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栃木県告示第25号
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　　平成27年１月30日
栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 有 効 期 限

学 校 法 人 獨 協 学 園
獨協医科大学日光医療センター

日光市高徳632 平成27年２月１日から
平成30年１月31日まで

医 療 法 人 徳 真 会
真 岡 病 院

真岡市荒町３-45-16 平成27年２月１日から
平成30年１月31日まで

日 本 赤 十 字 社 栃 木 県 支 部
那 須 赤 十 字 病 院

大田原市中田原1081-４ 平成27年２月１日から
平成30年１月31日まで

学校法人国際医療福祉大学
国際医療福祉大学塩谷病院

矢板市富田77 平成27年２月１日から
平成30年１月31日まで

南那須地区広域行政事務組合立
那 須 南 病 院

那須烏山市中央３-２-13 平成27年２月１日から
平成30年１月31日まで

医 療 法 人 宏 仁 会
本 庄 記 念 病 院

足利市堀込町2859 平成27年２月１日から
平成30年１月31日まで

小 西 医 院 日光市安川町８-25 平成27年２月１日から
平成30年１月31日まで

（医療政策課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第26号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定により指定居宅サービス事業者から指定居宅サー
ビスの事業の廃止の届出があったので、同法第78条の規定により次のとおり公示する。
　　平成27年１月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事 業 所
番 号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所 廃 止 の
年 月 日

サービス
の 種 類名 称 所 在 地

0970201067 有限会社コスモスケア
サービス
代表取締役
増田　公子

コスモスケアサービ
ス

足利市大前町575番地
11ドーム21マスダハイ
ツ105号

平成26年
12月10日

訪問介護

0970300240 社会福祉法人幸生会
理事長
島田　久子

うづまホームヘルプ
サービス

栃木市川原田町1610番
地２

平成26年
11月30日

訪問介護

0972500961 協和倉建株式会社
代表取締役
光田　猛敏

虹の里訪問介護セン
ター

大田原市川田570番地
１

平成26年
12月31日

訪問介護

0971200316 協和倉建株式会社
代表取締役
光田　猛敏

協和苑訪問介護セン
ター

那須塩原市埼玉201番
地２グレートシティ那
須

平成26年
12月31日

訪問介護

0970202560 株式会社ライフケア倶
楽部
代表取締役
藤岡　勝己

らくらくデイサービ
ス北の郷

足利市月谷町458番３ 平成26年
12月31日

通所介護
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0970202644 株式会社ライフケア倶
楽部
代表取締役
藤岡　勝己

らくらくデイサービ
スあゆの郷

足利市利保町二丁目15
番１号

平成26年
12月31日

通所介護

0970202677 株式会社ライフケア倶
楽部
代表取締役
藤岡　勝己

らくらくデイサービ
スしょうようの郷

足利市葉鹿町540番 平成26年
12月31日

通所介護

0970202776 株式会社ライフケア倶
楽部
代表取締役
藤岡　勝己

らくらくデイサービ
スきりの郷

足利市福富町976番地
１

平成26年
12月31日

通所介護

0970301636 株式会社一期一会
代表取締役
宮㟢　美智雄

デイサービス一期一
会

栃木市大平町新1521番
地５

平成26年
11月21日

通所介護

0970401865 株式会社スマイルケア
代表取締役
佐武　幸子

デイサービスはぴね
す

佐野市万町2887番地 平成26年
12月31日

通所介護

0970500724 特定非営利活動法人デ
イホームゆらら
理事長
前田　扶実

特定非営利活動法人
デイホームゆらら

鹿沼市樅山町378番地
２

平成26年
12月31日

通所介護

0970600110 社会福祉法人日光市社
会福祉協議会
会長
斎藤　文夫

介護保険事業所デイ
サービスセンターえ
くぼ

日光市松原町17番地１ 平成26年
11月30日

通所介護

0970801338 社会福祉法人くすの木
会
理事長
小野嬾　雅子

みのりデイサービス
センター

小山市高椅132番地１ 平成26年
11月30日

通所介護

0972500706 協和倉建株式会社
代表取締役
光田　猛敏

虹の里デイサービス
センター

大田原市川田570番地
１

平成26年
12月31日

通所介護

0971200324 協和倉建株式会社
代表取締役
光田　猛敏

デイサービス協和苑 那須塩原市埼玉201番
地２グレートシティ那
須

平成26年
12月31日

通所介護

0970801684 社会福祉法人洗心会
理事長
大木　誠

サンフラワーガーデ
ン

小山市出井1938番地 平成26年
12月31日

特定施設
入居者生
活介護

0970500997 株式会社小松屋商店
代表取締役
沼　弘

ダスキンヘルスレン
ト宇都宮西ステー
ション

鹿沼市貝島町796番地
25

平成26年
12月31日

福祉用具
貸与

0970501045 株式会社ブランチケア
代表取締役
根本　裕之

介護ショップピュア
ぶらんち

鹿沼市西茂呂二丁目３
番20号

平成26年
10月31日

福祉用具
貸与
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0970500997 株式会社小松屋商店
代表取締役
沼　弘

ダスキンヘルスレン
ト宇都宮西ステー
ション

鹿沼市貝島町796番地
25

平成26年
12月31日

特定福祉
用具販売

0970501045 株式会社ブランチケア
代表取締役
根本　裕之

介護ショップピュア
ぶらんち

鹿沼市西茂呂二丁目３
番20号

平成26年
10月31日

特定福祉
用具販売

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第27号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第82条第２項の規定により指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護
支援の事業の廃止の届出があったので、同法第85条の規定により次のとおり公示する。
　　平成27年１月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事 業 所
番 号

事 業 者 の 名 称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 廃 止 の

年 月 日
サービス
の 種 類名 称 所 在 地

0970200606 株式会社アラ
代表取締役
楳沢　光子

坂西ホームヘルプ
サービス居宅介護支
援事業所

足利市葉鹿町751番地 平成26年
10月31日

居宅介護
支援

0970401881 株式会社スマイルケア
代表取締役
佐武　幸子

ケアプランセンター
はぴねす

佐野市万町2887番地 平成26年
12月31日

居宅介護
支援

0971200282 協和倉建株式会社
代表取締役
光田　猛敏

協和苑居宅支援セン
ター

那須塩原市埼玉201番
地２グレートシティ那
須

平成26年
12月31日

居宅介護
支援

0971400205 特定非営利活動法人に
んべん
理事長
桑久保　キイ

居宅介護支援事業所
にんべん

さくら市フィオーレ喜
連川五丁目２番１号
フィオーレガーデン
１-102

平成26年
12月31日

居宅介護
支援

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第28号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定により指定介護予防サービス事業者から指定
介護予防サービスの事業の廃止の届出があったので、同法第115条の10の規定により次のとおり公示する。
　　平成27年１月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事 業 所
番 号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定介護予防サービス事業所 廃 止 の
年 月 日

サービス
の 種 類名 称 所 在 地

0970201067 有限会社コスモスケア
サービス
代表取締役
増田　公子

コスモスケアサービ
ス

足利市大前町575番地
11ドーム21マスダハイ
ツ105号

平成26年
12月10日

介護予防
訪問介護

0970300240 社会福祉法人幸生会
理事長
島田　久子

うづまホームヘルプ
サービス

栃木市川原田町1610番
地２

平成26年
11月30日

介護予防
訪問介護
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0972500961 協和倉建株式会社
代表取締役
光田　猛敏

虹の里訪問介護セン
ター

大田原市川田570番地
１

平成26年
12月31日

介護予防
訪問介護

0971200316 協和倉建株式会社
代表取締役
光田　猛敏

協和苑訪問介護セン
ター

那須塩原市埼玉201番
地２グレートシティ那
須

平成26年
12月31日

介護予防
訪問介護

0970202560 株式会社ライフケア倶
楽部
代表取締役
藤岡　勝己

らくらくデイサービ
ス北の郷

足利市月谷町458番３ 平成26年
12月31日

介護予防
通所介護

0970202644 株式会社ライフケア倶
楽部
代表取締役
藤岡　勝己

らくらくデイサービ
スあゆの郷

足利市利保町二丁目15
番１号

平成26年
12月31日

介護予防
通所介護

0970202677 株式会社ライフケア倶
楽部
代表取締役
藤岡　勝己

らくらくデイサービ
スしょうようの郷

足利市葉鹿町540番 平成26年
12月31日

介護予防
通所介護

0970202776 株式会社ライフケア倶
楽部
代表取締役
藤岡　勝己

らくらくデイサービ
スきりの郷

足利市福富町976番地
１

平成26年
12月31日

介護予防
通所介護

0970301636 株式会社一期一会
代表取締役
宮㟢　美智雄

デイサービス一期一
会

栃木市大平町新1521番
地５

平成26年
11月21日

介護予防
通所介護

0970401865 株式会社スマイルケア
代表取締役
佐武　幸子

デイサービスはぴね
す

佐野市万町2887番地 平成26年
12月31日

介護予防
通所介護

0970500724 特定非営利活動法人デ
イホームゆらら
理事長
前田　扶実

特定非営利活動法人
デイホームゆらら

鹿沼市樅山町378番地
２

平成26年
12月31日

介護予防
通所介護

0970600110 社会福祉法人日光市社
会福祉協議会
会長
斎藤　文夫

介護保険事業所デイ
サービスセンターえ
くぼ

日光市松原町17番地１ 平成26年
11月30日

介護予防
通所介護

0970801338 社会福祉法人くすの木
会
理事長
小野嬾　雅子

みのりデイサービス
センター

小山市高椅132番地１ 平成26年
11月30日

介護予防
通所介護

0972500706 協和倉建株式会社
代表取締役
光田　猛敏

虹の里デイサービス
センター

大田原市川田570番地
１

平成26年
12月31日

介護予防
通所介護

0971200324 協和倉建株式会社
代表取締役
光田　猛敏

デイサービス協和苑 那須塩原市埼玉201番
地２グレートシティ那
須

平成26年
12月31日

介護予防
通所介護
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0970801684 社会福祉法人洗心会
理事長
大木　誠

サンフラワーガーデ
ン

小山市出井1938番地 平成26年
12月31日

介護予防
特定施設
入居者生
活介護

0970500997 株式会社小松屋商店
代表取締役
沼　弘

ダスキンヘルスレン
ト宇都宮西ステー
ション

鹿沼市貝島町796番地
25

平成26年
12月31日

介護予防
福祉用具
貸与

0970501045 株式会社ブランチケア
代表取締役
根本　裕之

介護ショップピュア
ぶらんち

鹿沼市西茂呂二丁目３
番20号

平成26年
10月31日

介護予防
福祉用具
貸与

0970500997 株式会社小松屋商店
代表取締役
沼　弘

ダスキンヘルスレン
ト宇都宮西ステー
ション

鹿沼市貝島町796番地
25

平成26年
12月31日

特定介護
予防福祉
用具販売

0970501045 株式会社ブランチケア
代表取締役
根本　裕之

介護ショップピュア
ぶらんち

鹿沼市西茂呂二丁目３
番20号

平成26年
10月31日

特定介護
予防福祉
用具販売

（高齢対策課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第29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27年１月30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

大　田　武　司 足利市福居町1210 医療法人孝栄会　前沢病院

西　田　慎　吾 足利市福居町1210 医療法人孝栄会　前沢病院

石　川　　純　 足利市福居町1210 医療法人孝栄会　前沢病院

永　嶋　秀　明 足利市福居町1210 医療法人孝栄会　前沢病院

太　田　真里絵 足利市福居町1210 医療法人孝栄会　前沢病院

興　津　太　郎 栃木市泉川町73-１ 小規模特別養護老人ホームとちぎ泉川

奥　野　　章　 栃木市大平町西水代1930-１ 小規模特別養護老人ホームおおひら

関　口　　隆　 栃木市大町39-５ とちぎメディカルセンター　とちの木病院

金　田　文　衛 栃木市薗部町４-１-49 ふるさとホーム栃木薗部町

石　嶋　秀　行 栃木市薗部町４-１-49 ふるさとホーム栃木薗部町

松　永　安優美 栃木市岩舟町静戸970-１　 特別養護老人ホームかがやき

古　藪　陽　太 栃木市境町27-21 とちぎメディカルセンター　下都賀郡市医師会病院

藤　平　明　広 栃木市大平町富田1665 大平下病院

西　平　崇　人 栃木市大平町富田1665 大平下病院

金　子　明　弘 栃木市今泉町１-17-29 蔵の街診療所

青　木　　章　 栃木市岩舟町静戸970-１ 特別養護老人ホームかがやき
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北　方　博　規 佐野市田沼町1832-１ 佐野市民病院

范　姜　明　志 佐野市田沼町1832-１ 佐野市民病院

小　川　隆　一 佐野市堀米町1348-５ 医療法人常盤会　緑の屋根診療所

飯　田　真佐夫 佐野市田沼町1832-１ 佐野市民病院

榎　本　光　紀 栃木市岩舟町静戸970-１ 特別養護老人ホームかがやき

松　村　美穂子 鹿沼市下田町１-1033 上都賀総合病院

貝　淵　俊　光 鹿沼市下田町１-1033 上都賀総合病院

戸　邊　豊　総 鹿沼市下田町１-1033 上都賀総合病院

森　平　　泰　 鹿沼市下田町１-1033 上都賀総合病院

坪　山　大　輔 鹿沼市下田町１-1033 上都賀総合病院

司　馬　　洋　 鹿沼市下田町１-1033 上都賀総合病院

大　沼　恵　理 鹿沼市下田町１-1033 上都賀総合病院

福　田　和　仁 鹿沼市下田町１-1033 上都賀総合病院

八　木　加寿子 鹿沼市下田町１-1033 上都賀総合病院

中　野　敦　子 鹿沼市下田町１-1033 上都賀総合病院

宗　田　由　美 鹿沼市下田町１-1033 上都賀総合病院

荻　野　雅　宏 鹿沼市下田町１-1033 上都賀総合病院

植　木　敬　介 鹿沼市下田町１-1033 上都賀総合病院

金　谷　英　明 鹿沼市下田町１-1033 上都賀総合病院

黒　川　　龍　 鹿沼市下田町１-1033 上都賀総合病院

樋　口　芙　未 鹿沼市下田町１-1033 上都賀総合病院

河　本　俊　介 鹿沼市下田町１-1033 上都賀総合病院

安　部　欣　博 鹿沼市下田町１-1033 上都賀総合病院

旗　持　　淳　 鹿沼市下田町１-1033 上都賀総合病院

加　賀　勘　家 鹿沼市下田町１-1033 上都賀総合病院

関　山　和　弥 鹿沼市下田町１-1033 上都賀総合病院

市　川　純　子 鹿沼市下田町１-1033 上都賀総合病院

滝　　　瑞　理 鹿沼市下田町１-1033 上都賀総合病院

小　森　孝　洋 鹿沼市西茂呂４丁目46-３ 竹村内科腎クリニック

岩　津　加　奈 鹿沼市西茂呂４丁目46-３ 竹村内科腎クリニック

荒　川　裕　輔 鹿沼市西茂呂４丁目46-３ 竹村内科腎クリニック

吉　竹　直　人 鹿沼市西茂呂４丁目46-３ 竹村内科腎クリニック

南　木　浩　二 鹿沼市西茂呂４丁目46-３ 竹村内科腎クリニック

鶴　岡　秀　一 鹿沼市西茂呂４丁目46-３ 竹村内科腎クリニック

中　川　　享　 鹿沼市茂呂2027 鹿沼脳神経外科

竹　田　陽　介 鹿沼市坂田山１丁目28-２ けやき坂クリニック

奥　野　　章　 真岡市西田井748番地２ 田井の里クリニック
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梶　井　英　治 真岡市荒町三丁目45番地16 医療法人徳真会　真岡病院

岩　本　禎　彦 真岡市荒町三丁目45番地16 医療法人徳真会　真岡病院

藤　﨑　　明　 真岡市荒町三丁目45番地16 医療法人徳真会　真岡病院

長　坂　昌一郎 真岡市荒町三丁目45番地16 医療法人徳真会　真岡病院

長　田　太　助 真岡市荒町三丁目45番地16 医療法人徳真会　真岡病院

鶴　岡　秀　一 真岡市荒町三丁目45番地16 医療法人徳真会　真岡病院

亀　崎　豊　実 真岡市荒町三丁目45番地16 医療法人徳真会　真岡病院

作　田　英　樹 真岡市荒町三丁目45番地16 医療法人徳真会　真岡病院

佐　藤　牧　人 真岡市荒町三丁目45番地16 医療法人徳真会　真岡病院

亀　田　智　子 真岡市荒町三丁目45番地16 医療法人徳真会　真岡病院

仲　澤　聖　則 真岡市荒町三丁目45番地16 医療法人徳真会　真岡病院

貫　井　昭　徳 真岡市荒町三丁目45番地16 医療法人徳真会　真岡病院

村　手　順　一 真岡市荒町三丁目45番地16 医療法人徳真会　真岡病院

福　嶋　博　道 真岡市荒町三丁目45番地16 医療法人徳真会　真岡病院

百目木　　泰　 真岡市荒町三丁目45番地16 医療法人徳真会　真岡病院

山　﨑　龍太郎 真岡市荒町三丁目45番地16 医療法人徳真会　真岡病院

鈴　木　紫　布 真岡市荒町三丁目45番地16 医療法人徳真会　真岡病院

定　　　　翼　 真岡市荒町三丁目45番地16 医療法人徳真会　真岡病院

志　田　陽　介 真岡市荒町三丁目45番地16 医療法人徳真会　真岡病院

前　田　光　徳 真岡市荒町三丁目45番地16 医療法人徳真会　真岡病院

藤　村　昭　夫 真岡市荒町三丁目45番地16 医療法人徳真会　真岡病院

安　藤　　仁　 真岡市荒町三丁目45番地16 医療法人徳真会　真岡病院

岡　崎　仁　昭 真岡市荒町三丁目45番地16 医療法人徳真会　真岡病院

室　﨑　貴　勝 真岡市荒町三丁目45番地16 医療法人徳真会　真岡病院

櫻　井　紘　子 真岡市高勢町一丁目205 医療法人櫻美会　櫻井内科医院

櫻　井　祥　子 真岡市高勢町一丁目205 医療法人櫻美会　櫻井内科医院

室　井　一　男 真岡市高勢町一丁目205 医療法人櫻美会　櫻井内科医院

前　田　真由美 真岡市荒町三丁目46番地９ 介護老人保健施設　わたのみ荘

山　﨑　諒　子 大田原市中田原1081番地４ 那須赤十字病院

浅　野　太　志 那須塩原市大黒町２番５号 菅間記念病院

鹿　郷　昌　之 那須塩原市大黒町２番５号 菅間記念病院

生　澤　史　江 那須塩原市大黒町２番５号 菅間記念病院

柘　植　俊　介 那須塩原市大黒町２番５号 菅間記念病院

松　村　輔　二 那須塩原市大黒町２番５号 菅間記念病院

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第30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
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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27年１月30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

　竹　田　航　一　 　栃木市大宮町52 　竹田内科小児科クリニック
（竹田内科医院）

　石　川　佳　子　
（秋　山）

　佐野市堀米町1648 　両毛病院

　富　田　滝　三　 　佐野市上台町2093-６ 　富田内科クリニック
（富田胃腸科外科医院）

　志　田　直　樹　 　鹿沼市茂呂2027 　鹿沼脳神経外科
（池田脳神経外科）

　池　森　利　文　 　鹿沼市下田町１-871-１
（鹿沼市下田町１-1020）

　いけもりクリニック
（池森外科医院）

　齋　藤　淳　一　 　大田原市浅香１-４-３
（大田原市黒羽田町612）

　さいとうハート＆キッズクリニック
（くろばね齋藤醫院）

　（注）表中の（　）内は変更前のもの
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第31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27年１月30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

渡　邊　　諒　 栃木市境町27-21 とちぎメディカルセンター　下都賀郡市医師会病院

秋　山　一　郎 佐野市堀米町1648番地 両毛病院

池　田　俊一郎 鹿沼市茂呂2027 池田脳神経外科

遠　藤　浩　志 鹿沼市茂呂2027 池田脳神経外科

上　野　眞　二 鹿沼市茂呂2027 池田脳神経外科

舟　生　勇　人 鹿沼市茂呂2027 池田脳神経外科

土　屋　裕　人 鹿沼市茂呂2027 池田脳神経外科

（健康増進課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第32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27年１月30日から同年３月２日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成27年１月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
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道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　宇都宮栃木線
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

２

前 宇都宮市桜３丁目2609-２から
宇都宮市桜３丁目2609-２まで 30.0 24.6

後 宇都宮市桜３丁目2609-２から
宇都宮市桜３丁目2609-２まで 37.2 24.6

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　萩島白鳥線
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

173

前Ａ
小山市大字上生井字小フジ524-１から
小山市大字上生井字小フジ578-１まで

17.0 ～ 32.6 115.5
Ａ及びＢは、
関係図面で表
示する敷地の
区分をいう。前Ｂ

小山市大字上生井字小フジ524-１から
小山市大字上生井字小フジ669-１まで

5.3 ～ 17.0 187.6

後
小山市大字上生井字小フジ524-１から
小山市大字上生井字小フジ578-１まで

16.2 ～ 23.3 115.5

Ⅲ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　小山環状線
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

269

前Ａ 小山市大字間中字中屋敷63-１から
小山市大字粟宮字西添2366-１まで 25.3 ～ 83.4 1,459.5 Ａ、Ｂ及びＣ

は、関係図面
で表示する敷
地の区分をい
う。

前Ｂ 小山市大字間中字宿並1369-１から
小山市大字粟宮字西添2366-１まで 4.0 ～ 29.8 1,453.7

前Ｃ 小山市大字粟宮字松木2623-13から
小山市大字粟宮字不動下2135まで 5.0 ～ 20.8 345.6

後 小山市大字間中字中屋敷63-１から
小山市大字粟宮字西添2366-１まで 25.3 ～ 83.4 1,459.5

Ⅳ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　小山下野線
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
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334

前Ａ 小山市大字出井字臼打北1872-４から
小山市大字荒井字古光58-９まで 13.2 ～ 27.0 1,556.0 Ａ及びＢは、

関係図面で表
示する敷地の
区分をいう。前Ｂ 小山市大字出井字臼打北1872-４から

小山市大字荒井字古光58-９まで 3.8 ～ 18.9 1,993.5

後 小山市大字出井字臼打北1872-４から
小山市大字荒井字古光58-９まで 13.2 ～ 27.0 1,556.0

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

公 告
　　　○都市計画変更図書の写しの縦覧
　栃木市が都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第19条第１項の規定によ
り平成27年１月30日に変更した、小山栃木都市計画地区計画（四季の森とちぎ）の関係図書の写しを同法第21
条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、栃木県県土整備部都市計画課において縦覧に供す
る。
　　平成27年１月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
（都市計画課）　

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

選挙管理委員会
栃木県選挙管理委員会告示第７号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第20条第１項の規定により、政治団体の平成25年に係る収支報告
書の要旨を次のとおり公表する。
　　平成27年１月30日

栃木県選挙管理委員会委員長　　小　　林　　恒　　夫　　
（単位　円）

斉藤剛郎後援会
報告年月日　　　　　26.９.９

収入総額 0
支出総額 0

　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第８号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第20条第１項の規定により、政治団体の平成25年に係る収支報告
書の要旨を次のとおり公表する。
　　平成27年１月30日

栃木県選挙管理委員会委員長　　小　　林　　恒　　夫　　
（単位　円）

自由民主党今市支部
報告年月日　　　　　26.10.10
１　収入総額 3,220,011
　　　前年繰越額 941,111
　　　本年収入額 2,278,900
２　支出総額 2,023,350
３　本年収入の内訳 
　個人の党費・会費（206人） 236,400
　寄附 77,500
　　個人分 77,500

　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 
 1,965,000
　　自由民主党栃木県支部連合会 1,465,000
　　自由民主党栃木県第二選挙区支部 500,000
４　支出の内訳
　経常経費 256,500
　　人件費 240,000
　　備品・消耗品費 16,500
　政治活動費 1,766,850
　 （うち本部又は支部に対して供与した交付金に
係る支出） 550,000
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　　組織活動費 958,550
　　調査研究費 64,300
　　寄附・交付金 744,000
５　寄附の内訳
　（個人分）
　年間五万円以下のもの 77,500

秀洋会
資金管理団体の届出をした者の氏名　　神林　秀治

資金管理団体の届出に係る公職の種類　栃木県議会議員

報告年月日　　　　　26.12.18
１　収入総額 0
２　支出総額 0

渡辺渡政治経済研究会
資金管理団体の届出をした者の氏名　　渡辺　　渡

資金管理団体の届出に係る公職の種類　栃木県議会議員

報告年月日　　　　　26.10.10
１　収入総額 4,443,738
　　　前年繰越額 2,158,738
　　　本年収入額 2,285,000
２　支出総額 3,181,800
３　本年収入の内訳
　寄附 2,285,000
　　個人分 1,985,000
　　政治団体分 300,000
４　支出の内訳
　経常経費 1,542,400
　　人件費 1,080,000
　　光熱水費 112,400
　　備品・消耗品費 254,000
　　事務所費 96,000
　政治活動費 1,639,400
　　組織活動費 889,600
　　調査研究費 269,800
　　寄附・交付金 480,000

５　寄附の内訳
　（個人分）
　年間五万円以下のもの  1,985,000　　　　　　
（政治団体分）
　自由民主党栃木県支部連合会

300,000　宇都宮市　

神林秀治後援会 
報告年月日　　　　　26.12.18
１　収入総額 100,000
　　　前年繰越額 100,000
２　支出総額 0

斎藤ごうろう後援会 
報告年月日　　　　　26.９.９
１　収入総額 0
２　支出総額 0

渡辺渡後援会連合会 
報告年月日　　　　　26.10.10
１　収入総額 1,070,340
　　　前年繰越額 356,340
　　　本年収入額 714,000
２　支出総額 486,100
３　本年収入の内訳 
　寄附 714,000
　　個人分 714,000
４　支出の内訳 
　政治活動費 486,100
　　組織活動費 199,400
　　調査研究費 97,700
　　その他の経費 189,000
５　寄附の内訳 
　（個人分）
　年間五万円以下のもの 714,000

　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第９号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第20条第１項の規定により、解散した政治団体に係る収支報告書
の要旨を次のとおり公表する。
　　平成27年１月30日

栃木県選挙管理委員会委員長　　小　　林　　恒　　夫　　
（単位　円）

平成23年解散分 
斉藤剛郎後援会 
報告年月日　　　　　26.９.９（23.12.31解散）
１　収入総額 0

２　支出総額 0

平成25年解散分
みんなの党栃木県第５区支部
国会議員関係政治団体の区分　　 法第十九条の七第一項
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第一号

公職の候補者の氏名　　　　　　富岡　芳忠

公職の候補者に係る公職の種類　衆議院議員

報告年月日　　　　　26.10.16（25.12.31解散）
１　収入総額 5,023,878
　　　前年繰越額 340,800
　　　本年収入額 4,683,078
２　支出総額 4,340,619
３　本年収入の内訳
　寄附 3,183,000
　　個人分 1,463,000
　　団体分 1,720,000
　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 
 1,500,000
　　みんなの党 1,500,000
　その他の収入 78
　　一件十万円未満のもの 78
４　支出の内訳 
　経常経費 3,620,558
　　人件費 2,423,148
　　光熱水費 76,467
　　備品・消耗品費 559,906
　　事務所費 561,037
　政治活動費 720,061
　　組織活動費 450,233
　　機関紙誌の発行その他の事業費 69,828
　　　機関紙誌の発行事業費 35,805
　　　宣伝事業費 34,023
　その他の経費 200,000
５　寄附の内訳
　（個人分）
　富岡　芳忠 1,200,000　佐野市　　
　年間五万円以下のもの 263,000　　　　　　
　（団体分）
　大能建設㈱ 1,500,000  東京都文京区
　年間五万円以下のもの 220,000　　　　　　

富岡よしただを励ます会
資金管理団体の届出をした者の氏名　　富岡　芳忠

資金管理団体の届出に係る公職の種類　衆議院議員

国会議員関係政治団体の区分 　　　　法第十九条の七第

 一項第一号及び第

 二号　　　　　　

公職の候補者の氏名　　　　　　　　　富岡　芳忠

公職の候補者に係る公職の種類　　　　衆議院議員

報告年月日　　　　　26.10.16（25.12.31解散）
１　収入総額 408,970

　　　前年繰越額 408,970
２　支出総額 262,845
３　支出の内訳
　経常経費 262,845
　　人件費 161,649
　　事務所費 101,196

平成26年解散分
日本維新の会小山市第１支部
報告年月日　　　　　 26.７.25（26.７.11解散）
１　収入総額 0
２　支出総額 0

みんなの党栃木県足利市議会第１支部
報告年月日　　　　　26.12.２（26.11.28解散）
１　収入総額 0
２　支出総額 0

みんなの党栃木県宇河支部
報告年月日　　　　　26.12.26（26.11.28解散）
１　収入総額 72,372
　　　前年繰越額 72,372
２　支出総額 0

みんなの党栃木県宇都宮市議会第３支部
報告年月日　　　　　26.12.26（26.11.28解散）
１　収入総額 2,479,546
　　　前年繰越額 5,495
　　　本年収入額 2,474,051
２　支出総額 2,479,546
３　本年収入の内訳
　寄附 2,474,051
　　個人分 2,474,051
４　支出の内訳
　経常経費 291,802
　　備品・消耗品費 254,372
　　事務所費 37,430
　政治活動費 2,187,744
　　組織活動費 2,185,218
　　調査研究費 2,526
５　寄附の内訳
　（個人分）
　保坂　寿 2,474,051　宇都宮市　

みんなの党栃木県宇都宮市議会第２支部
報告年月日　　　　　 26.12.16（26.11.28解散）
１　収入総額 2,417,127
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　　　前年繰越額 2,915
　　　本年収入額 2,414,212
２　支出総額 2,417,127
３　本年収入の内訳
　寄附 2,414,212
　　個人分 2,414,212
４　支出の内訳
　経常経費 549,268
　　光熱水費 74,160
　　備品・消耗品費 47,468
　　事務所費 427,640
　政治活動費 1,867,859
　　組織活動費 1,867,859
５　寄附の内訳
　（個人分）
　荒木　英知 2,414,212　宇都宮市　

みんなの党栃木県議会第１支部
報告年月日　　　　　26.12.25（26.11.28解散）
１　収入総額 2,953,820
　　　前年繰越額 31,679
　　　本年収入額 2,922,141
２　支出総額 2,953,820
３　本年収入の内訳
　寄附 2,922,141
　　個人分 2,872,141
　　団体分 50,000
４　支出の内訳
　経常経費 1,282,505
　　光熱水費 5,435
　　備品・消耗品費 220,539
　　事務所費 1,056,531
　政治活動費 1,671,315
　　組織活動費 1,557,238
　　その他の経費 114,077
５　寄附の内訳
　（個人分）
　中川　幹雄 2,872,141　宇都宮市　
　（団体分）
　年間五万円以下のもの 50,000　　　　　　

みんなの党栃木県議会第13支部
報告年月日　　　　　26.12.24（26.11.28解散）
１　収入総額 5,340,051
　　　本年収入額 5,340,051
２　支出総額 5,340,051
３　本年収入の内訳

　寄附 5,319,051
　　個人分 5,319,051
　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 
 21,000
　　みんなの党 21,000
４　支出の内訳
　経常経費 4,135,051
　　人件費 3,600,000
　　光熱水費 22,000
　　備品・消耗品費 27,500
　　事務所費 485,551
　政治活動費 1,205,000
　　組織活動費 50,000
　　機関紙誌の発行その他の事業費 1,155,000
　　　宣伝事業費 1,155,000
５　寄附の内訳 
　（個人分）
　佐原　吉大 5,319,051　宇都宮市　

みんなの党栃木県議会第17支部
報告年月日　　　　　26.11.28（26.11.28解散）
１　収入総額 461,073
　　　前年繰越額 435,444
　　　本年収入額 25,629
２　支出総額 461,073
３　本年収入の内訳
　寄附 25,629
　　個人分 25,629
４　支出の内訳
　経常経費 201,620
　　備品・消耗品費 92,995
　　事務所費 108,625
　政治活動費 259,453
　　組織活動費 90,835
　　調査研究費 20,078
　　その他の経費 148,540
５　寄附の内訳 
　（個人分） 
　年間五万円以下のもの 25,629

みんなの党栃木県議会第12支部
報告年月日　　　　　26.11.27（26.11.27解散）
１　収入総額 1,000,000
　　　前年繰越額 1,000,000
２　支出総額 0
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みんなの党栃木県議会第16支部
報告年月日　　　　　26.12.17（26.11.28解散）
１　収入総額 6,664,464
　　　前年繰越額 37,464
　　　本年収入額 6,627,000
２　支出総額 6,664,464
３　本年収入の内訳
　寄附 6,590,000
　　個人分 6,590,000
　機関紙誌の発行その他の事業による収入
 37,000
　　みんなの党大会参加費 37,000
４　支出の内訳
　経常経費 2,291,931
　　人件費 930,000
　　光熱水費 37,580
　　備品・消耗品費 134,728
　　事務所費 1,189,623
　政治活動費 4,372,533
　　組織活動費 4,160,153
　　調査研究費 212,380
５　寄附の内訳
　（個人分）
　早川　桂子 6,590,000　佐野市　　

みんなの党栃木県議会第２支部
報告年月日　　　　　26.12.25（26.11.28解散）
１　収入総額 923,762
　　　前年繰越額 113,762
　　　本年収入額 810,000
２　支出総額 538,520
３　本年収入の内訳
　寄附 810,000
　　個人分 500,000
　　団体分 310,000
４　支出の内訳
　経常経費 90,771
　　光熱水費 89,123
　　備品・消耗品費 1,648
　政治活動費 447,749
　　組織活動費 447,749
５　寄附の内訳
　（個人分）
　玉木　茂 500,000　大田原市　
　（団体分）
　環境整美公社 110,000　大田原市　
　桜岡建設㈱ 200,000　大田原市　

みんなの党栃木県議会第４支部
報告年月日　　　　　 26.12.25（26.11.28解散）
１　収入総額 400,304
　　　前年繰越額 400,217
　　　本年収入額 87
２　支出総額 400,304
３　本年収入の内訳
　その他の収入 87
　　一件十万円未満のもの 87
４　支出の内訳
　経常経費 227,484
　　備品・消耗品費 227,484
　政治活動費 172,820
　　寄附・交付金 172,816
　　その他の経費 4

みんなの党栃木県議会第６支部
報告年月日　　　　　26.12.25（26.11.28解散）
１　収入総額 8,668
　　　前年繰越額 8,668
２　支出総額 0

おおで孝幸励ます会
資金管理団体の届出をした者の氏名　　大出　孝幸

資金管理団体の届出に係る公職の種類　栃木市議会議員

報告年月日　　　　　26.３.31（26.３.23解散）
１　収入総額 0
２　支出総額 0

落合みつ子励ます会
資金管理団体の届出をした者の氏名　　落合美津子

資金管理団体の届出に係る公職の種類　日光市議会議員

報告年月日　　　　　26.３.31（26.３.23解散）
１　収入総額 0
２　支出総額 0

けいの昭次後援会
資金管理団体の届出をした者の氏名　　慶野　昭次

資金管理団体の届出に係る公職の種類　栃木市議会議員

報告年月日　　　　　26.11.25（26.10.31解散）
１　収入総額 52,646
　　　前年繰越額 24,646
　　　本年収入額 28,000
２　支出総額 29,000
３　本年収入の内訳 
　その他の収入 28,000
　　一件十万円未満のもの 28,000
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４　支出の内訳 
　政治活動費 29,000
　　組織活動費 28,000
　　その他の経費 1,000

誠友会
資金管理団体の届出をした者の氏名　　老沼清一郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類　野木町長

報告年月日 26.７.８（26.７.８解散）
１　収入総額 0
２　支出総額 0

平山すすむを励ます会
資金管理団体の届出をした者の氏名　　平山　　進

資金管理団体の届出に係る公職の種類　那須烏山市議会議

員　　　　　　　

報告年月日　　　　　26.３.31（26.３.23解散）
１　収入総額 0
２　支出総額 0

鮎田栄一後援会
報告年月日　　　　　26.７.31（26.７.20解散）
１　収入総額 32,610
　　　前年繰越額 32,610
２　支出総額 0

遠藤忠後援会
報告年月日　　　　　26.４.８（26.４.８解散）
１　収入総額 40,942
　　　前年繰越額 40,942
２　支出総額 0
 
老沼清一郎後援会
報告年月日　　　　　26.７.８（26.７.８解散）
１　収入総額 0
２　支出総額 0

大金伊一後援会
報告年月日　　　　　26.３.27（26.３.15解散）
１　収入総額 0
２　支出総額 0

大島将良後援会
報告年月日　　　　　26.５.30（26.４.30解散）
１　収入総額 0
２　支出総額 0

大森まさみ後援会
報告年月日　　　　　26.８.12（26.８.４解散）
１　収入総額 5,714
　　　前年繰越額 5,714
２　支出総額 0

風通しの良い町つくり委員会
報告年月日　　　　　26.４.23（26.４.23解散）
１　収入総額 849
　　　前年繰越額 849
２　支出総額 849
３　支出の内訳
　経常経費 849
　　備品・消耗品費 849

菊地弘明後援会
報告年月日　　　　　26.３.31（26.３.15解散）
１　収入総額 0
２　支出総額 0

元気ネット
報告年月日　　　　　26.６.11（26.５.31解散）
１　収入総額 78,000
　　　本年収入額 78,000
２　支出総額 78,000
３　本年収入の内訳
　寄附 78,000
　　個人分 71,000
　　政治団体分 7,000
４　支出の内訳 
　政治活動費 78,000
　　機関紙誌の発行その他の事業費 37,151
　　　宣伝事業費 37,151
　　寄附・交付金 12,849
　　その他の経費 28,000
５　寄附の内訳 
　（個人分）
　年間五万円以下のもの 71,000
　（政治団体分）
　年間五万円以下のもの 7,000

小池清一後援会
報告年月日　　　　　26.３.26（26.２.28解散）
１　収入総額 400,000
　　　前年繰越額 400,000
２　支出総額 0
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斎川雅之後援会
報告年月日　　　　　26.３.27（26.３.27解散）
１　収入総額 8,500
　　　前年繰越額 8,500
２　支出総額 0
 
新佐野市未来研究会 
報告年月日　　　　　26.４.14（26.３.31解散）
１　収入総額 15,538
　　　前年繰越額 15,538
２　支出総額 0

大地を考える会
報告年月日　　　　　26.３.31（26.３.31解散）
１　収入総額 0
２　支出総額 0

栃木県初の女性市長をつくる会
報告年月日　　　　　26.６.24（26.６.20解散）
１　収入総額 60,001
　　　本年収入額 60,001
２　支出総額 60,001
３　本年収入の内訳 
　寄附 60,000
　　個人分 60,000
　　その他の収入 1
　　　一件十万円未満のもの 1
４　支出の内訳 
　経常経費 26,788
　　備品・消耗品費 26,788
　政治活動費 33,213

　　組織活動費 33,213
５　寄附の内訳
　（個人分）
　年間五万円以下のもの 60,000

樋山隆四郎後援会
報告年月日　　　　　26.４.１（26.３.31解散）
１　収入総額 0
２　支出総額 0

水上まさじ後援会
報告年月日　　　　　26.２.12（26.２.１解散）
１　収入総額 0
２　支出総額 0

三村卓久後援会 
報告年月日　　　　　26.１.29（26.１.15解散）
１　収入総額 0
２　支出総額 0

めぐろ民雄後援会
報告年月日　　　　　26.１.15（26.１.13解散）
１　収入総額 0
２　支出総額 0

八木ひでこ後援会
報告年月日　　　　　26.２.５（26.２.１解散）
１　収入総額 10,401
　　　前年繰越額 10,401
２　支出総額 0

　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第10号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書につい
て、自由民主党栃木県第二選挙区支部から訂正の届出があったので、同法第20条第１項の規定に基づく政治団
体の収支報告書の要旨の公表（平成24年11月30日栃木県選挙管理委員会告示第94号）の一部を次のとおり訂正
する。
　　平成27年１月30日

栃木県選挙管理委員会委員長　　小　　林　　恒　　夫　　
　政治団体の平成23年に係る収支報告書の要旨において、「自由民主党栃木県第二選挙区支部」の収支報告書
の要旨のうち
「４　支出の内訳
　　経常経費 17,668,192
　　　人件費 9,072,353
　　　光熱費 1,055,298
　　　備品・消耗品費 3,424,957
　　　事務所費 4,115,584
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　　政治活動費 5,866,319  を
　　（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出） 210,000
　　　組織活動費 3,534,739
　　　選挙活動費 1,670,000
　　　機関紙誌の発行その他の事業費 661,580
　　　　機関紙誌の発行事業費 661,580 」
「４　支出の内訳
　　経常経費 17,235,363
　　　人件費 9,072,353
　　　光熱費 1,055,298
　　　備品・消耗品費 2,992,128
　　　事務所費 4,115,584
　　政治活動費 6,299,148  に改める。
　　（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出） 210,000
　　　組織活動費 3,534,739
　　　選挙活動費 1,670,000
　　　機関紙誌の発行その他の事業費 1,094,409
　　　　機関紙誌の発行事業費 661,580
　　　　政治資金パーティー開催事業費 432,829 」
　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第11号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書につい
て、自由民主党栃木県第二選挙区支部から訂正の届出があったので、同法第20条第１項の規定に基づく政治団
体の収支報告書の要旨の公表（平成25年11月29日栃木県選挙管理委員会告示第66号）の一部を次のとおり訂正
する。
　　平成27年１月30日

栃木県選挙管理委員会委員長　　小　　林　　恒　　夫　　
　政治団体の平成24年に係る収支報告書の要旨において、「自由民主党栃木県第二選挙区支部」の収支報告書
の要旨のうち
「１　収入総額 47,160,588
　　　　前年繰越額 3,999,078  を
　　　　本年収入額 43,161,510 」
「１　収入総額 47,360,588
　　　　前年繰越額 3,999,078  に、
　　　　本年収入額 43,361,510 」
「３　本年収入の内訳
　　寄附 13,750,000
　　　個人分 1,160,000
　　　団体分 8,190,000
　　　政治団体分 4,400,000
　　機関紙誌の発行その他の事業による収入 11,811,000
　　　西川公也を囲む新春の集い 551,000
　　　西川公也君を励ます昼食勉強会（２月７日開催分） 9,560,000 

 を

　　　西川公也君を励ます昼食勉強会（10月31日開催分） 1,700,000
　　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 17,600,000
　　　自由民主党本部 17,500,000
　　　自由民主党千葉県支部連合会 100,000



（71）栃 木 県 公 報 第2651号平成27年１月30日　金曜日

　　その他の収入 510
　　　一件十万円未満のもの 510 」
「３　本年収入の内訳
　　寄附 13,950,000
　　　個人分 1,160,000
　　　団体分 8,190,000
　　　政治団体分 4,600,000
　　機関紙誌の発行その他の事業による収入 11,811,000
　　　西川公也を囲む新春の集い 551,000
　　　西川公也君を励ます昼食勉強会（２月７日開催分） 9,560,000  

に、

　　　西川公也君を励ます昼食勉強会（10月31日開催分） 1,700,000
　　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 17,600,000
　　　自由民主党本部 17,500,000
　　　自由民主党千葉県支部連合会 100,000
　　その他の収入 510
　　　一件十万円未満のもの 510 」
「５　寄附の内訳
　　（個人分）
　　片岡　益男 100,000 日光市
　　小曽戸　廣 300,000 鹿沼市
　　石田　誠一 660,000 神奈川県横浜市
　　年間五万円以下のもの 100,000
　　（団体分）
　　㈱三向地所 200,000 宇都宮市
　　テクノウッドワークス㈱ 3,000,000 鹿沼市
　　ファームコンサルティング㈱ 500,000 東京都渋谷区
　　日本林業経営者協会 300,000 東京都港区
　　㈲瑞穂農場 100,000 茨城県常陸大宮市
　　全国たばこ工作組合中央会 100,000 東京都港区
　　㈱高野商運 100,000 さくら市
　　（社）栃木県建築士事務所協会 100,000 宇都宮市
　　㈱五十畑 100,000 下都賀郡岩舟町  

を

　　㈱関口 300,000 鹿沼市
　　柴田工業㈱ 100,000 宇都宮市
　　水源林造成推進連盟 300,000 東京都千代田区
　　全国水源林造林企業体懇話会 1,000,000 東京都千代田区
　　全国林野関連労働組合 200,000 東京都千代田区
　　㈱ウチダ 100,000 埼玉県ふじみ野市
　　年間五万円以下のもの 1,690,000
　　（政治団体分）
　　志帥会 1,300,000 東京都千代田区
　　明風会 300,000 東京都千代田区
　　幸湖会 2,500,000 さくら市
　　林土連懇話会 100,000 東京都千代田区
　　全国木材産業政治連盟 100,000 東京都千代田区
　　健康問題研究会 100,000 東京都港区 」
「５　寄附の内訳
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　　（個人分）
　　片岡　益男 100,000 日光市
　　小曽戸　廣 300,000 鹿沼市
　　石田　誠一 660,000 神奈川県横浜市
　　年間五万円以下のもの 100,000
　　（団体分）
　　㈱三向地所 200,000 宇都宮市
　　テクノウッドワークス㈱ 3,000,000 鹿沼市
　　ファームコンサルティング㈱ 500,000 東京都渋谷区
　　日本林業経営者協会 300,000 東京都港区
　　㈲瑞穂農場 100,000 茨城県常陸大宮市
　　全国たばこ工作組合中央会 100,000 東京都港区
　　㈱高野商運 100,000 さくら市
　　（社）栃木県建築士事務所協会 100,000 宇都宮市
　　㈱五十畑 100,000 下都賀郡岩舟町  に改める。
　　㈱関口 300,000 鹿沼市
　　柴田工業㈱ 100,000 宇都宮市
　　水源林造成推進連盟 300,000 東京都千代田区
　　全国水源林造林企業体懇話会 1,000,000 東京都千代田区
　　全国林野関連労働組合 200,000 東京都千代田区
　　㈱ウチダ 100,000 埼玉県ふじみ野市
　　年間五万円以下のもの 1,690,000
　　（政治団体分）
　　志帥会 1,300,000 東京都千代田区
　　明風会 300,000 東京都千代田区
　　幸湖会 2,500,000 さくら市
　　林土連懇話会 100,000 東京都千代田区
　　全国木材産業政治連盟 100,000 東京都千代田区
　　健康問題研究会 100,000 東京都港区
　　栃木県興農政治連盟 200,000 宇都宮市 」
　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第12号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書につい
て、西川公也を支援するさくら市議員会から訂正の届出があったので、同法第20条第１項の規定に基づく政治
団体の収支報告書の要旨の公表（平成25年11月29日栃木県選挙管理委員会告示第66号）の一部を次のとおり訂
正する。
　　平成27年１月30日

栃木県選挙管理委員会委員長　　小　　林　　恒　　夫　　
　政治団体の平成24年に係る収支報告書の要旨において、「西川公也を支援するさくら市議員会」の収支報告
書の要旨のうち
「１　収入総額 27
　　　　前年繰越額 27  を
　２　支出総額 0 」
「１　収入総額 200,027
　　　　前年繰越額 27
　　　　本年収入額 200,000
　２　支出総額 0
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　３　本年収入の内訳
　　寄附 200,000  

に改める。

　　　政治団体分 200,000
　４　寄附の内訳
　　（政治団体分）
　　自由民主党栃木県第二選挙区支部 200,000 さくら市　　　 」
　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第13号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書につい
て、平木ちさこ後援会「元気ネット」から訂正の届出があったので、同法第20条第１項の規定に基づく政治団
体の収支報告書の要旨の公表（平成25年11月29日栃木県選挙管理委員会告示66号）の一部を次のとおり訂正す
る。
　　平成27年１月30日

栃木県選挙管理委員会委員長　　小　　林　　恒　　夫　　
　政治団体の平成24年に係る収支報告書の要旨において、「平木ちさこ後援会「元気ネット」」の収支報告書の
要旨のうち
「５　寄附の内訳
　　（個人分）
　　平木ちさこ 1,500,000　日光市  

を

　　年間五万円以下のもの 495,070　　　　 」
「５　寄附の内訳
　　（個人分）
　　平木チサ子 1,500,000　日光市  

に改める。

　　年間五万円以下のもの 495,070　　　　 」
　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第14号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書につい
て、自由民主党栃木県第二選挙区支部から訂正の届出があったので、同法第20条第１項の規定に基づく政治団
体の収支報告書の要旨の公表（平成26年11月28日栃木県選挙管理委員会告示56号）の一部を次のとおり訂正す
る。
　　平成27年１月30日

栃木県選挙管理委員会委員長　　小　　林　　恒　　夫　　
　政治団体の平成25年に係る収支報告書の要旨において、「自由民主党栃木県第二選挙区支部」の収支報告書
の要旨のうち
「２　支出総額 45,180,224 」 を
「２　支出総額 45,026,824 」 に、
「４　支出の内訳
　　経常経費 20,530,017
　　　人件費 5,269,369
　　　光熱水費 1,001,780
　　　備品・消耗品費 5,189,158
　　　事務所費 9,069,710
　　政治活動費 24,650,207
　　（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出） 1,900,000
　　　組織活動費 9,912,629  

を

　　　選挙関係費 2,119,055
　　　機関紙誌の発行その他の事業費 10,503,869
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　　　　宣伝事業費 3,556,446
　　　　政治資金パーティー事業費 6,947,423
　　　調査研究費 24,954
　　　寄附・交付金 2,000,000
　　　その他の経費 89,700 」
「４　支出の内訳
　　経常経費 20,530,017
　　　人件費 5,269,369
　　　光熱水費 1,001,780
　　　備品・消耗品費 5,189,158
　　　事務所費 9,069,710
　　政治活動費 24,496,807
　　（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出） 1,900,000
　　　組織活動費 9,759,229  

に改める。

　　　選挙関係費 2,119,055
　　　機関紙誌の発行その他の事業費 10,503,869
　　　　宣伝事業費 3,556,446
　　　　政治資金パーティー事業費 6,947,423
　　　調査研究費 24,954
　　　寄附・交付金 2,000,000
　　　その他の経費 89,700 」
　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第15号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書につい
て、自由民主党栃木県第二選挙区支部から訂正の届出があったので、同法第20条第１項の規定に基づく政治団
体の収支報告書の要旨の公表（平成26年11月28日栃木県選挙管理委員会告示56号）の一部を次のとおり訂正す
る。
　　平成27年１月30日

栃木県選挙管理委員会委員長　　小　　林　　恒　　夫　　
　政治団体の平成25年に係る収支報告書の要旨において、「自由民主党栃木県第二選挙区支部」の収支報告書
の要旨のうち
「１　収入総額 90,807,162
　　　　前年繰越額 3,955,709  を
　　　　本年収入額 86,851,453 」
「１　収入総額 91,007,162 
　　　　前年繰越額 4,155,709  に改める。
　　　　本年収入額 86,851,453 」
　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第16号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書につい
て、かくた和之後援会から訂正の届出があったので、同法第20条第１項の規定に基づく政治団体の収支報告書
の要旨の公表（平成26年11月28日栃木県選挙管理委員会告示56号）の一部を次のとおり訂正する。
　　平成27年１月30日

栃木県選挙管理委員会委員長　　小　　林　　恒　　夫　　
　政治団体の平成25年に係る収支報告書の要旨において、「かくた和之後援会」の収支報告書の要旨のうち
「１　収入総額 0
　２　支出総額 0 」 

を
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「１　収入総額 100,000
　　　　本年収入額 100,000
　２　支出総額 0
　３　本年収入の内訳
　　寄附 100,000  に改める。
　　　政治団体分 100,000
　４　寄附の内訳
　　（政治団体分）
　　自由民主党宇都宮連合会 100,000 宇都宮市　　　 」
　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第17号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書につい
て、西川公也を支援するさくら市議員会から訂正の届出があったので、同法第20条第１項の規定に基づく政治
団体の収支報告書の要旨の公表（平成26年11月28日栃木県選挙管理委員会告示第56号）の一部を次のとおり訂
正する。
　　平成27年１月30日

栃木県選挙管理委員会委員長　　小　　林　　恒　　夫　　
　政治団体の平成25年に係る収支報告書の要旨において、「西川公也を支援するさくら市議員会」の収支報告
書の要旨のうち
「１　収入総額 27 
　　　　前年繰越額 27 」 

を

「１　収入総額 200,027
　　　　前年繰越額 200,027 」

 に改める。

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

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27年１月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　委託業務件名　共用コンピュータ運用管理業務委託
⑵　委託業務内容　入札説明書による。
⑶　履行期間　平成27年４月１日から平成28年３月31日まで
⑷　履行場所　栃木県経営管理部情報システム課
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、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　平成27年３月13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　国、都道府県又はこれと同規模以上の類似する団体の汎用機の運用管理又はシステム開発等の実績を有
し、迅速かつ確実に履行できると認められる者であること。

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　栃木県経営管理部情報システム課情報ネットワー
ク担当　電話028-623-2213
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⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所
　　平成27年２月２日から同月26日までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から午後５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
　　平成27年３月13日午後１時15分　栃木県庁舎東館４階パソコン研修室に持参又は郵送すること。（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12日午後５時とし、書留郵便で⑴の場所へ郵送す
ること。）
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27年２月２日から同月26日までの日（土
曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から午後５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３月６日までに郵送する。

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　入札の変更等　平成27年度栃木県一般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　その他　詳細は、入札説明書による。

５　Summary
⑴　Nature and quantity of the services to be required:
　　Operation and management services of the server system
⑵　Time and Date of bidding:
　　1:15 p.m., March 13, 2015
⑶　Contact point for the notice:
　　Information Network Section, Information Systems Division, Department of Management and
　　Administration Tochigi Prefecture
　　1-1-20 Hanawada, Utsunomiya City, Tochigi Prefecture
　　320-8501
　　TEL. 028-623-2213

（情報システム課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○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。
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　　平成27年１月30日
栃木県産業技術センター所長　　伊　　藤　　日 出 男　　

１　入札に付する事項
⑴　購入等件名及び数量　栃木県産業技術センター等で使用する電力
　　　　　　　　　　　　予定使用電力量　2,634,000kWh
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　栃木県産業技術センター（詳細は、入札説明書による。）
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３月17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
　　〒321-3226　栃木県宇都宮市ゆいの杜１丁目５番20号　栃木県産業技術センター管理部
　　電話028-670-3395
⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所　平成27年１月30日から同年３月10日までの日（土曜日、日曜日及
び祝日を除く。）の午前９時から午後５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３月17日午前11時　栃木県産業技術センター大会議室に持
参又は郵送をすること。ただし、郵送による入札書の受領期限及び提出場所は、同日午前10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３月17日午前11時　栃木県産業技術センター大会議室
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
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27年１月30日から同年３月10日までの
日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から午後５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３月16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。
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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 Industrial Technology Center of Tochigi Prefecture
　　Estimated amount of electric power to be used  2,634,000kＷh
⑵　Time and Date of Bidding
　　11:00a.m., March 17, 2015
⑶　Information is available at:
　　Department of Management
　　Industrial Technology Center of Tochigi Prefecture
　　1-5-20, Yuinomori, Utsunomiya, Tochigi, 321-3226, Japan
　　TEL 028-670-3395

（工業振興課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○入札公告
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　平成27年１月30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　スチームコンベクションオーブン　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25日
⑷　納入場所　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地下１階調理室
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、ちゅう房機器、食器の入札参加資格
を有するものと決定された者であること。
⑶　平成27年２月13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　当該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
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財務課
　　電話028-623-6112
⑵　入札及び開札の日時及び場所
　　平成27年２月13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
⑶　その他
ア　入札説明書の交付期間及び交付場所
　　平成27年１月30日から同年２月10日までの日（土曜日及び日曜日を除く。）の午前９時から正午まで
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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。
イ　入札方法　１の⑴の件名で総価で入札に付する。
ウ　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。

４　その他
⑴　入札保証金　免除
⑵　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。
⑶　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。
⑷　その他　詳細は、入札説明書による。

（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27年１月30日

栃木県立がんセンター所長　　清　　水　　秀　　昭　　
〔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　①ＲＡＬＳ用Ｘ線透視・ＣＴシステム一式及び保守点検業務委託　②栃木県立がんセンター　栃木県宇都
宮市陽南４-９-13　③購入等　④平成26年12月19日　⑤東芝メディカルシステムズ株式会社栃木支店　栃木
県宇都宮市大通り１-４-24　⑥74,692,800円　⑦一般競争入札　⑧平成26年10月28日　⑪最低価格
２　①核医学診断システム（ＳＰＥＣＴ）一式及び保守点検業務委託　②栃木県立がんセンター　栃木県宇都
宮市陽南４-９-13　③購入等　④平成26年12月19日　⑤栃木放射線株式会社　栃木県宇都宮市戸祭元町２-
９　⑥101,671,200円　⑦一般競争入札　⑧平成26年10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。
　　平成27年１月30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133㎘　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12月17日　⑤カメイ株式会社宇都宮支店　
栃木県宇都宮市東簗瀬１-28-１　⑥66.852円（１ℓ単価）　⑦一般競争入札　⑧平成26年２月14日　⑪最低
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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。）

価格
（会計局会計管理課）　

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

正 誤

発行番号 ページ 行 正 誤

第5060号 910 10 藤　田　繁　實 藤　田　繁　実

第5707号 178 2 秋山耳鼻咽喉科医院 秋山耳鼻咽喉気管食道科医院

第2617号 791 8 上　野　修　市 上　野　修　一

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


