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524 R2.1.6 - 平成30年1月11日付文部科学省生涯学習政策
局情報公開課から情報教育に係る調査依頼の
事務連絡、及び山梨県からの回答の一式（決裁
文書等を含む。）

取下げ 1 教委 高校教育課

525 R2.1.6 R2.1.7 山梨県県土整備部実施設計単価表令和2年1月
の全ページ（物価資料掲載単価等を含む）

令和元年度実施設計単価表（令和2年1月） 一部開示 1 1 県土整備 技術管理課

526 R2.1.8 R2.1.21 甲府市を除く県内全域の薬局、医薬品販売業
の廃止情報令和元年12月月6日から令和2年1
月5日までに受理した｢廃止届の写し、または廃
止がわかる書面の写し｣

甲府市を除く県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報
令和元年12月6日から令和2年1月5日までに受理した｢廃止
届の写し、または廃止がわかる書面の写し｣

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

527 R2.1.8 R2.1.10 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報令和元年12月6日から令和2
年1月5日までに受理した｢廃止届の写し、また
は廃止がわかる書面の写し｣

中北保健所（峡北支所を除く）管内における病院廃止届け
等。ただし、令和元年12月6日から令和2年1月5日までのも
の。

一部開示 1 1 1 福祉保健 中北保健福祉事務所

528 R2.1.8 R2.1.9 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報令和元年12月6日から令和2
年1月5日までに受理した｢廃止届の写し、また
は廃止がわかる書面の写し｣

中北保健所峡北支所管内における病院廃止届け等。ただ
し、令和元年12月6日から令和2年1月5日までのもの。

一部開示 1 福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

529 R2.1.8 R2.1.15 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報令和元年12月6日から令和2
年1月5日までに受理した｢廃止届の写し、また
は廃止がわかる書面の写し｣

峡東保健所管内における病院廃止届け等。ただし、令和元
年12月6日から令和2年1月5日までのもの。

一部開示 1 1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

530 R2.1.8 R2.1.15 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報令和元年12月6日から令和2
年1月5日までに受理した｢廃止届の写し、また
は廃止がわかる書面の写し｣

峡南保健所管内における病院廃止届け等。ただし、令和元
年12月6日から令和2年1月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

531 R2.1.8 R2.1.9 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報令和元年12月6日から令和2
年1月5日までに受理した｢廃止届の写し、また
は廃止がわかる書面の写し｣

富士・東部保健所管内における病院廃止届け等。ただし、
令和元年12月6日から令和2年1月5日までのもの。

一部開示 1 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

532 R2.1.9 R2.1.21 〇〇〇〇〇が山梨県内で運営する各発電所及
び、各堰堤、「〇〇〇〇」につき、河川法36条に
基づき知事が国土交通相に対して提出した知
事意見他

①河川法第23条及び第24条許可について（〇〇発電所）②
河川法第23条及び第24条許可について（〇〇〇〇〇発電
所）③河川法第23条及び第24条許可について（〇〇〇〇〇
発電所）

一部開示 1 1 県土整備 治水課

533 R2.1.9 R2.1.28 （仮称）韮崎都市計画道路1・4・1号双葉・韮崎・
清里幹線の環境影響評価方法書への住民等の
意見書提出に関し、2019年9月13日から9月15
日の間に受け取ったＥメールおよび意見書

（仮称）韮崎都市計画道路1・4・1号双葉・韮崎・清里幹線の
環境影響評価方法書への住民等の意見書提出に関し、
2019年9月13日から9月15日の間に受け取ったＥメールおよ
びそれに添付された意見書

一部開示 1 県土整備 都市計画課

534 R2.1.9 R2.1.14 大規模小売店舗立地法届出書のうち下記店舗
の「周辺見取図」（縮尺1/2000）及び「建物配置
図」（縮尺1/600）・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇

大規模小売店舗立地法届出書のうち下記店舗の「周辺見
取図」（縮尺1/2000）及び「建物配置図」（縮尺1/600）・〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

全部開示 産業労働 商業振興金融課

535 R2.1.10 R2.1.23 〇〇〇〇〇が県内で稼働する、各発電所及
び、各堰堤、ダムにつき、河川法32条に基づき
県が徴収した流水占有料等過去10年分

平成26年度から平成30年度の・〇〇〇〇〇〇〇〇〇総括
表・〇〇〇発電所水利使用料計算書

一部開示 1 県土整備 治水課

536 R2.1.15 R2.1.21 添付した「開示請求リスト」の告示区間に関する
平面図および位置図（平面図縮尺：1／500～1
／2000程度）2件分

添付した「開示請求リスト」の告示区間に関する平面図およ
び位置図（平面図縮尺：1／500～1／2000程度）2件分

全部開示 県土整備 道路管理課

番号 請求日 決定日 請求に係る行政文書の名称又は内容 対象行政文書の名称 決定内容

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考
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537 R2.1.15 R2.1.20 〇〇〇〇〇〇直近の建設業許可申請書の内、
「経営業務の管理責任者証明書」許可番号〇〇
-〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇に係る建設業許可申請書（平成27年4月30日
受理分）のうちの経営業務の管理責任者証明書

一部開示 1 1 県土整備 建設業対策室

538 R2.1.16 R2.1.30 ・大深沢川河川災害復旧工事（H30災第35号）
（明許）の契約より現在までの文書一切・道路占
用許可申請について（協議回答）16285の文書
一切

・大深沢川河川災害復旧工事（H30災第35号）（明許）の契
約より現在までの文書一切・道路占用許可申請について
（協議回答）16285の文書一切

一部開示 1 1 1 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

539 R2.1.20 R2.2.4 直近20年間、山梨県を離職後、〇〇〇〇〇株
式会社に再就職等で籍を置いたことがある者、
現在も籍を置いている者の氏名・年齢、所属期
間が分かる一覧表等の資料他

直近20年間、山梨県を離職後、〇〇〇〇〇株式会社に再
就職等で籍を置いたことがある者、現在も籍を置いている者
の氏名・年齢、所属期間が分かる一覧表等の資料他

不存在に
よる不開
示

1 総務 人事課

540 R2.1.20 R2.2.19 駿河湾産サクラエビ不漁で取り沙汰される富士
川の濁り問題に関し、静岡県と合同で進めてい
る富士川水系の水質調査について、両県でやり
取りされた協議内容が記された内部文書

・4月17日の静岡県との打ち合わせ状況・早川の濁りに関す
る静岡県副知事からの要請・プレスリリース等に向けた静岡
県との調整状況他

一部開示 1 1 1 1 森林環境 大気水質保全課

541 R2.1.20 R2.2.4 産地パワーアップ事業令和2年度予定及び令和
1年（平成31年度）度実績農業関連対象事業一
覧（市町村名、事業主体内訳一覧）

産地パワーアップ事業計画承認一覧未来を拓くやまなし農
業応援事業計画承認一覧（県単事業のハウスやハウスに
設置する暖房機等を補助する農業関連施設事業

全部開示 農政 果樹・6次産業振興課

542 R2.1.21 R2.1.23 道路整備課-19-0036国道141号道路改良工事
(明許)に係る金入設計書

道路整備課-19-0036国道141号道路改良工事(明許)に係る
実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

543 R2.1.21 R2.1.23 中北建設事-19-0189(一)清里須玉線外万年橋
外橋梁補修工事（株）他2件に係る金入り設計
書

中北建設事-19-0189(一)清里須玉線外万年橋外橋梁補修
工事（株）他2件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

544 R2.1.21 R2.2.4 令和元年10月1日から令和元年12月31日の間
に県内全県税事務所にて届出を受理した「法人
設立届出書」

法人設立届一覧（令和元年10月～令和元年12月受理分） 一部開示 1 1 総務 総合県税事務所

545 R2.1.21 R2.1.28 株式会社〇〇のR1年8月期の「決算変更届出
書」一式

株式会社森嶋に係る令和元年8月期の決算変更届出書一
式

一部開示 1 県土整備 建設業対策室

546 R2.1.22 R2.2.17 〇〇発電所の現在有効な水利権に関し、〇〇
〇〇〇が提出した許可申請書及び県が出した
許可（使用規則）に関する書類など全て

河川法第23条及び第24条許可（〇〇発電所）に係る・申請
書・許可書

一部開示 1 1 県土整備 治水課

547 R2.1.22 R2.2.5 山梨県で管轄している下記許可業者一覧※令
和2年1月22日現在・薬局・旧薬種商販売業・店
舗販売業・卸売販売業（卸売一般販売業含む）・
特例販売業・配置販売業

令和2年1月22日現在で許可を取得している事業者に係る
一覧・薬局・旧薬種商販売業・店舗販売業・卸売販売業（卸
売一般販売業含む）・特例販売業・配置販売業

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

548 R2.1.22 R2.2.21 ・営繕課営繕課-19-0122間門川排水機場建屋
建設工事（一部債務）（余指）他17件に係る金入
り設計書

・営繕課営繕課-19-0122間門川排水機場建屋建設工事
（一部債務）（余指）他17件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

549 R2.1.22 R2.2.3 ・峡南建設事峡南建設事-19-0245冠急傾斜地
崩壊対策工事（明許）他3件に係る金入り設計
書

・峡南建設事峡南建設事-19-0245冠急傾斜地崩壊対策工
事（明許）他3件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所
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550 R2.1.22 R2.2.3 ・峡東建設事峡東建設事-19-0186一般県道市
之蔵山梨線外路面標示工事他4件に係る金入
り設計書

・峡東建設事峡東建設事-19-0186一般県道市之蔵山梨線
外路面標示工事他4件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡東建設事務所

551 R2.1.22 R2.1.28 ・中北建設事中北建設事-19-0376（主）韮崎南
アルプス中央線道路工事（明許）他1件に係る金
入り設計書

・中北建設事中北建設事-19-0376（主）韮崎南アルプス中
央線道路工事（明許）他1件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

552 R2.1.22 R2.2.4 ・中北建設事中北建設事-19-0412塩川河川災
害復旧工事（Ｒ1災第14号）他12件に係る金入り
設計書

・中北建設事中北建設事-19-0412塩川河川災害復旧工事
（Ｒ1災第14号）他12件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

553 R2.1.22 R2.2.3 ・富東建設事富東建設事-19-0289国道139号
道路改良工事(一部債務)他1件に係る金入り設
計書

・富東建設事富東建設事-19-0289国道139号道路改良工
事(一部債務)他1件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

554 R2.1.22 R2.1.27 ・富東建設事富東建設事-19-0312国道413号
道路工事（明許）他2件に係る金入り設計書

・富東建設事富東建設事-19-0312国道413号道路工事（明
許）他2件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

555 R2.1.22 R2.2.6 ・道路整備課中北建設事道路整備課-19-0036
国道141号道路改良工事（明許）他5件に係る金
入り設計書

・道路整備課中北建設事道路整備課-19-0036国道141号
道路改良工事（明許）他5件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

556 R2.1.22 R2.1.31 ・道路管理課中北建設事道路管理課-19-0024
国道358号精進湖トンネル照明設置工事(一部
債務)(余フ)他4件に係る金入り設計書

・道路管理課中北建設事道路管理課-19-0024国道358号
精進湖トンネル照明設置工事(一部債務)(余フ)他4件に係る
実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路管理課

557 R2.1.22 R2.1.30 ・中部推進中部推進-19-0010一般県道割子切
石線中富ＩＣ下田原56工区附帯工事に係る金入
り設計書

・中部推進中部推進-19-0010一般県道割子切石線中富ＩＣ
下田原56工区附帯工事に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中部横断自動車道推
進事務所

558 R2.1.22 R2.1.29 ・治水課中北建設事治水課-19-0018釜無川河
川災害復旧工事1工区(R1災第13号)他1件に係
る金入り設計書

・治水課中北建設事治水課-19-0018釜無川河川災害復旧
工事1工区(R1災第13号)他1件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 治水課

559 R2.1.22 R2.1.29 ・都市計画課流域下水道都市計画課-19-0009
釜無川流域下水道釜無川5号幹線敷島ポンプ
場電気設備更新工事（一部債務）に係る金入り
設計書

・都市計画課流域下水道都市計画課-19-0009釜無川流域
下水道釜無川5号幹線敷島ポンプ場電気設備更新工事（一
部債務）に係る実施設計書

全部開示 県土整備 下水道室

560 R2.1.22 R2.1.29 ・峡東農務事峡東農務事-19-0051山地区農道
第14号（第1工区）道路工事に係る金入り設計
書

・峡東農務事峡東農務事-19-0051山地区農道第14号（第1
工区）道路工事に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

561 R2.1.22 R2.2.4 ・中北農務事中北農務事-19-0124双葉北部地
区1-1工区ほ場整備(その3)工事他4件に係る金
入り設計書

・中北農務事中北農務事-19-0124双葉北部地区1-1工区
ほ場整備(その3)工事他4件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所

562 R2.1.22 R2.1.27 ・峡南農務事峡南農務事-19-0063s鰍沢地区
農業用用排水路第4号付帯工事他3件に係る金
入り設計書

・峡南農務事峡南農務事-19-0063s鰍沢地区農業用用排
水路第4号付帯工事他3件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡南農務事務所
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５号

８条
６号

その
他

番号 請求日 決定日 請求に係る行政文書の名称又は内容 対象行政文書の名称 決定内容

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

563 R2.1.22 R2.1.30 ・富東林環事富東林環事-19-0216大石上流小
規模治山工事他5件に係る金入り設計書

・富東林環事富東林環事-19-0216大石上流小規模治山工
事他5件に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

564 R2.1.22 R2.2.5 ・峡東林環事峡東林環事-19-0094鶯宿新倉治
山工事（明許）に係る金入り設計書

・峡東林環事峡東林環事-19-0094鶯宿新倉治山工事（明
許）に係る実施設計書

一部開示 1 森林環境 峡東林務環境事務所

565 R2.1.22 R2.1.29 ・峡南林環事峡南林環事-19-0168小田船原小
規模治山災害復旧工事他1件に係る金入り設
計書

・峡南林環事峡南林環事-19-0168小田船原小規模治山災
害復旧工事他1件に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 峡南林務環境事務所

566 R2.1.27 R2.2.12 釜無川大橋（新山梨環状道路南部区間）の工事
設計図書・下部工事の最終設計書（図面・金入
り設計書）・上部工事の最終設計書（図面・金入
り設計書）

釜無川大橋（新山梨環状道路南部区間）の橋梁一般図 全部開示 県土整備 道路整備課

567 R2.1.28 R2.2.6 峡東建設事-19-0144主要地方道笛吹市川三
郷線新鳥坂トンネル照明設置工事に係る金入
設計書

峡東建設事-19-0144主要地方道笛吹市川三郷線新鳥坂ト
ンネル照明設置工事に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡東建設事務所

568 R2.1.28 R2.2.5 中北建設事-19-0390国道141号外8路線緊急
維持修繕業務委託（3工区-1）他4件に係る金入
設計書

中北建設事-19-0390国道141号外8路線緊急維持修繕業
務委託（3工区-1）他4件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

569 R2.1.29 R2.2.28 平成21年6月24日、甲府市の上向山町等で、山
梨県指令森整第〇〇〇号‐〇で許可され、平成
23年12月27日に廃止届を提出した当該事業及
び、それに関連する全ての図書。

・土砂の埋立て等の廃止について・山梨県土砂の埋立て等
の規制に関する条例の許可の取扱いについて他

一部開示 1 1 森林環境 森林整備課

570 R2.1.29 R2.2.12 道路整備課-19-0043一般県道遅沢静川線道
路改良工事（明許）（余フ）に係る設計書（➀事
業費総括表➁工事費内訳書③工種明細書④科
目明細書⑤施工単価表）

道路整備課-19-0043一般県道遅沢静川線道路改良工事
（明許）（余フ）に係る設計書（➀事業費総括表➁工事費内
訳書③工種明細書④科目明細書⑤施工単価表）

一部開示 1 県土整備 道路整備課

571 R2.1.29 R2.2.12 ・中北建設事-18-0230七里岩急傾斜地崩壊対
策工事（一部債務）他2件に係る設計書（➀事業
費総括表➁工事費内訳書③工種明細書④科目
明細書⑤施工単価表）

・中北建設事-18-0230七里岩急傾斜地崩壊対策工事（一
部債務）他2件に係る設計書（➀事業費総括表➁工事費内
訳書③工種明細書④科目明細書⑤施工単価表）

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

572 R2.1.29 R2.2.12 北杜市須玉町東向地内下阿原大橋下の伐木作
業に係る文書（メモも含む）の全て

土木施設管理業務委託契約書（中北建-18-0587塩川その3
外伐木業務委託（明許）

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

573 R2.2.3 R2.2.18 「韮崎都市計画道路1・4・1号双葉・韮崎・清里
幹線」に関し、都市計画区域の指定に際し都市
計画法第五条第三項の規定により関係市町村
から聴いた意見

「韮崎都市計画道路1・4・1号双葉・韮崎・清里幹線」に関し、
都市計画区域の指定に際し都市計画法第五条第三項の規
定により関係市町村から聴いた意見

不存在に
よる不開
示

1 県土整備 都市計画課

574 R2.2.3 R2.2.18 「韮崎都市計画道路1・4・1号双葉・韮崎・清里
幹線」に関し、都市計画区域の指定に際し都市
計画法第五条第三項の規定により山梨県都市
計画審議会から聴いた意見

「韮崎都市計画道路1・4・1号双葉・韮崎・清里幹線」に関し、
都市計画区域の指定に際し都市計画法第五条第三項の規
定により山梨県都市計画審議会から聴いた意見

不存在に
よる不開
示

1 県土整備 都市計画課

575 R2.2.3 R2.2.18 「韮崎都市計画道路1・4・1号双葉・韮崎・清里
幹線」に関し、都市計画区域の指定に際し都市
計画法第五条第三項の規定により国土交通大
臣と協議した経過を記載した文書他

「韮崎都市計画道路1・4・1号双葉・韮崎・清里幹線」に関し、
都市計画区域の指定に際し都市計画法第五条第三項の規
定により国土交通大臣と協議した経過を記載した文書他

不存在に
よる不開
示

1 県土整備 都市計画課
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令和元年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況

８条
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担当部局 担当課等 備考

576 R2.2.3 - 山梨県県土整備部実施設計単価表令和2年2月
の全ページ（物価資料掲載単価等を含む）

取下げ 1 県土整備 技術管理課

577 R2.2.3 R2.2.13 山梨県所管（政令市・中核市を除く）の令和元年
8月1日から令和2年1月31日で新規開設の届け
出のあった施術所一覧の施設名称、所在地、電
話番号、開設者、開設日、業務の種類

中北保健所管内（峡北支所を除く）に係る施術所名称、所在
地、電話番号、開設者、開設日、業務の種類の各欄新規開
設の届け出があった施術所ただし令和元年8月1日から令
和2年1月31日までのもので、廃業施設を除く

一部開示 1 1 福祉保健 中北保健福祉事務所

578 R2.2.3 R2.2.6 山梨県所管（政令市・中核市を除く）の令和元年
8月1日から令和2年1月31日で新規開設の届け
出のあった施術所一覧の施設名称、所在地、電
話番号、開設者、開設日、業務の種類

中北保健所峡北支所管内に係る施術所名称、所在地、電
話番号、開設者、開設日、業務の種類の各欄新規開設の届
け出があった施術所ただし令和元年8月1日から令和2年1
月31日までのもので、廃業施設を除く

一部開示 1 福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

579 R2.2.3 R2.2.13 山梨県所管（政令市・中核市を除く）の令和元年
8月1日から令和2年1月31日で新規開設の届け
出のあった施術所一覧の施設名称、所在地、電
話番号、開設者、開設日、業務の種類

峡東保健所管内に係る施術所名称、所在地、電話番号、開
設者、開設日、業務の種類の各欄新規開設の届け出が
あった施術所ただし令和元年8月1日から令和2年1月31日ま
でのもので、廃業施設を除く

一部開示 1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

580 R2.2.3 R2.2.13 山梨県所管（政令市・中核市を除く）の令和元年
8月1日から令和2年1月31日で新規開設の届け
出のあった施術所一覧の施設名称、所在地、電
話番号、開設者、開設日、業務の種類

峡南保健所管内に係る施術所名称、所在地、電話番号、開
設者、開設日、業務の種類の各欄新規開設の届け出が
あった施術所ただし令和元年8月1日から令和2年1月31日ま
でのもので、廃業施設を除く

一部開示 1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

581 R2.2.3 R2.2.5 山梨県所管（政令市・中核市を除く）の令和元年
8月1日から令和2年1月31日で新規開設の届け
出のあった施術所一覧の施設名称、所在地、電
話番号、開設者、開設日、業務の種類

富士・東部保健所管内に係る施術所名称、所在地、電話番
号、開設者、開設日、業務の種類の各欄新規開設の届け出
があった施術所ただし令和元年8月1日から令和2年1月31
日までのもので、廃業施設を除く

一部開示 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

582 R2.2.3 - 以下の旅館業法に基づく許可施設の許可番号
及び年月日、屋号、住所、氏名、客室数。●山
梨県笛吹市〇〇〇〇〇〇〇〇〇株式会社〇〇
〇〇〇

取下げ 1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

583 R2.2.4 R2.2.7 以下の旅館業法に基づく許可施設の許可番号
及び年月日、屋号、住所、氏名、客室数。●山
梨県笛吹市〇〇〇〇〇〇〇〇〇株式会社〇〇
〇〇〇

旅館業経営許可台帳のうち次の施設（株式会社〇〇〇（山
梨県笛吹市〇〇〇〇〇〇〇〇〇）、株式会社〇〇〇別館
〇〇（山梨県笛吹市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇））に係る①
許可番号、②許可年月日、③屋号、④住所、⑤客室数

全部開示 福祉保健 峡東保健福祉事務所

584 R2.2.4 R2.3.5 「韮崎都市計画道路1・4・1号双葉・韮崎・清里
幹線」に関し、環境影響評価方法書に対して
2019年8月1日から9月17日の間に県民等から
提出されたすべての意見書

「韮崎都市計画道路1・4・1号双葉・韮崎・清里幹線」に関し、
環境影響評価方法書に対して2019年8月1日から9月17日の
間に県民等から提出されたすべての意見書

一部開示 1 1 県土整備 都市計画課

585 R2.2.4 R2.2.19 浅原橋（県道12号韮崎南アルプス中央線)工事
に関する図書（2013年完成の架け替え工事に
関する図書）・しゅん工図・金入り設計書

道路整備課-10-0007主要地方道韮崎南アルプス中央線1
工区橋梁工事（一部債務）のしゅん工区（橋梁一般図等）及
び金入り設計書（明細書まで）

一部開示 1 県土整備 道路整備課

586 R2.2.4 R2.2.6 大規模小売店舗立地法の届出に係る縦覧書類
のうち2019/11/21新設届出〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇2019/12/24新設届出〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の届出書

大規模小売店舗立地法の届出に係る縦覧書類のうち
2019/11/21新設届出〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇2019/12/24新設届出〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の届
出書

全部開示 産業労働 商業振興金融課

587 R2.2.5 - 県民生活センターに相談のあった当社に関する
相談の記録（5年分）相談の内容の詳細

取下げ 1 県民生活 県民生活センター

588 R2.2.5 R2.2.20 甲府市を除く県内全域の薬局、医薬品販売業
の廃止情報令和2年1月月6日から令和2年2月5
日までに受理した｢廃止届の写し、または廃止
がわかる書面の写し｣

甲府市を除く県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報
令和2年1月6日から令和2年2月5日までに受理した｢廃止届
の写し、または廃止がわかる書面の写し｣

全部開示 福祉保健 衛生薬務課
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令和元年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況
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不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

589 R2.2.5 R2.2.17 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報令和2年1月6日から令和2年2
月5日までに受理した｢廃止届の写し、または廃
止がわかる書面の写し｣

中北保健所管内（峡北支所を除く）における病院廃止届け
等。ただし、令和2年1月6日から令和2年2月5日までのも
の。

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 中北保健福祉事務所

590 R2.2.5 R2.2.13 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報令和2年1月6日から令和2年2
月5日までに受理した｢廃止届の写し、または廃
止がわかる書面の写し｣

中北保健所峡北支所管内における病院廃止届け等。ただ
し、令和2年1月6日から令和2年2月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

591 R2.2.5 R2.2.12 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報令和2年1月6日から令和2年2
月5日までに受理した｢廃止届の写し、または廃
止がわかる書面の写し｣

峡東保健所管内における病院廃止届け等。ただし、令和2
年1月6日から令和2年2月5日までのもの。

一部開示 1 1 1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

592 R2.2.5 R2.2.13 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報令和2年1月6日から令和2年2
月5日までに受理した｢廃止届の写し、または廃
止がわかる書面の写し｣

峡南保健所管内における病院廃止届け等。ただし、令和2
年1月6日から令和2年2月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

593 R2.2.5 R2.2.7 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報令和2年1月6日から令和2年2
月5日までに受理した｢廃止届の写し、または廃
止がわかる書面の写し｣

富士・東部保健所管内における病院廃止届け等。ただし、
令和2年1月6日から令和2年2月5日までのもの。

一部開示 1 1 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

594 R2.2.5 R2.2.20 峡東農務事-19-0071万力地区ほ場整備付帯
工事の契約より現在までの文書一切

峡東農務事-19-0071万力地区ほ場整備付帯工事の契約よ
り現在までの文書一切

一部開示 1 1 1 農政 峡東農務事務所

595 R2.2.6 R2.2.12 大規模小売店舗立地法届出書のうち、以下の
店舗の「周辺見取図（住宅地図）」（1：1500程
度）および「建物配置図」（1：500程度（店舗名）
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

大規模小売店舗立地法届出書のうち、以下の店舗の「周辺
見取図（住宅地図）」（1：1500程度）および「建物配置図」（1：
500程度（店舗名）〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

全部開示 産業労働 商業振興金融課

596 R2.2.6 R2.2.19 株式会社〇〇〇〇の〇〇〇〇工場の敷地内に
ある産業廃棄物に対する県の指導の文書及び
株式会社〇〇〇〇の計画書（2008.4～2019.3)

株式会社〇〇〇〇の〇〇〇〇工場の敷地内にある産業廃
棄物に対する県の指導の文書及び株式会社〇〇〇〇の計
画書（2008.4～2019.3)

存否応答
拒否

1 森林環境 峡東林務環境事務所

597 R2.2.6 R2.2.17 旅館業法に基づく許可施設一覧（業種大分類、
屋号、営業所住所、営業所電話番号、部屋数、
氏名、申請者住所、申請者電話番号、新規許可
年月日）

旅館業許可取得施設一覧表のうち、営業種別、施設名称、
施設所在地、施設電話番号、経営者氏名、（法人にあって
は名称及び代表者名）、経営者住所、経営者電話番号、客
室数、許可年月日）

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

598 R2.2.7 R2.2.18 山梨県庁が計画している「韮崎都市計画道路1・
4・1号双葉・韮崎・清里幹線」に関する都市計画
決定書

山梨県庁が計画している「韮崎都市計画道路1・4・1号双
葉・韮崎・清里幹線」に関する都市計画決定書

不存在に
よる不開
示

1 県土整備 都市計画課

599 R2.2.7 R2.2.18 山梨県教員採用試験高等学校外国語の問題・
回答（直近3年分）

山梨県教員採用試験高等学校外国語の問題、解答例一式
（直近3年分）

全部開示 教委 義務教育課

600 R2.2.10 - 介護保険サービス提供中の事故発生に係る報
告書(富河健発第1-18号令和2年1月21日）

取下げ 1 福祉保健 健康長寿推進課

601 R2.2.12 R2.2.27 平成30年度実施の山梨県立科学館指定管理者
募集における応募二者の下記提出文書募集要
項（様式2）指定管理業務の実施に関する計画
書一式

公益財団法人〇〇〇〇〇〇〇〇と〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
が提出した山梨県立科学館指定管理者申請書のうち様式2

一部開示 1 1 教委 社会教育課
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令和元年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況

８条
１号

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

その
他

番号 請求日 決定日 請求に係る行政文書の名称又は内容 対象行政文書の名称 決定内容

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

602 R2.2.13 R2.2.18 添付した「開示請求リスト」の告示区間に関する
平面図および位置図（平面図縮尺：1／500～1
／2000程度）7件分

添付した「開示請求リスト」の告示区間に関する平面図およ
び位置図（平面図縮尺：1／500～1／2000程度）7件分

全部開示 県土整備 道路管理課

603 R2.2.13 R2.2.19 平成30年～令和元年飼育動物診療施設開設届
の飼育動物診療施設の名称・施設住所・施設郵
便番号・施設電話番号・開設者氏名・開設年月
日他

平成30年～令和元年飼育動物診療施設開設届の飼育動物
診療施設の名称・施設住所・施設郵便番号・施設電話番
号・開設者氏名・開設年月日他

一部開示 1 農政 畜産課

604 R2.2.14 R2.2.26 「国道137号外県下全域道路清掃業務委託」他
を行っている「〇〇〇〇〇〇〇〇〇株式会社」
に対する直近年度の業務委託費総額とその明
細が分かる資料、文書

・道路管理課16-0001「国道137号外県下全域道路清掃業
務委託（一部債務）他1件に係る最終変更契約時の実施設
計書

全部開示 県土整備 道路管理課

605 R2.2.20 R2.3.4 地域医療介護総合確保基金の対象となった・対
象事業名・対象者（施設）・対象物品等とその交
付金額行政文書の処理年度平成29年度及び平
成30年度

・山梨県地域医療構想推進事業費補助金事業実績報告書・
がん診療施設設備整備事業費補助金事業実績報告書・平
成30年度訪問看護ステーション開設準備等事業実績報告
書

一部開示 1 1 福祉保健 医務課

606 R2.2.20 R2.3.3 山梨県歯科技工士会開設届2020年2月現在に
収集された開設者の氏名、開設年月日、施設名
称、開設の場所

令和2年2月1日現在、開設届のあった県内歯科技工所一覧
（開設者氏名、開設年月日、施設名、開設場所）甲府市内の
歯科技工所を除く

全部開示 福祉保健 医務課

607 R2.2.21 R2.2.28 中北建設事-19-0057国道141号外8路線道路
管理業務委託(3工区)他4件に係る金入設計書

中北建設事-19-0057国道141号外8路線道路管理業務委
託(3工区)他4件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

608 R2.2.21 R2.2.27 山梨県高等学校教員採用試験試験問題外国語
問題・回答（29年度と28年度採用分）

山梨県教員採用試験高等学校外国語の問題、解答例一式
（H28・H29年度採用分）

全部開示 教委 義務教育課

609 R2.2.25 R2.3.11 2019年6月28日に国交省関東地方整備局から
山梨県知事に送付された環境影響評価方法書
（事業者案）

（仮称）韮崎都市計画道路1・4・1号双葉・韮崎・清里幹線
（仮称）佐久都市計画道路1・4・1号南牧佐久線環境影響評
価方法書（事業者案）

全部開示 県土整備 都市計画課

610 R2.2.25 R2.3.3 ・営繕課営繕課-19-0141甲府工業高校専攻科
校舎建設外構他工事他14件に係る金入り設計
書

・営繕課営繕課-19-0141甲府工業高校専攻科校舎建設外
構他工事他14件に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 営繕課

611 R2.2.25 R2.3.6 ・中北建設事中北建設事-19-0425（一）敷島竜
王線災害防除工事（明許）他11件に係る金入り
設計書

・中北建設事中北建設事-19-0425（一）敷島竜王線災害防
除工事（明許）他11件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

612 R2.2.25 R2.3.9 ・中北建設事中北建設事-19-0458塩川河川災
害復旧工事（Ｒ1災第1号）(明許)他1件に係る金
入り設計書

・中北建設事中北建設事-19-0458塩川河川災害復旧工事
（Ｒ1災第1号）(明許)他1件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

613 R2.2.25 R2.3.4 ・道路管理課中北建設事道路管理課-19-0032
（主）甲府韮崎線電線共同溝工事（一部債務）
（余フ）に係る金入り設計書

・道路管理課中北建設事道路管理課-19-0032（主）甲府韮
崎線電線共同溝工事（一部債務）（余フ）に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路管理課

614 R2.2.25 R2.3.16 ・道路整備課峡南建設事道路整備課-19-0044
一般県道高下鰍沢線道路改良工事（明許）（余
フ）他4件に係る金入り設計書

・道路整備課峡南建設事道路整備課-19-0044一般県道高
下鰍沢線道路改良工事（明許）（余フ）他4件に係る実施設
計書

全部開示 県土整備 道路整備課
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令和元年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況

８条
１号

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

その
他

番号 請求日 決定日 請求に係る行政文書の名称又は内容 対象行政文書の名称 決定内容

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

615 R2.2.25 R2.3.10 ・富東建設事富東建設事-19-0360主要地方道
四日市場上野原線災害復旧工事（R1災第88
号）（明許）他13件に係る金入り設計書

・富東建設事富東建設事-19-0360主要地方道四日市場上
野原線災害復旧工事（R1災第88号）（明許）他13件に係る実
施設計書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

616 R2.2.25 R2.3.6 ・富東建設事富東建設事-19-0306一般県道精
進湖畔線道路工事（明許）他5件に係る金入り
設計書

・富東建設事富東建設事-19-0306一般県道精進湖畔線道
路工事（明許）他5件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

617 R2.2.25 R2.3.4 ・中部推進中部推進-19-0016一般県道割子切
石線中富ＩＣ下田原57工区舗装工事（明許）に係
る金入り設計書

・中部推進中部推進-19-0016一般県道割子切石線中富ＩＣ
下田原57工区舗装工事（明許）に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中部横断自動車道推
進事務所

618 R2.2.25 R2.3.6 ・峡東建設事峡東建設事-19-0210国道411号
舗装工事（明許）他12件に係る金入り設計書

・峡東建設事峡東建設事-19-0210国道411号舗装工事（明
許）他12件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡東建設事務所

619 R2.2.25 R2.3.3 ・峡南建設事峡南建設事-19-0275一般県道内
船停車場線舗装工事（明許）他8件に係る金入
り設計書

・峡南建設事峡南建設事-19-0275一般県道内船停車場線
舗装工事（明許）他8件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

620 R2.2.25 R2.3.6 ・流域下水道流域下水道-19-0046富士北麓流
域下水道富士北麓1号幹線河口湖第一・第二中
継ポンプ場土木施設更新工事（明許）他2件に
係る金入り設計書

・流域下水道流域下水道-19-0046富士北麓流域下水道富
士北麓1号幹線河口湖第一・第二中継ポンプ場土木施設更
新工事（明許）他2件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 流域下水道事務所

621 R2.2.25 R2.3.6 ・治水課峡南建設事治水課-19-0020早川河川
災害復旧工事(R1災第56号)（明許）他1件に係
る金入り設計書

・治水課峡南建設事治水課-19-0020早川河川災害復旧工
事(R1災第56号)（明許）他1件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 治水課

622 R2.2.25 R2.3.11 ・峡東林環事峡東林環事-19-0167広瀬上流治
山工事（明許）他1件に係る金入り設計書

・峡東林環事峡東林環事-19-0167広瀬上流治山工事（明
許）他1件に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 峡東林務環境事務所

623 R2.2.25 R2.3.9 ・富東林環事富東林環事-19-0149滝沢治山工
事（一部債務）他5件に係る金入り設計書

・富東林環事富東林環事-19-0149滝沢治山工事（一部債
務）他5件に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

624 R2.2.25 R2.3.4 ・峡南林環事峡南林環事-19-0173門野治山工
事（明許）に係る金入り設計書

・峡南林環事峡南林環事-19-0173門野治山工事（明許）に
係る実施設計書

一部開示 1 森林環境 峡南林務環境事務所

625 R2.2.25 R2.3.5 ・中北林環事中北林環事-19-0222桐沢治山工
事（明許）に係る金入り設計書

・中北林環事中北林環事-19-0222桐沢治山工事（明許）に
係る実施設計書

一部開示 1 森林環境 中北林務環境事務所

626 R2.2.25 R2.2.27 ・峡南農務事峡南農務事-19-0085市川三郷地
区下大鳥居工区その3舗装工事他1件に係る金
入り設計書

・峡南農務事峡南農務事-19-0085市川三郷地区下大鳥居
工区その3舗装工事他1件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡南農務事務所

627 R2.2.25 R2.3.5 ・中北農務事中北農務事-19-0135山梨地区案
内標識改修工事他1件に係る金入り設計書

・中北農務事中北農務事-19-0135山梨地区案内標識改修
工事他1件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所
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令和元年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況

８条
１号
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番号 請求日 決定日 請求に係る行政文書の名称又は内容 対象行政文書の名称 決定内容

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

628 R2.2.25 R2.3.3 ・富東農務事富東農務事-19-0062笹子地区追
分工区その2鳥獣害防止施設設置工事に係る
金入り設計書

・富東農務事富東農務事-19-0062笹子地区追分工区その2
鳥獣害防止施設設置工事に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 富士・東部農務事務
所

629 R2.2.26 - 公共工事の積算で使用される、交通誘導警備
員の労務単価で、24時間警備の場合の補正計
算を開示請求致します。

取下げ 1 県土整備 技術管理課

630 R2.2.26 R2.3.11 ・保川発電所建設工事（水車発電機製作・据
付）（継続）H.30他2件に係る金入り設計書

・保川発電所建設工事（水車発電機製作・据付）（継続）H.30
他2件に係る実施設計書

全部開示 公営企業 企業局電気課

631 R2.2.26 - ・保川発電所建設工事（水車発電機製作・据
付）（継続）他2件の金入り設計書一式（最低落
札価格の内訳）

取下げ 1 公営企業 企業局電気課

632 R2.2.27 R2.3.12 予防接種法にもとづく接種による健康被害の認
定の可否に関して、給付請求者もしくは市町村
長に通知された文書

予防接種法（昭和23年法律第68号）第15条第1項に基づく
疾病等の認定に係る審査結果について

一部開示 1 福祉保健 健康増進課

633 R2.2.28 R2.3.11 企・電気課-19-0027保川発電所建設工事(取水
口ゲート機器他製作・据付)(継続)に係る実施設
計書(金入り設計書の全て)

企・電気課-19-0027保川発電所建設工事(取水口ゲート機
器他製作・据付)(継続)に係る実施設計書

全部開示 公営企業 企業局電気課

634 R2.2.28 - 山梨県暴力追放運動推進センターの寄附額の
金額および内容を過去5年分

取下げ 1 総務 行政経営管理課

635 R2.3.2 R2.3.17 都市計画に「韮崎都市計画道路1・4・1号双葉・
韮崎・清里幹線」として位置付けるに当たり、当
該市の甲斐市と連絡調整した経緯を記録した文
書及び甲斐市の同意書・了解書

中部横断自動車道（長坂～八千穂）の都市計画決定につい
て（甲斐市長あて）

一部開示 1 県土整備 都市計画課

636 R2.3.2 R2.3.17 都市計画に「韮崎都市計画道路1・4・1号双葉・
韮崎・清里幹線」として位置付けるに当たり、当
該市の韮崎市と連絡調整した経緯を記録した文
書及び韮崎市の同意書・了解書

中部横断自動車道（長坂～八千穂）の都市計画決定につい
て（韮崎市長あて）

一部開示 1 県土整備 都市計画課

637 R2.3.2 R2.3.17 都市計画に「韮崎都市計画道路1・4・1号双葉・
韮崎・清里幹線」として位置付けるに当たり、当
該市の北杜市と連絡調整した経緯を記録した文
書及び北杜市の同意書・了解書

中部横断自動車道（長坂～八千穂）の都市計画決定につい
て（北杜市長あて）

一部開示 1 県土整備 都市計画課

638 R2.3.2 R2.3.12 山梨県立甲府高等技能専門学校の新築工事、
改修工事、石綿除去工事、解体工事にかかる
建築設計図書すべて

山梨県立甲府高等技能専門学校の新築工事、改修工事、
石綿除去工事、解体工事にかかる建築設計図書すべて

全部開示 県土整備 営繕課

639 R2.3.3 R2.3.5 山梨県県土整備部実施設計単価表令和2年3月
の全ページ（物価資料掲載単価等を含む）

令和元年度実施設計単価表（令和2年3月） 一部開示 1 1 県土整備 技術管理課

640 R2.3.4 R2.3.11 建設業許可証業者名簿一覧最新のもの 建設業許可名簿一覧（令和2年2月29日現在） 全部開示 県土整備 建設業対策室

9 / 13 ページ



令和元年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況

８条
１号

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

その
他

番号 請求日 決定日 請求に係る行政文書の名称又は内容 対象行政文書の名称 決定内容

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

641 R2.3.4 R2.3.17 山梨県内全域の地すべり防止区域に関するＧＩ
Ｓデータ等（林野庁）

山梨県地すべり防止区域（林野分）位置情報 全部開示 森林環境 治山林道課

642 R2.3.4 R2.3.12 下記の路線の完成後の道路形状および周辺道
路との接続形状が確認できる平面図国道411号
（上萩原3期バイパス）/山梨県甲州市塩山上萩
原/2019年11月11日供用開始

下記の路線の完成後の道路形状および周辺道路との接続
形状が確認できる平面図国道411号（上萩原3期バイパス）/
山梨県甲州市塩山上萩原/2019年11月11日供用開始/柳
沢第一トンネルを含む延長約400m

全部開示 県土整備 道路管理課

643 R2.3.4 R2.3.11 株式会社〇〇〇〇〇〇（山梨県知事建設業許
可第〇〇〇〇〇〇号）について、保有する決算
変更届一式

株式会社〇〇〇〇〇〇に係る決算変更届出書（平成29～
令和元年度）

一部開示 1 県土整備 建設業対策室

644 R2.3.4 - 峡南建設事-〇〇-〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の工事成績評定
で評定点が低い評点でしたので、その根拠とな
る資料となぜその評点になったか

取下げ 1 県土整備 峡南建設事務所

645 R2.3.5 R2.3.27 中央児童相談所が平成7年3月に保護した〇〇
〇〇〇〇〇〇〇の子どもに関する一時保護の
観察記録や心理検査の記録、ケースワーカー
の所見、移送記録他

相談記録、一時保護観察記録 一部開示 1 1 子育て支援局 中央児童相談所

646 R2.3.6 R2.3.11 建設業許可業者の決算変更届一式又は財務諸
表の請求(株)〇〇〇甲府市許可番号〇〇〇〇
号➀31／2月期決算変更届一式➁29／2、30／
2期財務諸表一式

株式会社〇〇〇に係る平成31年2月期の決算変更届出書
一式及び平成30年2月期、平成29年2月期の財務諸表一式

一部開示 1 県土整備 建設業対策室

647 R2.3.6 R2.3.11 中部推進-19-0020県道富士川身延線身延山IC
和田34工区法面工事(明許)に係る設計書

中部推進-19-0020県道富士川身延線身延山IC和田34工区
法面工事(明許)に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中部横断自動車道推
進事務所

648 R2.3.10 R2.3.24 甲府市を除く県内全域の薬局、医薬品販売業
の廃止情報令和2年2月6日から令和2年3月5日
までに受理した｢廃止届の写し、または廃止が
わかる書面の写し｣

甲府市を除く県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報
令和2年2月6日から令和2年3月5日までに受理した｢廃止届
の写し、または廃止がわかる書面の写し｣

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

649 R2.3.10 R2.3.13 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報令和2年2月6日から令和2年3
月5日までに受理した｢廃止届の写し、または廃
止がわかる書面の写し｣

中北保健所管内（峡北支所を除く）における病院廃止届け
等。ただし、令和2年2月6日から令和2年3月5日までのも
の。

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 中北保健福祉事務所

650 R2.3.10 R2.3.16 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報令和2年2月6日から令和2年3
月5日までに受理した｢廃止届の写し、または廃
止がわかる書面の写し｣

中北保健所峡北支所管内における病院廃止届け等。ただ
し、令和2年2月6日から令和2年3月5日までのもの。

一部開示 1 1 福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

651 R2.3.10 R2.3.23 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報令和2年2月6日から令和2年3
月5日までに受理した｢廃止届の写し、または廃
止がわかる書面の写し｣

峡東保健所管内における病院廃止届け等。ただし、令和2
年2月6日から令和2年3月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

652 R2.3.10 R2.3.18 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報令和2年2月6日から令和2年3
月5日までに受理した｢廃止届の写し、または廃
止がわかる書面の写し｣

峡南保健所管内における病院廃止届け等。ただし、令和2
年2月6日から令和2年3月5日までのもの。

一部開示 1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

653 R2.3.10 R2.3.11 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報令和2年2月6日から令和2年3
月5日までに受理した｢廃止届の写し、または廃
止がわかる書面の写し｣

富士・東部保健所管内における病院廃止届け等。ただし、
令和2年2月6日から令和2年3月5日までのもの。

一部開示 1 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所
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令和元年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況

８条
１号

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

その
他

番号 請求日 決定日 請求に係る行政文書の名称又は内容 対象行政文書の名称 決定内容

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

654 R2.3.11 R2.3.23 添付した「開示請求リスト」の告示区間に関する
平面図および位置図（平面図縮尺：1／500～1
／2000程度）6件分

添付した「開示請求リスト」の告示区間に関する平面図およ
び位置図（平面図縮尺：1／500～1／2000程度）6件分

全部開示 県土整備 道路管理課

655 R2.3.11 R2.3.16 医療法人〇〇〇・事業報告書・貸借対照表・損
益計算書直近3期分・損益計算書

医療法人〇〇〇〇直近3期分の事業報告書・貸借対照表・
損益計算書

全部開示 福祉保健 医務課

656 R2.3.13 R2.3.26 山梨県道35号線新雛鶴トンネルの構造を示す
図面

山梨県道35号線（主要地方道四日市場上野原線）新雛鶴ト
ンネル構造図

全部開示 県土整備 富士・東部建設事務
所

657 R2.3.13 R2.3.23 2020年2月29日時点（難しいようであれば、2019
年度末）の貴県内の飼育動物診療施設の開設
者の一覧表（病院・診療所名、開設者名、住所

2020年2月29日時点における山梨県内の飼育動物診療施
設の施設名・住所・開設者名

全部開示 農政 畜産課

658 R2.3.13 R2.3.26 山梨県による行政代執行（北杜市〇〇〇内）に
係る県議会の質疑記録の全て工事中の住民健
康障害補償は不能との結論に至る記録

行政代執行事案法律相談実施結果 全部開示 森林環境 環境整備課

659 R2.3.16 R2.3.24 国道140号西沢大橋の構造を示す図面 国道140号西沢大橋の構造を示す図面 全部開示 県土整備 峡東建設事務所

660 R2.3.16 R2.3.26 雁坂トンネルの構造及び道路の構造を示す図
面雁坂トンネル工事の詳細な見積もり実際にか
かった費用を詳細に表す書面

①「位置図、「雁坂トンネル概要図」及び「標準横断図」②雁
坂トンネル有料道路工事計画書

全部開示 県土整備 道路整備課

661 R2.3.16 - 日本住血吸虫の宿主となる宮入貝の過去10年
間に生息状況に関する文書日本住血吸虫症患
者における最終的な死亡原因に関する統計日
本住血吸虫症の患者の解剖結果

取下げ 1 福祉保健 健康増進課

662 R2.3.16 R2.3.27 山梨県内の旅館業営業許可を持っている施設
の情報一覧（施設名、事業者名、電話番号、住
所、客室数、業態＜旅館、簡易宿所、下宿＞、
開業年月日）

旅館業許可取得施設一覧表のうち、営業種別、施設名称、
施設所在地、施設電話番号、経営者氏名（法人にあっては
名称及び代表者名）、客室数、許可年月日

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

663 R2.3.17 R2.3.26 令和2年3月16日以前の北杜市〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇（株）〇〇〇〇に関する全ての
関係図書一式

「採取場筆別明細書」「全部事項証明書」「合成図」「公図写
し及び求積図」

一部開示 1 森林環境 森林整備課

664 R2.3.17 R2.3.26 山梨県における第二種動物取扱業に届出のあ
る法人名、業種内訳、住所等ご連絡先。ただし
法人に限る。

第二種動物取扱業者一覧表 一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

665 R2.3.17 R2.4.13 下水道処理場建設に掛かった経費について詳
細に記録された文書県内全下水処理場の施設
建屋の構造図面（配管図面含む）処理装置等の
機器の構造に関する図面他

富士北麓浄化センター、峡東浄化センター、釜無川浄化セ
ンター、桂川清流センターにおける工事台帳一覧及び下水
道台帳

一部開示 1 県土整備 下水道室

666 R2.3.17 - 下水道処理場建設に掛かった経費について詳
細に記録された文書県内全下水処理場の施設
建屋の構造図面（配管図面含む）処理装置等の
機器の構造に関する図面他

取下げ 1 福祉保健 衛生薬務課
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令和元年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況

８条
１号

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

その
他

番号 請求日 決定日 請求に係る行政文書の名称又は内容 対象行政文書の名称 決定内容

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

667 R2.3.19 R2.3.27 ・岩石採取計画認可申請書（山梨県の全採石
場、各採石場の最新の申請書）

岩石採取認可一覧 全部開示 森林環境 森林整備課

668 R2.3.19 R2.3.27 中北建設事-19-0466古杣川河川災害復旧工
事（R1災第16号）（明許）他3件に係る金入設計
書

中北建設事-19-0466古杣川河川災害復旧工事（R1災第16
号）（明許）他3件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

669 R2.3.19 R2.3.23 治水課-19-0018釜無川河川災害復旧工事1工
区(R1災第13号)に係る金入設計書

治水課-19-0018釜無川河川災害復旧工事1工区(R1災第13
号)に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 治水課

670 R2.3.19 R2.3.25 峡東建設事-19-0249一般県道藤垈石和線舗
装工事（明許）に係る実施設計書（金入り）と見
積参考資料

峡東建設事-19-0249一般県道藤垈石和線舗装工事（明
許）に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡東建設事務所

671 R2.3.19 R2.3.24 峡東農務事-19-108みさか桃源の郷地区農道
19号（第2工区）舗装工事に係る実施設計書（金
入り）と見積参考資料

峡東農務事-19-108みさか桃源の郷地区農道19号（第2工
区）舗装工事に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

672 R2.3.23 R2.3.31 貴県の優生保護審査会（旧優生保護法により
設置）の活動に関する書類一式

・起案文書「昭和50年第1回優生保護審査会の開催につい
て」・昭和50年度第1回優生保護審査会議事録・起案文書
「昭和50年度第2回優生保護審査会結果について」・訪問記
録

一部開示 1 子育て支援局 子育て政策課

673 R2.3.24 R2.3.27 峡東建設事-19-0161一般道栗合成田線舗装
工事に係る設計書の施工単価表3号表層（車
道・路肩部）のそれぞれの項目の積算単価及び
単位あたりの単価の根拠

峡東建設事-19-0161一般道栗合成田線舗装工事に係る設
計書の施工単価表3号表層（車道・路肩部）のそれぞれの項
目の積算単価及び単位あたりの単価の根拠

全部開示 県土整備 峡東建設事務所

674 R2.3.25 R2.4.24 韮崎市の「社会福祉村」の構成施設の石綿吹付
工事および石綿除去工事に関する設計図書等
の文書すべて。

韮崎市の「社会福祉村」の構成施設の石綿吹付工事および
石綿除去工事に関する設計図書等の文書すべて。

全部開示 県土整備 営繕課

675 R2.3.26 R2.3.26 山梨県国民健康保険診療報酬審査委員会委員
名簿

山梨県国民健康保険診療報酬審査委員会委員名簿 一部開示 1 福祉保健 国保援護課

676 R2.3.26 - 富士吉田市、都留市、山梨市、中央市、北杜市
における2017年1月以降に新規開設された美容
所、理容所の一覧（事業所名・代表者名・住所・
電話番号・開設年月日）

取下げ 1 福祉保健 衛生薬務課

677 R2.3.27 - 広瀬ダム・琴川ダムの開設の工事にかかった金
額及び工法の文書・図面またダムの構造（放流
装置も含む）

取下げ 1 県土整備 広瀬・琴川ダム管理事
務所

678 R2.3.31 - 林道塩平徳和線の開設状況に関する文章 取下げ 1 森林環境 峡東林務環境事務所

679 R2.3.31 R2.4.9 添付した「開示請求リスト」の告示区間に関する
平面図および位置図（平面図縮尺：1／500～1
／2000程度）1件分

添付した「開示請求リスト」の告示区間に関する平面図およ
び位置図（平面図縮尺：1／500～1／2000程度）1件分

全部開示 県土整備 道路管理課
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令和元年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況

８条
１号
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他

番号 請求日 決定日 請求に係る行政文書の名称又は内容 対象行政文書の名称 決定内容

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

680 R2.3.31 - 峡南建設事-19-0301早川河川災害復旧工事
（R1災害第58号）明許に関する契約より現在ま
での文書一切

取下げ 1 県土整備 峡南建設事務所

681 R2.3.31 - ・林道井川雨畑線（草居工区）改良工事（峡南
林環事-19-0121）・林道井川雨畑線改良工事
（峡南林環事-19-0088）上記2工事の契約より
現在までの文書一切

取下げ 1 森林環境 峡南林務環境事務所

682 R2.3.31 R2.4.9 北杜市須玉町東向地内の向沢工事に係る地元
区長への立会いを実施した記録の全ての開示
（実施日2019年11月12日）

・議事録・借地範囲図 一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所
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