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規　　　　　則

（人 ･ 事 ･ 委 ･ 員 ･ 会）

　職員の給与に関する規則の一部を改正する規則を公布する。

　　　平成29年３月13日

茨城県人事委員会委員長　　江 　 橋 　 湖 三 郎

茨城県人事委員会規則第１号

　　　職員の給与に関する規則の一部を改正する規則

　職員の給与に関する規則（昭和36年茨城県人事委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

　別表第３　公安職給料表級別職務分類表中

　ページ
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「
鹿嶋，石岡，取手 署長 署長

副署長 刑事官

を古河 署長 署長
副署長

笠間，牛久，筑西，
常総 署長 署長

副署長 副署長
」

「
鹿嶋，取手 署長 署長

副署長 刑事官

に石岡 署長 署長
副署長

副署長
刑事官

笠間，牛久，筑西，
常総，古河 署長 署長

副署長 副署長
」

改める。

　別表第34　４　警察本部長の項中「石岡，つくば中央，古河」を「つくば中央」に改める。

　　　付　則

　この規則は，平成29年３月15日から施行する。

告　　　　　示

茨城県告示第255号

　茨城県青少年の健全育成等に関する条例（平成21年茨城県条例第35号）第16条第１項の規定に基づき，青少年に有

害な図書等として次のとおり指定する。

　　　平成29年３月13日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

種類 題名 発行所等 指定理由

雑誌 TATTOO･TRIBAL･vol.68 富士美出版株式会社

著しく青少年の心身の健康を自ら害
し，若しくは第三者をしてこれを害
させる行為を誘発し，又はこれを助
長し，その健全な育成を阻害するお
それがあるもの

雑誌 TATTOO･TRIBAL･vol.69 富士美出版株式会社

著しく青少年の心身の健康を自ら害
し，若しくは第三者をしてこれを害
させる行為を誘発し，又はこれを助
長し，その健全な育成を阻害するお
それがあるもの

茨城県告示第256号

　次の救急医療協力診療所について，茨城県救急医療協力病院及び診療所に関する規則（昭和52年茨城県規則第11号）

第４条第１項第１号の規定による申出の撤回があったので，同条第２項において準用する第３条第２項の規定により

告示する。

　　　平成29年３月13日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌
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名　　　　　　　　　称 所　　　　　　　在　　　　　　　地

久野産婦人科医院 水戸市笠原町1372

茨城県告示第257号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定に基づき，次のとおり廃止の届出があったので，同法第

78条の規定により告示する。

　　　平成29年３月13日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

事業所番号 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 サービスの種類 廃　止
年月日

0870800703 医療法人竜仁会 ショートステイもみ
じ館

龍ヶ崎市寺後
3937－10 短期入所生活介護 平成29年

１月31日

0871701025 株式会社エヌ・ビー・
ラボ

エルスリークラブ茨
城取手

取手市谷中550－
８ 通所介護 平成29年

２月28日

0875100265 株式会社エヌ・ビー・
ラボ

訪問介護事業所ひま
わり茨城真壁

桜川市真壁町桜井
384－３パール・
ルースⅡ104号室

訪問介護 平成29年
２月28日

0871701009 株式会社エヌ・ビー・
ラボ

訪問介護事業所ひま
わり茨城南部

取手市宮和田527
－２リバーハイ
ツ101号室

訪問介護 平成29年
２月28日

0872200688 株式会社エヌ・ビー・
ラボ

訪問介護事業所ひま
わり茨城鹿嶋

鹿嶋市国末1566－
１カシマハイツ
101号

訪問介護 平成29年
２月28日

0872800180 タイヨートータルケア
株式会社

さくら・介護ステー
ションタイヨー岩井 坂東市岩井4527 訪問介護 平成29年

２月28日

茨城県告示第258号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第82条第２項の規定に基づき，次のとおり廃止の届出があったので，同法第

85条の規定により告示する。

　　　平成29年３月13日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

事業所番号 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 サービスの種類 廃　止
年月日

0871400263 株式会社ケーシーエス
メディカルワークス

キューブ在宅ケアセ
ンター

高萩市大和町２
－11 居宅介護支援 平成29年

１月31日

0870202280 ありっさむ株式会社 ありっさむケアプラ
ンセンター

日立市中成沢町
１－10－１ 居宅介護支援 平成29年

２月１日

茨城県告示第259号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定に基づき，次のとおり廃止の届出があったので，同

法第115条の10の規定により告示する。

　　　平成29年３月13日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌
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事業所番号 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 サービスの種類 廃　止
年月日

0870200391 医療法人社団いばらき
会

日立南部地区デイ
サービスセンター
（おおみかの湯）

日立市大みか町
４－７－９ 介護予防通所介護 平成29年

８月31日

0870800703 医療法人竜仁会 ショートステイもみ
じ館

龍 ヶ 崎 市 寺 後
3937－10

介護予防短期入所生
活介護

平成29年
１月31日

0873301089 特定非営利活動法人オ
リヴィエ東海 ケアホーム楓 東 海 村 須 和 間

1442－２ 介護予防通所介護 平成29年
２月１日

0870202140 ありっさむ株式会社 ありっさむデイサー
ビスセンター

日立市中成沢町
１－10－１ 介護予防通所介護 平成29年

２月28日

0873300263 社会福祉法人淑徳会 デイ・サービスセン
ター東海

東海村村松2804
－４ 介護予防通所介護 平成29年

２月28日

0872800180 タイヨートータルケア
株式会社

さくら・介護ステー
ションタイヨー岩井 坂東市岩井4527 介護予防訪問介護 平成29年

２月28日

0871900684 株式会社敬明 ケア処牛久デイサー
ビスセンター

牛 久 市 牛 久 町
3290－１ 介護予防通所介護 平成29年

２月28日

0875500290 有限会社アクティヴ・
サポート 癒しの愛 つくばみらい市

上島1088－２ 介護予防通所介護 平成29年
２月28日

茨城県告示第260号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による大規模小売店舗の変更の届出について，

同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定に基づき次のとおり公告し，その関係書類は，本日から４月間

縦覧に供する。

　なお，この公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を述べようとする者は意見

書を本日から４月以内に茨城県知事に提出することができる。

　　　平成29年３月13日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　株式会社カワチ薬品

　　　代表取締役　河内　伸二

　　　栃木県小山市大字卒島1293番地

　⑵　株式会社アーステック

　　　代表取締役　海老原　利哉

　　　龍ケ崎市5071番地１

２　届出事項の概要

　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　カワチ薬品守谷松並店　フラワーショップRIVERA

　　　守谷市松並青葉四丁目１番１　外

　⑵　変更した事項

　　ア　大規模小売店舗の名称

　　　　（変更前）カワチ薬品守谷松並店　（仮称）フラワーショップ守谷松並店

　　　　（変更後）カワチ薬品守谷松並店　フラワーショップRIVERA

　　イ　大規模小売店舗の所在地
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　　　　（変更前）守谷市松並土地区画整理事業69街区１－１，１－２

　　　　（変更後）守谷市松並青葉四丁目１番１　外

　⑶　変更の年月日

　　ア　平成28年11月１日

　　イ　平成28年10月22日

　⑷　変更する理由

　　ア　フラワーショップ棟の店舗名称が決定したため

　　イ　土地区画整理法による換地処分が行われ，所在地が変更となったため

３　届出年月日

　　平成29年３月６日

４　縦覧の場所

　　茨城県商工労働観光部中小企業課

茨城県告示第261号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第４項の規定に基づき県が述べた意見の概要について，同条

第６項の規定に基づき次のとおり公告し，その意見書は，本日から１月間茨城県商工労働観光部中小企業課において

縦覧に供する。

　　　平成29年３月13日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

第１　セイブ食彩館姫子店

１　大規模小売店舗の概要

　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　セイブ食彩館姫子店

　　　水戸市姫子２丁目760番　外

　⑵　届出の概要

　　ア　届出の種類及び届出の公告日

　　　　変更の届出（第６条第２項）

　　　　平成28年８月25日

　　イ　変更しようとする事項

　　　ア　駐輪場の位置及び収容台数

　　　　　（変更前）150台

　　　　　（変更後）40台

　　　イ　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　　　　　（変更前）開店時刻　午前０時（一部午前10時）　閉店時刻　翌午前０時（一部午後10時）

　　　　　（変更後）開店時刻　午前０時（一部午前９時）　閉店時刻　翌午前０時

　　ウ　変更の年月日

　　　ア　平成29年４月11日

　　　イ　平成28年９月１日

　　エ　届出年月日
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　　　　平成28年８月10日

２　意見の概要

　　意見なし

第２　テックランドつくばみらい店

１　大規模小売店舗の概要

　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　テックランドつくばみらい店

　　　つくばみらい市筒戸字諏訪2231番１　外

　⑵　届出の概要

　　ア　届出の種類及び届出の公告日

　　　　変更の届出（第６条第２項）

　　　　平成28年８月29日

　　イ　変更しようとする事項

　　　　駐輪場の位置

　　ウ　変更の年月日

　　　　平成29年４月20日

　　エ　届出年月日

　　　　平成28年８月19日

２　意見の概要

　　意見なし

第３　セイミヤモール麻生店　（仮称）カワチ薬品行方店

１　大規模小売店舗の概要

　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　セイミヤモール麻生店　（仮称）カワチ薬品行方店

　　　行方市麻生字田倉3288番51　外

　⑵　届出の概要

　　ア　届出の種類及び届出の公告日

　　　　変更の届出（第６条第２項）

　　　　平成28年９月15日

　　イ　変更しようとする事項

　　　ア　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　　　　（変更前）　3,708㎡

　　　　　（変更後）　5,546㎡

　　　イ　駐車場の位置及び収容台数

　　　　　（変更前）　188台

　　　　　（変更後）　253台

　　　ウ　駐輪場の位置及び収容台数

　　　　　（変更前）　20台

　　　　　（変更後）　40台

　　　エ　荷さばき施設の位置及び面積
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　　　　　（変更前）　36㎡

　　　　　（変更後）　120㎡

　　　オ　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

　　　　　（変更前）　67㎥

　　　　　（変更後）　81㎥

　　　カ　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　　　　　（変更前）　開店時刻　午前９時　閉店時刻　午後10時

　　　　　（変更後）　開店時刻　午前９時　閉店時刻　午後10時

　　　キ　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　　　（変更前）　午前８時45分～午後10時15分

　　　　　（変更後）　午前８時45分～午後10時15分

　　　ク　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　　　（変更前）　２箇所

　　　　　（変更後）　５箇所

　　　ケ　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　　　（変更前）　午前６時～午後９時

　　　　　（変更後）　午前６時～午後９時

　　ウ　変更の年月日

　　　　平成29年５月８日

　　エ　届出年月日

　　　　平成28年９月７日

２　意見の概要

　　意見なし

第４　カインズホーム結城店

１　大規模小売店舗の概要

　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　カインズホーム結城店

　　　結城市大字結城字公達9784番３　外

　⑵　届出の概要

　　ア　届出の種類及び届出の公告日

　　　　変更の届出（第６条第２項）

　　　　平成28年９月23日

　　イ　変更しようとする事項

　　　ア　駐車場の位置及び収容台数

　　　　　（変更前）　797台

　　　　　（変更後）　447台

　　　イ　駐輪場の位置

　　　ウ　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　　　（変更前）　５箇所

　　　　　（変更後）　４箇所
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　　ウ　変更の年月日

　　　　平成29年５月14日

　　エ　届出年月日

　　　　平成28年９月13日

２　意見の概要

　　意見なし

第５　常陸太田ショッピングセンター

１　大規模小売店舗の概要

　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　常陸太田ショッピングセンター

　　　常陸太田市塙町2952　外

　⑵　届出の概要

　　ア　届出の種類及び届出の公告日

　　　　変更の届出（第６条第２項）

　　　　平成28年10月３日

　　イ　変更しようとする事項

　　　ア　駐車場の位置及び収容台数

　　　　　（変更前）　277台

　　　　　（変更後）　202台

　　　イ　荷さばき施設の位置及び面積

　　　　　（変更前）　129.4㎡

　　　　　（変更後）　120.0㎡

　　　ウ　廃棄物等の保管施設の位置

　　　エ　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　　　　　（変更前）　（開店時刻）午前０時（一部午前10時（年間60日は午前９時））

　　　　　　　　　　（閉店時刻）翌午前０時（一部午後10時）

　　　　　（変更後）　（開店時刻）午前９時（一部午前10時（年間60日は午前９時））

　　　　　　　　　　（閉店時刻）翌午前０時（一部午後10時）

　　　オ　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　　　（変更前）　24時間（一部午前９時45分～午後９時15分）

　　　　　（変更後）　午前８時30分～翌午前０時30分

　　　カ　駐車場の自動車の出入口の位置

　　ウ　変更の年月日

　　　ア，イ，ウ　平成29年５月22日

　　　エ，オ，カ　平成28年10月21日

　　エ　届出年月日

　　　　平成28年９月21日

２　意見の概要

　　意見なし

第６　サンユーストアー大津店
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１　大規模小売店舗の概要

　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　サンユーストアー大津店

　　　北茨城市大津町字ねきさ前2465　外

　⑵　届出の概要

　　ア　届出の種類及び届出の公告日

　　　　変更の届出（第６条第２項）

　　　　平成28年10月20日

　　イ　変更しようとする事項

　　　ア　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

　　　　　（変更前）　午前９時30分

　　　　　（変更後）　午前９時

　　　イ　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　　　（変更前）　午前９時～翌午前０時15分（一部午後９時）

　　　　　（変更後）　午前８時30分～翌午前０時15分（一部午後９時）

　　ウ　変更の年月日

　　　　平成28年10月25日

　　エ　届出年月日

　　　　平成28年10月11日

２　意見の概要

　　意見なし

第７　サンユーストアー中郷店

１　大規模小売店舗の概要

　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　サンユーストアー中郷店

　　　北茨城市中郷町上桜井2884　外

　⑵　届出の概要

　　ア　届出の種類及び届出の公告日

　　　　変更の届出（第６条第２項）

　　　　平成28年10月20日

　　イ　変更しようとする事項

　　　ア　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

　　　　　（変更前）　午前９時30分

　　　　　（変更後）　午前９時

　　　イ　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　　　（変更前）　午前９時～午後９時

　　　　　（変更後）　午前８時30分～午後９時

　　ウ　変更の年月日

　　　　平成28年10月25日

　　エ　届出年月日
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　　　　平成28年10月11日

２　意見の概要

　　意見なし

第８　東海駅東ショッピングタウン

１　大規模小売店舗の概要

　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　東海駅東ショッピングタウン

　　　那珂郡東海村大字舟石川字長堀762番１　外

　⑵　届出の概要

　　ア　届出の種類及び届出の公告日

　　　　変更の届出（第６条第２項）

　　　　平成28年10月20日

　　イ　変更しようとする事項

　　　ア　駐車場の収容台数

　　　　　（変更前）　903台

　　　　　（変更後）　700台

　　　イ　駐車場の自動車の出入口の位置

　　ウ　変更の年月日

　　　ア　平成29年６月14日

　　　イ　平成29年２月１日

　　エ　届出年月日

　　　　平成28年10月13日

２　意見の概要

　　意見なし

第９　メガセンタートライアル石下店

１　大規模小売店舗の概要

　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　メガセンタートライアル石下店

　　　常総市本石下字松並4421番１　外

　⑵　届出の概要

　　ア　届出の種類及び届出の公告日

　　　　変更の届出（第６条第２項）

　　　　平成28年10月24日

　　イ　変更しようとする事項

　　　ア　荷さばき施設の位置

　　　イ　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　　　　　（変更前）　（開店時刻）午前９時　（閉店時刻）午後９時

　　　　　（変更後）　（開店時刻）午前０時　（閉店時刻）翌午前０時

　　　ウ　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　　　（変更前）　午前８時30分～午後９時30分
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　　　　　（変更後）　24時間

　　　エ　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　　　（変更前）　午前７時～午後９時

　　　　　（変更後）　午前６時～午後９時（一部午前４時～午前７時）

　　ウ　変更の年月日

　　　ア　　　　　平成29年６月13日

　　　イ，ウ，エ　平成28年10月31日

　　エ　届出年月日

　　　　平成28年10月12日

２　意見の概要

　　意見なし

第10　カワチ薬品守谷松並店　（仮称）フラワーショップ守谷松並店

１　大規模小売店舗の概要

　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　カワチ薬品守谷松並店　（仮称）フラワーショップ守谷松並店

　　　守谷市松並土地区画整理事業69街区１－１，１－２

　⑵　届出の概要

　　ア　届出の種類及び届出の公告日

　　　　変更の届出（第６条第２項）

　　　　平成28年10月24日

　　イ　変更しようとする事項

　　　ア　荷さばき施設の位置

　　　イ　廃棄物等の保管施設の位置

　　　ウ　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　　　　　（変更前）　開店時刻　午前９時　閉店時刻　午後10時

　　　　　（変更後）　開店時刻　午前９時　閉店時刻　午後10時（一部午後９時）

　　　エ　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　　　（変更前）　午前６時～午後９時

　　　　　（変更後）　午前６時～午後９時

　　ウ　変更の年月日

　　　ア，イ　平成29年６月15日

　　　ウ，エ　平成28年10月25日

　　エ　届出年月日

　　　　平成28年10月14日

２　意見の概要

　　意見なし

茨城県告示第262号

　建設業法（昭和24年法律第100号。以下「法」という。）第29条第１項の規定による許可の取消しをしたので，法第
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29条の５第１項の規定により，次のとおり公告する。

　　　平成29年３月13日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　処分をした年月日　　平成29年３月６日

２　処分を受けた者

　⑴　商　　　　　号　有限会社鈴木緑化建設

　⑵　所　　在　　地　笠間市湯崎675番地　　　

　⑶　代表者の氏名　鈴木　優

　⑷　建設業許可番号　茨城県知事許可（般－25）第30805号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（般－27）第30805号

３　処分の内容

　　建設業の許可の取消し

４　処分の原因となった事実

　･　有限会社鈴木緑化建設は，その代表取締役が刑法（明治40年法律第45号）第204条の傷害の罪で罰金の刑に処せ

られ，当該裁判が平成25年４月16日に確定したことにより法第８条第８号に規定する欠格要件に該当していたにも

かかわらず，平成26年１月30日付けで提出した建設業許可申請書及び平成28年２月２日付けで提出した建設業許可

申請書に，申請者（有限会社鈴木緑化建設）等が法第８条各号に規定する欠格要件に該当しない旨を記載した誓約

書（様式第６号）及び賞罰がない旨を記載した許可申請者（法人の役員）の略歴書（様式第12号）を添付し，もっ

て不正の手段により，平成26年３月30日付けで法第３条第３項の許可の更新を，平成28年２月23日付けで法第３条

第１項の許可を，それぞれ受けた。

茨城県告示第263号

　平成24年３月29日茨城県告示第380号で告示した地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第168条第１項に規定す

る指定金融機関及び同条第４項に規定する収納代理金融機関の一部を次のように改正する。

　　　平成29年３月13日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

　別表第２　収納代理金融機関の表中
「

横浜中央信用組合 同上
」

を

「
横浜幸銀信用組合 同上

」
に改める。

公　　　　　告

◉公共測量の実施

　測量法（昭和24年法律第188号）第５条の規定に基づく公共測量を次のとおり実施する旨通知があったので，同法

第39条の規定において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　　平成29年３月13日
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茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　測量機関　　国土交通省関東地方整備局　利根川下流河川事務所

２　作業種類　　公共測量（空中写真撮影，航空レーザ計測）

３　作業期間　　平成29年３月13日から

　　　　　　　　平成29年４月28日まで

４　作業地域　　茨城県利根町の一部

◉公共測量の終了

　測量法（昭和24年法律第188号）第５条の規定に基づく公共測量を次のとおり終了した旨通知があったので，同法

第39条の規定において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　　平成29年３月13日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　測量機関　　　古河市

２　作業種類　　　都市計画における現地測量

３　作業終了日　　平成29年１月31日

４　作業地域　　　茨城県古河市仁連地内

◉開発行為の工事完了

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の許可に係る開発行為について，次の区域の工事が完了したので，

同法第36条第３項の規定により公告する。

　　　平成29年３月13日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　東茨城郡茨城町大字長岡字矢頭4353番１，同番４

２　事業主の住所及び氏名

　　牛久市さくら台２丁目28番地10　コーポジュリⅡ202号室

　　　玉　川　　　晃

１　工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　つくばみらい市小張字西耕地4769番１

２　事業主の住所及び氏名

　　つくば市作谷1856番地３

　　　　敷　島　大　慈

１　工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　つくばみらい市小張字屋敷付2454番１，同番２，字下宿浦2456番２

２　事業主の住所及び氏名
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　　つくばみらい市谷井田1261番地15

　　　川　畑　秀　貴，川　畑　沙　知

１　工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　つくばみらい市福岡字古木山2261番５，同番６

２　事業主の住所及び氏名

　　つくばみらい市福岡2261番地９

　　　君　嶋　一　樹，君　嶋　ちあき

１　工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　下妻市高道祖字千草4196番１，外43筆

２　事業主の住所及び氏名

　　下妻市本城町二丁目22番地

　　　一般財団法人　下妻市開発公社　理事長

　　　　稲　葉　本　治

１　工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　猿島郡境町大字長井戸字山神浦1382番３

２　事業主の住所及び氏名

　　古河市水海2760番地１　グリーンパーク303

　　　関　口　和　政

◉軽油引取税に係る免税証の無効

　次の軽油引取税免税証は，平成28年４月１日以降無効とする。

　　　平成29年３月13日

茨城県水戸県税事務所長　　小 　 林 　 弘 　 文

用途 種類 記号及び番号 枚数 有効期間 販売業者の所在地及び名称

農業 50ﾘｯﾄﾙ F100119 １枚

H28．４．１

～

H29．３．31

茨城県水戸市小泉町100－１

有限会社ジェイエイ水戸グルー

プサービス常澄 SS


