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告 示
栃木県告示第429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、令和３（2021）年８月６日から同年９月６日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和３（2021）年８月６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

149
一 般 県 道
小来川文挾石那田線

日光市手岡字柳根630-１から
日光市手岡字地蔵林624-２まで

令和３（2021）年
８月６日

149
一 般 県 道
小来川文挾石那田線

日光市手岡字丸山601から
日光市手岡字丸山1338-１まで

令和３（2021）年
８月６日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第430号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、平成30年栃木県告示第126号宇都宮都市計
画道路事業の事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により告
示する。
　　令和３（2021）年８月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　施行者の名称
　　宇都宮市
２　都市計画事業の種類及び名称
　　宇都宮都市計画道路事業10・７・101号宇都宮芳賀ライトレール線、３・２・３号宇都宮芳賀線、３・
３・101号東大通り、３・４・130号野高谷大塚線及び３・４・131号テクノ東通り
３　事業施行期間
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　　平成30（2018）年３月22日～令和５（2023）年３月31日
４　事業地
⑴　収用の部分
　　変更なし
⑵　使用の部分
　　なし

Ⅱ　
１　施行者の名称
　　芳賀町
２　都市計画事業の種類及び名称
　　宇都宮都市計画道路事業10・７・501号宇都宮芳賀ライトレール線、３・２・３号宇都宮芳賀線及び
３・３・４号台の原下原線
３　事業施行期間
　　平成30（2018）年３月22日～令和５（2023）年３月31日
４　事業地
⑴　収用の部分
　　変更なし
⑵　使用の部分
　　なし

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○令和３（2021）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３（2021）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３（2021）年８月６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３（2021）年11月14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）
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３　出願期間
　令和３（2021）年10月１日（金）から同月５日（火）まで
　（郵送による場合は、令和３（2021）年10月５日（火）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
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4.5㎝横3.5㎝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　受験票の送付
　　受験者には、10月下旬に受験票を送付する。10月29日（金）までに到着しない場合は、栃木県保健福祉部
生活衛生課まで連絡すること。
９　合格者の発表
⑴　令和３（2021）年12月10日（金）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。

10　その他
⑴　受験者本人は、令和３（2021）年12月10日（金）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、受験票、筆記用具（鉛筆・消しゴム等）及び昼食を持参すること。
　　※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
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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時、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
　　電話 028-623-3110

（生活衛生課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○患畜の届出
　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第13条第１項の規定により、家畜が患畜となったことを発見し
た旨の届出があったので、同条第４項の規定により次のとおり公示する。
　　令和３（2021）年８月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

家畜伝染病
の 種 類

家 畜 の
種 類

患畜又は疑似
患畜の区分

頭羽群数
発生の場所
又 は 区 域

発 生 年 月 日
経過及び
転 帰

ヨーネ病 牛 患畜 ３頭 那須塩原市 令和３（2021）年７月27日 法令殺

（畜産振興課）　
　───────────────────────────────────────────────

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３（2021）年８月６日

栃木県立岡本台病院長　　増　　井　　　　　晃　　
１　入札に付する事項
⑴　委託業務件名　岡本台病院電子カルテシステム等更新業務委託
⑵　委託業務内容　入札説明書による。
⑶　履行期限　令和４（2022）年２月13日
⑷　履行場所　栃木県立岡本台病院
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「Ｎ　通信、情報処理」、小分
類「２　情報関連サービス」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　令和３（2021）年９月17日（金）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　入札の手続き等
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
　　〒329-1104　栃木県宇都宮市下岡本町2162番地　栃木県立岡本台病院医事栄養課
　　電話　028-673-2211
⑵　入札及び開札の日時及び場所
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　　令和３（2021）年９月17日（金）午後２時　栃木県立岡本台病院管理診療棟２階講堂に持参又は郵送す
ること。（ただし、郵送の場合は、同日午後１時までに、書留郵便で⑴の場所へ郵送すること。）
⑶　入札説明書の交付期間及び交付場所
　令和３（2021）年８月６日（金）から同年９月１日（水）までの日（土曜日、日曜日及び祝日、休日を
除く。）の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで⑴の場所において交付する。
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。
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
　　令和３（2021）年８月６日（金）から同年９月１日（水）までの日（土曜日、日曜日、祝日及び休日
を除く。）の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで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　令和３（2021）年９月８日（水）までに文書にて通知する。

４　その他
⑴　契約の手続き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（平成７年栃木県規則第12号）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　契約書作成の要否　要
⑹　その他　詳細は、入札説明書による。
５　Summary
⑴　Nature and quantity of service to be required:
　　Okamotodai Hospital electronic medical record system renewal business
⑵　Deadline for walk-in Bidding Documents:
　　2:00 p.m, 17 September, 2021
　　Deadline for postal Bidding Documents （Documents must arrive no later than):
　　1:00 p.m, 17 September, 2021
⑶　Information is available at:
　　Medical Nutrition Division
　　Tochigi Prefectural Okamotodai Hospital
　　2162 Shimookamotocho, Utsunomiya, Tochigi
　　329-1104
　　TEL 028-673-2211

（保健福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　令和３（2021）年８月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
〔掲載順序〕
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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3,120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遺失物管理システム機器一式　②栃木県警察本部警務部会計課　栃木県宇都宮市塙田１-１-20　③借入
④令和３（2021）年６月18日　⑤富士通リース株式会社関東支店　埼玉県さいたま市大宮区桜木町１-11-20
　⑥1,399,970円（月額）　⑦一般競争入札　⑧令和３（2021）年５月７日　⑪最低価格
２　①新情報通信ネットワーク機器一式　②栃木県警察本部警務部会計課　栃木県宇都宮市塙田１-１-20　③
借入　④令和３（2021）年７月９日　⑤株式会社ＪＥＣＣ　東京都千代田区丸の内３-４-１　⑥3,003,000
円（月額）　⑦一般競争入札　⑧令和３（2021）年５月28日　⑪最低価格
　───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　令和３（2021）年８月６日

栃木県下水道管理事務所長　　苅　　田　　利　　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栃木県下水道資源化工場で使用する重油（JIS K 2205 １種１号）第４回目　購入見込数量224㎘　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令和３（2021）年６月17日　⑤
カメイ株式会社栃木支店　栃木県宇都宮市泉が丘５-７-14　⑥68.90円（１ℓ単価）　⑦一般競争入札　⑧
令和３（2021）年１月22日　⑪最低価格
２　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）第５回目　購入見込数量224㎘　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令和３（2021）年７月15日　⑤
カメイ株式会社栃木支店　栃木県宇都宮市泉が丘５-７-14　⑥69.80円（１ℓ単価）　⑦一般競争入札　⑧
令和３（2021）年１月22日　⑪最低価格

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


