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平 成 28 年
９月30日（金）
第2822号

平成28年９月30日　金曜日

規 則

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

告 示
栃木県告示第498号
　次の公印を廃止したので、栃木県公印規程（昭和49年栃木県訓令第15号）第12条の規定により告示する。
　　平成28年９月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 寸 法
（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ） 書 体 用 途 廃止期日 廃 止 理 由

栃木県立がんセンター之印 方25 て ん 書 一般文書用 平成28年
３月31日 組 織 改 編 の た め

栃木県立がんセンター
所 長 之 印 方20 て ん 書 一般文書用 平成28年

３月31日 組 織 改 編 の た め
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栃 木 県 規 則 第 五 十 六 号

　 栃 木 県 建 設 工 事 等 執 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 二 十 八 年 九 月 三 十 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 　 　 栃 木 県 建 設 工 事 等 執 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 栃 木 県 建 設 工 事 等 執 行 規 則 （ 昭 和 四 十 八 年 栃 木 県 規 則 第 六 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 附 則 第 三 項 中 「 以 後 に 」 を 「 か ら 平 成 二 十 八 年 九 月 三 十 日 ま で の 間 に 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 監 理 課 ） 　
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栃木県立がんセンター
企 業 出 納 員 之 印 方18 て ん 書 企業出納員用 平成28年

３月31日 組 織 改 編 の た め

栃 木 県 県 南 食 肉
衛 生 検 査 所 印 方25 て ん 書 一般文書用 平成28年

３月31日 組 織 改 編 の た め

栃 木 県 県 南 食 肉
衛 生 検 査 所 長 印 方20 て ん 書 一般文書用 平成28年

３月31日 組 織 改 編 の た め

栃 木 県 県 南 食 肉 衛
生 検 査 所 出 納 員 印 方18 て ん 書 公所出納員用 平成28年

３月31日 組 織 改 編 の た め

栃 木 県 畜 産 酪 農 研 究
センター芳賀分場之印 方25 て ん 書 一般文書用 平成28年

３月31日 組 織 改 編 の た め

栃 木 県 畜 産 酪 農 研 究
センター芳賀分場長印 方20 て ん 書 一般文書用 平成28年

３月31日 組 織 改 編 の た め

栃 木 県 畜 産 酪 農 研 究
セ ン タ ー 所 長 印 方20 て ん 書 一般文書用 平成28年

３月31日 組 織 改 編 の た め

栃 木 県 立 足 利 図 書 館
出 納 員 印 方18 て ん 書 公所出納員用 平成28年

３月31日 組 織 改 編 の た め

（文書学事課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第499号
　次の軽油引取税免税証は、平成28年９月14日から無効とした。
　　平成28年９月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

免 税 証
の 種 類

免 税
用 途

免税証の記号
及 び 番 号 枚数 有 効 期 間

免 税 証 に 記 載
さ れ た 販 売 業
者 の 住 所 氏 名

免 税 証 を
交 付 し た
県 税 事 務 所 名

無効の
事 由

200㍑券 農業
A0760390089

～
A0760390095

７枚
H28.１.１
～

H28.12.31

那須塩原市
㈱ＪＡエルサポート

栃 木 県
大田原県税事務所 紛失

100㍑券 農業 A0660068306 １枚
H28.１.１
～

H28.12.31

那須塩原市
㈱ＪＡエルサポート

栃 木 県
大田原県税事務所 紛失

50㍑券 農業 A0560043790 １枚
H28.１.１
～

H28.12.31

那須塩原市
㈱ＪＡエルサポート

栃 木 県
大田原県税事務所 紛失

20㍑券 農業
A0460078163

～
A0460078164

２枚
H28.１.１
～

H28.12.31

那須塩原市
㈱ＪＡエルサポート

栃 木 県
大田原県税事務所 紛失

（税務課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第500号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第49条の規定によ
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り医療扶助又は医療支援給付のための医療を担当する機関を指定したので、生活保護法第55条の３の規定によ
り次のとおり告示する。
　　平成28年９月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　病院、診療所又は薬局

指 定 年 月 日 名 称 所 在 地

平成28年５月１日 いかるぎ町内科クリニック 足利市鵤木町３-１

平成28年４月１日 一般財団法人とちぎメディカルセンター
とちぎメディカルセンター在宅ホスピス

栃木市大町39-５

平成28年４月１日 一般財団法人とちぎメディカルセンター
とちぎメディカルセンター診療所

栃木市境町27-21

平成28年５月１日 とちぎメディカルセンターしもつが 栃木市大平町川連420-１

平成28年５月１日 こばやしファミリークリニック 佐野市多田町565-１

平成28年５月１日 いとうクリニック 日光市木和田島字中野3043

平成28年５月１日 みどりの森クリニック 小山市若木町１丁目５-30

平成28年５月１日 医療法人　ふくだ皮フ科クリニック 小山市東間々田２丁目36-２

平成27年５月１日 うえのクリニック 上三川町上蒲生2312-３

平成28年４月１日 医療法人あゆら　かわしま循環器内科 矢板市富田字五斗蒔302

平成28年３月１日 関根歯科医院 栃木市境町３-16

平成28年５月20日 医療法人社団　翠聖会　パール歯科医院 佐野市高萩町1324-１　イオン佐野新都
市ショッピングセンター２階

平成28年４月１日 ヒルズ歯科医院 小山市間々田1489-17

平成28年３月１日 どい歯科口腔外科クリニック 下野市石橋571-１

平成28年６月１日 大川上三川ファミリー歯科 上三川町大字西汗字中赤堀1706-９

平成28年２月１日 大関歯科医院 那須町大字高久甲4583-２

平成28年５月１日 スミレ薬局 足利市鵤木町６-１

平成28年６月１日 日本調剤　足利日赤前薬局 足利市五十部町284-13

平成28年７月１日 アポロ薬局 足利市南大町451-１

平成28年５月１日 しもつが薬局大平町店 栃木市大平町川連419-９

平成28年５月１日 あすなろ薬局 栃木市大平町川連字牛久堺419-10

平成28年５月１日 日本調剤　しもつが薬局 栃木市大平町牛久471-１

平成28年５月１日 ふたば薬局しもつが 栃木市大平町牛久453-１

平成28年４月１日 とちぎ薬局大沢店 日光市板橋170-２

平成28年５月１日 ウイン調剤薬局小山城南店 小山市雨ヶ谷町40-３

平成28年５月１日 ピノキオ薬局若木町店 小山市若木町１丁目５-６

平成28年４月１日 ピノキオ薬局たかせ店 大田原市新富町２丁目１-21-４

平成28年５月１日 プライム薬局　自治医大店 下野市祇園２丁目36-３

平成28年５月１日 スマイル薬局 下野市下古山3378-１
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２　指定訪問看護事業者等

指定年月日
指 定 訪 問 看 護 事 業 者 等 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 等

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

平成28年
６月１日

yoboiryo株式会社 宇都宮市平松本町354-
13

ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪
問看護ステーション
下野

下野市文教１丁目20-
１メゾン大嶋B102

（保健福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第501号
　栃木県薬物の濫用の防止に関する条例（平成27年栃木県条例第31号。以下「条例」という。）第14条第１項
の規定により知事指定薬物の指定がその効力を失ったので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。
　　平成28年９月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　指定の失効した知事指定薬物の名称
⑴　エチル＝２―［１―（４―フルオロベンジル）―１Ｈ―インダゾール―３―カルボキサミド］―３―メ
チルブタノアート（通称名ＥＭＢ―ＦＵＢＩＮＡＣＡ）及びその塩類
⑵　Ｎ―（１―アミノ―１―オキソ―３―フェニルプロパン―２―イル）―１―（シクロヘキシルメチ
ル）―１Ｈ―インダゾール―３―カルボキサミド（通称名ＡＰＰ―ＣＨＭＩＮＡＣＡ、ＰＸ―３）及びそ
の塩類
⑶　３―メトキシ―２―（メチルアミノ）―１―（４―メチルフェニル）プロパン―１―オン（通称名Ｍｅ
ｘｅｄｒｏｎｅ、４―ＭＭＣ―ＯＭｅ）及びその塩類

２　指定の失効の理由
　当該知事指定薬物が条例第２条第６号に掲げる薬物に該当するに至ったため。
３　指定の失効の日
平成28年９月３日

（薬務課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第502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28年９月30日から同年10月31日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成28年９月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　西川田停車場運動公園線
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

299
前 宇都宮市西川田３丁目21-14から

宇都宮市西川田４丁目１-１まで 11.5 ～ 13.4 283.0

後 宇都宮市西川田３丁目21-14から
宇都宮市西川田４丁目１-１まで 14.0 ～ 19.6 283.0

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
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公 告
　　　○平成28年度前期技能検定試験の合格者
　職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第44条第１項の規定に基づき実施した平成28年度前期技能検定
試験の合格者は、次のとおりである。
　　平成28年９月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１級（413名）  

級 別 職 種 名 作 業 名 受 検 番 号

１級 造園 造園工事作業 A甲0001

１級 造園 造園工事作業 A甲0006

１級 造園 造園工事作業 B0001

１級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 A甲0001

１級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 A甲0002

１級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 A甲0004

１級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 A甲0005

１級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 A甲0006

１級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 B0001

１級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 B0002

１級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 C0001

１級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 C0002

１級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 C0003

１級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 C0005

１級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 C0006

１級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 C0007

１級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 C0008

１級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 C0011

１級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 C0012

１級 金属熱処理 一般熱処理作業 A甲0010

１級 金属熱処理 一般熱処理作業 A甲0011

１級 金属熱処理 一般熱処理作業 A甲0012

１級 金属熱処理 一般熱処理作業 A甲0016

１級 金属熱処理 一般熱処理作業 A甲0017

１級 金属熱処理 一般熱処理作業 A甲0018

１級 金属熱処理 一般熱処理作業 A甲0019

１級 金属熱処理 一般熱処理作業 A甲0021

１級 金属熱処理 一般熱処理作業 A甲0022

１級 金属熱処理 一般熱処理作業 A甲0024
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１級 金属熱処理 一般熱処理作業 A甲0025

１級 金属熱処理 一般熱処理作業 A甲0026

１級 金属熱処理 一般熱処理作業 A甲0030

１級 金属熱処理 一般熱処理作業 A甲0033

１級 金属熱処理 一般熱処理作業 A甲0036

１級 金属熱処理 一般熱処理作業 B0002

１級 金属熱処理 一般熱処理作業 B0003

１級 金属熱処理 一般熱処理作業 C0002

１級 金属熱処理 一般熱処理作業 C0004

１級 金属熱処理 一般熱処理作業 C0006

１級 金属熱処理 一般熱処理作業 C0007

１級 金属熱処理 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業 C0001

１級 金属熱処理 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業 C0002

１級 金属熱処理 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業 C0003

１級 金属熱処理 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業 C0004

１級 金属熱処理 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業 C0005

１級 金属熱処理 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業 C0007

１級 金属熱処理 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業 C0008

１級 金属熱処理 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業 C0009

１級 金属熱処理 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業 C0010

１級 金属熱処理 高周波・炎熱処理作業 A甲0007

１級 金属熱処理 高周波・炎熱処理作業 C0001

１級 金属熱処理 高周波・炎熱処理作業 C0002

１級 金属熱処理 高周波・炎熱処理作業 C0003

１級 金属熱処理 高周波・炎熱処理作業 C0005

１級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0009

１級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0013

１級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0016

１級 機械加工 普通旋盤作業 B0002

１級 機械加工 普通旋盤作業 B0003

１級 機械加工 普通旋盤作業 C0003

１級 機械加工 普通旋盤作業 D0001

１級 機械加工 数値制御旋盤作業 A甲0001

１級 機械加工 数値制御旋盤作業 A甲0005

１級 機械加工 数値制御旋盤作業 A甲0006

１級 機械加工 数値制御旋盤作業 A甲0007
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１級 機械加工 数値制御旋盤作業 A甲0008

１級 機械加工 数値制御旋盤作業 A甲0009

１級 機械加工 数値制御旋盤作業 A甲0010

１級 機械加工 数値制御旋盤作業 A甲0011

１級 機械加工 数値制御旋盤作業 A甲0012

１級 機械加工 数値制御旋盤作業 A甲0013

１級 機械加工 数値制御旋盤作業 A甲0015

１級 機械加工 数値制御旋盤作業 A甲0016

１級 機械加工 数値制御旋盤作業 B0003

１級 機械加工 数値制御旋盤作業 C0001

１級 機械加工 数値制御旋盤作業 C0002

１級 機械加工 数値制御旋盤作業 C0003

１級 機械加工 数値制御旋盤作業 C0004

１級 機械加工 数値制御旋盤作業 C0005

１級 機械加工 数値制御旋盤作業 C0006

１級 機械加工 数値制御旋盤作業 C0007

１級 機械加工 数値制御旋盤作業 C0008

１級 機械加工 数値制御旋盤作業 C0010

１級 機械加工 フライス盤作業 A甲0001

１級 機械加工 フライス盤作業 A甲0002

１級 機械加工 フライス盤作業 A甲0004

１級 機械加工 フライス盤作業 C0002

１級 機械加工 フライス盤作業 C0003

１級 機械加工 フライス盤作業 C0004

１級 機械加工 数値制御フライス盤作業 A甲0003

１級 機械加工 数値制御フライス盤作業 A甲0004

１級 機械加工 数値制御フライス盤作業 A甲0005

１級 機械加工 数値制御フライス盤作業 A甲0010

１級 機械加工 数値制御フライス盤作業 B0004

１級 機械加工 数値制御フライス盤作業 B0005

１級 機械加工 数値制御フライス盤作業 C0002

１級 機械加工 数値制御フライス盤作業 C0003

１級 機械加工 数値制御フライス盤作業 C0004

１級 機械加工 数値制御フライス盤作業 C0006

１級 機械加工 数値制御フライス盤作業 C0007

１級 機械加工 数値制御フライス盤作業 C0008
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１級 機械加工 数値制御フライス盤作業 C0011

１級 機械加工 平面研削盤作業 A甲0001

１級 機械加工 ホブ盤作業 A甲0001

１級 機械加工 ホブ盤作業 A甲0002

１級 機械加工 ホブ盤作業 C0001

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0004

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0005

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0014

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0016

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0017

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0018

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0021

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0022

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0023

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0025

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0026

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0027

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0028

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0029

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 B0001

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 B0004

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 B0006

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 B0007

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 B0012

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 C0001

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 C0002

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 C0005

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 C0007

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 C0009

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 C0012

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 C0013

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 C0016

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 C0017

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 C0018

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 C0020

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 C0021
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１級 機械加工 マシニングセンタ作業 C0022

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 C0023

１級 機械加工 マシニングセンタ作業 C0024

１級 放電加工 数値制御形彫り放電加工作業 C0001

１級 金属プレス加工 金属プレス作業 A甲0004

１級 金属プレス加工 金属プレス作業 A甲0005

１級 金属プレス加工 金属プレス作業 B0003

１級 金属プレス加工 金属プレス作業 C0001

１級 鉄工 構造物鉄工作業 A甲0007

１級 鉄工 構造物鉄工作業 A甲0009

１級 鉄工 構造物鉄工作業 A甲0011

１級 鉄工 構造物鉄工作業 A甲0012

１級 鉄工 構造物鉄工作業 A甲0013

１級 鉄工 構造物鉄工作業 A甲0014

１級 鉄工 構造物鉄工作業 B0002

１級 鉄工 構造物鉄工作業 C0001

１級 鉄工 構造物鉄工作業 C0002

１級 鉄工 構造物鉄工作業 C0003

１級 建築板金 内外装板金作業 B0001

１級 建築板金 内外装板金作業 B0002

１級 建築板金 ダクト板金作業 A甲0002

１級 建築板金 ダクト板金作業 A甲0004

１級 めっき 電気めっき作業 B0001

１級 めっき 電気めっき作業 C0002

１級 仕上げ 治工具仕上げ作業 C0002

１級 仕上げ 金型仕上げ作業 A甲0002

１級 仕上げ 金型仕上げ作業 A甲0003

１級 仕上げ 金型仕上げ作業 B0001

１級 仕上げ 金型仕上げ作業 B0002

１級 仕上げ 金型仕上げ作業 B0003

１級 仕上げ 金型仕上げ作業 B0004

１級 仕上げ 金型仕上げ作業 C0001

１級 仕上げ 機械組立仕上げ作業 C0001

１級 仕上げ 機械組立仕上げ作業 C0005

１級 切削工具研削 工作機械用切削工具研削作業 A甲0001

１級 切削工具研削 工作機械用切削工具研削作業 A甲0002
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１級 切削工具研削 工作機械用切削工具研削作業 A甲0003

１級 切削工具研削 工作機械用切削工具研削作業 A甲0004

１級 切削工具研削 工作機械用切削工具研削作業 B0001

１級 ダイカスト コールドチャンバダイカスト作業 A甲0001

１級 ダイカスト コールドチャンバダイカスト作業 A甲0002

１級 ダイカスト コールドチャンバダイカスト作業 A甲0003

１級 ダイカスト コールドチャンバダイカスト作業 A甲0004

１級 ダイカスト コールドチャンバダイカスト作業 C0001

１級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0001

１級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0002

１級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0004

１級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0005

１級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0006

１級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0008

１級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0009

１級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0010

１級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0013

１級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0015

１級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0019

１級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0025

１級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 B0001

１級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 B0002

１級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 B0003

１級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 C0002

１級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 C0003

１級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 C0005

１級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 C0010

１級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 C0011

１級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 D0001

１級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 D0002

１級 電気機器組立て 変圧器組立て作業 A甲0001

１級 電気機器組立て 変圧器組立て作業 A甲0003

１級 電気機器組立て 変圧器組立て作業 B0003

１級 電気機器組立て 変圧器組立て作業 B0004

１級 電気機器組立て 変圧器組立て作業 B0006

１級 電気機器組立て 配電盤・制御盤組立て作業 A甲0004
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１級 電気機器組立て 配電盤・制御盤組立て作業 A甲0006

１級 電気機器組立て 配電盤・制御盤組立て作業 A甲0010

１級 電気機器組立て 配電盤・制御盤組立て作業 A甲0011

１級 電気機器組立て 配電盤・制御盤組立て作業 A甲0013

１級 電気機器組立て 配電盤・制御盤組立て作業 B0003

１級 電気機器組立て 配電盤・制御盤組立て作業 C0001

１級 電気機器組立て 配電盤・制御盤組立て作業 C0003

１級 産業車両整備 産業車両整備作業 A甲0001

１級 産業車両整備 産業車両整備作業 A甲0004

１級 産業車両整備 産業車両整備作業 A甲0005

１級 産業車両整備 産業車両整備作業 A甲0006

１級 産業車両整備 産業車両整備作業 A甲0007

１級 産業車両整備 産業車両整備作業 A甲0009

１級 産業車両整備 産業車両整備作業 A甲0010

１級 産業車両整備 産業車両整備作業 B0002

１級 産業車両整備 産業車両整備作業 B0003

１級 光学機器製造 光学ガラス研磨作業 A甲0001

１級 光学機器製造 光学ガラス研磨作業 A甲0002

１級 光学機器製造 光学ガラス研磨作業 A甲0003

１級 光学機器製造 光学ガラス研磨作業 C0001

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0001

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0003

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0005

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0009

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0010

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0013

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0014

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0015

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0016

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0018

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0019

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0020

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0023

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0024

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0025

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0027
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１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0028

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0030

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0031

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0032

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0034

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0035

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0036

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0037

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0038

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0039

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0040

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0043

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0045

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0048

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0049

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0052

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0056

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0057

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0058

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0059

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0060

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0061

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0063

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0065

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 B0001

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 B0004

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 B0006

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 B0007

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 B0015

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 B0017

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 B0019

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 B0020

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 B0022

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 B0023

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 B0025

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 B0026
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１級 建設機械整備 建設機械整備作業 C0002

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 C0003

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 C0004

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 C0006

１級 建設機械整備 建設機械整備作業 C0010

１級 プラスチック成形 射出成形作業 A甲0007

１級 プラスチック成形 射出成形作業 A甲0008

１級 プラスチック成形 射出成形作業 C0001

１級 プラスチック成形 射出成形作業 C0006

１級 プラスチック成形 射出成形作業 C0008

１級 プラスチック成形 射出成形作業 C0016

１級 プラスチック成形 射出成形作業 C0020

１級 とび とび作業 A甲0001

１級 とび とび作業 A甲0004

１級 とび とび作業 A甲0007

１級 とび とび作業 A甲0012

１級 とび とび作業 A甲0019

１級 とび とび作業 A甲0020

１級 とび とび作業 A甲0025

１級 とび とび作業 A甲0029

１級 とび とび作業 A甲0036

１級 とび とび作業 A甲0041

１級 とび とび作業 A甲0043

１級 とび とび作業 A甲0046

１級 とび とび作業 A甲0048

１級 とび とび作業 B0001

１級 とび とび作業 B0004

１級 とび とび作業 B0005

１級 とび とび作業 B0008

１級 ブロック建築 コンクリートブロック工事作業 A甲0003

１級 ブロック建築 コンクリートブロック工事作業 A甲0004

１級 ブロック建築 コンクリートブロック工事作業 C0001

１級 タイル張り タイル張り作業 A甲0001

１級 タイル張り タイル張り作業 A甲0002

１級 タイル張り タイル張り作業 A甲0003

１級 タイル張り タイル張り作業 A甲0004
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１級 タイル張り タイル張り作業 A甲0005

１級 防水施工 ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 A甲0003

１級 防水施工 ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 A甲0004

１級 防水施工 ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 A甲0007

１級 防水施工 ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 A甲0008

１級 防水施工 ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 C0002

１級 防水施工 ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 C0003

１級 防水施工 ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 C0004

１級 防水施工 ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 C0007

１級 防水施工 シーリング防水工事作業 A甲0003

１級 防水施工 シーリング防水工事作業 C0001

１級 防水施工 シーリング防水工事作業 C0002

１級 防水施工 シーリング防水工事作業 C0003

１級 防水施工 シーリング防水工事作業 C0006

１級 防水施工 シーリング防水工事作業 C0007

１級 防水施工 ＦＲＰ防水工事作業 D0001

１級 内装仕上げ施工 鋼製下地工事作業 C0001

１級 内装仕上げ施工 ボード仕上げ工事作業 A甲0003

１級 内装仕上げ施工 ボード仕上げ工事作業 A甲0004

１級 内装仕上げ施工 ボード仕上げ工事作業 A甲0005

１級 熱絶縁施工 保温保冷工事作業 A甲0001

１級 熱絶縁施工 保温保冷工事作業 A甲0003

１級 熱絶縁施工 保温保冷工事作業 A甲0004

１級 熱絶縁施工 保温保冷工事作業 A甲0005

１級 熱絶縁施工 保温保冷工事作業 B0002

１級 熱絶縁施工 保温保冷工事作業 C0003

１級 表装 壁装作業 A甲0004

１級 表装 壁装作業 A甲0006

１級 表装 壁装作業 A甲0008

１級 表装 壁装作業 B0001

１級 塗装 建築塗装作業 A甲0002

１級 塗装 建築塗装作業 A甲0003

１級 塗装 建築塗装作業 A甲0004

１級 塗装 建築塗装作業 A甲0005

１級 塗装 建築塗装作業 A甲0007

１級 塗装 建築塗装作業 A甲0011
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１級 塗装 建築塗装作業 A甲0012

１級 塗装 建築塗装作業 A甲0014

１級 塗装 建築塗装作業 A甲0016

１級 塗装 建築塗装作業 A甲0017

１級 塗装 建築塗装作業 A甲0018

１級 塗装 建築塗装作業 A甲0019

１級 塗装 建築塗装作業 A甲0020

１級 塗装 建築塗装作業 A甲0021

１級 塗装 建築塗装作業 A甲0023

１級 塗装 建築塗装作業 A甲0025

１級 塗装 建築塗装作業 A甲0026

１級 塗装 建築塗装作業 A甲0030

１級 塗装 建築塗装作業 A甲0033

１級 塗装 建築塗装作業 A甲0034

１級 塗装 建築塗装作業 A甲0036

１級 塗装 建築塗装作業 A甲0038

１級 塗装 建築塗装作業 A甲0041

１級 塗装 建築塗装作業 B0001

１級 塗装 建築塗装作業 B0002

１級 塗装 建築塗装作業 B0003

１級 塗装 建築塗装作業 B0006

１級 塗装 建築塗装作業 B0007

１級 塗装 建築塗装作業 B0010

１級 塗装 建築塗装作業 B0011

１級 塗装 建築塗装作業 B0012

１級 塗装 建築塗装作業 B0013

１級 塗装 建築塗装作業 B0015

１級 塗装 建築塗装作業 B0017

１級 塗装 建築塗装作業 C0001

１級 塗装 建築塗装作業 C0002

１級 塗装 建築塗装作業 C0004

１級 塗装 金属塗装作業 A甲0001

１級 塗装 金属塗装作業 A甲0002

１級 塗装 金属塗装作業 A甲0003

１級 塗装 金属塗装作業 A甲0004

１級 塗装 金属塗装作業 A甲0006
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１級 塗装 金属塗装作業 A甲0007

１級 塗装 金属塗装作業 A甲0009

１級 塗装 金属塗装作業 A甲0014

１級 塗装 金属塗装作業 A甲0016

１級 塗装 金属塗装作業 A甲0020

１級 塗装 金属塗装作業 A甲0024

１級 塗装 金属塗装作業 B0005

１級 塗装 金属塗装作業 B0007

１級 塗装 金属塗装作業 B0009

１級 塗装 金属塗装作業 B0011

１級 塗装 金属塗装作業 B0012

１級 塗装 金属塗装作業 B0013

１級 塗装 金属塗装作業 B0014

１級 塗装 金属塗装作業 B0022

１級 塗装 金属塗装作業 B0023

１級 塗装 金属塗装作業 B0024

１級 塗装 金属塗装作業 C0002

１級 塗装 金属塗装作業 C0003

１級 塗装 金属塗装作業 C0004

１級 塗装 噴霧塗装作業 C0001

１級 塗装 噴霧塗装作業 C0002

１級 塗装 噴霧塗装作業 C0003

１級 フラワー装飾 フラワー装飾作業 A甲0001

１級 フラワー装飾 フラワー装飾作業 A甲0006

単一等級（７名）  

級 別 職 種 名 作 業 名 受 検 番 号

単一等級 路面標示施工 溶融ペイントハンドマーカー工事作業 A甲0002

単一等級 路面標示施工 溶融ペイントハンドマーカー工事作業 A甲0003

単一等級 路面標示施工 溶融ペイントハンドマーカー工事作業 A甲0005

単一等級 路面標示施工 溶融ペイントハンドマーカー工事作業 A甲0006

単一等級 路面標示施工 溶融ペイントハンドマーカー工事作業 A甲0007

単一等級 路面標示施工 溶融ペイントハンドマーカー工事作業 B0002

単一等級 路面標示施工 溶融ペイントハンドマーカー工事作業 B0003

２級（436名）   

級 別 職 種 名 作 業 名 受 検 番 号
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２級 造園 造園工事作業 A甲0002

２級 造園 造園工事作業 A甲0003

２級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 A甲0001

２級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 A甲0002

２級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 A甲0003

２級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 A甲0004

２級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 A甲0005

２級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 A甲0006

２級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 A甲0007

２級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 A甲0008

２級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 A甲0009

２級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 A甲0011

２級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 A甲0013

２級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 A甲0014

２級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 A甲0015

２級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 A甲0016

２級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 A甲0017

２級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 A甲0018

２級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 A甲0019

２級 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 C0001

２級 金属熱処理 一般熱処理作業 A甲0001

２級 金属熱処理 一般熱処理作業 A甲0002

２級 金属熱処理 一般熱処理作業 A甲0003

２級 金属熱処理 一般熱処理作業 A甲0005

２級 金属熱処理 一般熱処理作業 A甲0006

２級 金属熱処理 一般熱処理作業 A甲0007

２級 金属熱処理 一般熱処理作業 A甲0018

２級 金属熱処理 一般熱処理作業 A甲0019

２級 金属熱処理 一般熱処理作業 A甲0026

２級 金属熱処理 一般熱処理作業 B0002

２級 金属熱処理 一般熱処理作業 C0001

２級 金属熱処理 一般熱処理作業 C0004

２級 金属熱処理 一般熱処理作業 C0006

２級 金属熱処理 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業 A甲0004

２級 金属熱処理 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業 A甲0007

２級 金属熱処理 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業 A甲0008
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２級 金属熱処理 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業 A甲0009

２級 金属熱処理 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業 A甲0011

２級 金属熱処理 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業 A甲0013

２級 金属熱処理 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業 B0003

２級 金属熱処理 高周波・炎熱処理作業 A甲0001

２級 金属熱処理 高周波・炎熱処理作業 A甲0003

２級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0002

２級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0003

２級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0005

２級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0006

２級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0007

２級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0008

２級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0009

２級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0011

２級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0014

２級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0017

２級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0018

２級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0019

２級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0021

２級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0023

２級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0025

２級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0026

２級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0027

２級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0028

２級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0029

２級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0030

２級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0032

２級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0033

２級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0034

２級 機械加工 普通旋盤作業 B0001

２級 機械加工 普通旋盤作業 B0004

２級 機械加工 普通旋盤作業 B0006

２級 機械加工 普通旋盤作業 B0008

２級 機械加工 普通旋盤作業 B0009

２級 機械加工 普通旋盤作業 B0010

２級 機械加工 普通旋盤作業 C0001
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２級 機械加工 普通旋盤作業 C0002

２級 機械加工 普通旋盤作業 C0004

２級 機械加工 普通旋盤作業 C0005

２級 機械加工 普通旋盤作業 C0006

２級 機械加工 普通旋盤作業 C0008

２級 機械加工 普通旋盤作業 C0010

２級 機械加工 普通旋盤作業 C0012

２級 機械加工 普通旋盤作業 C0013

２級 機械加工 普通旋盤作業 C0014

２級 機械加工 普通旋盤作業 C0018

２級 機械加工 普通旋盤作業 C0019

２級 機械加工 普通旋盤作業 C0021

２級 機械加工 普通旋盤作業 C0023

２級 機械加工 普通旋盤作業 D0001

２級 機械加工 普通旋盤作業 D0002

２級 機械加工 普通旋盤作業 D0003

２級 機械加工 普通旋盤作業 D0004

２級 機械加工 普通旋盤作業 D0005

２級 機械加工 普通旋盤作業 D0006

２級 機械加工 普通旋盤作業 D0007

２級 機械加工 普通旋盤作業 D0008

２級 機械加工 普通旋盤作業 D0009

２級 機械加工 普通旋盤作業 D0010

２級 機械加工 普通旋盤作業 D0011

２級 機械加工 普通旋盤作業 D0012

２級 機械加工 普通旋盤作業 D0013

２級 機械加工 普通旋盤作業 D0014

２級 機械加工 普通旋盤作業 D0015

２級 機械加工 普通旋盤作業 D0016

２級 機械加工 数値制御旋盤作業 A甲0005

２級 機械加工 数値制御旋盤作業 A甲0008

２級 機械加工 数値制御旋盤作業 A甲0013

２級 機械加工 数値制御旋盤作業 B0001

２級 機械加工 数値制御旋盤作業 B0003

２級 機械加工 数値制御旋盤作業 C0001

２級 機械加工 数値制御旋盤作業 C0002
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２級 機械加工 数値制御旋盤作業 C0003

２級 機械加工 数値制御旋盤作業 C0004

２級 機械加工 数値制御旋盤作業 C0005

２級 機械加工 数値制御旋盤作業 C0006

２級 機械加工 数値制御旋盤作業 C0007

２級 機械加工 数値制御旋盤作業 C0008

２級 機械加工 数値制御旋盤作業 C0009

２級 機械加工 数値制御旋盤作業 C0010

２級 機械加工 数値制御旋盤作業 C0011

２級 機械加工 数値制御旋盤作業 C0012

２級 機械加工 フライス盤作業 A甲0001

２級 機械加工 フライス盤作業 A甲0002

２級 機械加工 フライス盤作業 A甲0004

２級 機械加工 フライス盤作業 C0002

２級 機械加工 フライス盤作業 C0004

２級 機械加工 フライス盤作業 C0005

２級 機械加工 フライス盤作業 C0006

２級 機械加工 フライス盤作業 D0001

２級 機械加工 フライス盤作業 D0002

２級 機械加工 フライス盤作業 D0003

２級 機械加工 フライス盤作業 D0004

２級 機械加工 フライス盤作業 D0005

２級 機械加工 数値制御フライス盤作業 A甲0003

２級 機械加工 数値制御フライス盤作業 A甲0004

２級 機械加工 数値制御フライス盤作業 B0001

２級 機械加工 数値制御フライス盤作業 B0003

２級 機械加工 数値制御フライス盤作業 B0005

２級 機械加工 数値制御フライス盤作業 C0001

２級 機械加工 数値制御フライス盤作業 C0003

２級 機械加工 平面研削盤作業 A甲0003

２級 機械加工 平面研削盤作業 C0001

２級 機械加工 平面研削盤作業 C0003

２級 機械加工 平面研削盤作業 C0005

２級 機械加工 円筒研削盤作業 A甲0002

２級 機械加工 円筒研削盤作業 A甲0003

２級 機械加工 円筒研削盤作業 A甲0004
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２級 機械加工 円筒研削盤作業 B0001

２級 機械加工 円筒研削盤作業 C0003

２級 機械加工 円筒研削盤作業 C0005

２級 機械加工 円筒研削盤作業 C0006

２級 機械加工 ホブ盤作業 A甲0001

２級 機械加工 ホブ盤作業 A甲0002

２級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0003

２級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0005

２級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0010

２級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0011

２級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0012

２級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0015

２級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0027

２級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0028

２級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0029

２級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0038

２級 機械加工 マシニングセンタ作業 B0001

２級 機械加工 マシニングセンタ作業 B0005

２級 機械加工 マシニングセンタ作業 C0004

２級 機械加工 マシニングセンタ作業 C0006

２級 機械加工 マシニングセンタ作業 C0008

２級 機械加工 マシニングセンタ作業 C0011

２級 機械加工 マシニングセンタ作業 C0013

２級 機械加工 マシニングセンタ作業 C0015

２級 放電加工 数値制御形彫り放電加工作業 C0001

２級 放電加工 ワイヤ放電加工作業 A甲0001

２級 金属プレス加工 金属プレス作業 A甲0003

２級 金属プレス加工 金属プレス作業 A甲0006

２級 金属プレス加工 金属プレス作業 A甲0007

２級 金属プレス加工 金属プレス作業 A甲0008

２級 金属プレス加工 金属プレス作業 A甲0009

２級 金属プレス加工 金属プレス作業 A甲0010

２級 金属プレス加工 金属プレス作業 A甲0011

２級 金属プレス加工 金属プレス作業 A甲0013

２級 金属プレス加工 金属プレス作業 B0001

２級 金属プレス加工 金属プレス作業 B0002
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２級 金属プレス加工 金属プレス作業 C0001

２級 金属プレス加工 金属プレス作業 C0003

２級 金属プレス加工 金属プレス作業 C0004

２級 金属プレス加工 金属プレス作業 C0005

２級 鉄工 構造物鉄工作業 A甲0001

２級 鉄工 構造物鉄工作業 A甲0002

２級 鉄工 構造物鉄工作業 A甲0003

２級 鉄工 構造物鉄工作業 A甲0004

２級 鉄工 構造物鉄工作業 A甲0006

２級 鉄工 構造物鉄工作業 A甲0008

２級 鉄工 構造物鉄工作業 C0001

２級 鉄工 構造物鉄工作業 C0002

２級 鉄工 構造物鉄工作業 D0001

２級 鉄工 構造物鉄工作業 D0002

２級 鉄工 構造物鉄工作業 D0003

２級 鉄工 構造物鉄工作業 D0004

２級 鉄工 構造物鉄工作業 D0005

２級 鉄工 構造物鉄工作業 D0006

２級 建築板金 内外装板金作業 A甲0001

２級 建築板金 内外装板金作業 C0001

２級 建築板金 内外装板金作業 D0001

２級 建築板金 内外装板金作業 D0002

２級 建築板金 内外装板金作業 D0003

２級 建築板金 内外装板金作業 D0004

２級 建築板金 内外装板金作業 D0005

２級 建築板金 ダクト板金作業 A甲0002

２級 建築板金 ダクト板金作業 A甲0003

２級 工場板金 曲げ板金作業 A甲0002

２級 工場板金 曲げ板金作業 A甲0003

２級 工場板金 曲げ板金作業 A甲0005

２級 めっき 電気めっき作業 A甲0001

２級 めっき 電気めっき作業 A甲0002

２級 めっき 電気めっき作業 C0001

２級 仕上げ 治工具仕上げ作業 A甲0001

２級 仕上げ 治工具仕上げ作業 C0001

２級 仕上げ 金型仕上げ作業 A甲0001



（913）栃 木 県 公 報 第2822号平成28年９月30日　金曜日

２級 仕上げ 金型仕上げ作業 A甲0002

２級 仕上げ 金型仕上げ作業 A甲0003

２級 仕上げ 金型仕上げ作業 C0002

２級 仕上げ 金型仕上げ作業 C0004

２級 仕上げ 機械組立仕上げ作業 A甲0001

２級 仕上げ 機械組立仕上げ作業 A甲0005

２級 仕上げ 機械組立仕上げ作業 A甲0007

２級 仕上げ 機械組立仕上げ作業 A甲0012

２級 仕上げ 機械組立仕上げ作業 A甲0014

２級 仕上げ 機械組立仕上げ作業 B0002

２級 仕上げ 機械組立仕上げ作業 B0003

２級 仕上げ 機械組立仕上げ作業 B0004

２級 仕上げ 機械組立仕上げ作業 B0005

２級 仕上げ 機械組立仕上げ作業 C0001

２級 仕上げ 機械組立仕上げ作業 C0002

２級 仕上げ 機械組立仕上げ作業 C0004

２級 仕上げ 機械組立仕上げ作業 C0008

２級 仕上げ 機械組立仕上げ作業 C0009

２級 切削工具研削 工作機械用切削工具研削作業 A甲0001

２級 切削工具研削 工作機械用切削工具研削作業 A甲0002

２級 切削工具研削 工作機械用切削工具研削作業 A甲0003

２級 切削工具研削 工作機械用切削工具研削作業 A甲0004

２級 切削工具研削 工作機械用切削工具研削作業 A甲0005

２級 切削工具研削 工作機械用切削工具研削作業 A甲0006

２級 切削工具研削 工作機械用切削工具研削作業 A甲0008

２級 切削工具研削 工作機械用切削工具研削作業 B0001

２級 機械検査 機械検査作業 D0001

２級 機械検査 機械検査作業 D0002

２級 機械検査 機械検査作業 D0003

２級 機械検査 機械検査作業 D0004

２級 機械検査 機械検査作業 D0005

２級 ダイカスト コールドチャンバダイカスト作業 A甲0002

２級 ダイカスト コールドチャンバダイカスト作業 A甲0003

２級 ダイカスト コールドチャンバダイカスト作業 A甲0004

２級 ダイカスト コールドチャンバダイカスト作業 A甲0007

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0001
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２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0002

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0011

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0012

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0013

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0015

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0017

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0018

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0026

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 B0001

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 B0003

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 B0005

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 B0006

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 C0001

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 C0002

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 C0004

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 C0005

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 C0006

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 C0007

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 C0010

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 C0011

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 C0013

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 C0014

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 C0020

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 C0021

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 C0022

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 C0023

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 C0024

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 C0025

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 D0001

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 D0002

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 D0003

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 D0004

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 D0005

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 D0006

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 D0007

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 D0008
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２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 D0009

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 D0010

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 D0011

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 D0012

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 D0013

２級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 D0014

２級 電気機器組立て 変圧器組立て作業 A甲0001

２級 電気機器組立て 変圧器組立て作業 A甲0004

２級 電気機器組立て 変圧器組立て作業 B0003

２級 電気機器組立て 配電盤・制御盤組立て作業 A甲0001

２級 電気機器組立て 配電盤・制御盤組立て作業 A甲0002

２級 電気機器組立て 配電盤・制御盤組立て作業 A甲0003

２級 電気機器組立て 配電盤・制御盤組立て作業 A甲0004

２級 電気機器組立て 配電盤・制御盤組立て作業 A甲0005

２級 電気機器組立て 配電盤・制御盤組立て作業 A甲0007

２級 電気機器組立て 配電盤・制御盤組立て作業 A甲0010

２級 電気機器組立て 配電盤・制御盤組立て作業 A甲0011

２級 電気機器組立て 配電盤・制御盤組立て作業 A甲0012

２級 電気機器組立て 配電盤・制御盤組立て作業 A甲0016

２級 電気機器組立て 配電盤・制御盤組立て作業 B0002

２級 電気機器組立て 配電盤・制御盤組立て作業 B0003

２級 電気機器組立て 配電盤・制御盤組立て作業 C0002

２級 電気機器組立て 配電盤・制御盤組立て作業 C0003

２級 電気機器組立て 配電盤・制御盤組立て作業 C0005

２級 電気機器組立て 配電盤・制御盤組立て作業 C0006

２級 電気機器組立て 配電盤・制御盤組立て作業 C0007

２級 光学機器製造 光学ガラス研磨作業 C0001

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0001

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0002

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0003

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0004

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0005

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0006

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0008

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0009

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0010
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２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0015

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0018

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0019

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0020

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0025

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0028

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0029

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0031

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0033

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0035

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0038

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0041

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0043

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0046

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0047

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0050

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0051

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0052

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0053

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0055

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0056

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 A甲0057

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 B0002

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 B0007

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 B0014

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 B0016

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 B0019

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 B0020

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 B0021

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 B0022

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 B0023

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 B0024

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 B0025

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 B0026

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 C0001

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 C0002
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２級 建設機械整備 建設機械整備作業 C0003

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 C0005

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 C0006

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 C0007

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 C0008

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 C0009

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 C0010

２級 建設機械整備 建設機械整備作業 C0013

２級 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 D0001

２級 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 D0002

２級 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 D0003

２級 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 D0004

２級 プラスチック成形 射出成形作業 A甲0001

２級 プラスチック成形 射出成形作業 A甲0003

２級 プラスチック成形 射出成形作業 A甲0005

２級 プラスチック成形 射出成形作業 A甲0009

２級 プラスチック成形 射出成形作業 A甲0015

２級 プラスチック成形 射出成形作業 A甲0016

２級 プラスチック成形 射出成形作業 A甲0024

２級 プラスチック成形 射出成形作業 A甲0029

２級 プラスチック成形 射出成形作業 A甲0030

２級 プラスチック成形 射出成形作業 A甲0039

２級 プラスチック成形 射出成形作業 B0002

２級 プラスチック成形 射出成形作業 B0003

２級 プラスチック成形 射出成形作業 B0007

２級 プラスチック成形 射出成形作業 C0001

２級 プラスチック成形 射出成形作業 C0007

２級 プラスチック成形 射出成形作業 C0008

２級 プラスチック成形 射出成形作業 C0017

２級 石材施工 石張り作業 B0001

２級 建築大工 大工工事作業 D0001

２級 建築大工 大工工事作業 D0002

２級 建築大工 大工工事作業 D0003

２級 建築大工 大工工事作業 D0004

２級 建築大工 大工工事作業 D0005

２級 建築大工 大工工事作業 D0006
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２級 左官 左官作業 B0001

２級 ブロック建築 コンクリートブロック工事作業 A甲0002

２級 タイル張り タイル張り作業 A甲0001

２級 配管 建築配管作業 D0001

２級 配管 建築配管作業 D0002

２級 防水施工 ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 A甲0002

２級 防水施工 ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 C0001

２級 内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事作業 A甲0001

２級 熱絶縁施工 保温保冷工事作業 A甲0001

２級 機械・プラント製図 機械製図ＣＡＤ作業 D0001

２級 塗装 建築塗装作業 A甲0001

２級 塗装 建築塗装作業 A甲0002

２級 塗装 建築塗装作業 A甲0003

２級 塗装 金属塗装作業 A甲0001

２級 塗装 金属塗装作業 A甲0002

２級 塗装 金属塗装作業 A甲0003

２級 塗装 金属塗装作業 A甲0004

２級 塗装 金属塗装作業 A甲0005

２級 塗装 金属塗装作業 A甲0007

２級 塗装 金属塗装作業 A甲0008

２級 塗装 金属塗装作業 A甲0014

２級 塗装 金属塗装作業 A甲0017

２級 塗装 金属塗装作業 A甲0020

２級 塗装 金属塗装作業 A甲0022

２級 塗装 金属塗装作業 A甲0023

２級 塗装 金属塗装作業 A甲0026

２級 塗装 金属塗装作業 B0002

２級 塗装 金属塗装作業 B0003

２級 塗装 金属塗装作業 B0005

２級 塗装 金属塗装作業 B0006

２級 塗装 金属塗装作業 B0008

２級 塗装 金属塗装作業 C0002

２級 塗装 金属塗装作業 C0003

２級 塗装 金属塗装作業 C0004

２級 塗装 噴霧塗装作業 A甲0001

２級 塗装 噴霧塗装作業 C0001
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２級 広告美術仕上げ 広告面ペイント仕上げ作業 C0001

２級 広告美術仕上げ 広告面ペイント仕上げ作業 C0002

２級 フラワー装飾 フラワー装飾作業 C0001

２級 フラワー装飾 フラワー装飾作業 C0002

（労働政策課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○種畜証明書の書換交付
　家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）第４条第１項の規定により平成28年度に実施した定期種畜検査に
基づいて交付した種畜証明書について書換交付された旨の通報があったので、同法第８条第２項の規定により
次のとおり公示する。
　　平成28年９月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区 分 品 種 証 明 書
交 付 番 号 名 前 生年月日

飼 養 者 書 換 交 付
の 事 由住 所 氏 名

肉用牛 黒毛和種 11250450959 徳久福
全和黒原54
69

平成21年
10月13日

栃木県さくら市
氏家新田44番地
５
（鹿児島県薩摩
郡さつま町山崎
1506-１）

小菅　和彦
（有限会社徳
重和牛人工授
精所）

種畜の飼養
者の住所及
び氏名又は
名称の変更

（注）表中の（　）内は変更前のもの
（畜産振興課）　

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

選挙管理委員会
栃木県選挙管理委員会告示第70号
　平成28年９月２日現在における地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項、第75条第１項、第76条第
１項、第80条第１項、第81条第１項及び第86条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和
31年法律第162号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の50分の１、当該総数の80万を超える
数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して
得た数、当該総数の40万を超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して
得た数及び３分の１の数は、それぞれ次のとおりである。
　　平成28年９月30日

栃木県選挙管理委員会委員長　　小　　林　　恒　　夫　　
１　県の議会の議員及び知事の選挙権を有する者の総数の50分の１の数
 33,072人
２　県の議会の議員及び知事の選挙権を有する者の総数の80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に
６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数
 306,697人
３　県の議会の議員の宇都宮市・上三川町選挙区における選挙権を有する者の総数の40万を超える数に６分の
１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数
 142,229人
４　県の議会の議員の各選挙区（宇都宮市・上三川町選挙区を除く。）における選挙権を有する者の総数の３
分の１の数
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足 利 市 選 挙 区 42,178人
栃 木 市 選 挙 区 45,463人
佐 野 市 選 挙 区 33,666人
鹿 沼 市 選 挙 区 27,777人
日 光 市 選 挙 区 24,589人
小 山 市・ 野 木 町 選 挙 区 52,115人
真 岡 市 選 挙 区 21,589人
大 田 原 市 選 挙 区 20,207人
矢 板 市 選 挙 区 9,489人
那須塩原市・那須町選挙区 39,915人
さくら市・塩谷郡選挙区 23,863人
那須烏山市・那珂川町選挙区 13,084人
下 野 市 選 挙 区 16,525人
芳 賀 郡 選 挙 区 18,585人
壬 生 町 選 挙 区 11,027人

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


