木県新行政改革大綱（改訂版）　取組実績（平成13～17年度） H18.9 ○

20 経営管理部 行政改革ICT推進課 栃木県行財政改革大綱 H18.2 ○

21 経営管理部 行政改革ICT推進課 とちぎ行革プラン　栃木県行財政改革大綱 R3.3 ○ 有 第5期～第7期

22 経営管理部 行政改革ICT推進課 栃木県行財政改革大綱の進捗状況 H19.7

23 経営管理部 行政改革ICT推進課 各種審議会等一覧　　（H30～HPのみ掲載）　 H29.7 H10,12,H14～26,29

24 経営管理部 行政改革ICT推進課 栃木県行政改革推進委員会議事録※ 随時

25 経営管理部 行政改革ICT推進課 栃木県地域情報化基本計画 H8.9 ○

26 経営管理部 行政改革ICT推進課 栃木県地域情報化基本計画 2001年3月 H13.4 ○

27 経営管理部 行政改革ICT推進課 とちぎITプラン H16.1 ○

28 経営管理部 行政改革ICT推進課 とちぎITプラン Ⅱ期計画 H18.6 ○

29 経営管理部 行政改革ICT推進課 とちぎICT推進プラン　　(HPのみ掲載） H23.3 ○

30 経営管理部 行政改革ICT推進課 とちぎICT推進アクションプラン　(HPのみ掲載） H25.5

31 経営管理部 行政改革ICT推進課 内部統制評価報告書 R3.11 ○ R2

32 経営管理部 文書学事課 情報公開事務の手引 H25.4 ○

33 経営管理部 文書学事課 個人情報保護事務の手引 H25.4 ○

34 経営管理部 文書学事課 情報公開制度のあり方に関する意見書 H11.3 ○

35 経営管理部 文書学事課 個人情報保護制度のあり方に関する意見書 H11.9 ○

36 経営管理部 文書学事課 県の出資法人等の経営状況に関する資料 随時

37 経営管理部 文書学事課 県の公の施設を管理する指定管理者の経営状況に関する資料 随時

38 経営管理部 文書学事課 個人情報取扱事務登録簿 H22.10

39 経営管理部 文書学事課 文書の実務 H7.4

40 経営管理部 文書学事課 文書作成の実務 H14.3 ○

41 経営管理部 文書学事課 栃木県公報（定期・号外） 随時 H17～R5

42 経営管理部 文書学事課 栃木県例規集 随時

43 経営管理部 文書学事課 栃木県宗教法人名簿 R2.4 ○ H26～R2

44 経営管理部 文書学事課 栃木県私立学校名簿　 H26.7 ○ H15～26

45 経営管理部 文書学事課 栃木県私立学校一覧　　（HPのみ掲載）　 H28.3 H27,28

46 経営管理部 文書学事課 栃木県行政不服審査会議事録※ 随時

47 経営管理部 管財課 新庁舎整備計画　平成12年3月 H12.11 ○

48 経営管理部 税務課 栃木県税務統計 R4.1 ○ H6～26,28,29,30,R元,R2

49 経営管理部 税務課 県税のしおり　（HP掲載） R4.8 ○ H18～28,30,R元～4

50 経営管理部 宇都宮県税事務所 事務概要 H20.8 ○ H20

※行政資料「各種附属機関等の議事録」コーナーに配架
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1 県民生活部 県民文化課 県民生活行政の概要 R4.4 ○ 有 H19～31,R2～4

2 県民生活部 県民文化課 生活環境行政の概要 H18.3 ○ H13～18

3 県民生活部 県民文化課 とちぎの協働事例集Ⅱ　協働の万華鏡 H20.3 ○

4 県民生活部 県民文化課 栃木県社会貢献活動団体に関する実態調査報告書及び概要版 H27.10 ○ H27

5 県民生活部 県民文化課 栃木県社会貢献活動の促進に関する施策の基本方針　概要版 H28.2 ○ H28

6 県民生活部 県民文化課 特定非営利活動促進法の手引き(NPO法人編) R4.3 ○ 有 H21,24,27,29,R4

7 県民生活部 県民文化課 特定非営利活動促進法の手引き(認定NPO法人編) R4.3 ○ 有 H24,29,R4

8 県民生活部 県民文化課 特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）のあらまし H27.4 ○ H21,24,27

9 県民生活部 県民文化課 創造・協働の森へ　ボランティア・NPOと公共施設の協働ガイドブック H17.3 ○

10 県民生活部 県民文化課 企業が注目！地域を元気にするＮＰＯ　企業とＮＰＯの協働カタログ50 H27.2 ○

11 県民生活部 県民文化課 栃木県文化振興基本計画（概要版） H21.4 ○

12 県民生活部 県民文化課 栃木県文化振興基本計画 R3.4 ○ 第1期、第２期

13 県民生活部 危機管理課 原子力災害対策の手引き H27.3 ○

14 県民生活部 危機管理課 栃木県災害年報 H29.2 ○ H27

15 県民生活部 危機管理課 栃木県地域防災計画 H30.1 ○ H28,30

16 県民生活部 危機管理課 災害の記録～平成27年９月関東・東北豪雨災害～ H29.4 ○ 有

17 県民生活部 危機管理課 災害の記録～令和元年東日本台風災害～ R3.5 ○ 有

18 県民生活部 危機管理課 栃木県地域防災計画　震災対策計画編　平成8年修正 H8.3 ○

19 県民生活部 危機管理課 栃木県地域防災計画　震災対策計画編　平成14年修正 H14.5 ○

20 県民生活部 危機管理課 栃木県地域防災計画　震災対策計画編　平成17年修正 H17.3 ○

21 県民生活部 危機管理課 栃木県地域防災計画　震災対策編　平成22年6月修正　 H22.6

22 県民生活部 危機管理課 栃木県地域防災計画　風水害等対策編  平成11年修正 H11.11

23 県民生活部 危機管理課 栃木県地域防災計画　風水害等対策編  平成17年修正 H17.3 ○

24 県民生活部 危機管理課 栃木県地域防災計画　資料編　平成20年修正　 H20.1 ○

25 県民生活部 危機管理課 栃木県地域防災計画（平成24年10月） H25.7

26 県民生活部 危機管理課 栃木県地域防災計画（平成26年10月） H26.12 ○

27 県民生活部 危機管理課 栃木県地域防災計画（令和２年５月） R2.5 ○

28 県民生活部 危機管理課 栃木県地域防災計画（風水害・雪害対策編）（火山災害対策編）（火災・事故災害対策編） H22.6

29 県民生活部 危機管理課 栃木県地域防災計画　(概要版)私たちのまちを災害から守る H12.3 ○

30 県民生活部 消防防災課 消防防災年報 R4.4 ○ 有 H13～30,R元～4

31 県民生活部 消防防災課 業務統計　消防防災航空隊 H26.11 ○ H21～25

32 県民生活部 消防防災課 激流との戦い S62.11

33 県民生活部 消防防災課 激流の足跡 H11.6

34 県民生活部 消防防災課 栃木県危機管理計画 H16.3 ○

35 県民生活部 消防防災課 栃木県危機管理計画 （概要版） H16.3 ○

36 県民生活部 消防防災課 那須岳火山防災ハンドブック H14.3 ○

37 県民生活部 消防防災課 那須岳火山防災マップ H14.3 ○

38 県民生活部 消防防災課 栃木県消防広域化推進計画 H20.4 ○

39 県民生活部 消防防災課 東日本大震災の記録 H25.9 ○

40 県民生活部 消防防災課 栃木県国民保護計画 H30.10 ○ H22,26,30

41 県民生活部 くらし安全安心課 栃木県消費者基本計画 R3.4 ○ H28

42 県民生活部 くらし安全安心課 栃木県消費者基本計画(概要版) R3.4 ○

43 県民生活部 くらし安全安心課 栃木県交通安全実施計画  R4.6 ○ H18～22,24～30,R元,R2,4

44 県民生活部 くらし安全安心課 栃木県交通安全計画 H28.6 ○ H13,18,28

45 県民生活部 くらし安全安心課 H21年度交通安全対策の推進重点事項 H21.3

46 県民生活部 くらし安全安心課 栃木県交通安全県民運動計画 H30.2 ○ H27,31

47 県民生活部 くらし安全安心課 栃木県安全で安心なまちづくり推進指針ガイド H25.2 ○ H18

48 県民生活部 くらし安全安心課 地域安全マップ作製マニュアル H19.2 ○

49 県民生活部 くらし安全安心課 栃木県再犯防止推進計画 R2.3 ○

50 県民生活部 くらし安全安心課 交通安全対策会議議事録※ 随時

51 県民生活部 くらし安全安心課 消費生活対策審議会議事録※ 随時

52 県民生活部 くらし安全安心課 消費生活センター事業概要 R元.8 ○ H26～28,R元

53 県民生活部 くらし安全安心課 第３次栃木県犯罪被害者等支援基本計画 R3.8 ○

54 県民生活部 広報課 パブリックコメント制度事務の手引き H26.4 ○

55 県民生活部 広報課 栃木県政世論調査　調査報告書（HP掲載） R4.10 ○ H8,10～21,23～25,28,29,30,R元～4

56 県民生活部 広報課 栃木県政世論調査　調査報告書（概要版）　（HP掲載） R4.10 ○ H6～30,R元～4

57 県民生活部 広報課 広聴の記録　（HP掲載） R4.8 ○ H5～22,24～30,R元～3

58 県民生活部 広報課 とちぎのあらまし 　（HP掲載） R3.5 ○ H10～13,15～24,26～31,R2,3

59 県民生活部 広報課 たんけんとちぎ　（HP掲載） H28.4 ○ H19～21,23～26,28

60 県民生活部 広報課 とちぎ県政出前講座（HP掲載） H25.12 ○

61 県民生活部 広報課 広聴広報計画 H30.4 ○ H28,29,30

行政資料一覧（県民生活部）
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62 県民生活部 広報課 とちぎネットアンケート　　（HPのみ掲載） 随時

63 県民生活部 広報課 知事記者会見　　（HP掲載） 随時

64 県民生活部 広報課 とちぎ県民だより　（HP掲載） 毎月

65 県民生活部 広報課 フォトとちぎ 随時

66 県民生活部 広報課 とちぎのしせつ 随時

67 県民生活部 広報課 記者発表資料　　（HPのみ掲載） 随時

68 県民生活部 人権・青少年男女参画課 栃木県地域改善対策総合計画　（平成９年度～１３年度） H9.9 ○

69 県民生活部 人権・青少年男女参画課 人権施策推進基本計画 H18.6 ○

70 県民生活部 人権・青少年男女参画課 人権施策推進基本計画（概要版） H18.6 ○

71 県民生活部 人権・青少年男女参画課 人権施策推進基本計画（改訂版） H23.3 ○

72 県民生活部 人権・青少年男女参画課 人権施策推進基本計画（2016～2025） H28.8 ○

73 県民生活部 人権・青少年男女参画課 人権施策推進基本計画（2016～2025）（概要版） H28.8 ○

74 県民生活部 人権・青少年男女参画課 人権施策推進基本計画（2016～2025）（増補版） R3.9 ○

75 県民生活部 人権・青少年男女参画課 栃木県人権教育・啓発推進行動計画 H13.6 ○

76 県民生活部 人権・青少年男女参画課 人権に関する県民意識調査　概要版 R3.5 ○

77 県民生活部 人権・青少年男女参画課 人権に関する県民意識調査　報告書 R3.5 ○

78 県民生活部 人権・青少年男女参画課 栃木県人権施策推進審議会議事録※ 随時

79 県民生活部 人権・青少年男女参画課 青年の意識と行動に関する調査報告書 H22.3 ○

80 県民生活部 人権・青少年男女参画課 青年の意識と行動に関する調査報告書（概要版） H22.3 ○

81 県民生活部 人権・青少年男女参画課 次世代人材づくり事業報告書 H28.3 ○ H26～27

82 県民生活部 人権・青少年男女参画課 とちぎ青少年プラン　平成13年3月 H13.4

83 県民生活部 人権・青少年男女参画課 とちぎ青少年プラン　平成13年3月　（概要版） H13.4

84 県民生活部 人権・青少年男女参画課 とちぎ青少年プラン 2006～2010 H18.4

85 県民生活部 人権・青少年男女参画課 とちぎ青少年プラン 2006～2010 （概要版） H18.4 ○

86 県民生活部 人権・青少年男女参画課 とちぎ青少年プラン 2011～2015 H23.3 ○

87 県民生活部 人権・青少年男女参画課 とちぎ青少年プラン 2011～2015 （概要版） H23.3 ○

88 県民生活部 人権・青少年男女参画課 とちぎ青少年プラン 2016～2020 H28.3 ○ H28

89 県民生活部 人権・青少年男女参画課 とちぎ青少年プラン 2016～2020 （概要版） H28.3 ○ H28

90 県民生活部 人権・青少年男女参画課 とちぎ青少年プラン 2021～2025 R3.4 ○ 有

91 県民生活部 人権・青少年男女参画課 とちぎ青少年プラン 2021～2025 （概要版） R3.4 ○

92 県民生活部 人権・青少年男女参画課 とちぎ男女共同参画プラン H13.4

93 県民生活部 人権・青少年男女参画課 とちぎ男女共同参画プラン 二期計画 H18.6 ○

94 県民生活部 人権・青少年男女参画課 とちぎ男女共同参画プラン 二期計画 （概要版） H18.6 ○

95 県民生活部 人権・青少年男女参画課 とちぎ男女共同参画プラン 三期計画 H23.3 ○

96 県民生活部 人権・青少年男女参画課 とちぎ男女共同参画プラン 三期計画 （概要版） H23.3

97 県民生活部 人権・青少年男女参画課 とちぎ男女共同参画プラン 四期計画 H28.3 ○ H28

98 県民生活部 人権・青少年男女参画課 とちぎ男女共同参画プラン 四期計画 （概要版） H28.3 ○ H28

99 県民生活部 人権・青少年男女参画課 とちぎ男女共同参画プラン 五期計画 R3.4 ○ 有

100 県民生活部 人権・青少年男女参画課 とちぎ男女共同参画プラン 五期計画 （概要版） R3.4 ○

101 県民生活部 人権・青少年男女参画課 男女共同参画社会に関する意識調査報告書 H27.8 ○ H27

102 県民生活部 人権・青少年男女参画課 男女共同参画社会に関する意識調査報告書(概要版） H22.3 ○

103 県民生活部 人権・青少年男女参画課 男女共同参画に関する年次報告(HP掲載） R4.8 ○ H26～R1,3,4

104 県民生活部 人権・青少年男女参画課 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画 R4.3 ○ H17,21,24,29,R4

105 県民生活部 人権・青少年男女参画課 栃木県男女共同参画審議会議事録※ 随時

106 県民生活部 人権・青少年男女参画課 栃木県青少年健全育成審議会議事録※ 随時

107 県民生活部 人権・青少年男女参画課 栃木県青少年問題協議会議事録※ 随時

108 県民生活部 人権・青少年男女参画課 栃木県青少年健全育成条例の解説 R4.4 ○ 有 H25,R2,R4

109 県民生活部 人権・青少年男女参画課 TOCHIGIで輝く　働くウーマンプロジェクト　女性の力を企業の力に H27.3 ○

110 県民生活部 人権・青少年男女参画課 TOCHIGIで輝く　働くウーマンプロジェクト　女性の力を企業の力に　事業報告書 H27.3 ○

111 県民生活部 人権・青少年男女参画課 DVってどんなこと？ H27.3 ○

112 県民生活部 人権・青少年男女参画課 被害者と子どもの安全のために　DV被害者支援ハンドブック H27.3 ○

113 県民生活部 人権・青少年男女参画課 知ってる？外国人と人権 H31.3

114 県民生活部 人権・青少年男女参画課 令和３（2021）年度　理工系分野における女性活躍促進調査報告書 R4.3 ○

115 県民生活部 人権・青少年男女参画課 令和３（2021）年度　理工系分野における女性活躍促進調査報告書（概要版） R4.3 ○

116 県民生活部 博物館 県立博物館「研究紀要」人文 R4.3 ○ 第31～39号

117 県民生活部 博物館 県立博物館「研究紀要」自然 R4.3 ○ 第31～39号

118 県民生活部 博物館 栃木県立博物館調査研究報告書 随時

119 県民生活部 博物館 企画展資料 随時 ○

120 県民生活部 博物館 年報（HP掲載） R4.7 ○ H26～30(37号),R元(38号)～R3

121 県民生活部 美術館 年報 R5.1 ○ H29,H30,R元～3

122 県民生活部 美術館 企画展資料 随時 ○

123 県民生活部 とちぎ男女共同参画センター 婦人保護事業のあらまし H23.9 ○ H6～18,20～22

124 県民生活部 とちぎ男女共同参画センター とちぎ男女共同参画センター事業実施報告書 R4.5 ○ H26～30,R元～3

※行政資料「各種附属機関等の議事録」コーナーに配架
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№ 部局 発行課所 資料名
発行
年月

貸出
有償
頒布

バックナンバー

1 環境森林部 環境森林政策課 主要事業概要 R4.4 ○ H19～20,23～25,28～31,R2～4

2 環境森林部 環境森林政策課 林業・自然ふれあいプラン H13.8 ○

3 環境森林部 環境森林政策課 森林・林業・自然ふれあいプラン H18.4 ○

4 環境森林部 環境森林政策課 栃木県森林組合統計　　平成12年度 H13.12 ○

5 環境森林部 環境森林政策課 とちぎ環境立県戦略　 H21.12 ○

6 環境森林部 環境森林政策課 環境白書　 H11.6 ○ H6～10

7 環境森林部 環境森林政策課 栃木県環境白書　環境の状況及び施策に関する報告書 H30.10 ○ H8,9,11～30（以降HP掲載のみ）

8 環境森林部 環境森林政策課 とちぎの環境（栃木県環境白書概要版）（HP掲載） R2.12 ○ H17～30,R元,2

9 環境森林部 環境森林政策課 栃木県環境基本計画　　　　　　平成11年3月 H11.3 ○

10 環境森林部 環境森林政策課 栃木県環境基本計画（概要版）　平成11年3月 H11.6 ○

11 環境森林部 環境森林政策課 栃木県環境基本計画 改訂版 H18.4 ○

12 環境森林部 環境森林政策課 栃木県環境基本計画 R3.7 ○ 有 H23,28,R3

13 環境森林部 環境森林政策課 栃木県水環境保全計画 H16.5 ○

14 環境森林部 環境森林政策課 第3次栃木県緑化基本計画   策定資料 H8.3

15 環境森林部 環境森林政策課 とちぎグリーンネットワークプラン H18.5 ○ 3 ,4次

16 環境森林部 環境森林政策課 とちぎエネルギー戦略 H26.10 ○

17 環境森林部 環境森林政策課 栃木県森林・林業統計書　(H19～22　CD-R版あり）　（H23～HP掲載のみ） R4.12 H11～30、R1～4

18 環境森林部 環境森林政策課 とちぎ森林創生ビジョン（HP掲載） R3.4 ○ 有 H28,R3

19 環境森林部 環境森林政策課 とちぎ森林創生ビジョン（概要版） R3.4 ○ 有 H28,R3

20 環境森林部 環境森林政策課 環境審議会議事録※ 随時

21 環境森林部 環境森林政策課 栃木県環境影響評価技術審査会議事録※ 随時

22 環境森林部 環境森林政策課 栃木県森林審議会議事録※ 随時

23 環境森林部 環境森林政策課 とちぎの元気な森づくり県民税事業評価委員会議事録※ 随時

24 環境森林部 気候変動対策課 栃木県地球温暖化対策地域推進計画 平成12年3月 H12.3 ○

25 環境森林部 気候変動対策課 栃木県地球温暖化対策地域推進計画 平成12年3月(概要版） H12.3

26 環境森林部 気候変動対策課 栃木県地球温暖化対策地域推進計画 改訂版 H18.4 ○

27 環境森林部 気候変動対策課 栃木県地球温暖化対策地域推進計画 改訂版 （概要版） H18.4 ○

28 環境森林部 気候変動対策課 栃木県庁環境保全率先実行計画　　　　平成17年3月 H17.3 ○ H12

29 環境森林部 気候変動対策課 栃木県地球温暖化対策実行計画（2016～2020年度） H28.3 ○

30 環境森林部 気候変動対策課 栃木県気候変動対策推進計画（2021～2025年度） R3.8 ○

31 環境森林部 気候変動対策課 明日をつくる子どもたちの環境学習(中学生・高校生編) H26.3 ○

32 環境森林部 気候変動対策課 地球温暖化対策地域推進計画懇談会議事録※ 随時

33 環境森林部 気候変動対策課 環境審議会（地球温暖化部会）議事録※ 随時

34 環境森林部 環境保全課 栃木県水質年表（昭和48年～昭和63年度版）　CD－R H27.3 ○ 有

35 環境森林部 環境保全課 栃木県水質年表(平成元年～平成18年度版）　CD－R H27.3 ○ 有

36 環境森林部 環境保全課 栃木県水質年表 R3.12 有 H26～30,R元,2

37 環境森林部 環境保全課 栃木県水質年表及び栃木県地盤変動・地下水位調査報告書及び栃木県大気汚染常時監視測定結果報告書　CD-R R4.1 ○ 有 H26～30,R元,2

38 環境森林部 環境保全課 栃木県大気汚染常時監視測定結果報告書  R5.2 ○R3のみ 有 H13～18（H15～18のみ有償）,26～30,R元～3

39 環境森林部 環境保全課 栃木県地盤変動調査報告書 H20.1 ○ 有 H5～17

40 環境森林部 環境保全課 栃木県地盤変動・地下水位調査報告書 R3.12 ○ H27～30,R元,2

41 環境森林部 環境保全課 栃木県水質環境基準類型指定図 R4.3 ○ 有 H29,R4

42 環境森林部 環境保全課 環境情報とちぎ 随時

43 環境森林部 環境保全課 環境保全のしおり（騒音・振動・悪臭） HP掲載 R4.4 ○ H23,26,R4

44 環境森林部 環境保全課 環境保全のしおり（大気・水質・公害防止管理者等） HP掲載 R4.4 ○ H23,26,R4

45 環境森林部 環境保全課 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設設置者による自主測定報告結果一覧（HP掲載） R4.3 ○ H26,29,30,R元,R2

46 環境森林部 環境保全課 公害審査会議事録※ 随時

47 環境森林部 環境保全課 環境審議会（水質部会・大気部会）議事録※ 随時

48 環境森林部 環境保全課 大気汚染防止法・水質汚濁防止法・栃木県生活環境の保全等に関する条例届出記載要領 R4.4 ○

49 環境森林部 自然環境課 県立自然公園ガイドブック H7.3

50 環境森林部 自然環境課 栃木県鳥獣保護区等位置図 (HP掲載） R4.11 有 H12～30,R元～4

51 環境森林部 自然環境課 栃木県自然公園・自然環境保全地域等概況図 H26.4 有 H26

52 環境森林部 自然環境課 2005レッドデータブックとちぎ H17.7 ○ 有

53 環境森林部 自然環境課 栃木県版レッドリスト（2011改訂版） H23.3 ○ 有

54 環境森林部 自然環境課 ＤＶＤ栃木県版レッドリスト（2011改訂版）（レッドデータブックとちぎ2005含む） H23.6 ○ 有

55 環境森林部 自然環境課 とちぎの魚類 2001 H13.8 ○ 有

56 環境森林部 自然環境課 とちぎの両生類・爬虫類 2001 H13.8 ○ 有

57 環境森林部 自然環境課 とちぎの鳥類 2001 H13.8 ○ 有

58 環境森林部 自然環境課 とちぎの地形・地質（文献目録） H14.10 ○ 有

59 環境森林部 自然環境課 とちぎの植生（植物群落） H14.10 ○

60 環境森林部 自然環境課 とちぎの土壌動物 H14.10 ○ 有

61 環境森林部 自然環境課 とちぎの変形菌類・菌類・地衣類・藻類・蘚苔類 H14.10 ○ 有
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62 環境森林部 自然環境課 とちぎの哺乳類 H14.10 ○

63 環境森林部 自然環境課 とちぎの植物Ⅰ H15.8 ○ 有

64 環境森林部 自然環境課 とちぎの植物Ⅱ H15.8 ○ 有

65 環境森林部 自然環境課 とちぎの昆虫Ⅰ H15.8 ○ 有

66 環境森林部 自然環境課 とちぎの昆虫Ⅱ H15.8 ○ 有

67 環境森林部 自然環境課 生物多様性とちぎ戦略 H22.9 ○

68 環境森林部 自然環境課 国際避暑地中禅寺湖畔の記録 H28.6 ○ 有

69 環境森林部 自然環境課 栃木県自然環境保全審議会議事録※ 随時

70 環境森林部 自然環境課 生物多様性とちぎ戦略検討委員会議事録※ 随時

71 環境森林部 自然環境課 旧英国大使館別荘整備検討委員会議事録※ 随時

72 環境森林部 資源循環推進課 とちぎの廃棄物 R4.4 ○ 有 H12～30,R元,2

73 環境森林部 資源循環推進課 栃木県廃棄物処理計画 H28.3 ○ H18,23,28

74 環境森林部 資源循環推進課 栃木県災害廃棄物処理計画(HP掲載） H31.3 ○

75 環境森林部 資源循環推進課 栃木県資源循環推進計画 R3.7 ○ 有 R3

76 環境森林部 資源循環推進課 栃木県資源循環推進計画（概要版） R3.7 ○ 有 R3

77 環境森林部 資源循環推進課 産業廃棄物処理業者名簿(HP掲載） R4.3 ○ H18,21～30,R2,R3

78 環境森林部 資源循環推進課 環境審議会（廃棄物部会）議事録※ 随時

79 環境森林部 資源循環推進課 とちの環エコ製品 H30.4 ○ H29,30

80 環境森林部 資源循環推進課 馬頭最終処分場基本設計書 H27.3 ○

81 環境森林部 資源循環推進課 栃木県循環型社会推進指針　3Rプロジェクト“とちの環” H15.3 ○

82 環境森林部 資源循環推進課 栃木県循環型社会推進指針　3Rプロジェクト“とちの環”概要版 H15.3 ○

83 環境森林部 林業木材産業課 特用林産関係統計資料 H19.3 ○ H15～19

84 環境森林部 林業木材産業課 木材関係統計資料 H19.7 ○ H16～18

85 環境森林部 森林整備課 栃木県保安林整備基本計画 H18.6 ○

86 環境森林部 森林整備課 栃木県森林・林業統計書　（H19～21　CD-R版あり） H23.3 ○ H18～22

87 環境森林部 森林整備課 鬼怒川地域森林計画書（変更） R4.1 ○ H23,28,31,R4

88 環境森林部 森林整備課 那珂川地域森林計画書（変更） R4.1 ○ H23,28,R3,R4

89 環境森林部 森林整備課 渡瀬川地域森林計画書（変更） R4.1 ○ H23,28,R4

90 環境森林部 森林整備課 森林法に基づく林地開発許可申請の手引き R2.8 ○ 有 H24～28,30,R2

91 環境森林部 県西環境森林事務所 県西環境森林事務所管内図 H29.3 有

92 環境森林部 県東環境森林事務所 栃木県県東環境森林事務所管内図 R4.3 有 H29,R4

93 環境森林部 県北環境森林事務所 県北環境森林事務所管内図（その１・その２） H29.8 有

94 環境森林部 県南環境森林事務所 県南環境森林事務所管内図 H29.8 有

95 環境森林部 矢板森林管理事務所 矢板森林管理事務所管内図 R3.2 有 H29.8,R3.3

96 環境森林部 林業センター 年報 H21.2 ○ H14～19

97 環境森林部 林業センター 業務報告　（H20～24　CD-R版あり）　（H25～HP掲載のみ） H29.1 H20,24～27

98 環境森林部 林業センター 研究報告 H20.4 ○ 第15号～第19号

99 環境森林部 林業センター 50年のあゆみ H26.3 ○

100 環境森林部 県民の森管理事務所 野生鳥獣研究紀要 H26.3 ○ №26～39

※行政資料「各種附属機関等の議事録」コーナーに配架
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№ 部局 発行課所 資料名
発行
年月

貸出
有償
頒布

バックナンバー

1 保健福祉部 保健福祉課 保健福祉行政の概要　　 R4.4 ○ 有 H15～31,R2～4

2 保健福祉部 保健福祉課 栃木県福祉年報 H29.12 ○ H17～29

3 保健福祉部 保健福祉課 栃木県保健医療計画 S63,H5,10,15,25(7期（H30)は医療政策課） H25.3 ○ S63,H5,10,15,20,25

4 保健福祉部 保健福祉課 県西保健医療圏地域保健医療計画 H16.10 ○

5 保健福祉部 保健福祉課 県東・央保健医療圏地域保健医療計画 H16.10 ○

6 保健福祉部 保健福祉課 県南保健医療圏地域保健医療計画 H16.10 ○

7 保健福祉部 保健福祉課 県北保健医療圏地域保健医療計画 H16.10 ○

8 保健福祉部 保健福祉課 両毛保健医療圏地域保健医療計画 H16.10 ○

9 保健福祉部 保健福祉課 栃木県の生活保護 R3.12 ○ H26～3,R1

10 保健福祉部 保健福祉課 栃木県地域福祉支援計画 H22.3 ○ H17,22

11 保健福祉部 保健福祉課 栃木県地域福祉支援計画（第４期） R3.6 有 H28,R3

12 保健福祉部 保健福祉課 栃木県地域福祉支援計画（第４期）概要版 R3.6 有 R3

13 保健福祉部 保健福祉課 栃木県ひとにやさしいまちづくり条例　施設設備マニュアル H26.1 ○ 有 H26

14 保健福祉部 保健福祉課 栃木県社会事業史 S52.12

15 保健福祉部 保健福祉課 社会福祉法人決算資料　　　　　　　　　（最新版HP掲載） H24～27

16 保健福祉部 保健福祉課 栃木県介護職員人材育成指針 H28.3 ○ H28

17 保健福祉部 保健福祉課 栃木県公衆衛生学会抄録集(栃木県公衆衛生協会） R4.9 ○ 第57回～60回

18 保健福祉部 医療政策課 栃木県保健医療計画 7期　（6期まで保健福祉課） H30.3 ○ 有

19 保健福祉部 医療政策課 栃木県地域医療構想 H28.3 ○ 有

20 保健福祉部 医療政策課 栃木県病院・診療所名簿　 R4.6 ○ 有 H26～31,R1～4

21 保健福祉部 医療政策課 医療法人決算届 随時 H26,27,28

22 保健福祉部 医療政策課 救急医療運営協議会議事録※ 随時

23 保健福祉部 医療政策課 県立病院改革プラン評価委員会議事録※ 随時

24 保健福祉部 高齢対策課 いきいきライフプラン「いきいき長寿とちぎ」の実現をめざして H6.3

25 保健福祉部 高齢対策課 栃木県高齢対策推進計画三期計画  はつらつプラン21 H12.3 ○

26 保健福祉部 高齢対策課 栃木県高齢者保健福祉計画　はつらつプラン21 H15.3

27 保健福祉部 高齢対策課 栃木県高齢者保健福祉計画 三期計画　はつらつプラン21 H18.4 ○

28 保健福祉部 高齢対策課 栃木県高齢者支援計画 四期計画　はつらつプラン21 H21.3 ○

29 保健福祉部 高齢対策課 栃木県高齢者支援計画　はつらつプラン21 五期計画 H24.3 ○

30 保健福祉部 高齢対策課 栃木県高齢者支援計画　はつらつプラン21 五期計画概要書 H24.3 ○

31 保健福祉部 高齢対策課 栃木県高齢者支援計画　はつらつプラン21　六期計画　　（HP掲載） H27.3 ○

32 保健福祉部 高齢対策課 栃木県高齢者支援計画　はつらつプラン21 七期計画 H30.3 ○

33 保健福祉部 高齢対策課 栃木県高齢者支援計画　はつらつプラン21 七期計画概要書 H30.3 ○

34 保健福祉部 高齢対策課 栃木県高齢者支援計画　はつらつプラン21 八期計画 R3.4 ○ 有

35 保健福祉部 高齢対策課 栃木県高齢者支援計画　はつらつプラン21 八期計画概要書 R3.4 ○ 有

36 保健福祉部 高齢対策課 栃木県特別養護老人ホーム入所等に係る指針 H15.3 ○

37 保健福祉部 高齢対策課 介護保険指定事業者一覧表（毎月発行） 毎月

38 保健福祉部 高齢対策課 栃木県介護給付適正化計画 H20.3

39 保健福祉部 高齢対策課 栃木県介護保険審査会議事録※ 随時

40 保健福祉部 健康増進課 栃木県人口動態統計（概数）の概況　　（HP掲載）　 R3.6 ○ H5～9,11～19,25～30、R2

41 保健福祉部 健康増進課 栃木県人口動態統計（確定数）の概況　　（HP掲載）　 R2.10 ○ H27,28,29,30,R元

42 保健福祉部 健康増進課 県民健康・栄養調査　高校生の食生活等実態調査編 H30.7 ○ H15,21,28

43 保健福祉部 健康増進課 県民健康・栄養調査　生活習慣調査編 H30.7 ○ H15,21,28

44 保健福祉部 健康増進課 県民健康・栄養調査　栄養摂取状況調査等編 H30.7 ○ H15,21,28

45 保健福祉部 健康増進課 人口動態統計月報年計（概数）の概況 R2.6 ○ H9,11～20,22,R元,2

46 保健福祉部 健康増進課 年齢調整死亡率関係参考資料 H29.7 ○ H27

47 保健福祉部 健康増進課 栃木県保健統計年報（人口動態調査）（その他の統計）　（H11～CD-R版あり）（H20～HP掲載のみ） H21.8 ○ H11～19

48 保健福祉部 健康増進課 とちぎ健康２１プラン H13.4 ○

49 保健福祉部 健康増進課 とちぎ健康２１プラン（改訂版） H18.9 ○

50 保健福祉部 健康増進課 とちぎ健康２１プラン　２期計画 H25.3 ○

51 保健福祉部 健康増進課 栃木県がん対策推進計画　1期計画 H20.3 ○

52 保健福祉部 健康増進課 栃木県のがん　（HP掲載のみ） R4.3 ○ H27,28,30

53 保健福祉部 健康増進課 栃木県の健診実施状況報告（がん検診）　　（HP掲載のみ） H31.4 ○ H26,30,31

54 保健福祉部 健康増進課 栃木県の健診実施状況報告（特定健康診査・特定保健指導）　　（HP掲載のみ） H31.4 ○ H24,26,28,31

55 保健福祉部 健康増進課 栃木県がん対策推進計画（２期計画） H25.3 ○

56 保健福祉部 健康増進課 栃木県がん対策推進計画（２期計画）概要版 H25.3 ○

57 保健福祉部 健康増進課 栃木県がん対策推進計画（３期計画） H30.3 ○ 有

58 保健福祉部 健康増進課 栃木県歯科保健基本計画（２期計画） H30.3 ○

59 保健福祉部 健康増進課 栃木県歯科保健基本計画（１期計画） H24.3

60 保健福祉部 健康増進課 栃木県循環器病対策推進計画 R3.8 ○ R3

61 保健福祉部 障害福祉課 障害者福祉ガイド　（※R3～HP掲載のみ） R2.8 ○ 有 H18～R元,2

行政資料一覧（保健福祉部）
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62 保健福祉部 障害福祉課 障害者福祉ガイド音声版(CD-R）デイジー版 R4.5 ○ H30,R元～3

63 保健福祉部 障害福祉課 とちぎ障害者福祉プラン（平成10年3月改訂） H10.3

64 保健福祉部 障害福祉課 とちぎ障害者プラン21 H15.3

65 保健福祉部 障害福祉課 新とちぎ障害者プラン21 H21.3 ○

66 保健福祉部 障害福祉課 とちぎ障害者プラン21(2015～2020) H27.3 ○

67 保健福祉部 障害福祉課 とちぎ障害者プラン21(2021～2023) R3.6 ○ 有

68 保健福祉部 障害福祉課 栃木県障害福祉計画(第三期計画) H24.5 ○

69 保健福祉部 障害福祉課 栃木県障害福祉計画(第四期計画) H27.3 ○

70 保健福祉部 障害福祉課 栃木県障害福祉計画(第５期計画)・栃木県障害児福祉計画（第1期計画） H30.3 ○

71 保健福祉部 障害福祉課 栃木県障害福祉計画(第６期計画)・栃木県障害児福祉計画（第２期計画） R3.6 ○ 有

72 保健福祉部 障害福祉課 「心の輪を広げる障害者理解促進事業」入賞作品集　 H29.1 ○ H27,28

73 保健福祉部 障害福祉課 栃木県障害者施策推進協議会議事録※ 随時

74 保健福祉部 障害福祉課 栃木県障害者差別対応指針(概要版)障害者差別解消のための道しるべ(CD-R）デイジー版 R元.6 ○

75 保健福祉部 こども政策課 子育て情報誌　　笑顔いっぱい H22.3 7～8

76 保健福祉部 こども政策課 とちぎ子育て支援プラン R2.6 ○ 有 H17,22,27,28

77 保健福祉部 こども政策課 すくすく子育ち子育てプラン H17.3 ○

78 保健福祉部 こども政策課 栃木県ひとり親家庭等自立促進計画 H17.3 ○

79 保健福祉部 こども政策課 とちぎ子どもプラン H13.4 ○

80 保健福祉部 こども政策課 小児医療体制の充実強化に向けて H14.3 ○

81 保健福祉部 こども政策課 栃木県子ども総合科学館年報 H19.10 ○ H14～16

82 保健福祉部 こども政策課 10年のあゆみ　栃木県子ども総合科学館 H10.12 ○

83 保健福祉部 こども政策課 児童家庭課指標　 H17.4 ○ H15～17

84 保健福祉部 こども政策課 こども政策課指標　 R4.3 ○ H19～30,R元～3

85 保健福祉部 こども政策課 保育士試験問題（Ｈ16） H16.9

86 保健福祉部 こども政策課 とちぎの母子保健 R4.3 ○ H26,27,29,30,R元～3

87 保健福祉部 こども政策課 教育・保育施設ガイド　教育・保育施設早見表 R3.12 ○ H26～30,R元～3

88 保健福祉部 生活衛生課 栃木の水道(HP掲載） R3.5 ○ H23～30,R元

89 保健福祉部 生活衛生課 とちぎ食の安全・安心行動計画 H17.3 ○

90 保健福祉部 生活衛生課 栃木県水道ビジョン H27.3 ○

91 保健福祉部 生活衛生課 食品衛生法新規許可（毎月発行） 毎月

92 保健福祉部 生活衛生課 調理師試験　問題・解答 R4.9 ○ H30～R4

93 保健福祉部 生活衛生課 製菓衛生師試験　問題・解答 R4.9 ○ H30～R4

94 保健福祉部 生活衛生課 クリーニング師試験　問題・解答 R4.12 ○ H30～R4

95 保健福祉部 生活衛生課 栃木県の生活衛生 R3.9 ○ H26～30,R元～3

96 保健福祉部 生活衛生課 栃木県食品衛生監視指導計画(HP掲載） R4.3 ○ H16～31,R2～4

97 保健福祉部 生活衛生課 栃木県食品衛生監視指導計画　実施結果(HP掲載） R4.6 ○ H16～30,R元～4

98 保健福祉部 生活衛生課 とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する基本計画　３期計画 H28.3 ○ H20,28

99 保健福祉部 生活衛生課 とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する基本計画　３期計画（概要版） H28.3 ○ H20,28

100 保健福祉部 生活衛生課 とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する基本計画　4期計画 R3.4 ○ R3

101 保健福祉部 生活衛生課 とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する基本計画　4期計画（概要版） R3.4 ○ R3

102 保健福祉部 薬務課 薬務行政概要 H30.8 ○ H6～23,27～30

103 保健福祉部 薬務課 毒物劇物販売業者名簿　（H22　CD-R版あり） R4.4 H18～29,31,R2,4

104 保健福祉部 薬務課 毒物劇物取扱者試験　問題・解答　　（当年度　HP掲載） R4.9 ○ H30～R4

105 保健福祉部 薬務課 血液事業の現状　 R5.3 ○ H20～30,R元～4

106 保健福祉部 薬務課 薬局における医薬品の業務に係る医療の安全の確保について H19.4

107 保健福祉部 薬務課 薬局・医薬品販売業者、高度管理医療機器販売業者名簿 R4.4 H22～31,R2,4

108 保健福祉部 薬務課 医薬品販売業等廃止事業所一覧 毎月

109 保健福祉部 薬務課 登録販売者試験　問題・解答　　（当年度　HP掲載） R4.12 ○ H30～R4

110 保健福祉部 薬務課 栃木県後発医薬品採用ガイドブック～医療関係者用～ H26.3 ○ H26

111 保健福祉部 薬務課 栃木県後発医薬品安心促進協議会業務報告書 H25.3 ○ H24

112 保健福祉部 薬務課 栃木県地方薬事審議会議事録※ 随時

113 保健福祉部 薬務課 栃木県自然環境保全審議会温泉部会議事録※ 随時

114 保健福祉部 国保医療課 国民健康保険事業状況　　（H22～HP掲載のみ）　 H22.6 ○ H9～15

115 保健福祉部 国保医療課 老人医療年報 H20.2 ○ H15～18

116 保健福祉部 国保医療課 栃木県医療費適正化計画 H30.3 ○ 有 H19,24,25

117 保健福祉部 指導監査課 社会福祉施設等要覧（HPのみ掲載） R3.7 ○ H26～30,R元～3

118 保健福祉部 県西健康福祉センター 健康福祉センター概要（HPのみ掲載） H28.4 H28

119 保健福祉部 県東健康福祉センター 健康福祉センター概要（HPのみ掲載） H30.9 ○ H26,28,29,30

120 保健福祉部 県北健康福祉センター 健康福祉センター概要　 R4.6 ○ H16～18,20～24,26～R4

121 保健福祉部 安足健康福祉センター 業務概要　（R2よりHPのみ掲載）　 R元.6 ○ H14,15,R元

122 保健福祉部 栃木健康福祉センター 業務概要　（HP掲載のみ） H30.1 H29

123 保健福祉部 矢板健康福祉センター 健康福祉センター概要　(HP掲載） R4.5 ○ H22～30,R元～4

124 保健福祉部 烏山健康福祉センター 健康福祉センター概要　(HP掲載） R4.5 ○ H23～3１,R元,3,4

125 保健福祉部 保健環境センター 環境報告書(1999.4-2002.3) H14.12 ○
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126 保健福祉部 保健環境センター 栃木県保健環境センター年報　(H26～CD-R)　（HP掲載） R4.11 ○ 第1～19,21～23,25～27号

127 保健福祉部 衛生福祉大学校 学校要覧（衛生福祉大学校） R4.6 ○ H20～R元～4

128 保健福祉部 県南高等看護専門学院 教育計画、学院要覧 H17.5 H14～17

129 保健福祉部 精神保健福祉センター 所報   （HP掲載のみ） H29.8 ○ 第33,34,36～43,45～49集

130 保健福祉部 精神保健福祉センター こころの散歩道(HP掲載のみ） R元.7 ○ 第33,38～41,第43号

131 保健福祉部 精神保健福祉センター 研究紀要　 H22.3 ○ 第22,23,27号

132 保健福祉部 精神保健福祉センター 精神科医と薬 H18.10 ○

133 保健福祉部 食肉衛生検査所 事業概要 　（H19～HP掲載） R4.8 H26～30,R元～3

134 保健福祉部
中央児童相談所・県南児童
相談所・県北児童相談所

業務概要（R元年度～HP掲載） R4.9 ○ H18～30,R元～R4

135 保健福祉部 動物愛護指導センター 事業概要（HP掲載） R4.7 ○ H16～21,26～30,R元～3

136 保健福祉部 動物愛護指導センター 第一種動物取扱業者登録簿　（HP掲載） R4.4 ○ R2～4

※行政資料「各種附属機関等の議事録」コーナーに配架
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№ 部局 発行課所 資料名
発行
年月

貸出
有償
頒布

バックナンバー

1 産業労働観光部 産業政策課 事業概要 R4.3 ○ 有 H26～31,R2～4

2 産業労働観光部 産業政策課 栃木県高度技術産業集積活性化計画 H12.8 ○

3 産業労働観光部 産業政策課 とちぎ産業プラン H23.3 ○ H18,23

4 産業労働観光部 産業政策課 とちぎ産業プラン （概要版） H23.3 ○ H18,23

5 産業労働観光部 産業政策課 とちぎ産業成長戦略　２０１６～２０２０ H28.3 ○

6 産業労働観光部 産業政策課 とちぎ産業成長戦略　２０２０～２０２５ R3.4 ○

7 産業労働観光部 産業政策課 栃木県中小企業振興審議会議事録※ 随時

8 産業労働観光部 産業政策課 とちぎ産業振興会議議事録※ 随時

9 産業労働観光部 工業振興課 とちぎの伝統工芸品 H27.2 ○ H26

10 産業労働観光部 工業振興課 商工保安事業概要 H17.5 H10～16

11 産業労働観光部 工業振興課 とちぎ知的財産活性化推進方策 H17.3 ○

12 産業労働観光部 工業振興課 "とちぎの"フロンティア企業 H17.3 ○ H15,16

13 産業労働観光部 工業振興課 栃木県フロンティア企業 R2.3 ○ H20～24,26～30,R元

14 産業労働観光部 工業振興課 「工場・研究施設等の一般公開」・「科学体験教室」の御案内 H19.3 ○ H15,16,19

15 産業労働観光部 工業振興課 栃木県ものづくり企業　GUIDE　BOOK H28.8 ○ H28

16 産業労働観光部 工業振興課 栃木県ものづくり企業　GUIDE　BOOK（英語版） H28.8 ○ H28

17 産業労働観光部 経営支援課 地域購買動向調査報告書　（H26～HP掲載） H22.1 H16,21,26

18 産業労働観光部 経営支援課 商業実態調査報告書  （卸売・小売業） H17.5 ○ H16

19 産業労働観光部 経営支援課 商業実態調査報告書  （商業・サービス業）　（H26～HP掲載） H22.1 ○ H21,26

20 産業労働観光部 経営支援課 商業実態調査報告書  （商店街）　（H26～HP掲載） H22.1 ○ H16,21,26

21 産業労働観光部 経営支援課 大規模小売店舗立地法届出書 随時

22 産業労働観光部 経営支援課 商店街アクションプラン 96/3 H13.8

23 産業労働観光部 経営支援課 経営革新計画取組事例集（平成18年度改訂版） H18.12 ○

24 産業労働観光部 経営支援課 栃木県大規模小売店舗立地審議会議事録※ 随時

25 産業労働観光部 国際課 栃木県国際経済交流調査報告書 R4.3 ○ H17～20,23～30,R元,4

26 産業労働観光部 国際課 とちぎ２１世紀国際化推進プラン H13.6 ○

27 産業労働観光部 国際課 とちぎ新時代国際化推進プラン～世界に開かれたとちぎづくりのために～ H18.3

28 産業労働観光部 国際課 とちぎ国際化推進プラン H18.4 ○

29 産業労働観光部 国際課 とちぎ国際化推進プラン （概要版） H18.4 ○

30 産業労働観光部 国際課 新とちぎ国際化推進プラン H23.3 ○

31 産業労働観光部 国際課 新とちぎ国際化推進プラン （概要版） H23.3 ○

32 産業労働観光部 国際課 とちぎ国際化推進プラン　2016～2020 H28.3 ○ H28

33 産業労働観光部 国際課 とちぎの国際交流/とちぎの国際化の概要　 R5.2 ○ 有 H11～14,19～30,R元～R4

34 産業労働観光部 国際課 栃木県の旅券発行状況　　（H27～HP掲載　令和元年よりHPのみ） H30.7 ○ H10～24,26,27,28,29

35 産業労働観光部 国際課 月別旅券申請取扱件数 ○ H17～22

36 産業労働観光部 国際課 栃木県英語組織名称一覧 H8.4

37 産業労働観光部 国際課 外国人も暮らしやすい地域づくりアドバイザー会議報告書 H17.3 ○ H13～15

38 産業労働観光部 国際課 栃木県産業団地案内（英語版） H21.1 ○ H17～20

39 産業労働観光部 観光交流課 新とちぎ観光プラン H23.3 ○

40 産業労働観光部 観光交流課 新とちぎ観光プラン（概要版） H23.3 ○

41 産業労働観光部 観光交流課 栃木県観光客入込数・宿泊数推定調査結果 （HP掲載） R4.5 ○ H13～23,26～30,R2～4

42 産業労働観光部 観光交流課 観光振興計画策定懇談会議事録※ 随時

43 産業労働観光部 労働政策課 栃木県の賃金事情  H19.2 ○ H13～18

44 産業労働観光部 労働政策課 定年制・退職金制度実態調査結果報告書  平成7年度 H8.3 ○

45 産業労働観光部 労働政策課 労政とちぎ　（H25～HP掲載）  随時 H17～H24

46 産業労働観光部 労働政策課 栃木県女性の職業生活における活躍の推進に関する計画の概要 R3.4 H28,R3

47 産業労働観光部 労働政策課 労政課事業概要 H17.4 ○ H15,17

48 産業労働観光部 労働政策課 職業能力開発 H18.8 ○ H15～18

49 産業労働観光部 労働政策課 栃木県職業能力開発計画 H28.3 ○ H18,28

50 産業労働観光部 労働政策課 労働組合基礎調査結果 R4.3 ○ H26,28～30,R1,R2,4

51 産業労働観光部 労働政策課 栃木の労働環境事情 R3.5 ○ H22～30,R元,2

52 産業労働観光部 労働政策課 年末一時金要求・妥結状況調査結果 H30.2 ○ H26,27,28,29

53 産業労働観光部 労働政策課 春季賃上げ要求・妥結状況調査結果 H30.8 ○ H26,27,28,29,30

54 産業労働観光部 労働政策課 夏季一時金要求・妥結状況調査結果 H30.10 ○ H26,27,28,29,30

55 産業労働観光部 労働政策課 職業能力開発審議会議事録※ 随時

56 産業労働観光部 計量検定所 計量年報　(HP掲載） R4.6 ○ H15,16,19～30,R元,3,4

57 産業労働観光部 計量検定所 計量モニター事業報告書 (HP掲載） R2.1 ○ H17～28,30,R元

58 産業労働観光部 産業技術センター 研究報告 R4.11 ○ H22～30,R元～3

59 産業労働観光部 産業技術センター 業務報告 R4.11 ○ H14～30,R元～3

60 産業労働観光部 産業技術センター 事業計画概要 R4.3 ○ H22～31,R元,4

61 産業労働観光部 産業技術センター 平成5年度・6年度 栃木県地域研究者養成事業研究報告書 H7.１ ○

行政資料一覧（産業労働観光部）
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62 産業労働観光部 繊維技術支援センター 研究報告 H15.3 ○ H11～14

63 産業労働観光部 繊維技術支援センター 業務報告  平成14年度 H15.3 ○

64 産業労働観光部 繊維技術支援センター 創立７５周年  記念誌 H11.7 ○

65 産業労働観光部 繊維技術支援センター 創立７９周年  記念誌 H15.3 ○

66 産業労働観光部 県南技術支援センター 業務のご案内 H19.5 ○

67 産業労働観光部 県南技術支援センター 研究報告 　（食品工業指導所） H15.4 ○ H10～14

68 産業労働観光部 県南技術支援センター 事業概要  平成14年度 　（食品工業指導所） H14.5 ○

69 産業労働観光部 宇都宮労政事務所 事業概要 R4.4 ○ H14,15,17,26,27,28,31,R元～4

70 産業労働観光部 小山労政事務所 事業概要 R4.4 ○ H18～21,26～3１,R2～4

71 産業労働観光部 大田原労政事務所 事業概要 R4.5 ○ H15,17,27～30,R元～4

72 産業労働観光部 足利労政事務所 事業概要 R4.5 ○ H14,17,21～24,27,～30,R元～4

73 産業労働観光部 県央産業技術専門校 事業概要 H27.6 ○ H14～16,19～21,26,27

74 産業労働観光部 県央産業技術専門校 要覧 H30.8 ○ H28,H30

75 産業労働観光部 県南産業技術専門校 事業概要 H19.6 ○ H14～19

76 産業労働観光部 県北産業技術専門校 事業概要 H21.6 ○ H14～21

※行政資料「各種附属機関等の議事録」コーナーに配架
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№ 部局 発行課所 資料名
発行
年月

貸出
有償
頒布

バックナンバー

1 農政部 農政課 農政部主要事業概要 R4.4 ○ 有 H19～31,R2～4

2 農政部 農政課 首都圏農業推進化計画21　平成13年3月 H13.4

3 農政部 農政課 首都圏農業推進化計画21　平成13年3月　ダイジェスト版 H13.4

4 農政部 農政課 首都圏農業推進化計画21レポート　 H18.5 ○ H13～17

5 農政部 農政課 首都圏農業推進化計画21レポート（統計資料編） H18.5 ○ H13～17

6 農政部 農政課 とちぎ ”食と農” 躍進プラン H18.4 ○ H18,19

7 農政部 農政課 とちぎ“食と農”躍進プランレポート H22.3 ○ H19～21

8 農政部 農政課 とちぎ“食と農”躍進プラン5年間の歩み H23.3

9 農政部 農政課 とちぎの”食と農” H27.3 H24～27

10 農政部 農政課 栃木県農業振興計画　とちぎ農業成長プラン H23.3 ○

11 農政部 農政課 栃木県農業振興計画2021-2025　とちぎ未来創生プラン R3.4 ○ 有 R3

12 農政部 農政課 栃木県農業振興計画2016-2020　とちぎ農業進化躍動プラン H28.4 ○ H28

13 農政部 農政課 栃木県農業振興計画2016-2021　とちぎ農業進化躍動プラン（概要版） H28.4 ○ H28

14 農政部 農政課 栃木県農業試験研究推進計画 R3.4 ○ H18,R3

15 農政部 農政課 栃木県農業試験研究推進計画21 H13.3

16 農政部 農政課 農漁業災害の概要 R2.12 ○ H27～29年度、H30年度、R元年度

17 農政部 農政課 農地法関係事務処理の手引き　（HP掲載） H29.1

18 農政部 農政課 とちぎの食育　元気プラン H18.2 ○

19 農政部 農政課 栃木県農業の魅力を伝える情報誌「ＴＯＷＡＮＯ」 R3.1 ○ vol.2～vol.4

20 農政部 農政課 栃木県農業白書 R3.4 ○ H24,25,27～31,R2,3

21 農政部 農政課 栃木県農政審議会議事録※ 随時

22 農政部 農村振興課 とちぎの農村ふれあい施設マップ H18.10

23 農政部 農村振興課 とちぎのふれあい農業体験でーたまっぷ H14.3

24 農政部 農村振興課 農業・農村の多面的機能　CD-ROM H14.11 ○

25 農政部 農村振興課 中山間地域等直接支払制度のあらまし H13.3 ○

26 農政部 農村振興課 とちぎの農業農村整備 R3.11 ○ 有 H31,R3

27 農政部 農村振興課 とちぎのちせき　　(HP掲載） R5.3 ○ H16～22,H24～30,R2～4

28 農政部 農村振興課 とちぎ水土里プラン H18.6

29 農政部 農村振興課 とちぎ水土里プラン（概要版） H18.6 ○

30 農政部 農村振興課 とちぎ水土里づくりプラン 実績書 H21.3 H18～20

31 農政部 農村振興課 標準積算システム使用手引書（土木工事） H27.10

32 農政部 農村振興課 標準積算マニュアル　栃木県農政部版 R3.10

33 農政部 農村振興課 きらりと光るとちぎの農産物直売所ガイド H28.2 ○

34 農政部 農村振興課 きらりと光るとちぎの農村レストランガイド H29.2 ○

35 農政部 農村振興課 地域で取り組む栃木県グリーンツーリズムの実践の手引 R2.3 ○

36 農政部 農村振興課 栃木県水産の概要 H16.2 H14,15

37 農政部 経済流通課 栃木県農業協同組合要覧　　（HP掲載） R5.2 ○ H26～30,R1～3

38 農政部 経済流通課 栃木県卸売市場要覧　　（HP掲載） R5.2 ○ H25～R5

39 農政部 経済流通課 栃木県卸売市場整備計画 H23.12 ○ 第8,9次

40 農政部 経済流通課 栃木県卸売市場審議会議事録※ 随時

41 農政部 経営技術課 とちぎの農業・農村男女共同参画ビジョン H28.3 ○ H28

42 農政部 経営技術課 普及指導活動成果集 R2.4 ○ H26～30,R元

43 農政部 経営技術課 環境保全型農業推進協議会議事録※ 随時

44 農政部 経営技術課 栃木県有機農業推進計画 H27.3 ○ H21,27

45 農政部 生産振興課 まるごと栃木の農水産（統計資料編）(H19～CD-R) H22.1 ○ H15～21

46 農政部 生産振興課 栃木の園芸特産・農産・水産　　（HP掲載のみ） H28.3 ○ H27,28

47 農政部 生産振興課 米穀販売小売業登録簿　　平成１１年６月 H11.6 ○

48 農政部 生産振興課 栃木県水田農業構造改革プラン H23.3 ○

49 農政部 生産振興課 栃木県水田農業構造改革プラン（概要版） H23.3 ○

50 農政部 生産振興課 水田経営とちぎモデル H25.3 ○ H24

51 農政部 生産振興課 水田経営とちぎモデル推進方針 H23.3 ○

52 農政部 生産振興課 農作物奨励品種特性表 H29.12 ○ H26～H29

53 農政部 生産振興課 稲麦大豆等生産推進資料 H24.3 ○

54 農政部 畜産振興課 とちぎの畜産　（HP掲載） R4.3 ○ H14～28,30,31,R2～4

55 農政部 畜産振興課 畜産関係業績発表会　 R3.12 ○ 第39～40,42,43,47～59,62～63回

56 農政部 畜産振興課 家畜保健衛生業績発表会集録 R4.3 ○ 第41,42,44～第63回

57 農政部 畜産振興課 第50回関東甲信越ブロック家畜保健衛生業績発表会抄録 H21.2

58 農政部 畜産振興課 資源循環型畜産確立対策資料　（HP掲載） R2.3 ○ H16～20,22～27,29～31,R2

59 農政部 畜産振興課 栃木県酪農・肉用牛生産近代化計画 H18.3 ○ H13,18

60 農政部 河内農業振興事務所 河内地方の農業・農村 H26.8 ○ H14～16,18～26

61 農政部 河内農業振興事務所 河内地域農業振興計画　Ｈ２３～２７　 H23.3 ○

行政資料一覧（農政部）
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62 農政部 河内農業振興事務所 河内農業振興事務所ほ場整備事業概要図 H28.4 ○ H28

63 農政部 上都賀農業振興事務所 上都賀地方の農業・農村 R4.5 ○ H29,R2～4

64 農政部 芳賀農業振興事務所 芳賀地方の農業・農村 R4.3 ○ H19～23,30,31,R2～R4

65 農政部 下都賀農業振興事務所 下都賀地方の農業・農村 R4.4 ○ H23,24,26～30,R元～4

66 農政部 下都賀農業振興事務所 下都賀地方の農業・農村 データ編 R3.5 ○ R3

67 農政部 下都賀農業振興事務所 下都賀地域農業振興計画 H24.4 ○

68 農政部 塩谷南那須農業振興事務所 塩谷南那須地方の農業・農村 R4.6 ○ H22～30,R元～R4

69 農政部 塩谷南那須農業振興事務所 塩谷南那須地方の農業・農村（資料編） R4.7 ○ R4

70 農政部 塩谷南那須農業振興事務所 南那須地域農業振興計画　 H13.3

71 農政部 那須農業振興事務所 那須地方の農業 R4.4 ○ H15～18,20～31,R元,3,4

72 農政部 那須農業振興事務所 那須地域 農業振興計画 H23.3 H18,23

73 農政部 安足農業振興事務所 安足地方の農業・農村 R4.5 ○ H21,23～30,R元,3,4

74 農政部 安足農業振興事務所 安足地域農業振興計画 H23.3

75 農政部 農業試験場 栃木県農業試験場研究成果集 R4.3 ○ 第18号～第40号

76 農政部 農業試験場 栃木県農業試験場試験研究成績集　(H26～CD-R） R4.3 ○ H25,26,27,28,29,30,R1～3

77 農政部 農業試験場 栃木県農業試験場研究報告 R4.3 ○ 第50,51,53～62,64～86号

78 農政部 農業試験場 農業経営調査研究成績書 H24.3 ○ H22,23

79 農政部 農業試験場 業務年報　　（H27～HP掲載） H30.10 ○ H14,17～19,27,28,29

80 農政部 農業試験場 栃木県農業試験場百年のあゆみ H7.11 ○

81 農政部 農業試験場 試験研究等計画概要 H21.5 ○ H8～19,21

82 農政部 農業試験場 試験成績書（南河内分場）　平成１２年度 H13.3 ○

83 農政部 農業試験場 新技術シリーズ 随時 ○ H11～20

84 農政部 農業試験場 栃木県蚕業センター研究要報　 H12.3 ○ 第37号～第42号

85 農政部 農業試験場 蚕業センター記念誌 H12.3 ○

86 農政部 農業試験場 平成18年度　土壌保全対策調査成績書 H20.3 ○

87 農政部 農業試験場 環境技術部試験成績書 H23.3 ○ H19～23

88 農政部 農業試験場 栃木県農業試験場　１２０年史 H28.3 ○ H27

89 農政部 農業大学校 百年のあゆみ　2005 H17.12 ○

90 農政部 農業大学校 学校要覧 H22.4 ○ H21,22

91 農政部 農業環境指導センター 植物防疫年報  (H28～HP掲載）　　　　　　　 H31.4 ○ H10～18,20～30

92 農政部 農業環境指導センター 農作物等病害虫雑草防除指針 H28.3 ○ H17～19,22～28

93 農政部 農業環境指導センター 検査関係業務報告　（H23～HP掲載）　　  　R元よりHPのみ掲載 R元.10 ○ H15～23,H28～H30

94 農政部 水産試験場 水産試験場研究報告書　（63号～CD-R版あり） R2.2 ○ 第45号～第63号

95 農政部 県央家畜保健衛生所 家畜衛生研究部年報(HP掲載） R4.7 ○ 2006～2021

96 農政部 県央家畜保健衛生所 家畜保健衛生所60周年記念誌「60年の歩み」（CD-R） H23.3 ○

97 農政部 県央家畜保健衛生所 事業概要（現在HP掲載のみ） H26.4 H26

98 農政部 県南家畜保健衛生所 事業概要（現在HP掲載のみ） H29.8 ○ H14～20,28

99 農政部 県北家畜保健衛生所 事業概要（現在HP掲載のみ） H27.3 ○ H27

100 農政部 畜産酪農研究センター 栃木県畜産試験場研究報告 H22.3 ○ 第12号～第24号

101 農政部 畜産酪農研究センター 栃木県畜産酪農研究センター　研究報告　(HP掲載） R5.2 ○ 第1～8号,10号

102 農政部 畜産酪農研究センター 畜産酪農研究センターだより　(HP掲載） 随時

103 農政部 畜産酪農研究センター 栃木県酪農試験場研究報告 H23.2 ○ 第123号～第130号

104 農政部 畜産酪農研究センター 試験研究成果集　業務報告書　(HP掲載） R5.2 ○ H11,14～25,27～30,R元,3

105 農政部 畜産酪農研究センター 酪農試験場だより　　 随時

※行政資料「各種附属機関等の議事録」コーナーに配架
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№ 部局 発行課所 資料名
発行
年月

貸出
有償
頒布

バックナンバー

1 県土整備部 監理課 県土整備プラン H23.3 ○

2 県土整備部 監理課 県土づくりプラン２０１６　平成２８～３２年度 H28.3 ○ H28

3 県土整備部 監理課 県土づくりプラン２０２１　令和３(2021)～令和７(2025)年度 R3.6 ○ 有 R3

4 県土整備部 監理課 県土整備部事業概要 R4.4 ○ 有 H15～31,R2～4

5 県土整備部 監理課 建設工事入札参加資格者名簿 H25.4

6 県土整備部 監理課 測量・コンサルタント等業務入札参加資格者名簿 H25.4

7 県土整備部 技術管理課 東日本大震災の記録－初動対応と復興の歩み－ H27.3 ○

8 県土整備部 技術管理課 土木工事標準積算基準書（共通編） R4.10

9 県土整備部 技術管理課 土木工事標準積算基準書（河川・道路編） R4.10

10 県土整備部 技術管理課 設計業務等標準積算基準書 R4.10

11 県土整備部 技術管理課 積算参考資料 R4.10

12 県土整備部 技術管理課 用地調査等業務委託積算基準及び標準歩掛 R4.10

13 県土整備部 技術管理課 工損調査等業務費積算基準 R4.10

14 県土整備部 技術管理課 下水道編コード一覧表 R4.10

15 県土整備部 技術管理課 機械損料一覧表 R4.10

16 県土整備部 技術管理課 公園緑地工事標準設計歩掛表 R4.10

17 県土整備部 技術管理課 公共工事実施設計労務資材単価表 R4.10

18 県土整備部 技術管理課 栃木県公共事業評価委員会議事録※ 随時

19 県土整備部 交通政策課 新交通システム導入基本計画策定調査報告書（概要） H15.10

20 県土整備部 交通政策課 道路交通センサス H24.3 ○ H6,9,11,17,22

21 県土整備部 交通政策課 とちぎの道路・交通ビジョン　～県土６０分構想2016～ H28.8 ○ H28

22 県土整備部 交通政策課 とちぎの道 R元.5 ○ H20,H27,H30,R元

23 県土整備部 道路保全課 道路現況調書   R4.4 ○ 有 H16,17,19～31,R2,4

24 県土整備部 道路保全課 栃木県道路図　 R3.4 有 H26～H3１,R2,3

25 県土整備部 河川課 栃木県河川図　(HP掲載） R2.3 R2

26 県土整備部 河川課 水位流量年報　(HP掲載） R4.3 ○ H11～30,R2,4

27 県土整備部 河川課 雨量年表　　　　（HP掲載） R4.3 ○ H11～30,R2,4

28 県土整備部 河川課 未来に残そう輝いた川づくり(第９次治水事業七箇年計画） H13.12

29 県土整備部 河川課 県民の命を守る河川砂防構想 H29.5 ○ 有 H23,28

30 県土整備部 河川課 県民の命を守る河川砂防構想（概要版） H23.3

31 県土整備部 河川課 令和元年　東日本台風の記録 R4.3 ○

32 県土整備部 砂防水資源課 栃木県砂防図 H19.2

33 県土整備部 砂防水資源課 とちぎの砂防 H27.4 ○ H17,27

34 県土整備部 砂防水資源課 “とちぎ”の砂防施設完了宣言 H20.12 ○

35 県土整備部 砂防水資源課 土砂災害復旧事業の記録　2011.3.11東日本大震災 H26.3 ○

36 県土整備部 都市計画課 都市計画総括図集 H3.4 S60,H3

37 県土整備部 都市計画課 栃木県都市計画総括図(1/100,000) H29.3 有 H24,29

38 県土整備部 都市計画課 宇都宮都市計画総括図(1/50,000) H10.7

39 県土整備部 都市計画課 宇都宮都市計画総括図(鹿沼市)(1/25,000) H26.3 H15,26

40 県土整備部 都市計画課 宇都宮都市計画総括図(宇都宮市)(1/25,000) H29.3 H20,25,29

41 県土整備部 都市計画課 宇都宮都市計画総括図(高根沢町・芳賀町)(1/25,000) R2.4 有 H20,25,R2

42 県土整備部 都市計画課 宇都宮都市計画総括図(壬生町・下野市・上三川町)(1/25,000) H25.3 H16,21,24

43 県土整備部 都市計画課 宇都宮都市計画総括図(真岡市)(1/25,000) H18.4

44 県土整備部 都市計画課 宇都宮都市計画総括図(真岡市・上三川町・壬生町)(1/25,000) H31.3

45 県土整備部 都市計画課 足利・佐野都市計画総括図(1/50,000) H12.5

46 県土整備部 都市計画課 足利・佐野都市計画総括図(足利市)(1/25,000) H25.3 H15,24

47 県土整備部 都市計画課 足利・佐野都市計画総括図(佐野市)(1/25,000) H25.3 H23,24

48 県土整備部 都市計画課 足利・佐野都市計画総括図(足利市・佐野市)(1/25,000) H29.3

49 県土整備部 都市計画課 小山・栃木都市計画総括図(1/50,000) H10.7

50 県土整備部 都市計画課 小山・栃木都市計画総括図(栃木市)(1/25,000) H30.4 H23,27,30

51 県土整備部 都市計画課 小山・栃木都市計画総括図(小山市・下野市)(1/25,000) H29.3 有 H22,29

52 県土整備部 都市計画課 小山・栃木都市計画総括図(栃木市《旧藤岡》・野木町)(1/25,000) H30.4 有 H14,24,30

53 県土整備部 都市計画課 西方・粟野都市計画総括図(1/25,000) H21.4 有 H17,21

54 県土整備部 都市計画課 日光都市圏都市計画総括図(1/50,000) H17.5

55 県土整備部 都市計画課 日光市（今市・藤原）都市計画総括図(1/25,000) H18.4

56 県土整備部 都市計画課 日光都市計画総括図(1/25,000) H21.4 H14,21,26

57 県土整備部 都市計画課 大田原・那須塩原都市計画総括図(1/25,000) H27.3 H19,27

58 県土整備部 都市計画課 那須塩原都市計画総括図(1/25,000) H25.3 有 H17,21,24

59 県土整備部 都市計画課 矢板都市圏・那須都市圏都市計画総括図(1/50,000) H17.5

60 県土整備部 都市計画課 矢板・上河内・塩谷都市計画総括図(1/25,000) H20.4

61 県土整備部 都市計画課 さくら市都市計画総括図(1/25,000) H25.3 H20,24
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62 県土整備部 都市計画課 矢板・さくら・塩谷都市計画総括図（矢板市・さくら市・塩谷町）（1/25,000） H29.3

63 県土整備部 都市計画課 烏山・益子都市圏都市計画総括図(1/50,000) H10.7

64 県土整備部 都市計画課 馬頭・烏山都市計画総括図(1/25,000) H20.4

65 県土整備部 都市計画課 那須烏山・那珂川都市計画総括図(1/25,000) H28.3 有 H28

66 県土整備部 都市計画課 益子・茂木・市貝都市計画総括図 (1/25,000) H28.3 有 H16,21,28

67 県土整備部 都市計画課 那須都市計画総括図(1/25,000) H26.3 有 H14,26

68 県土整備部 都市計画課 栃木県の都市計画                                              (HP掲載） R4.4 ○ H10,13,15～18,20,21,24,26,28,30,R2,4

69 県土整備部 都市計画課 住みよいまちづくりのための都市計画 H9.9

70 県土整備部 都市計画課 屋外広告物関係例規集　　 R4.4 ○ 有 H11,20～24,26～31,R2～4

71 県土整備部 都市計画課 栃木県屋外広告物条例のあらまし H27.10 ○

72 県土整備部 都市計画課 屋外広告物のルール H27.10 ○

73 県土整備部 都市計画課 屋外広告物の手引き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(HP掲載） H27.10 ○ H27

74 県土整備部 都市計画課 栃木県屋外広告物規制図 R4.4 ○ 有 H27,R4

75 県土整備部 都市計画課 屋外広告業の登録制度の手引き　　　　　　　　　　　　　　(HP掲載） H27.4 ○ H24,27

76 県土整備部 都市計画課 大規模行為景観形成の手引き H16.4 ○ 有

77 県土整備部 都市計画課 公共事業景観形成の手引き H16.4 ○

78 県土整備部 都市計画課 開発許可事務の手引き                                        (HP掲載） R3.3 ○ 有 H20,21,24,27,30,R2,3

79 県土整備部 都市計画課 とちぎの都市計画 H21.4 ○ H20,21

80 県土整備部 都市計画課 とちぎの都市ビジョン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(HP掲載） R元.7 ○ H26,R元

81 県土整備部 都市計画課 栃木県都市計画審議会議事録※ 随時

82 県土整備部 都市整備課 とちぎの県営都市公園　(HP掲載） R4.4 ○ H26,R元,R4

83 県土整備部 都市整備課 栃木県の街路事業(HP掲載） R2.3 ○ H15,17,29,R元

84 県土整備部 都市整備課 とちぎの下水道　(HP掲載） R4.3 ○ H7～19,23～25,28,30,R元,R4

85 県土整備部 都市整備課 流域下水道20年のあゆみ　　とちぎ新時代をきずく H9.2 ○

86 県土整備部 都市整備課 栃木県生活排水処理構想　 H28.3 ○

87 県土整備部 都市整備課 栃木県下水道図 H27.4 ○ 有 H27

88 県土整備部 都市整備課 栃木県地区計画付帯条例集 H16.3

89 県土整備部 都市整備課 栃木県地区計画運用事例集 H16.3

90 県土整備部 都市整備課 栃木県流域下水道事業会計決算書（R3からHP掲載のみ） R3.12 ○ R2

91 県土整備部 住宅課 宅地建物取引業者一覧　 随時

92 県土整備部 住宅課 住宅需要実態調査結果報告 H17.2 ○ S63,H5,10,15

93 県土整備部 住宅課 宅地建物取引業者の手引 H30.3 ○ H30

94 県土整備部 住宅課 栃木県住宅マスタープラン（改訂版） H13.12 ○

95 県土整備部 住宅課 栃木県住宅マスタープラン(栃木県住生活基本計画) H29.4 ○ H19,23,29

96 県土整備部 住宅課 栃木県住宅マスタープラン(栃木県住生活基本計画)（概要版） H29.4 ○ H19,23,29

97 県土整備部 住宅課 栃木県住宅マスタープラン（栃木県住生活基本計画、栃木県高齢者居住安定確保計画、栃木県賃貸住宅供給促進計画）2021～2030 R4.3 ○

98 県土整備部 住宅課 栃木県住宅マスタープラン（栃木県住生活基本計画、栃木県高齢者居住安定確保計画、栃木県賃貸住宅供給促進計画）2021～2030 R4.3 ○

99 県土整備部 住宅課 住生活総合調査結果 H28.3 ○ H20,25

100 県土整備部 住宅課 栃木県高齢者居住安定確保計画 H29.4 ○ H24,29

101 県土整備部 住宅課 栃木県高齢者居住安定確保計画（概要版） H29.4 ○ H29

102 県土整備部 建築課 建築年報　 H21.3 H9,10,12～15,17～20

103 県土整備部 建築課 栃木県マロニエ建築賞・景観賞受賞作品集 R4.12 ○ H12～19,26～R4

104 県土整備部 建築課 栃木県建築物耐震改修促進計画 H19.1 ○

105 県土整備部 建築課 栃木県建築物耐震改修促進計画（概要版） H19.1 ○

106 県土整備部 建築課 栃木県建築物耐震改修促進計画（二期計画）2016～2020 H28.3 ○

107 県土整備部 建築課 栃木県建築物耐震改修促進計画（二期計画）2016～2020（概要版） H28.3 ○

108 県土整備部 建築課 震災建築物応急危険度判定業務等活動報告書 H19.12

109 県土整備部 建築課 栃木県建築審査会議事録※ 随時

110 県土整備部 用地課 用地調査等業務委託積算基準及び標準歩掛 H27.4

111 県土整備部 用地課 工損調査等業務費積算基準 H27.10

112 県土整備部 用地課 栃木県事業認定審議会議事録※ 随時

113 県土整備部 宇都宮土木事務所 宇都宮土木事務所案内 H23.7 ○ H14～23

114 県土整備部 宇都宮土木事務所 宇都宮土木事務所案内　資料編　  H23.7 ○ H14～23

115 県土整備部 宇都宮土木事務所 宇都宮土木事務所管内図　令和2(2020)年4月(1:50000) R2.4 有 H23,26,28,R2

116 県土整備部 宇都宮土木事務所 宇都宮土木事務所管内図　平成20年4月(1:150000) H20.4

117 県土整備部 宇都宮土木事務所 宇都宮土木事務所河川図　平成20年4月(1:50000) H20.4

118 県土整備部 鹿沼土木事務所 鹿沼土木事務所管内図　令和４年４月 R4.4 有 H23,27,30,31,3,4

119 県土整備部 鹿沼土木事務所 鹿沼土木事務所ガイド（HP掲載) R4.6 ○ H28,R3,4

120 県土整備部 日光土木事務所 日光土木事務所管内図　令和３(2021)年４月(1:50000) R3.4 有 H22,26,27,28,30,R3

121 県土整備部 日光土木事務所 日光土木事務所管内図　平成20年4月(1:200000) H20.4 有

122 県土整備部 日光土木事務所 日光土木事務所河川図　平成20年4月 H20.4

123 県土整備部 日光土木事務所 日光土木事務所ガイド R4.7 ○ R3,4

124 県土整備部 日光土木事務所 三河沢ダム工事誌　 H16.3

125 県土整備部 真岡土木事務所 真岡土木事務所管内図　令和４年５月 R4.5 有 H23,26,28,30,R2,4

126 県土整備部 真岡土木事務所 真岡土木事務所ガイドブック   （HP掲載) R4.5 ○ H15,R3,4
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127 県土整備部 真岡土木事務所 真岡土木事務所ガイドブック　資料編　　（HP掲載のみ） R4.5 ○ H15,R3,4

128 県土整備部 栃木土木事務所 栃木土木事務所管内図　令和３年8月(1:50000) R3.9 有 H23,28,29,30,R元,R2,R3

129 県土整備部 矢板土木事務所 矢板土木事務所管内図　令和４年４月 R4.4 有 H20,26,28,30,R2,4

130 県土整備部 矢板土木事務所 矢板土木事務所　管内の概要 H20.4 ○ H20

131 県土整備部 大田原土木事務所 大田原土木事務所管内図　令和2年12月(1:50000) R2.12 有 H22,26,28,30,R2

132 県土整備部 大田原土木事務所 大田原土木事務所管内図　平成30年4月(1:150000) H30.4 有 H20,28,30

133 県土整備部 烏山土木事務所 烏山土木事務所管内図　平成31年4月(1:50000) R3.4 有 H22,24,27,29,31,R2

134 県土整備部 烏山土木事務所 烏山土木事務所管内図　平成20年6月(1:100000) H20.6

135 県土整備部 烏山土木事務所 烏山土木事務所河川図　平成21年11月(1:50000) H21.12

136 県土整備部 烏山土木事務所 烏山土木事務所案内 H24.6 ○ H21,24

137 県土整備部 安足土木事務所 安足土木事務所管内図　令和４（2022）年４月（1:50000） R4.4 有 H22,24,～30,2019,2020,R4

138 県土整備部 安足土木事務所 安足土木事務所管内図　平成27年4月（1:150000） H27.9 有 H22,26,27

139 県土整備部 佐野土木事務所 佐野土木事務所管内図　平成20年4月(1;50000) H20.4

140 県土整備部 佐野土木事務所 佐野土木事務所管内図　平成20年4月(1:100000) H20.4

141 県土整備部 佐野土木事務所 佐野土木事務所案内　 H21.9 ○ H18,20,21

142 県土整備部 佐野土木事務所 佐野土木事務所案内　資料編　 H21.9 ○ H20,21

143 県土整備部 足利土木事務所 足利土木事務所管内図　平成16年4月（1:100000） H16.4

144 県土整備部 足利土木事務所 足利土木事務所管内図　平成20年4月（1:50000） H20.4

145 県土整備部 足利土木事務所 足利  2003 H16.2 ○

146 県土整備部 下水道管理事務所 下水道管理事務所の概要　　 R4.9 ○ H15～30,R元～4

※行政資料「各種附属機関等の議事録」コーナーに配架
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№ 部局 発行課所 資料名
発行年
月

貸出
有償
頒布

バックナンバー

1 国体・障害者スポーツ大会局 総務企画課 いちご一会栃木国体・とちぎ大会広報誌「いちご一会通信」点字版 R5.3 ○ VOL.4,5,8,9,10,15

2 国体・障害者スポーツ大会局 総務企画課 いちご一会栃木国体・とちぎ大会広報誌「いちご一会通信」デイジー版CD-R R5.3 ○ VOL.4,5,8,9,10,15

3 国体・障害者スポーツ大会局 総務企画課 いちご一会栃木国体・とちぎ大会広報誌「いちご一会通信」 R3.8 ○ VOL.9,15

4 国体・障害者スポーツ大会局 施設調整課 勝利を目指すアスリートのレシピ R3.9 ○ 有

行政資料一覧（国体・障害者スポーツ大会局）
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№ 部局 発行課所 資料名
発行年
月

貸出
有償
頒布

バックナンバー

1 会計局 会計管理課 栃木県財務関係例規集 H21.1 第6版

2 会計局 会計管理課 競争入札参加資格者名簿　　（H19～HP掲載のみ） H18.1 H13～18

3 会計局 会計管理課 栃木県歳入歳出決算書（R３～HP掲載のみ） R4.2 ○ H11～30,R元

4 会計局 会計管理課 財産に関する調書 R4.2 ○ H11,15～30,R元

5 会計局 会計管理課 財産に関する調書　参考表 R4.2 ○ H11,15～30,R元

6 会計局 会計管理課 事務概要 R4.4 ○ H15～18,20～31,R2～4

1 企業局 経営企画課 企業局事業概要 (HP掲載） R4.4 ○ H19,22～25,27,29～31,R2,4

2 企業局 経営企画課 40年誌 H8.6

3 企業局 経営企画課 50年誌 H19.3 ○

4 企業局 経営企画課 栃木県企業局経営計画 R3.4 ○ H18,24,R3

5 企業局 経営企画課 栃木県企業局決算書 R3.9 ○ H26～30,R2

行政資料一覧（各局）
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№ 部局 発行課所 資料名
発行
年月

貸出
有償
頒布

バックナンバー

1 教育委員会 総務課 栃木県教育振興ビジョン　二期計画 H18.4 ○

2 教育委員会 総務課 栃木県教育振興ビジョン　三期計画 H23.3 ○

3 教育委員会 総務課 栃木県教育振興基本計画２０２０－教育ビジョンとちぎ－ H28.2 ○ H28

4 教育委員会 総務課 栃木県教育振興基本計画２０２５ R3.4 ○ 有

5 教育委員会 総務課 教育施策  (HP掲載） R4.4 ○ 有 H15～31,R2～4

6 教育委員会 総務課 同和教育室だより H10.9

7 教育委員会 総務課 栃木県教育委員会50年 H11.3 ○

8 教育委員会 総務課 児童生徒指導の指針 H12.9 ○

9 教育委員会 総務課 県立高等学校再編基本計画　同前期実行計画　平成16年3月 H16.5 ○

10 教育委員会 総務課 第二期県立高等学校再編計画 H30.2 ○

11 教育委員会 総務課 人権教育推進の手引 R4.4 ○ H24､H26、R4

12 教育委員会 総務課 あすへのびる R5.2 ○ 第41集、42集

12 教育委員会 施設課 公立学校建物の実態 H21.3 ○ H16～20

13 教育委員会 義務教育課 公立小中学校名一覧 H28.4 ○ H11～26,28

14 教育委員会 義務教育課 公立小中学校　児童生徒数・学級数、県立高等学校　生徒数 H30.7 H14～30

15 教育委員会 義務教育課 栃木県立学校新規採用教員選考試験　問題・解答例 R4.7 R3～R5

16 教育委員会 義務教育課 県立学校職員選考試験　問題・解答例 R4.11 R3～R5

17 教育委員会 義務教育課 教育職員免許状取得の手引 H24.3 ○

18 教育委員会 高校教育課 県立高校ガイド（HP掲載） R2.8 ○ H26～R元,2

19 教育委員会 高校教育課 職業教育関係資料 R5.3 ○ H26～30,R元～4

20 教育委員会 高校教育課 平成21年度　県立学校における指導の指針 H21.3 ○

21 教育委員会 高校教育課 とちぎの子どもの基礎･基本 H21.3 ○

22 教育委員会 高校教育課 産業教育審議会建議 R元.8 ○ H22,25,28,R元

23 教育委員会 高校教育課 栃木県立高等学校入学者選抜実施細則（HP掲載） R4.9 ○ H26,R3～5

24 教育委員会 高校教育課 栃木県教科用図書選定審議会答申書※ 随時

25 教育委員会 高校教育課 人権教育指導資料｢人権教育推進のためのQ&A」　CD-R H29.3 ○

26 教育委員会 高校教育課 人権教育指導資料｢人権教育推進のためのQ&A直接的指導編」CD-R（R4～HP掲載のみ） R2.11 ○

27 教育委員会 高校教育課 スクールソーシャルワーカー活用ガイドブック H29.3 ○

28 教育委員会 特別支援教育室 栃木の特別支援教育 R3.10 ○ H16,20,23～27,29,30,R元,R2

29 教育委員会 特別支援教育室 通常の学級における特別支援教育の手引き 18年3月 H18.6 ○

30 教育委員会 特別支援教育室 栃木県特別支援学校の高等部及び幼稚部の入学者選抜実施細則 R3.9 ○

31 教育委員会 生涯学習課 栃木県社会教育のすがた（HP掲載） R4.11 ○ H11～30,R元～4

32 教育委員会 生涯学習課 栃木県生涯学習推進計画「とちぎ学びプラン」  2期計画 H8.3

33 教育委員会 生涯学習課 栃木県生涯学習推進計画「とちぎ学びプラン」  2期計画  (概要版) H8.3

34 教育委員会 生涯学習課 栃木県生涯学習推進計画「とちぎ学びプラン」  3期計画 H13.3 ○

35 教育委員会 生涯学習課 栃木県生涯学習推進計画「とちぎ学びプラン」  3期計画  (概要版) H13.3 ○

36 教育委員会 生涯学習課 平成21年度栃木県生涯学習推進計画 H21.4

37 教育委員会 生涯学習課 栃木県生涯学習推進計画（六期計画） R3.4 ○

38 教育委員会 生涯学習課 栃木県子どもの読書活動推進計画 H31.3 ○

39 教育委員会 生涯学習課 電話相談・メール相談事業報告書 R元.9 ○ H25,26,27,29,30

40 教育委員会 生涯学習課 平成16年度　電話相談事業報告書 H17.5 ○

41 教育委員会 生涯学習課 親学習プログラム H21.3 ○ H17,21

42 教育委員会 生涯学習課 平成26年度　「子供の学習費調査」結果 H28.1

43 教育委員会 生涯学習課 学習成果報告書　とちぎ子どもの未来創造大学　 H31.3 ○ H26～30

44 教育委員会 生涯学習課 とちぎの高校生　「自分未来学」 H28.3 ○

45 教育委員会 生涯学習課 「参加体験型学習」で考える身近な人権 H30.3

46 教育委員会 生涯学習課 人権に関する社会教育指導資料（CD-R有） R3.3 ○ R1,2

47 教育委員会 生涯学習課 人権に関する社会教育指導資料～理論編～ R4.3 ○ R3

48 教育委員会 生涯学習課 とちぎの慣習･ことば集 R元.6 ○

49 教育委員会 生涯学習課 今後予想される社会の変化に対応した多様な学習活動の推進方策について(答申） R2.3 ○

50 教育委員会 生涯学習課 学校と地域の連携・協働推進ハンドブック（概要版） R5.3 ○

51 教育委員会 生涯学習課 学校と地域の連携・協働推進ハンドブック R5.3 ○

52 教育委員会 スポーツ振興課 生涯スポーツ推進資料 R5.2 ○ H26,28,29,30,R元～4

53 教育委員会 スポーツ振興課 とちぎスポーツ振興プラン21 H13.5 ○

54 教育委員会 スポーツ振興課 とちぎスポーツ振興プラン21　（改訂版） H18.9 ○

55 教育委員会 スポーツ振興課 とちぎスポーツ振興プラン21　（二期計画） H23.3 ○

56 教育委員会 スポーツ振興課 栃木県スポーツ推進計画2025ーとちぎスポーツ振興プラン21ー R3.5 ○

57 教育委員会 スポーツ振興課 運動部活動指導の手引 H31.3 ○

58 教育委員会 スポーツ振興課 スポーツ振興審議会※ 随時

59 教育委員会 文化財課 埋蔵文化財センターだより 随時

60 教育委員会 文化財課 とちぎ発掘調査成果情報誌 随時 ○

行政資料一覧（各委員会）
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61 教育委員会 文化財課 栃木県埋蔵文化財調査報告 随時 第268,278,327～355､390～409集

62 教育委員会 文化財課 栃木県歴史の道調査報告書 H27.5 ○ 第一集（20.3）、第三集

63 教育委員会 文化財課 日光杉並木街道保存活用計画 R2.3 ○

64 教育委員会 文化財課 第５９回関東ブロック　民俗芸能大会　報告書 H30.3 ○

65 教育委員会 文化財課 研究紀要(埋蔵文化財センター） R4.3 27号,28号,30号

66 教育委員会 文化財課 遺跡の発掘と活用の記録(埋蔵文化財センター） R4.7 H30,R元,3

67 教育委員会 文化財課 越後・日光・三国山系カモシカ保護地域　特別調査報告書　令和２・３年度 R4.3 ○

68 教育委員会 学校安全課 栃木県の学校給食 R4.3 ○ H13～30,R元,R4

69 教育委員会 学校安全課 平成20年度版　栃木県の学校心臓検診における管理基準と判定基準 H20.5

70 教育委員会 学校安全課 学校・家庭・地域で育む健康教育の手引 H24.2 ○

71 教育委員会 学校安全課 食に関する指導実践事例集　小学校１～３年生・特別支援学校 H26.2 ○

72 教育委員会 学校安全課 食に関する指導実践事例集　小学校４～６年生・中学校１～３年生 H27.2 ○

73 教育委員会 学校安全課 地場産物を活用した学校給食推進モデル事業報告書 H29.2 ○

74 教育委員会 学校安全課 学校給食レシピ集 H30.2 ○ 第1,2,3編

75 教育委員会 学校安全課 学校給食レシピ集 総集編 H30.2 ○

76 教育委員会 学校安全課 家庭とともに取り組む食生活改善プロジェクト H30.2 ○ H29

77 教育委員会 上都賀教育事務所 事務所要覧 R4.6 ○ R3,4

78 教育委員会 総合教育センター 要覧（HP掲載）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 R3.6 ○ H18～30,R元～3

79 教育委員会 総合教育センター 所報（HP掲載） R2.6 ○ H17～30,R元,R2

80 教育委員会 総合教育センター 教育調査報告書（教員構成調査・地方教育費調査） R4.3 ○ 有 第146号～第194号,196号,197号

81 教育委員会 総合教育センター 教育行政資料要覧(H31.3)（HP掲載） H31.3 ○ H11～20,22～31

82 教育委員会 総合教育センター 栃木県の教育（HP掲載） R3.11 ○ 有 H11,17,18,21～30,R元～2

83 教育委員会 総合教育センター とちぎ教育のしおり（HP掲載） R5.3 ○ H17～19,21～23,24,26,28～30,R元,4

84 教育委員会 総合教育センター 中学校等卒業者の進路状況調査報告書 （HP掲載） R4.7 ○ H28,29,30,R元,2,4

85 教育委員会 総合教育センター 県立高等学校等卒業者の進路状況調査報告書  （HP掲載） R4.7 ○ H28,29,30,R元～4

86 教育委員会 総合教育センター 中学校等生徒の進路希望調査報告書  （HP掲載） R4.12 ○ H13～23,26～30,R元～4

87 教育委員会 総合教育センター 小中学校児童・生徒数・学級数見込み調査報告書 H20.9 ○ H20

88 教育委員会 総合教育センター 学校支援のためのコーディネーターに関する研究調査 H29.1 ○ H28

89 教育委員会 文書館 研究紀要 R4.4 ○ 有 創刊号～3,5～第26号

90 教育委員会 文書館 栃木県史料所在目録　（第４０集～CD-R） R3.4 ○ 有 第28集～第50集

91 教育委員会 文書館 栃木県立文書館収蔵文書図録 H29.4 ○ 有 1,2

92 教育委員会 文書館 大島延次郎家文書図録 H19.3 ○ 有

93 教育委員会 文書館 学校教材史料 H26.4 ○ 有 H21～26

94 教育委員会 文書館 文書館だより 随時 第51号～62号

95 教育委員会 文書館 年報　　（HP掲載） H31.5 第31,32号,33号

96 教育委員会 図書館 県立図書館蔵書目録　ＣＤ-Ｒ H16.9 ○ H12,13,16

97 教育委員会 図書館 栃木県内の図書館 R4.2 ○ H19～23,R3

98 教育委員会 図書館 県民の図書館  栃木県立図書館要覧 R4.6 ○ H14,15,17～22,26～30,R元～4

99 教育委員会 図書館 栃木県立図書館協議会議事録※ 随時

100 教育委員会 図書館 栃書類従　県民がよく使う栃木県の地域資料リスト H28.4 ○

101 教育委員会 図書館 続栃書類従　県民がよく使う栃木県の地域資料リスト H28.12 ○

102 教育委員会 足利図書館 図書館あしかが　要覧 H27.6 ○ H14,15,16,20～27

103 教育委員会 足利図書館 栃木県立足利図書館協議会議事録※ 随時

104 教育委員会 栃木特別支援学校 まどか H28.4 ○

105 人事委員会 人事委員会年報  R4.7 ○ H16～30,R1～3

106 人事委員会 職員の給与等に関する報告及び勧告  R4.10 ○ H22～30,R元～4

107 人事委員会 給与の手引 R4.6 ○ H26～H30,R2～4

108 人事委員会 人事委員会実施の採用試験に係る例題の公表について　　（HP掲載） R2.2 H28～R2

109 人事委員会 50年のあゆみ　人事委員会制度発足50周年記念 H14.3

110 監査委員 包括外部監査報告書 R4.3 ○ H17～21,26～30,R元～3

111 労働委員会 栃木県労働委員会年報  R2.3 ○ H18～30,R元

112 選挙管理委員会 選挙の記録　 R4.12 ○ 有 H16～31,R元～3

113 選挙管理委員会 選挙常時啓発事業概要 H20.7 ○ H14～20

114 選挙管理委員会 政治団体名簿　 R4.1 H27～3１,R2～4

115 選挙管理委員会 収支報告書の要旨　　 (H27～HP掲載）　 H27.12 ○ H14～18,21～26

116 選挙管理委員会 不在者投票を行うことができる施設一覧 H17.6

117 選挙管理委員会 個人演説会等の施設一覧 H16.4

118 収用委員会 収用委員会事務概要 R4.8 ○ H18,22～31,R2～4

※行政資料「各種附属機関等の議事録」コーナーに配架
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№ 部局 発行課所 資料名
発行年
月

貸出
有償
頒布

バックナンバー

1 議会 議会事務局 栃木県議会の百年 H54.11

2 議会 議会事務局 栃木県議会会議録　  （H20～CD-R版あり） 随時 S60～H30,R1～3

3 議会 議会事務局 議会時報   県議会定例会 H16.6 ○ 第215回～第275回

4 議会 議会事務局 栃木県議会における情報公開事務の手引 H15.8

5 議会 議会事務局 栃木県議会ガイド（英語版・中国語版） R2.3 ○

行政資料一覧（議会）
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№ 部局 発行課所 資料名
発行
年月

貸出
有償
頒布

バックナンバー

1 警察本部 犯罪概況書 R2.10 ○ H19～30,R元

2 警察本部 交通年鑑  R2.9 ○ H13～30,R元

3 警察本部 少年非行等の概況 R4.8 ○ H18～30,R元～3

4 警察本部 安心のとちぎ H15.5 ○ H9～14

5 警察本部 ＤＲＵＫ「第三次覚せい剤乱用期」の早期終息をめざして H13.10

6 警察本部 警察白書  (H14のみCD-R版あり) H14.10 H14

7 警察本部 情報セキュリティ　その必要性と基本対策 H21.2

8 警察本部 Let’ｓサイバー犯罪対策 H21.2

9 警察本部 暴力団等反社会的勢力による不当要求行為撃退マニュアル H21.2

10 警察本部 少年を暴力団から守るために H21.2

11 警察本部 個人情報取扱事務登録簿 H22.4

行政資料一覧（警察本部）
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№ 部局 発行課所 資料名
発行
年月

貸出
有償
頒布

バックナンバー

1 がんセンター 栃木県立がんセンター年報　 R5.3 ○ H14～16,21,24～30,R元～3

2 がんセンター 業務概要　 H28.6 ○ H16～18,21,22,24,25,27,28

3 がんセンター 院内がん登録 R元.7 ○ 第10～14,16～25号

4 がんセンター 開院２０周年記念誌　２００６ H18.9 ○

5 がんセンター 栃木県のがん　 R3.5 ○ H22～23,26,29

6 がんセンター 栃木県立がんセンター　診療案内 R3.8 ○ H27,28,29,30,R元,R3

7 がんセンター がんセンターだより R5.1 ○ 4～12号,21～28号

8 がんセンター 病院施設のご案内 H30.11 ○

9 がんセンター 緩和ケアのご案内 H31.2 ○

10 がんセンター 院内がん登録３０年のあゆみ H29.8 ○

11 がんセンター 栃木県立がんセンター開院３０周年記念誌 H29.8 ○

12 がんセンター 栃木県立がんセンター開院３１周年記念DVD H29.8 ○

1 リハビリテーションセンター 事業概要 H30.10 ○ Ｈ25～30

1 岡本台病院 病院概要（岡本台病院） R4.6 ○ H14～30,R元～4

2 岡本台病院 ５０周年記念誌 H21.12 ○

3 岡本台病院 栃木県立岡本台病院経営改革プラン H24.3 H20

4 岡本台病院 栃木県立岡本台病院だより（Okadai NEWS） R5.2 ○ vol.3～10

行政資料一覧（地方独立行政法人）
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