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８条
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８条
６号
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他

1 H31.4.2 - 液化石油ガス販売事業の廃止について 取下げ 1 防災 消防保安課

2 H31.4.2 H31.4.11 液化石油ガス販売事業の廃止について2018年
10月22日から2019年4月1日までの液化石油ガ
ス販売事業廃止届書

液化石油ガス販売事業廃止届出書 一部開示 1 1 防災 消防保安課

3 H31.4.2 H31.4.9 実施設計単価表（電子的記録）のうち、産業廃
棄物処理単価が掲載された部分（最新のもの）

実施設計単価表（電子的記録）のうち、産業廃棄物処理単
価が掲載された部分（最新のもの）

一部開示 1 県土整備 技術管理課

4 H31.4.2 H31.4.8 富東建設事-18-0428県道上野原丹波山線山
線耐震補強工事（明許）に係る金入り設計書

富東建設事-18-0428県道上野原丹波山線山線耐震補強
工事（明許）に係る実施設計書

全部開示 県土整備 富士・東部建設事務
所

5 H31.4.2 H31.4.4 中北建設事-18-0526（主）甲府昇仙峡線橋梁
補修工事（明許）に係る金入り設計書

中北建設事-18-0526（主）甲府昇仙峡線橋梁補修工事（明
許）に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

6 H31.4.2 H31.4.9 峡南建設事-18-0258主要地方道富士川身延
線柵之沢橋外1橋耐震補強工事（明許）に係る
金入り設計書

峡南建設事-18-0258主要地方道富士川身延線柵之沢橋
外1橋耐震補強工事（明許）に係る実施設計書

全部開示 県土整備 峡南建設事務所

7 H31.4.2 H31.4.10 峡東建設事-18-0246一般国道140号線橋梁補
修工事（明許）に係る金入り設計書

峡東建設事-18-0246一般国道140号線橋梁補修工事（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

8 H31.4.3 H31.4.10 山梨県教育委員会高校教育課長より29年7月
12日付け各都道府県教育委員会へ調査依頼を
した、高等学校PTA加入などに関する調査の結
果をまとめたもの。

各都道府県高等学校PTAの加入に関する調査（結果） 全部開示 教委 高校教育課

9 H31.4.2 - 山梨県生活環境保全に関する条例に基づく〇
〇〇〇〇〇〇〇（株）と〇〇〇〇〇〇（株）の許
可及び届出の有無に関する書類一切

取下げ 1 森林環境 峡東林務環境事務所

10 H31.4.8 H31.4.23 県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平
成31年3月6日から平成31年4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」または廃止施設一覧

平成31年3月6日から平成31年4月5日までの間の薬局、医
薬品販売業の廃止施設一覧（電磁的記録）のうち業種、施
設名称、施設所在地、開設者氏名、開設者住所（法人の場
合）、廃止日、届出受理日に係る部分

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

11 H31.4.8 H31.4.18 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成31年3月6日から平成31年4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」または廃止施設一覧

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、平成31年3月6日から平成31年4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

12 H31.4.8 H31.4.11 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成31年3月6日から平成31年4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」または廃止施設一覧

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、平成31年3月6日から平成31年4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

13 H31.4.8 H31.4.16 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成31年3月6日から平成31年4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」または廃止施設一覧

峡東保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成31
年3月6日から平成31年4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
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14 H31.4.8 H31.4.22 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成31年3月6日から平成31年4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」または廃止施設一覧

峡南保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成31
年3月6日から平成31年4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

15 H31.4.8 H31.4.10 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成31年3月6日から平成31年4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」または廃止施設一覧

富士・東部保健所管内における病院廃止届け等。ただし、
平成31年3月6日から平成31年4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

16 H31.4.9 H31.4.16 富東建設事-19-0021県道上野原丹波山線外1
路線道路維持管理業務委託に係る実施設計書
（金入設計書）と見積参考資料

富東建設事-19-0021県道上野原丹波山線外1路線道路維
持管理業務委託に係る実施設計書と見積参考資料

全部開示 県土整備 富士・東部建設事務
所

17 H31.4.9 H31.4.15 富東林環事-19-0006林道和見棚頭線外維持
管理業務委託に係る実施設計書（金入設計書）
と見積参考資料

富東林環事-19-0006林道和見棚頭線外維持管理業務委
託に係る実施設計書と見積参考資料

一部開示 1 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

18 H31.4.10 H31.4.23 中北建設事-18-0540国道141号道路改良工事
（明許）他2件に係る金入り設計書

中北建設事-18-0540国道141号道路改良工事（明許）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

19 H31.4.10 - 市川三郷町議会議員の選挙の当選の効力に関
する審査の申し立てに関する審査申し立てへの
参加通知から参加人から提出された現在まで
の文書一切

取下げ 1 選管 選挙管理委員会

20 H31.4.10 R1.5.7 ・向精神薬の保管耐性に係わるもの全て・向精
神薬を紛失した公文書全て

医療機関における医療用麻薬及び向精神薬の適正管理の
徹底について他

一部開示 1 1 1 1 福祉保健 衛生薬務課

21 H31.4.10 H31.4.24 添付した開示請求リストの告示区間に関する平
面図及び位置図（平面図縮尺：1／500～1／
2000程度）15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及び位
置図（平面図縮尺：1／500～1／2000程度）15件分

全部開示 県土整備 道路管理課

22 H31.4.10 H31.4.24 平成16年度以降に契約した公共工事のうち、競
争入札の対象となる予定価格の工事について
の入札調書及び契約台帳等

世界遺産富士山課（富士山保全推進課）において平成16年
度以降に契約した公共工事に係る「入札結果一覧」、「工事
台帳」、「最低制限価格」

全部開示 県民生活 世界遺産富士山課

23 H31.4.10 H31.4.25 平成16年度以降に契約した公共工事のうち、競
争入札の対象となる予定価格の工事について
の入札調書及び契約台帳等

リニア交通局において平成16年度以降に契約した公共工事
に係る「入札結果一覧」、「工事台帳」、「最低制限価格」

全部開示 リニア リニア推進課

24 H31.4.10 H31.4.25 平成16年度以降に契約した公共工事のうち、競
争入札の対象となる予定価格の工事について
の入札調書及び契約台帳等

総務部において平成16年度以降に契約した公共工事に係
る「入札結果一覧」、「工事台帳」、「最低制限価格」

全部開示 総務 財産管理課

25 H31.4.10 H31.4.25 平成16年度以降に契約した公共工事のうち、競
争入札の対象となる予定価格の工事について
の入札調書及び契約台帳等

防災局において平成16年度以降に契約した公共工事に係
る「入札結果一覧」、「工事台帳」、「最低制限価格」

全部開示 防災 防災危機管理課

26 H31.4.10 R1.5.10 平成16年度以降に契約した公共工事のうち、競
争入札の対象となる予定価格の工事について
の入札調書及び契約台帳等

福祉保健部において平成16年度以降に契約した公共工事
に係る「工事台帳」

全部開示 福祉保健 福祉保健総務課
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27 H31.4.10 R1.5.8 平成16年度以降に契約した公共工事のうち、競
争入札の対象となる予定価格の工事について
の入札調書及び契約台帳等

森林環境部において平成16年度以降に契約した公共工事
に係る「入札結果一覧」、「工事台帳」、「総合評価案件一
覧」、「最低制限価格」

一部開示 1 1 森林環境 森林環境総務課

28 H31.4.10 H31.4.25 平成16年度以降に契約した公共工事のうち、競
争入札の対象となる予定価格の工事について
の入札調書及び契約台帳等

産業労働部において平成16年度以降に契約した公共工事
に係る「入札結果一覧」、「工事台帳」、「最低制限価格」

全部開示 産業労働 産業政策課

29 H31.4.10 H31.4.24 平成16年度以降に契約した公共工事のうち、競
争入札の対象となる予定価格の工事について
の入札調書及び契約台帳等

観光部において平成16年度以降に契約した公共工事に係
る「入札結果一覧」、「工事台帳」、「総合評価案件一覧」、
「最低制限価格」

一部開示 1 1 観光 観光企画課

30 H31.4.10 H31.4.24 平成16年度以降に契約した公共工事のうち、競
争入札の対象となる予定価格の工事について
の入札調書及び契約台帳等

農政部において平成16年度以降に契約した公共工事に係
る「入札結果一覧」、「工事台帳」、「総合評価案件一覧」、
「最低制限価格」

一部開示 1 1 農政 農政総務課

31 H31.4.10 H31.4.24 平成16年度以降に契約した公共工事のうち、競
争入札の対象となる予定価格の工事について
の入札調書及び契約台帳等

県土整備部において平成16年度以降に契約した公共工事
に係る「入札結果一覧」、「工事台帳」、「総合評価案件一
覧」、「最低制限価格」・有資格者名簿・コード表

一部開示 1 1 県土整備 県土整備総務課

32 H31.4.10 R1.5.8 平成16年度以降に契約した公共工事のうち、競
争入札の対象となる予定価格の工事について
の入札調書及び契約台帳等

企業局において平成16年度以降に契約した公共工事に係
る「入札結果一覧」、「工事台帳」、「総合評価案件一覧」、
「最低制限価格」・有資格者名簿・コード表

一部開示 1 1 公営企業 企業局総務課

33 H31.4.10 H31.4.24 平成16年度以降に契約した公共工事のうち、競
争入札の対象となる予定価格の工事について
の入札調書及び契約台帳等

山梨県教育委員会において平成16年度以降に契約した公
共工事に係る「入札結果一覧」、「工事台帳」、「最低制限価
格」・有資格者名簿・コード表

全部開示 教委 教育庁総務課

34 H31.4.15 H31.4.26 旅館業許可取得施設の一覧許認可番号、認可
日、営業許可種別、営業者名（申請者名、法人
名、営業者氏名など）他

平成31年4月15日時点で営業許可のある旅館業施設のう
ち、営業種別、許認可番号、認可日、営業者名、代表者氏
名（法人の場合）、代表者住所（法人の場合）、宿泊施設
名、宿泊施設住所他

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

35 H31.4.16 R1.5.7 営繕課-18-0051子どもの心のケアに係る総合
拠点（仮称）建設強電設備工事（継続）に係る金
入り設計内訳書

営繕課-18-0051子どもの心のケアに係る総合拠点（仮称）
建設強電設備工事（継続）に係る実施設計書及び諸経費計
算書

一部開示 1 県土整備 営繕課

36 H31.4.17 H31.4.25 火薬類取締法第5条の規定に基づき、火薬類販
売営業を許可された者で、実包の販売を許可さ
れた、全事業者名、住所

火薬類取締法等火薬庫等数量整理一覧（電磁的記録）のう
ち、「火薬類取締法分類名・事業者番号」、「事業者名」、「住
所」及び「火取法販売許可」の部分

全部開示 防災 消防保安課

37 H31.4.17 H31.4.19 中北建設事-18-0590(主)韮崎昇仙峡線道路工
事（明許）に係る金入り設計書

中北建設事-18-0590(主)韮崎昇仙峡線道路工事（明許）に
係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

38 H31.4.17 H31.4.24 峡東林環事-18-0187下道沢治山工事（明許）
他3件に係る金入り設計書

峡東林環事-18-0187下道沢治山工事（明許）他3件に係る
実施設計書

一部開示 1 森林環境 峡東林務環境事務所

39 H31.4.17 R1.5.7 歯科技工士法第21条に基づき届け出された歯
科技工所の管理台帳（一覧）※主に歯科技工所
名、開設者名、開設場所、開設年月日、管理者
名

平成31年3月31日現在開設届のあった県内歯科技工所一
覧（歯科技工所名、開設者名、開設場所、開設年月日、管
理者名）甲府市内の歯科技工所を除く

全部開示 福祉保健 医務課
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40 H31.4.17 H31.4.23 山梨県下全域において平成31年1月1日から平
成31年3月末日までの間に食品衛生法に基づき
新規営業許可を取得した営業所の①屋号、業
種②営業所所在地③営業所電話番号他

食費寧行許可台帳一覧表（電磁的記録）のうち平成31年1
月1日から平成31年3月末日までに飲食店営業及び喫茶店
営業の新規許可を受けた営業所に係る業種大分類、屋号、
営業所住所、営業所電話番号、氏名他

一部開示 1 1 1 福祉保健 衛生薬務課

41 H31.4.17 R1.5.15 中部横断自動車道に関連する山梨県発注工事
の請負業者及び下請け業者が特定できる書類
（契約書等）とそれに付随する書類

建設工事請負契約書、下請施工（再委託）体系図または工
事作業所災害防止協定兼施工体系図（平成26年1月～平
成31年3月分）

一部開示 1 1 県土整備 中部横断自動車道推
進事務所

42 H31.4.17 H31.4.24 山梨県県土整備部実施設計単価表平成31年4
月の全ページ（物価資料掲載単価等を含む）

平成31年度実施設計書単価表（平成31年4月） 一部開示 1 1 県土整備 技術管理課

43 H31.4.17 H31.4.23 ・峡東農務事峡東農務事-18-0097東山東部地
区歩道(第4工区)舗装工事(明許)他2件に係る金
入り設計書

・峡東農務事峡東農務事-18-0097東山東部地区歩道(第4
工区)舗装工事(明許)他2件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

44 H31.4.17 H31.4.25 ・中北農務事中北農務事-18-0120湯沢地区湯
沢第3工区舗装工事（明許）他5件に係る金入り
設計書

・中北農務事中北農務事-18-0120湯沢地区湯沢第3工区
舗装工事（明許）他5件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所

45 H31.4.17 H31.4.19 ・峡南農務事峡南農務事-18-0077富士川西部
地区富士川大橋その4耐震補強工事（明許）に
係る金入り設計書

・峡南農務事峡南農務事-18-0077富士川西部地区富士川
大橋その4耐震補強工事（明許）に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡南農務事務所

46 H31.4.17 R1.5.7 ・営繕課営繕課-18-0192峡南地域単位制・総
合制高校（仮称）建設機械設備工事（継続）他2
件に係る金入り設計書

・営繕課営繕課-18-0192峡南地域単位制・総合制高校（仮
称）建設機械設備工事（継続）他2件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

47 H31.4.17 H31.4.25 ・峡東林環事峡東林環事-18-0187下道沢治山
工事（明許）他7件に係る金入り設計書

・峡東林環事峡東林環事-18-0187下道沢治山工事（明許）
他7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

48 H31.4.17 H31.4.26 ・峡南林環事峡南林環事-18-0151滝沢治山工
事（明許）他9件に係る金入り設計書

・峡南林環事峡南林環事-18-0151滝沢治山工事（明許）他
9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

49 H31.4.17 R1.5.7 ・中北林環事中北林環事-18-0218岩窪沢治山
工事（明許）他12件に係る金入り設計書

・中北林環事中北林環事-18-0218岩窪沢治山工事（明許）
他12件に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 中北林務環境事務所

50 H31.4.17 H31.4.25 ・富東林環事富東林環事-18-0211下石原治山
工事（明許）他9件に係る金入り設計書

・富東林環事富東林環事-18-0211下石原治山工事（明許）
他9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

51 H31.4.17 R1.5.10 ・峡東建設事峡東建設事-18-0204鼓川外危機
管理型水位計設置工事（全部債務）他24件に係
る金入り設計書

・峡東建設事峡東建設事-18-0204鼓川外危機管理型水位
計設置工事（全部債務）他24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

52 H31.4.17 R1.5.9 ・富東建設事富東建設事-18-0380富士北麓公
園駐車場整備工事（明許）他16件に係る金入り
設計書

・富東建設事富東建設事-18-0380富士北麓公園駐車場整
備工事（明許）他16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
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53 H31.4.17 R1.5.13 ・富東建設事富東建設事-18-0373一般県道山
中湖小山線舗装工事（明許）他14件に係る金入
り設計書

・富東建設事富東建設事-18-0373一般県道山中湖小山線
舗装工事（明許）他14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

54 H31.4.17 R1.5.10 ・峡南建設事峡南建設事-18-0052主要地方道
富士川身延線外路肩除草業務委託他22件に係
る金入り設計書

・峡南建設事峡南建設事-18-0052主要地方道富士川身延
線外路肩除草業務委託他22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

55 H31.4.17 R1.5.9 ・中北建設事中北建設事-18-0485一般国道
358号災害復旧工事（2工区）（明許）他15件に係
る金入り設計書

・中北建設事中北建設事-18-0485一般国道358号災害復
旧工事（2工区）（明許）他15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

56 H31.4.17 R1.5.14 ・中北建設事中北建設事-18-0464（主）北杜富
士見線道路改良工事（明許）他11件に係る金入
り設計書

・中北建設事中北建設事-18-0464（主）北杜富士見線道路
改良工事（明許）他11件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

57 H31.4.17 H31.4.25 ・道路整備課峡南建設事道路整備課-18-0038
主要地方道富士川身延線道路改良工事（一部
債務）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-18-0038主要地方道
富士川身延線道路改良工事（一部債務）他4件に係る実施
設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

58 H31.4.17 H31.4.26 ・道路管理課峡東建設事道路管理課-18-0016
一般国道140号災害防除工事（明許）他2件に係
る金入り設計書

・道路管理課峡東建設事道路管理課-18-0016一般国道
140号災害防除工事（明許）他2件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路管理課

59 H31.4.17 H31.4.22 ・新環状建設新環状建設-18-0073（主）韮崎南
アルプス中央線舗装補修工事(明許)他1件に係
る金入り設計書

・新環状建設新環状建設-18-0073（主）韮崎南アルプス中
央線舗装補修工事(明許)他1件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 新環状道路建設事務
所

60 H31.4.17 H31.4.22 ・砂防課峡南建設事砂防課-18-0007戸樋の沢
川砂防工事（明許）他1件に係る金入り設計書

・砂防課峡南建設事砂防課-18-0007戸樋の沢川砂防工事
（明許）他1件に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 砂防課

61 H31.4.17 H31.4.25 ・流域下水道流域下水道-18-0058釜無川流域
下水道釜無川1号幹線マンホール改築更新工
事（明許）他1件に係る金入り設計書

・流域下水道流域下水道-18-0058釜無川流域下水道釜無
川1号幹線マンホール改築更新工事（明許）他1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

62 H31.4.17 H31.4.24 ・中部推進中部推進-18-0029県道富士川身延
線身延山IC和田23工区標識工事（全部債務）他
1件に係る金入り設計書

・中部推進中部推進-18-0029県道富士川身延線身延山IC
和田23工区標識工事（全部債務）他1件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中部横断自動車道推
進事務所

63 H31.4.17 H31.4.24 ・治水課中北建設事治水課-18-0021五明川排
水機場除塵機設備更新工事（一部債務）に係る
金入り設計書

・治水課中北建設事治水課-18-0021五明川排水機場除塵
機設備更新工事（一部債務）に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 治水課

64 H31.4.19 R1.5.7 山梨県立科学館の指定管理者の選定ついての
文書・山梨県教育委員会指定管理者選定委員
会の議事録・選定のための投票の記録

・第2回及び第4回山梨県教育委員会指定管理者選定委員
会の議事概要・集計表

一部開示 1 1 1 教委 教育庁総務課

65 H31.4.19 R1.5.20 山梨県立科学館の指定管理者の選定ついて・
指定管理者の候補者から提出された提案書・選
定された指定管理者の事業計画書・と県との指
定管理についての協定書

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
から様式7・平成31年度山梨県立科学館業務計画書・山梨
県立科学館の管理に関する基本協定書

一部開示 1 1 教委 社会教育課
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66 H31.4.22 R1.5.7 山梨県歯科技工士会開設届2019年4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

平成31年4月1日現在開設届のあった県内歯科技工所一覧
（歯科技工所名、開設者名、開設場所、開設年月日、管理
者名）甲府市内の歯科技工所を除く

全部開示 福祉保健 医務課

67 H31.4.23 H31.4.25 平成31年1月1日から平成31年3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（平成31年1月～平成31年3月受理分） 一部開示 1 1 総務 総合県税事務所

68 H31.4.23 H31.4.25 大規模小売店舗立地法届出書のうち、下記の
店舗の「周辺見取図」（1：2000程度）および「建
物配置図」1階部分（1：500程度）・（仮称）〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇・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、下記の店舗の「周辺
見取図」及び「建物配置図」・（仮称）〇〇〇〇〇〇〇〇〇
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

69 H31.4.25 R1.5.10 平成30年9月1日～平成31年4月25日に新規で
飲食店の営業許可を取得した施設と新規で理
美容・薬局の営業許可を取得した施設の営業
所在地、営業所名他

食品営業許可台帳一覧表のうち平成30年9月1日から平成
31年4月25日に新規で飲食店営業の許可を受けた営業所
に係る屋号、住所他。・開設許可を取得した薬局、理容所及
び美容所施設一覧のうち、営業所名、所在地他

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

70 H31.4.25 R1.5.8 平成30年9月1日～31年4月25日に新規で診療
所・歯科診療所・施術所・歯科技工所・助産所
の営業許可を取得した施設の営業所在地、営
業所名、電話番号、申請者名、許可年月日

平成30年9月1日から平成31年4月25日までに開設した診療
所、歯科診療所、施術所、歯科技工所、助産所一覧（所在
地、名称、電話番号、申請者名、開設年月日）

全部開示 福祉保健 医務課

71 H31.4.26 - 山梨県の2019年4月1日あるいはその前後に開
設している介護老人保健施設、介護療養型医
療施設、介護医療院の名称と開設主体、電話
番号、住所、定員の情報を一覧表

取下げ 1 福祉保健 健康長寿推進課

72 H31.4.26 H31.4.26 昭和51年ごろ塩山市にあった〇〇病院につきま
して、病院の正式名称、所在地、廃止日

〇〇病院の正式名称、所在地、廃止日 全部開示 福祉保健 医務課

73 R1.5.7 - H29年7月12日に山梨県より依頼した高等学校
PTA加入等に関する調査についてのうち、設問
3について、指導していると回答した7都道府県
の回答の本紙他

取下げ 1 教委 高校教育課

74 R1.5.8 R1.5.23 甲府市を除く県内全域の薬局、医薬品販売業
の廃止情報平成31年4月6日から令和元年5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｣または廃止施設一覧

平成31年4月6日から令和元年5月5日までの間の薬局、医
薬品販売業の廃止施設一覧（電磁的記録）のうち業種、施
設名称、施設所在地、開設者氏名、開設者住所（法人の場
合）、廃止日、届出受理日に係る部分

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

75 R1.5.8 R1.5.14 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報平成31年4月6日から令和元
年5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｣または廃止施設

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、平成31年4月6日から令和元年5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

76 R1.5.8 R1.5.14 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報平成31年4月6日から令和元
年5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｣または廃止施設

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、平成31年4月6日から令和元年5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

77 R1.5.8 R1.5.14 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報平成31年4月6日から令和元
年5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｣または廃止施設

峡東保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成31
年4月6日から令和元年5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

78 R1.5.8 R1.5.23 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報平成31年4月6日から令和元
年5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｣または廃止施設

峡南保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成31
年4月6日から令和元年5月5日までのもの。

一部開示 1 1 福祉保健 峡南保健福祉事務所
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79 R1.5.8 R1.5.14 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報平成31年4月6日から令和元
年5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｣または廃止施設

富士・東部保健所管内における病院廃止届け等。ただし、
平成31年4月6日から令和元年5月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

80 R1.5.8 R1.5.17 富東建設事-19-0022県道新田松留線外7路線
道路維持管理業務委託他3件に係る金入り設
計書

富東建設事-19-0022県道新田松留線外7路線道路維持管
理業務委託他3件に係る実施設計書

一部開示 1 福祉保健 富士・東部建設事務
所

81 R1.5.8 R1.5.14 中北林環事-19-0002林道南アルプス線（夜叉
神から広河原）外1路線維持管理業務委託に係
る金入り設計書

中北林環事-19-0002林道南アルプス線（夜叉神から広河
原）外1路線維持管理業務委託に係る実施設計書

一部開示 1 森林環境 中北林務環境事務所

82 R1.5.8 R1.5.13 峡南林環事-19-0001林道丸山線（平林区間）
外7路線維持管理業務委託に係る金入り設計
書

峡南林環事-19-0001林道丸山線（平林区間）外7路線維持
管理業務委託に係る実施設計書

一部開示 1 森林環境 峡南林務環境事務所

83 R1.5.8 R1.5.10 富東林環事-19-0008林道富士線外維持管理
業務委託に係る金入り設計書

富東林環事-19-0008林道富士線外維持管理業務委託に係
る実施設計書

一部開示 1 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

84 R1.5.8 R1.5.22 地域：山梨県全域・やまなし医療ネットに記載さ
れている薬局詳細情報のうち項目：➀薬局の名
称（フリガナ、名称）②薬局開設者（フリガナ、開
設者氏名）他

地域：山梨県全域・やまなし医療ネットに記載されている薬
局詳細情報のうち項目：➀薬局の名称（フリガナ、名称）②
薬局開設者（フリガナ、開設者氏名）他

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

85 R1.5.8 R1.5.17 県下店舗販売業者一覧内容：➀屋号（氏名）②
郵便番号③所在地

令和元年5月8日現在で許可を取得している山梨県内の医
薬品店舗販売業者に係る次の一覧（電磁的記録）①屋号
（氏名）②郵便番号③所在地が記載されたデータ

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

86 R1.5.9 R1.5.10 大規模小売店舗立地法の届出に係る縦覧書類
のうち、2019／2／26新規届出〇〇〇〇〇〇〇
〇〇の届出書「基本届出事項について記載され
た概要部分」添付資料「広域見取図」他

大規模小売店舗立地法の届出に係る縦覧書類のうち、
2019／2／26新規届出〇〇〇〇〇〇〇〇〇の届出書「基
本届出事項について記載された概要部分」添付資料「広域
見取図」「周辺見取図」「平面図・建物配置図」。

全部開示 産業労働 商業振興金融課

87 R1.5.9 R1.5.21 山梨県内の源泉所在地の地番一覧 山梨県内の源泉所在地の地番一覧（温泉法データベースに
記載されている源泉所在地の地番の一覧）

全部開示 森林環境 大気水質保全課

88 R1.5.13 R1.5.27 北杜市内における「廃棄物の処理および清掃に
関する法律」に基づく、土地の所有者、土地の
管理者、および土地の使用者への行政指導等
（改善命令など）の書面過去5年分。

北杜市内における「廃棄物の処理および清掃に関する法
律」に基づく、土地の所有者、土地の管理者、および土地の
使用者への行政指導等（改善命令など）の書面過去5年分。

存否応答
拒否

1 森林環境 中北林務環境事務所

89 R1.5.15 R1.5.17 2018年12月31日現在、選挙管理委員会に届出
のあるすべての政治団体名簿「名称」「代表者
名」「会計責任者名」「主たる事務所の所在地」
「資金管理団体の届出の有無」他

政治団体台帳（電磁的記録）のうち次の掲げるもの①平成
30年12月31日現在のものに係る「政治団体名称」「代表者
氏名」、「会計責任者氏名」、「事務所所在地」、「資金管理
団体指定の有無」他

全部開示 選管 選挙管理委員会

90 R1.5.15 R1.5.24 添付した開示請求リストの告示区間に関する平
面図及び位置図（平面図縮尺：1／500～1／
2000程度）4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及び位
置図（平面図縮尺：1／500～1／2000程度）4件分

全部開示 県土整備 道路管理課

91 R1.5.15 R1.5.29 平成25年度から平成30年度までに行われた要
介護（支援）認定について、介護保険総合デー
タベースに登録された新規申請の二次判定結
果が認定別・全市町村ごとに分かる資料

平成25年度から平成30年度までに行われた要介護（支援）
認定について、介護保険総合データベースに登録された新
規申請の二次判定結果が認定別・全市町村ごとに分かる資
料

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 健康長寿振興課
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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

決定内容

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考番号 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

92 R1.5.16 R1.5.28 現在計画及び整備中の下記区間の、道路完成
後の形状が把握できる計画平面図。※縮尺1／
500～1／2000程度1.主要地方道31号甲府山梨
線2.一般国道411号

現在計画及び整備中の下記区間の、道路完成後の形状が
把握できる計画平面図。ない場合は工事図面もしくは区域
決定図面。※縮尺1／500～1／2000程度1.主要地方道31号
甲府山梨線2.一般国道411号

全部開示 県土整備 道路整備課

93 R1.5.16 R1.5.29 現在計画及び整備中の下記区間の、道路完成
後の形状が把握できる計画平面図。※縮尺1／
500～1／2000程度3.活性化農道（湯沢）4.活性
化農道（長坂）

現在計画及び整備中の下記区間の、道路完成後の形状が
把握できる計画平面図。ない場合は工事図面もしくは区域
決定図面。※縮尺1／500～1／2000程度・活性化農道（湯
沢）・活性化農道（長坂）

全部開示 農政 耕地課

94 R1.5.16 R1.5.24 山梨県が、Ｊリーグ「ヴァンフォーレ甲府」及びそ
の関連団体（後援会など）に対して支出、もしく
は予算計上した補助金などについて、名目及び
過去5年間の金額の推移が分かるもの。

山梨県が、Ｊリーグ「ヴァンフォーレ甲府」及びその関連団体
（後援会など）に対して支出、もしくは予算計上した補助金な
どについて、名目及び過去5年間の金額の推移が分かるも
の。

不存在に
よる不開
示

1 県民生活 県民生活・男女参画
課

95 R1.5.17 R1.6.3 維持放流量のデータ（直近1年分） ダム直下放流量(H30.4～H31.3) 全部開示 県土整備 治水課

96 R1.5.20 R1.5.28 山梨県内の｢病院｣｢診療所｣｢歯科病院｣｢歯科
診療所｣の施設名称､所在地､開設者､電話番号
の4項目

・病院一覧・一般診療所、歯科診療所のうち、施設名、所在
地、開設者、電話番号

全部開示 福祉保健 医務課

97 R1.5.20 R1.6.4 山梨県内の｢薬局｣｢高度管理医療機器等販売
業貸与業｣｢薬局製造販売医薬品の製造販売
業｣｢毒物劇物一般販売業｣｢医薬品卸売販売
業｣の施設名称､所在地､開設者､電話番号他

薬局許可一覧、高度管理医療機器等販売業貸与業許可一
覧、薬局製造製造販売業許可一覧、毒物劇物一般販売業
登録一覧、卸売販売業許可一覧のうち、業種、許可番号、
施設名称､所在地､電話番号､申請者、許可番号他

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

98 R1.5.21 R1.5.27 平成29年7月から令和元年4月までの各文書宝
鉱山坑排水処理実績表、原水分析表、放流水
水質分析表、坑廃水処理作業日誌

平成29年7月から令和元年4月までの各文書宝鉱山坑排水
処理実績表、原水分析表、放流水水質分析表、坑廃水処理
作業日誌

全部開示 産業労働 産業政策課

99 R1.5.22 R1.6.4 調剤過誤、調剤事故に係わる公文書全て（2013
年度～）

・口頭受理（平成30年4月27日受理）・口頭受理用紙（平成
28年11月22日受理）

一部開示 1 1 福祉保健 中北保健福祉事務所

100 R1.5.23 R1.6.7 リニア新幹線の南アルプストンネル掘削に伴う
湧水の放流水について、水質汚濁防止法によ
る水質検査の結果

平成30年7月25日に実施した中央新幹線南アルプストンネ
ル（山梨工区）作業所の立入検査で採水した水質検査の結
果

全部開示 森林環境 峡南林務環境事務所

101 R1.5.24 R1.5.28 社会医療法人〇〇〇の2017年度（18/3期）事
業報告書、貸借対照表、損益計算書

社会医療法人〇〇〇の2017年度事業報告書、貸借対照
表、損益計算書

全部開示 福祉保健 医務課

102 R1.5.10 R1.5.22 H30・31年度富士山有料道路料金徴収業務委
託及び雁坂トンネル有料道路料金徴収及び監
視業務委託に係る次の文書・入札公告（説明
書）、入札結果、設計書（仕様書を含む）

H30・31年度富士山有料道路料金徴収業務委託及び雁坂ト
ンネル有料道路料金徴収及び監視業務委託に係る次の文
書・入札公告（説明書）、入札結果、設計書（仕様書を含む）

全部開示 道路公社 山梨県道路公社

103 R1.5.27 R1.6.10 山梨県の固定資産台帳の電磁的記録の最新
分。固定資産台帳が不存在の場合は、山梨県
が所有する土地・建物の一件別の一覧、又は、
公有財産台帳の電磁的記録の最新分。

H29期末固定資産台帳（警察署長公舎、次長公舎、独身
寮、待機宿舎の住所を除いた部分）

全部開示 総務 財政課

104 R1.5.27 R1.6.11 山梨県広域災害・救急医療情報システム「やま
なし医療ネット」に掲載されている薬局のデータ

山梨県広域災害・救急医療情報システム「やまなし医療ネッ
ト」に掲載されている薬局詳細情報

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

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

決定内容

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考番号 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

105 R1.5.28 R1.6.10 ・営繕課営繕課-18-0202南都留合同庁舎建設
外構工事（継続）他1件に係る金入り設計書

・営繕課営繕課-18-0202南都留合同庁舎建設外構工事
（継続）他1件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

106 R1.5.28 R1.6.3 ・峡南建設事峡南建設事-19-0027大和地すべ
り対策工事に係る金入り設計書

・峡南建設事峡南建設事-19-0027大和地すべり対策工事
に係る実施設計書

全部開示 県土整備 峡南建設事務所

107 R1.5.28 R1.5.31 新土木設計積算システムにおける実施設計単
価のコード一覧表（平成31年度4月版）

新土木設計積算システムにおける実施設計単価のコード一
覧表（平成31年度4月版）

一部開示 1 県土整備 技術管理課

108 R1.5.28 R1.6.10 旅館業許可登録施設の一覧データ内容：旅館
業種別、施設名称、施設住所、営業者名、代表
者名（法人のみ）、営業者住所（法人名）、施設
電話番号、営業者電話番号

令和元年5月28日時点で営業許可のある旅館業施設一覧
（電磁的記録）のうち、営業種別、施設名称、施設住所、施
設所在地、営業者名、代表者名（法人のみ）、営業者住所
（法人名）、施設電話番号、営業者電話番号

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

109 R1.5.31 R1.6.12 地方公共団体が設置した、51人槽以上の浄化
槽の設置者、設置場所、人槽

地方公共団体が設置した、51人槽以上の浄化槽一覧 一部開示 1 森林環境 大気水質保全課

110 R1.5.31 R1.6.13 早川芦安連絡道路建設に伴うJR東海と県との
施工協定書

（仮称）早川・芦安連絡道路整備における中央新幹線建設
工事に伴う発生土を活用した工事の施工に関する施行協定
書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

111 R1.6.5 R1.6.13 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇改修工事に係る林地
開発許可申請書一式

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇改修工事に係る林地開発許可申
請書

一部開示 1 1 森林環境 峡南林務環境事務所

112 R1.6.5 - 甲府市を除く県内全域の薬局、医薬品販売業
の廃止情報平成31年5月6日から令和元年6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｣または廃止施設一覧

取下げ 1 福祉保健 衛生薬務課

113 R1.6.5 R1.6.20 甲府市を除く県内全域の薬局、医薬品販売業
の廃止情報令和元年5月6日から令和元年6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｣または廃止施設一覧

令和元年5月6日から令和元年6月5日までの間の薬局、医
薬品販売業の廃止施設一覧（電磁的記録）のうち業種、施
設名称、施設所在地、開設者氏名、開設者住所（法人の場
合）、廃止日、届出受理日に係る部分

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

114 R1.6.5 R1.6.12 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報令和元年5月6日から令和元
年6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｣または廃止施設

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、令和元年5月6日から令和元年6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

115 R1.6.5 R1.6.10 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5月6日から令和元
年6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｣または廃止施設

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5月6日から令和元年6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

116 R1.6.5 R1.6.12 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報令和元年5月6日から令和元
年6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｣または廃止施設

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5月6日から令和元年6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

117 R1.6.5 R1.6.11 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報令和元年5月6日から令和元
年6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｣または廃止施設

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5月6日から令和元年6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
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118 R1.6.5 R1.6.10 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5月6日から令和元
年6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｣または廃止施設

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5月6日から令和元年6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

119 R1.6.6 R1.6.13 中北建設事-18-0586他5件に係る金入り設計
書

中北建設事-18-0586他5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

120 R1.6.6 R1.6.20 山梨県内の宿泊施設の旅館業法の営業許可に
関する次の事項。1.営業施設の名称2.営業施設
の所在地3.営業許可主体の名称（会社名）4.営
業許可主体の代表者名他

旅館業許可取得施設一覧表（電磁的記録）のうち、営業種
別、施設名称、施設所所在地、経営者氏名（法人になって
は名称及び代表者名）、経営者住所、客室数、許可年月日

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

121 R1.6.7 R1.6.12 県土整備部実施設計単価表（令和元年5月と6
月のもの）

令和元年度実施設計単価表（令和元年5月、6月）（電磁的
記録）

一部開示 1 1 県土整備 技術管理課

122 R1.6.7 R1.7.8 2019年4月7日執行の県議選で、無投票となった
選挙区の候補者の「選挙運動費用収支報告書」
及び添付された書類の全て（2019年5月31日ま
でに提出されたもの）

2019年4月7日執行の県議選で、無投票となった選挙区の候
補者の「選挙運動費用収支報告書」及び添付された書類の
全て（2019年5月31日までに提出されたもの）

一部開示 1 1 1 選管 選挙管理委員会

123 R1.6.7 R1.6.12 令和元年度実施設計単価表令和元年6月山梨
県土木部

令和元年度実施設計単価表（令和元年5月、6月）（電磁的
記録）

一部開示 1 1 県土整備 技術管理課

124 R1.6.11 R1.6.13 道路整備課-19-0001一般県道休息山梨線清
水橋上部工製作架設工事に係る実施設計書

道路整備課-19-0001一般県道休息山梨線清水橋上部工
製作架設工事に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

125 R1.6.11 R1.6.25 ➀添付別表の医療法人の決算文書②前回不足
分だった以下のページ医療法人〇〇〇〇〇〇
〇〇〇のH30.8月決算の貸借対照表

別紙1の医療法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及
び損益計算書

一部開示 1 1 福祉保健 医務課

126 R1.6.11 R1.7.10 平成23年以降の雨畑川の堆砂に関する一切 ・雨畑ダム湖内の土砂運搬について・業務報告書・雨畑川
体積土砂除去検討会議の開催について他

一部開示 1 1 県土整備 峡南建設事務所

127 R1.6.12 R1.6.19 添付した開示請求リストの告示区間に関する平
面図及び位置図（平面図縮尺：1／500～1／
2000程度）3件分

道路の区域変更・供用開始・廃止に係る位置図及び平面
図・供用開始（R1.5.30供用山梨県告示第19号）主要地方道
韮崎増冨線（北杜市明野町小笠原字出口2005番1地先から
北杜市明野町小笠原字堤沢2952番6地先まで）他2件

全部開示 県土整備 道路管理課

128 R1.6.12 R1.6.19 知事公用車ルート（就任～現在） 自動車使用簿（就任から現在まで）※平成31年2月18日～
令和元年6月12日

全部開示 総合政策 秘書課

129 R1.6.13 - ガイドライン：輸血拒否対応マニュアル 取下げ 1 （独）病院機構 山梨県立病院機構

130 R1.6.13 R1.6.19 社会医療法人〇〇〇、医療法人〇〇〇、医療
法人〇〇〇の平成28年度及び同29年度の事業
報告書等のうち貸借対照表・損益計算書又は
収支計算書

平成28年度、平成29年度の医療法人〇〇〇、〇〇〇、〇
〇〇の貸借対照表及び損益計算書

全部開示 福祉保健 医務課
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131 R1.6.14 R1.6.17 政務活動報告 平成29年度政務活動費収支報告書の閲覧に供する書類の
うち請求のあった議員（別紙のとおり）

全部開示 議会 議会事務局総務課

132 R1.6.17 R1.6.27 ・中北農務事中北農務事-19-0017南アルプス
西部地区中野2工区ほ場(その3)基盤造成工事
に係る金入り設計書

・中北農務事中北農務事-19-0017南アルプス西部地区中
野2工区ほ場(その3)基盤造成工事に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所

133 R1.6.17 R1.6.25 ・峡南建設事峡南建設事-19-0043谷津川砂防
工事他2件に係る金入り設計書

・峡南建設事峡南建設事-19-0043谷津川砂防工事他2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

134 R1.6.17 R1.6.28 ・中北建設事中北建設事-19-0068（都）田富町
敷島線（富竹1期工区）道路改良工事に係る金
入り設計書

・中北建設事中北建設事-19-0068（都）田富町敷島線（富
竹1期工区）道路改良工事に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

135 R1.6.17 R1.6.20 ・道路整備課峡東建設事道路整備課-19-0001
一般県道休息山梨線清水橋上部工製作架設工
事に係る金入り設計書

・道路整備課峡東建設事道路整備課-19-0001一般県道休
息山梨線清水橋上部工製作架設工事に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

136 R1.6.17 R1.6.20 ・流域下水道流域下水道-19-0008富士北麓流
域下水道富士北麓2号幹線外流量計更新工事
に係る金入り設計書

・流域下水道流域下水道-19-0008富士北麓流域下水道富
士北麓2号幹線外流量計更新工事に係る実施設計書

全部開示 県土整備 流域下水道事務所

137 R1.6.17 R1.6.28 ・峡東林環事峡東林環事-19-0007林道日川左
岸線(北工区)開設工事他1件に係る金入り設計
書

・峡東林環事峡東林環事-19-0007林道日川左岸線(北工
区)開設工事他1件に係る実施設計書

一部開示 1 森林環境 峡東林務環境事務所

138 R1.6.17 R1.6.28 ・峡南林環事峡南林環事-19-0018林道丸山線
（奈良田工区）改良工事に係る金入り設計書

・峡南林環事峡南林環事-19-0018林道丸山線（奈良田工
区）改良工事に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 峡南林務環境事務所

139 R1.6.17 R1.6.26 ・中北林環事中北林環事-19-0017沢の沢治山
工事他7件に係る金入り設計書

・中北林環事中北林環事-19-0017沢の沢治山工事他7件に
係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 中北林務環境事務所

140 R1.6.17 R1.6.21 ・富東林環事富東林環事-19-0013栗山治山工
事他2件に係る金入り設計書

・富東林環事富東林環事-19-0013栗山治山工事他2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

141 R1.6.17 R1.7.2 ・営繕課営繕課-18-0200小瀬スポーツ公園体
育館エレベーター更新工事(明許)他5件に係る
金入り設計書

・営繕課営繕課-18-0200小瀬スポーツ公園体育館エレベー
ター更新工事(明許)他5件に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 営繕課

142 R1.6.20 - 北杜市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇地先の開発行
為に関する関係図書一式

取下げ 1 県土整備 中北建設事務所

143 R1.6.20 R1.7.2 ・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の診療所
開設許可申請書・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇の診療所開設許可申請書・〇〇〇〇〇〇〇
〇〇の診療所開設許可申請書

・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の診療所開設許可申請
書・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の診療所開設許可申請
書・〇〇〇〇〇〇〇〇〇の診療所開設許可申請書（上記文
書以外に3診療所の診療所開設届）

一部開示 1 1 1 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所
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144 R1.6.21 R1.7.3 山梨県立高等支援学校桃花台学園入試過去問
（H26~H30）

山梨県立高等支援学校桃花台学園入学者選抜学力検査問
題国語数学（H27-H31)

全部開示 教委 高校改革・特別支援
教育課

145 R1.6.21 R1.7.5 〇〇〇〇〇〇〇〇店（甲州市〇〇〇〇〇〇〇）
における、水質汚濁防止法に基づく特定施設使
用届、特定施設設置届、特定施設変更届及び
特定施設使用廃止届

昭和46年9月23日受理の「特定施設使用届出書」、平成15
年3月27日付けの「特定施設使用廃止届出書」、平成15年3
月27日付けの「特定施設設置届出書」、平成21年2月10日
付けの「特定施設使用廃止届出書」他

一部開示 1 森林環境 峡東林務環境事務所

146 R1.6.24 R1.7.9 山地災害危険地区情報に掲載されているマップ
の電子データ

山地災害危険地区情報に掲載されているマップの電子デー
タ

一部開示 1 森林環境 治山林道課

147 R1.6.25 - 学校基本調査私立専修学校学科別入学者数等
調査

取下げ 1 県民生活 私学・科学振興課

148 R1.6.25 R1.7.1 （1）平成30年度中に新規に開設届を提出された
飼育動物診療施設一覧（2）平成30年度中に廃
止届を提出された飼育動物診療施設一覧

（1）平成30年度中に新規に開設届を提出された飼育動物診
療施設一覧（2）平成30年度中に廃止届を提出された飼育動
物診療施設一覧

全部開示 農政 畜産課

149 R1.6.26 R1.7.4 中北林環事-19-0043林道荒川線整備工事他1
件に係る金入り設計書

中北林環事-19-0043林道荒川線整備工事他1件に係る実
施設計書

一部開示 1 1 森林環境 中北林務環境事務所

150 R1.6.26 R1.7.4 峡東林環事-19-0041林道焼山沢真木線改良
工事に係る金入り設計書

峡東林環事-19-0041林道焼山沢真木線改良工事に係る実
施設計書

一部開示 1 1 森林環境 峡東林務環境事務所

151 R1.6.26 R1.7.3 工第18-04富士山有料道路鷹の巣橋補修工事
（明許）に係る金入り設計書

工第18-04富士山有料道路鷹の巣橋補修工事（明許）に係
る金入り設計書

全部開示 道路公社 山梨県道路公社

152 R1.6.26 R1.7.11 〇〇〇漁協の平成29ならびに30事業年度の検
査について（30年度未実施の場合は29年度の
み）

・水産業協同組合に係る検査の実施について・平成29年度
水産業協同組合の検査結果について・水産業協同組合の
条例検査に係る検査回答書について

一部開示 1 1 農政 花き農水産課

153 R1.6.26 R1.7.8 〇〇〇〇（〇〇〇医師、所在：南巨摩郡富士川
町〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇にかかる①診療所開
設届、及び②診療所廃止届

〇〇〇〇〇（〇〇〇医師、所在：南巨摩郡富士川町〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇）にかかる①診療所開設届、及び②診療所
廃止届

一部開示 1 1 1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

154 R1.6.28 R1.7.8 外部監査が一定規模の医療法人に義務化され
たが、県内におけるその対象数、2019/6/30ま
でに提出された2019年3月決算の外部監査報
告書及びMS法人取引報告書他

2019年3月決算の外部監査対象法人の外部監査報告書、
関係事業者との取引の状況に関する報告書、その他財務
報告書他

一部開示 1 1 福祉保健 医務課

155 R1.6.24 R1.7.8 北杜市内向沢工事の2018年度分検査に関する
行政文書のすべて

北杜市内向沢工事の2018年度分検査に関する完成工事検
査結果通知書、工事成績評定通知書、項目別評定店、工事
技術的難易度項目別評価表（土木工事）

全部開示 県土整備 中北建設事務所峡北
支所
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