令和元年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
番号

請求日

決定日

請求に係る行政文書の名称又は内容

323 R1.10.1

R1.10.2

324 R1.10.1

325 R1.10.1

R1.10.10 県所管政治団体（政党支部を含む）の政治団体
台帳（平成30年12月31日現在）の電子データ
（下記の事項を含む）▼政治団体名称▼代表者
氏名▼会計責任者氏名▼主たる所在地他
R1.10.8 北巨摩合同庁舎のボーリングの柱状図

326 R1.10.1

R1.10.2

327 R1.10.4

R1.10.18 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
R1.10.9 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

328 R1.10.4

329 R1.10.7

330 R1.10.7

331 R1.10.8

332 R1.10.8

333 R1.10.8

334 R1.10.8

335 R1.10.8

対象行政文書の名称

山梨県県土整備部実施設計単価表令和1年10 令和元年度実施設計単価表（令和元年10月）
月の全ページ（物価資料掲載単価等を含む）

決定内容

８条
１号

一部開示

８条
２号

1

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

1

政治団体台帳（電磁的記録）のうち次に掲げるもの①平成 全部開示
30年12月31日現在のものに係る「政治団体名称」、「代表者
名」、「会計責任者氏名」、「事務所所在地」他
北巨摩合同庁舎建設地地質調査委託報告書・北巨摩合同 一部開示
庁舎別館棟建設地質調査委託報告書上記工事に係るボー
リング柱状図

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

その
他

担当部局

担当課等

県土整備 技術管理課

選管

選挙管理委員会

県土整備 営繕課

1

一部開示

1

県土整備 技術管理課

旅館業許可取得施設一覧表（電磁的記録）のうち、営業種 一部開示
別、施設名称、施設所在地、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（法人のみ）、客室数、許
可年月日
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 全部開示
び位置図（平面図縮尺：1／500～1／2000程度）1件分

1 福祉保健 衛生薬務課

林地台帳ＣＳＶ（エクセル）データ、林地台帳地 ・林地台帳原案CSVデータ、林地台帳原案地図shapeデータ 全部開示
図shapeデータ。ただし、当該形式では不存在の のうち、所有者情報（登記簿情報の氏名・名称及び住所、現
場合は、その他の形式のものも含む。
に所有している者・所有者とみなされる者の氏名・名称及び
住所）を含む部分・各コード表一式
R1.10.23 東海地震による液状化危険度マップ（平成25年 ボーリング柱状図（山梨県甲府市〇〇〇〇〇〇〇）
一部開示
3月のもととなるボーリングデータ）（山梨県甲府
市〇〇〇〇〇〇〇〇付近のもの）

森林環境 森林整備課

県土整備 道路管理課

R1.11.5

R1.10.23 甲府市を除く県内全域の薬局、医薬品販売業
の廃止情報令和元年9月6日から令和元年10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｣
R1.10.18 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報令和元年9月6日から令和元
年10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｣
R1.10.12 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9月6日から令和元
年10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｣
R1.10.10 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9月6日から令和元
年10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｣
R1.10.18 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報令和元年9月6日から令和元
年10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｣

1

総務

一部開示

1

福祉保健 衛生薬務課

中北保健所管内（峡北支所を除く）における病院廃止届け 一部開示
等。ただし、令和元年9月6日から令和元年10月5日までのも
の。

1

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9月6日から令和元年10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9月6日から令和元年10月5日までのもの。

一部開示

防災危機管理課

1

1 福祉保健 中北保健福祉事務所

1

福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

峡東保健所管内における病院廃止届け等。ただし、令和元 不存在に
年9月6日から令和元年10月5日までのもの。
よる不開
示

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

峡南保健所管内における病院廃止届け等。ただし、令和元 不存在に
年9月6日から令和元年10月5日までのもの。
よる不開
示

1 福祉保健 峡南保健福祉事務所
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備考

令和元年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
番号

請求日

336 R1.10.8

337 R1.10.9

338 R1.10.9

決定日

請求に係る行政文書の名称又は内容

R1.10.10 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9月6日から令和元
年10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｣
R1.11.7 1児童相談所が児童虐待の相談・対応で関与し
た児童のうち、2016年度～2019年度に児童が
死亡した事例に関する児童記録票綴一式21に
関する虐待死事例の検証報告書他
R1.10.23 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）2件分

対象行政文書の名称

決定内容

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9月6日から令和元年10月5日までのもの。

一部開示

子ども虐待による死亡事例等の検証調査票①②

一部開示

８条
１号

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

全部開示

340 R1.10.10

取下げ

土砂埋立申請書山梨県指令森整第1752号-2
申請日平成24年2月28日許可日平成24年3月
16日

取下げ
・総入学定員数の2分の1を超える留学生を受け
入れている専修学校について、学校名、入学許
可数、既退学・除籍者数、在籍者数などがわか
る資料一式他
342 R1.10.10 R1.11.11 生徒の半数以上が留学生である専修学校につ ・平成28年度～令和元年度私立専修学校現員調査・対象 一部開示
いて、学校名、入学許可数、既退学・除籍者
学校学科一覧・留学生比率の高い専修学校専門課程の状
数、在籍者数などがわかる資料一式他
況

1

1

猫の件で〇〇さんと中北保健所峡北支所との
会話した内容について

担当課等

子育て支援局

子ども福祉課

県土整備 道路管理課

森林環境 森林整備課

1 森林環境 森林整備課

1 県民生活 私学・科学振興課

341 R1.10.10

343 R1.10.11

担当部局

1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

1

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 全部開示
び位置図（平面図縮尺：1／500～1／2000程度）2件分

339 R1.10.10 R1.10.21 林地開発行為申請書山梨県指令森整第1707 林地開発行為申請書山梨県指令森整第1707号-3申請日
号-3申請日平成22年12月8日許可日平成23年 平成22年12月8日許可日平成23年3月29日のうち、土地利
3月29日
用計画図、造成計画平面図、縦断図、断面図

その
他

県民生活 私学・科学振興課

1

1 福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

取下げ

344 R1.10.15 R1.10.28 ・営繕課営繕課-19-0048やまびこ支援学校外
周道路舗装工事他17件に係る金入り設計書

・営繕課営繕課-19-0048やまびこ支援学校外周道路舗装
工事他17件に係る実施設計書

一部開示

1

県土整備 営繕課

345 R1.10.15 R1.10.25 ・峡東建設事峡東建設事-19-0096笛吹川フ
ルーツ公園照明設備改修工事他7件に係る金
入り設計書

・峡東建設事峡東建設事-19-0096笛吹川フルーツ公園照
明設備改修工事他7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

346 R1.10.15 R1.10.25 ・中北建設事中北建設事-19-0245湯川河川工 ・中北建設事中北建設事-19-0245湯川河川工事（一部債
事（一部債務）他16件に係る金入り設計書
務）他16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

347 R1.10.15 R1.10.21 ・中北建設事中北建設事-19-0244（一）須玉中 ・中北建設事中北建設事-19-0244（一）須玉中田線須玉橋 一部開示
田線須玉橋補修工事他12件に係る金入り設計 補修工事他12件に係る実施設計書
書

1

県土整備 中北建設事務所峡北
支所

348 R1.10.15 R1.10.21 ・富東建設事富東建設事-19-0224一般県道棡 ・富東建設事富東建設事-19-0224一般県道棡原藤野線棡 一部開示
原藤野線棡原トンネル照明工事他6件に係る金 原トンネル照明工事他6件に係る実施設計書
入り設計書

1

県土整備 富士・東部建設事務
所
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備考

令和元年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
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

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

担当部局

担当課等

349 R1.10.15 R1.10.28 ・富東建設事富東建設事-19-0223掛水沢渓流 ・富東建設事富東建設事-19-0223掛水沢渓流保全工事他 一部開示
保全工事他4件に係る金入り設計書
4件に係る実施設計書

1

県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

350 R1.10.15 R1.10.24 ・峡南建設事峡南建設事-19-0177一般県道高 ・峡南建設事峡南建設事-19-0177一般県道高下鰍沢線災 一部開示
下鰍沢線災害防除工事他1件に係る金入り設 害防除工事他1件に係る実施設計書
計書

1

県土整備 峡南建設事務所

351 R1.10.15 R1.10.28 ・道路管理課中北建設事道路管理課-19-0012 ・道路管理課中北建設事道路管理課-19-0012（主）甲府昇 一部開示
（主）甲府昇仙峡線新荒川橋耐震補強工事（一 仙峡線新荒川橋耐震補強工事（一部債務）（余フ）他5件に
部債務）（余フ）他5件に係る金入り設計書
係る実施設計書

1

県土整備 道路管理課

352 R1.10.15 R1.10.29 ・道路整備課峡南建設事道路整備課-19-0005 ・道路整備課峡南建設事道路整備課-19-0005主要地方道 一部開示
主要地方道南アルプス公園線道路改良工事
南アルプス公園線道路改良工事（一部債務）(余フ)他6件に
（一部債務）(余フ)他6件に係る金入り設計書
係る実施設計書

1

県土整備 道路整備課

353 R1.10.15 R1.10.23 ・治水課中北建設事治水課-19-0006鎌田川上 ・治水課中北建設事治水課-19-0006鎌田川上流2工区河
流2工区河川工事（一部債務）（余フ）他5件に係 川工事（一部債務）（余フ）他5件に係る実施設計書
る金入り設計書

一部開示

1

県土整備 治水課

354 R1.10.15 R1.10.23 ・流域下水道流域下水道-19-0016峡東浄化セ ・流域下水道流域下水道-19-0016峡東浄化センター沈砂 一部開示
ンター沈砂池・水処理設備更新機械工事（一部 池・水処理設備更新機械工事（一部債務）他2件に係る実施
債務）他2件に係る金入り設計書
設計書

1

県土整備 流域下水道事務所

355 R1.10.15 R1.10.25 ・新環状建設新環状建設-19-0046（主）韮崎南 ・新環状建設新環状建設-19-0046（主）韮崎南アルプス中
アルプス中央線区画線工事に係る金入り設計 央線区画線工事に係る実施設計書
書

全部開示

県土整備 新環状道路建設事務
所

356 R1.10.15 R1.10.23 ・荒川ダム管荒川ダム管-19-0011荒川ダム管
理用制御処理設備プログラム改修工事に係る
金入り設計書

全部開示

県土整備 荒川ダム管理事務所

357 R1.10.15 R1.10.25 ・中部推進中部推進-19-0006県道富士川身延 ・中部推進中部推進-19-0006県道富士川身延線身延山ＩＣ 全部開示
線身延山ＩＣ和田27工区道路改良工事に係る金 和田27工区道路改良工事に係る実施設計書
入り設計書

県土整備 中部横断自動車道推
進事務所

・荒川ダム管荒川ダム管-19-0011荒川ダム管理用制御処
理設備プログラム改修工事に係る実施設計書

358 R1.10.15 R1.10.24 ・峡南農務事峡南農務事-19-0068ゆずの郷地 ・峡南農務事峡南農務事-19-0068ゆずの郷地区農業用用 一部開示
区農業用用排水路第2号水路工事他19件に係 排水路第2号水路工事他19件に係る実施設計書
る金入り設計書

1

1

農政

峡南農務事務所

359 R1.10.15 R1.10.25 ・中北農務事中北農務事-19-0102山口地区山 ・中北農務事中北農務事-19-0102山口地区山口ため池改 一部開示
口ため池改修工事(明許)他37件に係る金入り 修工事(明許)他37件に係る実施設計書
設計書

1

1

農政

中北農務事務所

360 R1.10.15 R1.10.28 ・峡東農務事峡東農務事-19-0054山地区鳥獣 ・峡東農務事峡東農務事-19-0054山地区鳥獣害防止柵設 一部開示
害防止柵設置工事他16件に係る金入り設計書 置工事他16件に係る実施設計書

1

1

農政

峡東農務事務所

361 R1.10.15 R1.10.18 ・富東農務事富東農務事-19-0028都留西部地 ・富東農務事富東農務事-19-0028都留西部地区川棚区画 一部開示
区川棚区画整理1-1工区及び農道1号その1工 整理1-1工区及び農道1号その1工事他9件に係る実施設計
事他9件に係る金入り設計書
書

1

1

農政

富士・東部農務事務
所
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備考

令和元年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
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

８条
１号

362 R1.10.15 R1.10.28 ・耕地課峡南農務事耕地課-19-0004富士川西 ・耕地課峡南農務事耕地課-19-0004富士川西部地区富士 一部開示
部地区富士川大橋その6耐震補強工事（明許） 川大橋その6耐震補強工事（明許）他3件に係る実施設計書
他3件に係る金入り設計書

８条
２号

８条
３号

８条
４号

1

８条
５号

８条
６号

その
他

担当部局

1

農政

担当課等
耕地課

363 R1.10.15 R1.10.21 ・峡東林環事峡東林環事-19-0137林道鈴庫山 ・峡東林環事峡東林環事-19-0137林道鈴庫山線整備工事 一部開示
線整備工事他1件に係る金入り設計書
他1件に係る実施設計書

1

1

森林環境 峡東林務環境事務所

364 R1.10.15 R1.10.29 ・峡南林環事峡南林環事-19-0134林業専用道 ・峡南林環事峡南林環事-19-0134林業専用道足馴峠2号
足馴峠2号支線維持修繕工事他4件に係る金入 支線維持修繕工事他4件に係る実施設計書
り設計書

一部開示

1

1

森林環境 峡南林務環境事務所

365 R1.10.15 R1.10.24 ・中北林環事中北林環事-19-0148林道観音峠 ・中北林環事中北林環事-19-0148林道観音峠大野山線舗 一部開示
大野山線舗装修繕工事他1件に係る金入り設 装修繕工事他1件に係る実施設計書
計書

1

1

森林環境 中北林務環境事務所

366 R1.10.15 R1.10.25 ・富東林環事富東林環事-19-0092栗山小規模 ・富東林環事富東林環事-19-0092栗山小規模治山工事他 一部開示
治山工事他2件に係る金入り設計書
2件に係る実施設計書

1

1

森林環境 富士・東部林務環境
事務所

1

公営企業 企業局電気課

367 R1.10.16 R1.10.28 【保川発電所建設工事（土木施設）（継続）】にお 【保川発電所建設工事（土木施設）（継続）】における実施設 一部開示
ける金額入り設計書、参考資料、諸経費計算書 計書
等全部
368 R1.10.17 R1.10.28 2019年4月7日執行の県議選で、北杜市選挙区 2019年4月7日執行の県議選で、北杜市選挙区の候補者の 一部開示
の候補者の収支報告書及び添付書類の全て 収支報告書及び添付書類の全て

1

1

1

選管

1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

369 R1.10.17 R1.10.25 2016年から現時点までの富士河口湖町の旅館 富士河口湖町内の旅館業許可施設における廃業施設一覧 一部開示
業許可施設の廃業施設の一覧リスト。
（種別、施設名称、施設所在地、定員、施設電話番号、廃止
年月日）（2016.1.1～2019.10.17に届け出のあった施設）
370 R1.10.18 R1.10.30 中北農務事-19-0055中丸地区中丸ため池改修 中北農務事-19-0055中丸地区中丸ため池改修工事（明許） 一部開示
工事（明許）他3件に係る金入設計書
他3件に係る実施設計書

選挙管理委員会

1

農政

371 R1.10.18 R1.10.24 中北建設事-19-0243国道141号道路改良工事 中北建設事-19-0243国道141号道路改良工事に係る実施 一部開示
に係る金入設計書
設計書

1

県土整備 中北建設事務所峡北
支所

372 R1.10.18 R1.10.28 道路整備課-19-0019（主）韮崎増富線駒井橋 道路整備課-19-0019（主）韮崎増富線駒井橋耐震補強工
耐震補強工事（一部債務）（余フ）に係る金入設 事（一部債務）（余フ）に係る実施設計書
計書

一部開示

1

県土整備 道路整備課

373 R1.10.18 R1.10.23 治水課-19-0011古川河川工事（一部債務）（余 治水課-19-0011古川河川工事（一部債務）（余フ）に係る実 一部開示
フ）に係る金入設計書
施設計書

1

県土整備 治水課

1

農政

374 R1.10.18 R1.10.28 峡南農務事-19-0041身延北部地区営農飲雑 峡南農務事-19-0041身延北部地区営農飲雑用水配水管
用水配水管（その2）工事他1件に係る金入設計 （その2）工事他1件に係る実施設計書
書
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一部開示

1

1

中北農務事務所

峡南農務事務所

備考

令和元年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
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

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

担当部局

担当課等

375 R1.10.21

東海地震による液状化危険度マップ（平成25年
3月のもととなるボーリングデータ）（山梨県甲府
市〇〇〇〇〇〇〇〇付近のもの）

取下げ

1 防災

376 R1.10.21

〇〇〇病院における県への届け出書類一式
（理事会議事録、社員総会議事録、定款など）

取下げ

1 福祉保健 医務課

377 R1.10.23 R1.10.31 1平成28年1月から令和元年9月までの間におけ
る職員（知事部局のみ）の飲酒又は酒気帯び運
転による懲戒処分の内容のわかる書類一式2職
員の懲戒処分の基準がわかる書類一式
378 R1.10.23 R1.10.28 山梨県所管の全医療法人分の事業報告書、貸
借対照表、損益計算書（平成28～30年度収受
分）

・飲酒又は酒気帯び運転による懲戒処分一覧（平成28年1
月1日以降のもの）・飲酒運転の根絶について（依命通達）

一部開示

1

医療法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算 一部開示
書（平成28～30年度収受分）

総務

1

防災危機管理課

人事課

福祉保健 医務課

1

1 県土整備 道路管理課

379 R1.10.23

道路管理課-19-0016一般国道358号精進湖ト
ンネル照明設置工事（一部債務）（余フ）上記案
件の金入り内訳明細書

取下げ

380 R1.10.23 R1.11.5

富東建設事-17-0417国道411号かたなばトンネ 富東建設事-17-0417国道411号かたなばトンネル非常用設 一部開示
ル非常用設備工事（明許）他2件に係る金入り 備工事（明許）他2件に係る実施設計書
内訳明細書

1

県土整備 富士東部建設事務所

381 R1.10.23 R1.11.5

営繕課-19-0105韮崎警察署庁舎建設弱電設
備工事（継続）他1件に係る金入り内訳明細書

一部開示

1

県土整備 営繕課

382 R1.10.23 R1.10.31 峡東建設事-19-0101一般国道140号道路照明 峡東建設事-19-0101一般国道140号道路照明工事に係る 一部開示
工事に係る金入り内訳明細書
実施設計書

1

県土整備 峡東建設事務所

383 R1.10.23 R1.11.5

中北建設事-19-0254（主）甲府昇仙峡線開峡ト 中北建設事-19-0254（主）甲府昇仙峡線開峡トンネル外照 一部開示
ンネル外照明設置工事（一部債務）に係る金入 明設置工事（一部債務）に係る実施設計書
り内訳明細書

1

県土整備 中北建設事務所

384 R1.10.21 R1.11.5

H30年度下山地区再生活用事業計画の変更届 平成30年度再生活用事業【下山地区】事業計画（変更）につ 一部開示
に関する一切の資料
いて（提出）

1

1

早川町雨畑川にコンクリートのかたまりを違法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の順守について（勧 一部開示
に投棄した業者（3者）に改善命令を科した行政 告）・令和元年10月15日付け峡南林環第2544号・令和元年
文書（一切の資料）今月上旬頃
10月15日付け峡南林環第2546号・令和元年10月15日付け
峡南林環第2547号
386 R1.10.24 R1.10.29 令和元年7月1日から令和元年9月30日の間に 法人設立届一覧（令和元年7月～令和元年9月受理分）
一部開示
県内全県税事務所にて届出を受理した「法人設
立届出書」

1

1

営繕課-19-0105韮崎警察署庁舎建設弱電設備工事（継
続）他1件に係る実施設計書

385 R1.10.21 R1.11.5

387 R1.10.31 R1.11.5

〇〇医院の廃院届

〇〇医院に係る診療所廃止届

一部開示
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1

1

森林環境 峡南林務環境事務所

1

森林環境 峡南林務環境事務所

1 総務

総合県税事務所

福祉保健 峡東保健福祉事務所

備考

令和元年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
番号

請求日

決定日

388 R1.10.31

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

2012年12月2日に発生した中央自動車道笹子ト
ンネンル事故の際、消防本部と〇〇〇とその関
係者の通報などのやり取り内容

取下げ

山梨県県土整備部実施設計単価表令和1年11 令和元年度実施設計単価表（令和元年11月）
月の全ページ（物価資料掲載単価等を含む）

一部開示

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

担当部局

1 防災

県土整備 技術管理課

R1.11.7

390 R1.11.1

R1.11.11 治山林道工事の積算システムにおける施工単 治山林道工事の積算施工単価条件表（電磁的記録）（令和 全部開示
価条件表（令和元年10月）と、コードと名称がわ 元年11月1日現在）
かる資料

森林環境 治山林道課

391 R1.11.1

R1.11.7

県土整備 技術管理課

392 R1.11.1

R1.11.14 平成2年6月1日から平成11年4月25日他までの 平成2年6月1日から平成11年4月25日まで及び平成15年4 全部開示
間に、県内市町村で行われた長と議会の選挙 月28日から平成19年11月30日までの間に、県内市町村で
の、期日と投票率
行われた長と議会の選挙の期日、投票率（当日有権者数、
投票者数、無投票の旨）についての資料
R1.11.7 県土整備部で使用されている施工単価名称と 新土木設計積算システムコード表（電磁的記録・令和元年 全部開示
それに対となるコードの一覧表[令和元年度11 10月適用）
月以降適用]もしくは令和元年度の最新版

393 R1.11.1

1

消防保安課

389 R1.11.1

新土木設計積算システムにおける施工単価条 新土木設計積算システムにおける施工単価条件一覧表
件一覧表(国土交通省歩掛)

1

担当課等

全部開示

選管

選挙管理委員会

県土整備 技術管理課

R1.11.11 「条件単価一覧表」（令和元年11月1日現在）も 条件単価一覧表（電磁的記録）（令和元年11月1日現在）
全部開示
しくは最新版※山梨県森林環境部の工事設計
書に記載されているコード（Sコード）入りの単価
一覧表
R1.11.7 森林環境部大気水質保全課にて扱っている、 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 全部開示
山梨県内の源泉所在地の地番一覧
記載されている源泉所在地の地番の一覧）

森林環境 治山林道課

396 R1.11.5

R1.11.7

福祉保健 障害福祉課

397 R1.11.5

R1.11.7

398 R1.11.5

R1.11.7

394 R1.11.1

395 R1.11.1

399 R1.11.6

400 R1.11.6

民生児童委員への「ひきこもりに関する実態調
査に係るアンケート」について・民生児童委員へ
のひきこもり状況調査を実施するについての稟
議書他
以下の対象者の令和元年7月21日執行第25回
参議院議員選挙における選挙運動費用収支報
告書・〇〇〇

森林環境 大気水質保全課

「ひきこもり等に関する調査アンケートの実施について」の稟 全部開示
議書及び依頼文
以下の対象者の令和元年7月21日執行第25回参議院議員 一部開示
選挙における選挙運動費用収支報告書・〇〇〇

大規模小売店舗立地法の届出に係る縦覧書類 大規模小売店舗立地法の届出に係る縦覧書類のうち2019 全部開示
のうち2019／9／25変更届出〇〇〇〇〇〇〇 ／9／25変更届出〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の届出書「基本
〇〇〇の届出書「基本届出事項について記載さ 届出事項について記載された概要部分」他
れた概要部分」他
令和元年10月6日から令和元年11月5日までに
取下げ
受理した｢廃止届の写し、または廃止がわかる
書面の写し｣

R1.11.21 甲府市を除く県内全域の薬局、医薬品販売業 甲府市を除く県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報 全部開示
の廃止情報令和元年10月6日から令和元年11 令和元年10月6日から令和元年11月5日までに受理した｢廃
月5日までに受理した｢廃止届の写し、または廃 止届の写し、または廃止がわかる書面の写し｣
止がわかる書面の写し｣
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1

選管

選挙管理委員会

産業労働 商業振興金融課

1 福祉保健 衛生薬務課

福祉保健 衛生薬務課

備考

令和元年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
番号

請求日

401 R1.11.6

402 R1.11.6

403 R1.11.6

404 R1.11.6

405 R1.11.6

406 R1.11.7

決定日

請求に係る行政文書の名称又は内容

R1.11.18 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報令和元年10月6日から令和元
年11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｣
R1.11.7 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報令和元年10月6日から令和元
年11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｣
R1.11.8 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10月6日から令和元
年11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｣
R1.11.8 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10月6日から令和元
年11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｣
R1.11.7 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報令和元年10月6日から令和元
年11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｣
山梨県広報誌ふれあいVOL56（H30.4.1)～62
（R1.10.1)の発行にかかった経費外部委託先と
委託料

407 R1.11.11 R1.11.14 建設業許可業者の決算変更届一式の資料請求
〇〇〇〇（株）甲府市〇〇〇〇号令和1/6期決
算のみ（但し工事経歴書はガラス、建具の二種
類のみ他除外）
408 R1.11.11 R1.12.10 ①平成20年～現在まで教育委員会が行った、
酒気帯び運転による懲戒処分の対象者すべて
（教職員に限らない）他

対象行政文書の名称

決定内容

８条
１号

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

担当部局

担当課等

中北保健所管内（峡北支所を除く）における病院廃止届け 不存在に
等。ただし、令和元年10月6日から令和元年11月5日までの よる不開
もの。
示

1 福祉保健 中北保健福祉事務所

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10月6日から令和元年11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

峡東保健所管内における病院廃止届け等。ただし、令和元 不存在に
年10月6日から令和元年11月5日までのもの。
よる不開
示

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

峡南保健所管内における病院廃止届け等。ただし、令和元 一部開示
年10月6日から令和元年11月5日までのもの。

1

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10月6日から令和元年11月5日までのもの。

1

一部開示

福祉保健 峡南保健福祉事務所

1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所
1 総合政策 広聴広報課

取下げ

〇〇〇〇株式会社に係る令和元年6月期の決算変更届一
式（但し工事経歴書はガラス、建具工事のみ）

一部開示

・懲戒処分一覧・審査内容（要約）、職員の処分について・飲 一部開示
酒運転に対する懲戒処分の基準、懲戒処分の指針・教職員
に係る「懲戒処分の指針」の策定について（伺い）

県土整備 建設業対策室

1

1

教委

410 R1.11.13 R1.11.20 営繕課16-0004県庁公用車等駐車場建設工事 営繕課16-0004県庁公用車等駐車場建設工事地質調査業 一部開示
地質調査業務委託のボーリング調査の結果に 務委託に係る調査位置図、推定地質断面図、ボーリング柱
ついて
状図
八代町内に所在していた、〇〇〇〇病院なる医
療機関の廃止日及び所在地

県土整備 営繕課

1

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

取下げ

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

412 R1.11.14 R1.11.22 八代町内に所在していた、〇〇〇〇病院なる医 八代町内に所在していた、〇〇〇〇病院なる医療機関の廃 不存在に
療機関の廃止日及び所在地
止日及び所在地
よる不開
示
413 R1.11.18 R1.11.29 ・営繕課営繕課-19-0025飯田野球場ブロック塀 ・営繕課営繕課-19-0025飯田野球場ブロック塀改修工事他 一部開示
改修工事他18件に係る金入り設計書
18件に係る実施設計書
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教育庁総務課

県土整備 中部横断自動車道推
進事務所

409 R1.11.12 R1.11.19 中部推進-19-0007県道富士川身延線身延山IC 中部推進-19-0007県道富士川身延線身延山IC和田26工区 全部開示
和田26工区道路改良工事に係る金入設計書
道路改良工事に係る実施設計書

411 R1.11.14

その
他

1

県土整備 営繕課

備考

令和元年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
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

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

担当部局

担当課等

414 R1.11.18 R1.11.29 ・峡東建設事峡東建設事-19-0071日川河川工 ・峡東建設事峡東建設事-19-0071日川河川工事他11件に 一部開示
事他11件に係る金入り設計書
係る実施設計書

1

県土整備 峡東建設事務所

415 R1.11.18 R1.11.25 ・峡南建設事峡南建設事-19-0147西島地すべ ・峡南建設事峡南建設事-19-0147西島地すべり対策工事
り対策工事他10件に係る金入り設計書
他10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

・中北建設事中北建設事-19-0214（一）一軒茶 ・中北建設事中北建設事-19-0214（一）一軒茶屋荊沢線道 一部開示
屋荊沢線道路工事他14件に係る金入り設計書 路工事他14件に係る実施設計書

1

県土整備 中北建設事務所

417 R1.11.18 R1.11.29 ・中北建設事中北建設事-19-0291（主）韮崎南 ・中北建設事中北建設事-19-0291（主）韮崎南アルプス中 一部開示
アルプス中央線八幡沢川橋耐震補強工事(一部 央線八幡沢川橋耐震補強工事(一部債務)他5件に係る実施
債務)他5件に係る金入り設計書
設計書

1

県土整備 中北建設事務所峡北
支所

418 R1.11.18 R1.11.26 ・富東建設事富東建設事-19-0212竹の沢砂防 ・富東建設事富東建設事-19-0212竹の沢砂防工事他9件に 一部開示
工事他9件に係る金入り設計書
係る実施設計書

1

県土整備 富士・東部建設事務
所

419 R1.11.18 R1.11.29 ・富東建設事富東建設事-19-0166桂川（築堤
工区）河川工事他3件に係る金入り設計書

・富東建設事富東建設事-19-0166桂川（築堤工区）河川工 一部開示
事他3件に係る実施設計書

1

県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

420 R1.11.18 R1.11.27 ・都市計画課流域下水道都市計画課-19-0004
富士北麓浄化センター送風機・自家発電棟外受
変電設備更新電気工事（一部債務）他1件に係
る金入り設計書
421 R1.11.18 R1.12.3 ・道路整備課新環状建設道路整備課-19-0028
国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）濁
川・平等川橋（仮称）下部工事その3（一部債務）
他3件に係る金入り設計書
422 R1.11.18 R1.11.19 ・流域下水道流域下水道-19-0027富士北麓流
域下水道富士北麓1号幹線河口湖第一中継ポ
ンプ場電気設備更新工事（一部債務）他2件に
係る金入り設計書
423 R1.11.18 R1.11.19 ・砂防課峡南建設事砂防課-19-0006南俣川-2
砂防工事（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-19-0004富士北麓浄 全部開示
化センター送風機・自家発電棟外受変電設備更新電気工事
（一部債務）他1件に係る実施設計書

416 R1.11.18 R1.12.2

県土整備 都市計画課

一部開示

1

県土整備 道路整備課

・流域下水道流域下水道-19-0027富士北麓流域下水道富 一部開示
士北麓1号幹線河口湖第一中継ポンプ場電気設備更新工
事（一部債務）他2件に係る実施設計書

1

県土整備 流域下水道事務所

・砂防課峡南建設事砂防課-19-0006南俣川-2砂防工事
（一部債務)に係る実施設計書

一部開示

1

県土整備 砂防課

一部開示

1

県土整備 治水課

425 R1.11.18 R1.11.21 ・新環状建設新環状建設-19-0039国道140号 ・新環状建設新環状建設-19-0039国道140号（新山梨環状 一部開示
（新山梨環状道路東部区間2期）工事用道路工 道路東部区間2期）工事用道路工事に係る実施設計書
事に係る金入り設計書

1

県土整備 新環状道路建設事務
所

424 R1.11.18 R1.12.2

・道路整備課新環状建設道路整備課-19-0028国道140号
（新山梨環状道路東部区間2期）濁川・平等川橋（仮称）下
部工事その3（一部債務）他3件に係る実施設計書

・治水課広瀬琴川ダ治水課-19-0012広瀬ダム ・治水課広瀬琴川ダ治水課-19-0012広瀬ダムテレメータ・
テレメータ・放流警報設備改良工事（一部債務） 放流警報設備改良工事（一部債務）に係る実施設計書
に係る金入り設計書

426 R1.11.18 R1.11.25 ・大門塩川管大門塩川管-19-0018塩川ダム無 ・大門塩川管大門塩川管-19-0018塩川ダム無停電電源装 全部開示
停電電源装置蓄電池取替工事に係る金入り設 置蓄電池取替工事に係る実施設計書
計書
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県土整備 大門・塩川ダム管理事
務所

備考

令和元年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
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

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

担当部局

担当課等

県土整備 中部横断自動車道推
進事務所

427 R1.11.18 R1.11.20 ・中部推進中部推進-19-0007県道富士川身延 ・中部推進中部推進-19-0007県道富士川身延線身延山IC 全部開示
線身延山IC和田26工区道路改良工事に係る金 和田26工区道路改良工事に係る実施設計書
入り設計書
428 R1.11.18 R1.11.26 ・峡南農務事峡南農務事-19-0037波高島地区 ・峡南農務事峡南農務事-19-0037波高島地区1-1ブロック 一部開示
1-1ブロック地すべり防止工事他6件に係る金入 地すべり防止工事他6件に係る実施設計書
り設計書

1

1

農政

峡南農務事務所

429 R1.11.18 R1.11.27 ・峡東農務事峡東農務事-19-0033山地区農道 ・峡東農務事峡東農務事-19-0033山地区農道第13号（第2 一部開示
第13号（第2工区）道路工事他11件に係る金入 工区）道路工事他11件に係る実施設計書
り設計書

1

1

農政

峡東農務事務所

430 R1.11.18 R1.11.25 ・富東農務事富東農務事-19-0029都留西部地 ・富東農務事富東農務事-19-0029都留西部地区川棚区画 一部開示
区川棚区画整理1-2工区及び農道1号その2工 整理1-2工区及び農道1号その2工事他2件に係る実施設計
事他2件に係る金入り設計書
書

1

1

農政

富士・東部農務事務
所

431 R1.11.18 R1.11.29 ・中北農務事中北農務事-19-0097朝穂堰地区 ・中北農務事中北農務事-19-0097朝穂堰地区朝穂堰補修 一部開示
朝穂堰補修工事他1件に係る金入り設計書
工事他1件に係る実施設計書

1

1

農政

中北農務事務所

森林環境 富士・東部林務環境
事務所

432 R1.11.18 R1.11.29 ・富東林環事富東林環事-19-0081新倉治山工 ・富東林環事富東林環事-19-0081新倉治山工事（明許）他 一部開示
事（明許）他2件に係る金入り設計書
2件に係る実施設計書

1

433 R1.11.18 R1.11.21 ・峡東林環事峡東林環事-19-0136林道川上牧 ・峡東林環事峡東林環事-19-0136林道川上牧丘線維持修 一部開示
丘線維持修繕工事他1件に係る金入り設計書 繕工事他1件に係る実施設計書

1

1

森林環境 峡東林務環境事務所

434 R1.11.18 R1.11.28 ・中北林環事中北林環事-19-0197林道南アル ・中北林環事中北林環事-19-0197林道南アルプス線（観音 一部開示
プス線（観音経トンネル工区）改良工事(明許)他 経トンネル工区）改良工事(明許)他4件に係る実施設計書
4件に係る金入り設計書

1

1

森林環境 中北林務環境事務所

435 R1.11.18 R1.11.28 ・峡南林環事峡南林環事-19-0127林道湯之奥 ・峡南林環事峡南林環事-19-0127林道湯之奥猪之頭線（2 一部開示
猪之頭線（2工区）整備工事他1件に係る金入り 工区）整備工事他1件に係る実施設計書
設計書

1

1

森林環境 峡南林務環境事務所

436 R1.11.19 R1.11.25 建設業許可番号：〇〇〇〇会社名：(株)〇〇〇 株式会社〇〇〇〇〇〇に係る令和元年6月期の決算変更
〇〇〇住所：中巨摩郡昭和町〇〇〇〇〇〇〇 届出書一式
〇のR1年6月期の「決算変更届出書」一式。

一部開示

437 R1.11.19 R1.12.19 やまなしデータdeヘルス事業業務委託公募型プ やまなしデータdeヘルス事業業務委託に係る企画提案書、 一部開示
ロポーザル方式による各業者の提案と選定経 企画提案審査方式による選考結果
過について

1

1

438 R1.11.21 R1.11.27 液化石油ガス保安の確保及び取引の適正化に 液化石油ガス販売事業廃止届出書
関する法律第23条に基づく販売事業廃止届出
書(収授簿)販売店名、住所、廃業時期2019年4
月1日から2019年11月21日まで
439 R1.11.22 R1.11.29 中北建設事19-0230（主）甲府笛吹線蓬橋耐震 中北建設事19-0230（主）甲府笛吹線蓬橋耐震補強工事
補強工事（一部債務）他1件に係る金入設計書 （一部債務）他1件に係る実施設計書

1

1
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一部開示

一部開示

県土整備 建設業対策室

1

1

福祉保健 国保援護課

防災

1

消防保安課

県土整備 中北建設事務所

備考

令和元年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
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

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

担当部局

担当課等

440 R1.11.22 R1.12.5

中北建設事19-0215（主）韮崎南アルプス中央 中北建設事19-0215（主）韮崎南アルプス中央線小桐橋耐
線小桐橋耐震補強工事（一部債務）他2件に係 震補強工事（一部債務）他2件に係る実施設計書
る金入設計書

一部開示

1

県土整備 中北建設事務所峡北
支所

441 R1.11.22 R1.12.2

中北建設事道路管理課19-0013（主）甲府韮崎 中北建設事道路管理課19-0013（主）甲府韮崎線千松橋耐 一部開示
線千松橋耐震補強工事（一部債務）（余フ）他2 震補強工事（一部債務）（余フ）他2件に係る実施設計書
件に係る金入設計書

1

県土整備 道路管理課

1

県土整備 営繕課

442 R1.11.22 R1.11.29 市川職員宿舎大規模改修工事他1件に係る表
用設計書+細目別内訳、別紙明細(あれば)共通
仮設費明細、一般管理費明細、現場管理費明
細など金額入り設計書
443 R1.11.25 R1.12.9 令和元年9月県立高校教諭が飲酒後，事故を
起こした事案の懲戒処分内容がわかる書類一
式

営繕課-19-0065市川職員宿舎大規模改修工事に係る実施 一部開示
設計書及び諸経費計算書
報道資料「教職員の処分について」（令和元年9月18日付
け）

全部開示

教委

高校教育課

福祉保健 障害福祉課

444 R1.11.26 R1.12.3

別紙記載の障害福祉サービス事業所の直近の 次に掲げる事業所の介護給付費算定に係る体制等状況一 全部開示
体制等状況一覧表
覧表・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・〇〇〇〇〇〇〇〇他

445 R1.11.22 R1.12.4

R元年度下山地区再生活用事業計画書（国交
省提出）に係わる一切の資料

令和元年度再生活用事業【下山地区】事業計画書について 一部開示
（提出）

1

446 R1.11.22 R1.12.4

H30年度下山地区再生活用事業実績報告書
（事業完了報告：国土交通省提出）に係わる一
切の資料

平成30年度再生活用事業【下山地区】事業完了報告につい 一部開示
て

1

447 R1.11.26

峡東建設事-18-0236一般県道塩平窪平線道
路改良工事（明許）峡東建設事-19-0108鳳山
川河川工事の契約より現在までの文書一切

448 R1.11.25 R1.12.2

宝バイパス新設のトンネル名称の決定に係る文 宝バイパス新設のトンネル名称の決定に係る次の文書・一 全部開示
書一式
般県道高畑谷村停車場線（仮称：宝バイパス）の金井地区
を通過するトンネル名について（依頼）他

森林環境 峡南林務環境事務所

1

森林環境 峡南林務環境事務所

1 県土整備 峡東建設事務所

取下げ

県土整備 富士・東部建設事務
所

449 R1.11.26 R1.12.10 北杜市須玉町東向地内の向井沢工事（H31年 北杜市須玉町東向地内における向沢砂防工事（H31年度 全部開示
度分）の行政文書の全て（起案、予算、入札、現 分）の・工事執行並びに支出負担行為伺い起案文・工事執
地地図等）
行並びに支出負担行為伺い・入札結果・設計図面（平面図）

県土整備 中北建設事務所峡北
支所

450 R1.11.27 R1.12.2

県土整備 富士・東部建設事務
所

富東建設事-19-0301国道411号外1路線道路 富東建設事-19-0301国道411号外1路線道路維持管理業
維持管理業務委託（その2）に係る金額入り設計 務委託（その2）に係る実施設計書
書・経費計算書等全部

451 R1.11.27 R1.12.12 中北建事-19-0190（主）韮崎増富線外橋梁点
検業務委託の契約より現在までの文書一切
452 R1.12.2

R1.12.4

中北建事-19-0190（主）韮崎増富線外橋梁点検業務委託
の契約より現在までの文書一切

山梨県県土整備部実施設計単価表令和1年12 令和元年度実施設計単価表（令和元年12月）
月の全ページ（物価資料掲載単価等を含む）
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全部開示

一部開示

一部開示

1

県土整備 中北建設事務所峡北
支所

1

1

1

県土整備 技術管理課

備考

令和元年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
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

453 R1.12.2

R1.12.6

・峡南農務事峡南農務事-18-0076波高島地区 ・峡南農務事峡南農務事-18-0076波高島地区地すべり調
地すべり調査設計業務委託（明許）に係る金入 査設計業務委託（明許）に係る実施設計書
り設計書

一部開示

454 R1.12.2

R1.12.9

・峡南建設事峡南建設事-18-0240五条調査業 ・峡南建設事峡南建設事-18-0240五条調査業務委託(明
務委託(明許)他1件に係る金入り設計書
許)他1件に係る実施設計書

全部開示

455 R1.12.2

R1.12.9

・峡南林環事峡南林環事-19-0020伊沼南調査 ・峡南林環事峡南林環事-19-0020伊沼南調査業務委託他 一部開示
業務委託他2件に係る金入り設計書
2件に係る実施設計書

456 R1.12.2

457 R1.12.2

458 R1.12.3

459 R1.12.3

460 R1.12.4

461 R1.12.5

462 R1.12.6

463 R1.12.6

464 R1.12.6

465 R1.12.6

県立〇〇高等学校のいじめ報告被害者〇〇〇
〇2018年〇〇部での集団いじめ2019年クラスメ
イトでの集団いじめ2回分

８条
２号

８条
３号

８条
４号

1

８条
５号

８条
６号

1

1

峡南農務事務所

高校教育課

1

1

1 選管

選挙管理委員会

1 福祉保健 医務課

教委

1

甲府市を除く県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報 一部開示
令和元年11月6日から令和元年12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｣

1

中北保健所（峡北支所管内を除く）管内における病院廃止 一部開示
届け等。ただし、令和元年11月6日から令和元年12月5日ま
でのもの。

1
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担当課等

1 福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

以下の工事に係る実施設計書・中北建設事-19-0320鎌田 一部開示
川（上流）河川工事（明許）・中北建設事-19-0332鎌田川河
川工事（明許）

峡東保健所管内における病院廃止届け等。ただし、令和元 不存在に
年11月6日から令和元年12月5日までのもの。
よる不開
示

農政

1 教委

2019年度実施市町村立学校・県立学校の管理職試験に関 全部開示
する資料○要綱、要領、事前提出書類様式、試験問題、昨
年度の受験者数及び合格者数

一部開示

担当部局

森林環境 峡南林務環境事務所

1

別紙1の医療法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及 一部開示
び損益計算書

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11月6日から令和元年12月5日までのもの。

その
他

県土整備 峡南建設事務所

取下げ

・営業者：〇〇〇〇〇株式会社・名称：〇〇〇
取下げ
〇・営業施設の所在地：北杜市〇〇〇〇〇〇〇
〇〇・許可業種：飲食店営業、アイスクリーム類
製造業についての食品営業許可廃止届
R1.12.17 別紙政治団体の平成30年度政治資金収支報告 別紙政治団体の平成30年度政治資金収支報告書添付の領 一部開示
書に添付された領収書の写し
収書
R1.12.11 添付別表の医療法人の決算文書※決算文書：
事業報告書（法人概要、役員、本来業務、附帯
業務、収益業務等）・財産目録・貸借対照表・損
益計算書
R1.12.17 2019年度実施の市町村立学校・県立学校の管
理職試験（校長、副校長、教頭、主幹教諭、指
導教諭、指導主事、等）に関するもので、実施要
項・要領・要綱等他
R1.12.11 県土整備局中北建設事務所発注の以下の工事
の金入り設計書一式・令和元年度鎌田川（上
流）河川工事（明許）・令和元年度鎌田川河川
工事（明許）
R1.12.23 甲府市を除く県内全域の薬局、医薬品販売業
の廃止情報令和元年11月6日から令和元年12
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｣
R1.12.11 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11月6日から令和元
年12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｣
R1.12.9 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11月6日から令和元
年12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｣
R1.12.10 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11月6日から令和元
年12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｣

８条
１号

義務教育課

県土整備 中北建設事務所

福祉保健 衛生薬務課

1

1 福祉保健 中北保健福祉事務所

1

福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

備考

令和元年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
番号

請求日

466 R1.12.6

467 R1.12.6

468 R1.12.6

決定日

請求に係る行政文書の名称又は内容

R1.12.12 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11月6日から令和元
年12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｣
R1.12.10 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11月6日から令和元
年12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｣
R1.12.11 峡東農務事-19-0023藤垈地区農道1号（第2工
区）舗装工事に係る金入り設計書

対象行政文書の名称

決定内容

８条
１号

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

一部開示

峡東農務事-19-0023藤垈地区農道1号（第2工区）舗装工
事に係る実施設計書

一部開示

担当部局

担当課等

1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

峡南保健所管内における病院廃止届け等。ただし、令和元 不存在に
年11月6日から令和元年12月5日までのもの。
よる不開
示
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11月6日から令和元年12月5日までのもの。

その
他

1

1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

1

1

1

県土整備 峡東農務事務所

469 R1.12.6

工事名【藤垈地区農道1号（第2工区）舗装工
事】工事番号【峡東農務事-19-0023】上記工事
の金入り設計書諸経費計算書等すべて

取下げ

1 農政

470 R1.12.6

工事名【一般県道合成田線舗装工事】工事番号
【峡東農務事-19-0161】上記工事の金入り設計
書諸経費計算書等すべて

取下げ

1 県土整備 峡東建設事務所

471 R1.12.6

R1.12.11 峡東林環事-19-0140金川の森園路舗装工事
（2工区）に係る金入り設計書

472 R1.12.6

R1.12.18 峡東建設事-19-0010一般国道137号外緊急舗 峡東建設事-19-0010一般国道137号外緊急舗装補修業務 一部開示
装補修業務委託に係る金入り設計書諸経費計 委託に係る実施設計書
算書等すべて

473 R1.12.6

R2.1.20

474 R1.12.9

475 R1.12.9

河川法24、26、33条の規定による下記の文書1
昭和62年頃山梨市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇先に構築された東屋、遊歩道の許可申請
受理から許可に至るまでの一切の文書他
山梨県警本部長宛てに2018年1月1日から2019
年11月30日までの懲戒処分簿、訓戒簿、注意
簿

峡東林環事-19-0140金川の森園路舗装工事（2工区）に係 一部開示
る実施設計書

河川法24、26、33条の規定による下記の文書1昭和62年頃 一部開示
山梨市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇先に構築された東
屋、遊歩道の許可申請受理から許可に至るまでの一切の
文書他
取下げ

R1.12.17 建設業許可名簿一覧・法人名・代表者・郵便番 建設業許可名簿一覧（令和元年11月30日現在）
号・住所・電話・資本金・許可年度・許可業種

476 R1.12.10 R1.12.17 山梨県国民健康保険診療報酬審査委員名簿の 山梨県国民健康保険診療報酬審査委員名簿
開示

1

食品営業許可台帳一覧表（電磁的記録）のうち令和元年12 一部開示
月9日現在、飲食店営業及び喫茶店営業の許可を受けた営
業所（自動販売機、営業自動車を除く）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
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森林環境 峡東林務環境事務所

1

県土整備 峡東建設事務所

1 警察本部 警察本部

県土整備 建設業対策室

福祉保健 国保援護課

1

県土整備 道路管理課

477 R1.12.11 R1.12.18 添付した「開示請求リスト」の告示区間に関する 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 全部開示
平面図および位置図（平面図縮尺：1／500～1 び位置図（平面図縮尺：1／500～1／2000程度）4件分
／2000程度）4件分
478 R1.12.11 R1.12.18 山梨県下全域において令和元年12月9日現在
有効な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④営業者氏名他

1

1 県土整備 峡東建設事務所

1

全部開示

一部開示

峡東農務事務所

1

1

1 福祉保健 衛生薬務課

備考

令和元年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
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

479 R1.12.11 R2.1.31

山梨県立産業展示交流館（アイメッセ山梨）につ 山梨県立産業展示交流館アイメッセ山梨に係る指定管理者 一部開示
いて以下の資料（1）至近の指定管理者公募時 指定申請書（指定管理者：公益財団法人やまなし産業支援
に選定された団体が提出した事業報告書他
機構）及び平成28年度、平成29年度、平成30年度実績報告
書
480 R1.12.12 R1.12.25 平成27年度毒物劇物取扱者試験(一般区分)試 平成27年度毒物劇物取扱者試験(一般区分)試験問題及び 全部開示
験問題及び回答平成26年度毒物劇物取扱者試 回答平成26年度毒物劇物取扱者試験(一般区分)試験問題
験(一般区分)試験問題及び回答
及び回答
481 R1.12.12 R1.12.26 平成2012年大明見用水路その2の工事に伴う 測量調査・設計業務等委託契約書及び業務委託変更契約 一部開示
測量、設計、施工管理、立合に伴う〇〇〇〇〇 書のうち表紙※委託業務の名称障害防止対策耕地事業北
〇〇〇〇〇(株)の受注契約書の写し
富士地区大明見用水路測量設計用地調査業務委託
482 R1.12.13 R1.12.20 道路整備課-19-0021国道139号上和田トンネ 道路整備課-19-0021国道139号上和田トンネル建設工事
ル建設工事(一部債務)他1件に係る金入設計書 (一部債務)他1件に係る実施設計書
483 R1.12.13 R1.12.25 毒劇物取扱者試験問題（平成27年、26年他保
存されている年度）

一部開示

８条
１号

1

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

担当部局

担当課等

産業労働 産業政策課

1

福祉保健 衛生薬務課

1

農政

1

富士・東部農務事務
所

県土整備 道路整備課

福祉保健 衛生薬務課

平成27年度毒物劇物取扱者試験(一般区分)試験問題及び 全部開示
回答平成26年度毒物劇物取扱者試験(一般区分)試験問題
及び回答

484 R1.12.13 R1.12.23 峡東建設事-19-0161一般県道栗合成田線舗 峡東建設事-19-0161一般県道栗合成田線舗装工事に係る 一部開示
装工事に係る金額入り設計書及び経費計算書 実施設計書
等

その
他

1

県土整備 峡東建設事務所

485 R1.12.16

峡南建設事-道路整備課18-0038道路改良工
事（一部債務）の契約より現在までの文書一切

取下げ

1 県土整備 道路整備課

486 R1.12.16

峡南建設事18-0250道路改良工事（明許）の契
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

487 R1.12.16 R1.12.27 ・営繕課営繕課-19-0051富士北麓公園野球場 ・営繕課営繕課-19-0051富士北麓公園野球場改修工事他 一部開示
改修工事他22件に係る金入り設計書
22件に係る実施設計書

1

県土整備 営繕課

488 R1.12.16 R1.12.20 ・峡南建設事峡南建設事-19-0201主要地方道 ・峡南建設事峡南建設事-19-0201主要地方道富士川南ア 一部開示
富士川南アルプス線外道路照明灯LED化更新 ルプス線外道路照明灯LED化更新工事他7件における実施
工事他7件における金入り設計書
設計書

1

県土整備 峡南建設事務所

489 R1.12.16 R1.12.26 ・峡東建設事峡東建設事-19-0078細田沢砂防 ・峡東建設事峡東建設事-19-0078細田沢砂防工事(明許)
工事(明許)他12件に係る金入り設計書
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

490 R1.12.16 R1.12.26 ・中北建設事中北建設事-19-0319（一）中下条 ・中北建設事中北建設事-19-0319（一）中下条甲府線金竹 一部開示
甲府線金竹歩道橋外補修工事（明許）他8件に 歩道橋外補修工事（明許）他8件に係る実施設計書
係る金入り設計書

1

県土整備 中北建設事務所

491 R1.12.16 R1.12.23 ・中北建設事中北建設事-19-0342（主）韮崎増 ・中北建設事中北建設事-19-0342（主）韮崎増富線舗装工 一部開示
富線舗装工事他3件に係る金入り設計書
事他3件に係る実施設計書

1

県土整備 中北建設事務所峡北
支所
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備考

令和元年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
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

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

担当部局

担当課等

492 R1.12.16 R1.12.19 ・富東建設事富東建設事-19-0258主要地方道 ・富東建設事富東建設事-19-0258主要地方道上野原あき 一部開示
上野原あきる野線災害防除工事（明許）に係る る野線災害防除工事（明許）に係る実施設計書
金入り設計書

1

県土整備 富士・東部建設事務
所

493 R1.12.16 R1.12.25 ・富東建設事富東建設事-19-0255宮川河川工 ・富東建設事富東建設事-19-0255宮川河川工事（明許）他 一部開示
事（明許）他4件に係る金入り設計書
4件に係る実施設計書

1

県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

494 R1.12.16 R1.12.23 ・流域下水道流域下水道-19-0018富士北麓流
域下水道富士北麓1号幹線河口湖第一中継ポ
ンプ場除塵機設備更新機械工事（明許）他4件
に係る金入り設計書
495 R1.12.16 R1.12.20 ・都市計画課流域下水道都市計画課-19-0008
桂川清流センター管理棟外電気設備更新工事
（一部債務）に係る金入り設計書

1

県土整備 流域下水道事務所

・流域下水道流域下水道-19-0018富士北麓流域下水道富 一部開示
士北麓1号幹線河口湖第一中継ポンプ場除塵機設備更新
機械工事（明許）他4件に係る実施設計書

県土整備 都市計画課
下水道室

・都市計画課流域下水道都市計画課-19-0008桂川清流セ 全部開示
ンター管理棟外電気設備更新工事（一部債務）に係る実施
設計書

496 R1.12.16 R1.12.19 ・広瀬琴川ダ広瀬琴川ダ-19-0027広瀬ダム非 ・広瀬琴川ダ広瀬琴川ダ-19-0027広瀬ダム非常用予備発
常用予備発電機改良工事（明許）に係る金入り 電機改良工事（明許）に係る実施設計書
設計書

一部開示

1

県土整備 広瀬・琴川ダム管理事
務所

497 R1.12.16 R1.12.20 ・道路整備課峡東建設事道路整備課-19-0029 ・道路整備課峡東建設事道路整備課-19-0029国道411号
国道411号道路改良工事の2（一部債務）他2件 道路改良工事の2（一部債務）他2件に係る実施設計書
に係る金入り設計書

一部開示

1

県土整備 道路整備課

498 R1.12.16 R1.12.23 ・新環状建設新環状建設-19-0047(主）韮崎南 ・新環状建設新環状建設-19-0047(主）韮崎南アルプス中
アルプス中央線外道路付属物施設補修工事他 央線外道路付属物施設補修工事他1件に係る実施設計書
1件に係る金入り設計書

全部開示

県土整備 新環状道路建設事務
所

499 R1.12.16 R1.12.24 ・大門塩川管大門塩川管-19-0019大門ダム予 ・大門塩川管大門塩川管-19-0019大門ダム予備電源設備 全部開示
備電源設備及び受変電設備点検補修工事に係 及び受変電設備点検補修工事に係る実施設計書
る金入り設計書

県土整備 大門・塩川ダム管理事
務所

500 R1.12.16 R1.12.26 ・中部推進中部推進-19-0008県道富士川身延 ・中部推進中部推進-19-0008県道富士川身延線身延山IC 全部開示
線身延山IC和田28工区道路改良工事（明許）に 和田28工区道路改良工事（明許）に係る実施設計書
係る金入り設計書

県土整備 中部横断自動車道推
進事務所

501 R1.12.16 R1.12.26 ・中北農務事中北農務事-19-0099豊富南部地 ・中北農務事中北農務事-19-0099豊富南部地区排水路3
区排水路3号工事他2件に係る金入り設計書
号工事他2件に係る実施設計書

一部開示

1

1

農政

中北農務事務所

502 R1.12.16 R1.12.20 ・峡南農務事峡南農務事-19-0076鰍沢地区鳥 ・峡南農務事峡南農務事-19-0076鰍沢地区鳥屋第2工区
屋第2工区鳥獣害防止柵設置工事他1件に係る 鳥獣害防止柵設置工事他1件に係る実施設計書
金入り設計書

一部開示

1

1

農政

峡南農務事務所

503 R1.12.16 R1.12.23 ・富東林環事富東林環事-19-0208s桑久保小
規模治山災害復旧工事に係る金入り設計書

・富東林環事富東林環事-19-0208s桑久保小規模治山災
害復旧工事に係る実施設計書

一部開示

1

森林環境 富士・東部林務環境
事務所

504 R1.12.16 R1.12.23 ・峡東林環事峡東林環事-19-0095唐沢支流治 ・峡東林環事峡東林環事-19-0095唐沢支流治山工事（明
山工事（明許）他1件に係る金入り設計書
許）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
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備考

令和元年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
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

505 R1.12.16 R1.12.26 ・峡南林環事峡南林環事-19-0038南沢川治山 ・峡南林環事峡南林環事-19-0038南沢川治山工事（明許） 一部開示
工事（明許）他2件に係る金入り設計書
他2件に係る実施設計書

８条
２号

８条
５号

８条
６号

その
他

担当部局

担当課等

森林環境 峡南林務環境事務所

1

福祉保健 障害福祉課

一級建築士事務所及び二級建築士事務所の事務所名称、 全部開示
建物所在地（郵便番号、住所）が記載されたリスト（令和元
年12月18日時点）

県土整備 建築住宅課

〇〇〇〇に関する、教員人事評価の不服申し
立てに対する審査会の議事録。

取下げ

509 R1.12.12 R2.1.10

身延町遅沢地先におけるJR東海リニア残土利 山梨県土砂の埋立て等の規制に関する条例第6条の規定
用に伴う「土砂の埋立て等の規制に関する条
に基づく許可について他
例」許可に伴う一切の資料

一部開示

1

1

510 R1.12.12 R2.1.10

身延町遅沢地先におけるJR東海リニア残土利 森林法第10条の2第1項の規定に基づき許可を受けた林地 一部開示
用に伴う森林法林地開発許可に伴う一切の資 開発行為の着手届について他
料

1

1

511 R1.12.19 R1.12.26 下記の路線の完成後の道路形状および周辺道
路との接続が把握できる平面図・高畑谷村停車
場線(宝バイパス)/都留市下谷/2019年度末頃
供用予定/金井トンネル、延長約640m
512 R1.12.19 R1.12.27 峡南建設事-19-0245冠急傾斜地崩壊対策工
事（明許）に係る金入設計書

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 全部開示
が把握できる平面図・高畑谷村停車場線(宝バイパス)/都留
市下谷/2019年度末頃供用予定/金井トンネル、延長約
640m
峡南建設事-19-0245冠急傾斜地崩壊対策工事（明許）に係 一部開示
る実施設計書

513 R1.12.20 R1.12.25 1生活保護審査請求裁決結果についての情報
提供別紙様式にて、平成29年度と同30年度に
出された、生活保護・裁決の結果他

裁決書（平成30年6月1日付け福保総第1179号）裁決書（平 一部開示
成30年8月8日付け福保総第1794号）

514 R1.12.23 R2.1.6

文部科学省が実施する「公立小中学校の空調（冷房）設備 不存在に
設置状況」の各市区町村の状況。各年の各市区町村の、普 よる不開
通教室・特別教室の保有室数、設置室数。
示

516 R1.12.23

８条
４号

1

508 R1.12.18

文部科学省が実施する「公立小中学校の空調
（冷房）設備設置状況」の各市区町村の状況各
年の各市区町村の、普通教室・特別教室の保
有室数、設置室数。
515 R1.12.23 R1.12.26 道路整備課-19-0037国道140号(新山梨環状道
路東部区間1期)道路改良工事その1（一部債
務）に係る金額入り設計書

８条
３号

全部開示

506 R1.12.17 R1.12.25 別紙に掲げる介護給付費算定に係る体制等状 別紙に掲げる介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
況一覧表
507 R1.12.18 R1.12.25 1，2級建築士の事務所住所

８条
１号

道路整備課-19-0037国道140号(新山梨環状道路東部区間 一部開示
1期)道路改良工事その1（一部債務）に係る一子設計書

指定障害福祉サービス事業所すべての過去の
行政処分事例すべての通知（勧告・命令・取り
消し・その他すべて含む）

取下げ

517 R1.12.23 R1.12.27 道路管理課-19-0029国道140号鶏冠山大橋耐 道路管理課-19-0029国道140号鶏冠山大橋耐震補強工事 全部開示
震補強工事(一部債務)に係る実施設計書(金入 (一部債務)に係る実施設計書
り設計書)
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1

(公大）県立大

山梨県立大学

森林環境 峡南林務環境事務所

1

森林環境 峡南林務環境事務所

県土整備 道路整備課

1

県土整備 峡南建設事務所

福祉保健 福祉保健総務課

1

1 教委

1

学校施設課

県土整備 道路整備課

1 福祉保健 障害福祉課

県土整備 道路管理課

備考

令和元年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
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

518 R1.12.26 R2.1.6

・峡南建設事-19-0215一般県道甲斐岩間停車 ・峡南建設事-19-0215一般県道甲斐岩間停車場西島線災 一部開示
場西島線災害防除工事（明許）他4件に係る設 害防除工事（明許）他4件に係る実施設計書
計書

519 R1.12.26 R2.1.7

峡南農務事耕地課-19-0004富士川西部地区
富士川大橋その6耐震補強工事（明許）に係る
金入設計書

峡南農務事耕地課-19-0004富士川西部地区富士川大橋そ 一部開示
の6耐震補強工事（明許）に係る実施設計書

520 R1.12.26 R2.1.7

峡南農務事-19-0029富士川西部地区富士川 峡南農務事-19-0029富士川西部地区富士川大橋その7耐 一部開示
大橋その7耐震補強工事（明許）他2件に係る金 震補強工事（明許）他2件に係る実施設計書
入設計書

521 R1.12.26 R2.1.8

富東建設事-19-0195主要地方道四日市場上 富東建設事-19-0195主要地方道四日市場上野原線矢崎
野原線矢崎橋耐震補強工事に係る金入設計書 橋耐震補強工事に係る実施設計書

522 R1.12.26 R2.1.9

山梨県内の県税事務所において令和元年12月 法人設立届一覧（平成28年10月～令和元年11月受理分） 一部開示
26日現在までに事業所設立の届出を受理した
企業についての下記項目①屋号商号②住所③
電話番号④設立⑤資本金⑥代表者氏名
道路管理課-19-0026主要地方道南アルプス公 道路管理課-19-0026主要地方道南アルプス公園線（粟倉） 一部開示
園線（粟倉）災害防除工事（明許）（余フ）に係る 災害防除工事（明許）（余フ）に係る実施設計書
金入り設計書

523 R1.12.26 R2.1.9
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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

担当部局

担当課等

1

県土整備 峡南建設事務所

1

1

農政

耕地課

1

1

農政

峡南農務事務所

県土整備 富士・東部建設事務
所

全部開示

1

1 総務

1

総合県税事務所

県土整備 道路管理課

備考

