
令和2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

1 R2.4.1 R2.4.2 山梨県県土整備部実施設計単価表令和2年4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4月） 一部開示 1 1 県土整備 技術管理課

2 R2.4.1 R2.4.6 工事名【（主）甲斐早川線道路改良工事（一部
債務）】の実施設計書（金入設計書）と見積参考
資料

道路整備課-19-0048（主）甲斐早川線道路改良工事（一部
債務）実施設計書（金入り）、見積参考資料

一部開示 1 県土整備 道路整備課

3 R2.4.1 R2.4.10 工事名【鎌田川6工区河川工事（明許）】の実施
設計書（金入設計書）と見積参考資料

中北建設事-19-0513鎌田川6工区河川工事（明許）の実施
設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

4 R2.4.1 - 甲府市○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○による風俗営業法によ
る下記許可証の取得内容と申請者の氏名1.風
俗営業許可2.深夜酒類提供飲食店営業許可

取下げ 1 警察本部 警察本部

5 R2.4.2 R2.4.10 令和2年2月1日から令和2年3月31日で新規開
設の届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
の分かるもの但し、廃業施設を除く

中北保健所管内に係る下記電磁的記録のうち施術所名
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2年2月1
日から令和2年3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

6 R2.4.2 R2.4.15 令和2年2月1日から令和2年3月31日で新規開
設の届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
の分かるもの但し、廃業施設を除く

峡東保健所管内に係る下記電磁的記録のうち施術所名
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2年2月1
日から令和2年3月31日までのもので、廃業施設を除く

全部開示 福祉保健 峡東保健福祉事務所

7 R2.4.2 R2.4.14 令和2年2月1日から令和2年3月31日で新規開
設の届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
の分かるもの但し、廃業施設を除く

峡南保健所管内に係る下記電磁的記録のうち施術所名
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2年2月1
日から令和2年3月31日までのもので、廃業施設を除く

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

8 R2.4.2 R2.4.9 令和2年2月1日から令和2年3月31日で新規開
設の届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
の分かるもの但し、廃業施設を除く

富士・東部保健所管内に係る下記電磁的記録のうち施術所
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2年2月
1日から令和2年3月31日までのもので、廃業施設を除く

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

9 R2.4.2 R2.4.6 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（電磁的記録）のうち、産業廃棄物処理単
価が掲載された部分

一部開示 1 県土整備 技術管理課

10 R2.4.2 R2.4.9 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3月31日現在） 全部開示 県土整備 建設業対策室

11 R2.4.3 R2.4.9 添付した「開示請求リスト」の告示区間に関する
平面図及び位置図（平面図縮尺:1/500～
1/2000程度）

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）

全部開示 県土整備 道路管理課

12 R2.4.3 R2.4.10 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2年3月6日から令和2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｣

中北保健所管内における病院廃止届け等。ただし、令和2
年3月6日から令和2年4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

13 R2.4.3 R2.4.15 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2年3月6日から令和2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｣

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3月6日から令和2年4月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

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
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８条
１号

８条
２号
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３号

８条
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５号
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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

14 R2.4.3 R2.4.14 甲府市を除く県内全域の病院、診療所（歯科を
含む）の廃止情報令和2年3月6日から令和2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｣

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3月6日から令和2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 R2.4.3 R2.4.13 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3月6日から令和2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｣

富士・東部保健所管内（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3月6日から令和2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 R2.4.3 R2.4.13 県内全域の飼育動物診療施設の情報情報範囲
【開設年月日、名称、所在地、開設者住所（法人
の場合）、開設者氏名】

山梨県内の飼育動物診療施設の施設名、住所、開設者名、
開設者住所（法人のみ）、開設者年月日

全部開示 農政 畜産課

17 R2.4.3 R2.4.14 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3月6日から令和2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｣

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3月6日から令和2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｣

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

18 R2.4.6 R2.5.7 山梨県が管理する本栖発電所について、平成
10年から平成30年までの取水量に関するデー
タ

平成26年度から平成30年度の本栖湖水位月報 一部開示 1 県土整備 治水課

19 R2.4.6 R2.4.9 添付した「開示請求リスト」の告示区間に関する
平面図及び位置図（平面図縮尺:1/500～
1/2000程度）

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）

全部開示 県土整備 道路管理課

20 R2.4.7 R2.4.13 営繕課19-0033八ヶ岳牧場新哺育育成牛舎建
設工事（明許）（余指）に係る金入設計書

営繕課19-0033八ヶ岳牧場新哺育育成牛舎建設工事（明
許）（余指）に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

21 R2.4.7 R2.4.21 中北建設事19-0566釜無川その4伐木浚渫業務
委託（明許）他1件に係る工事の金入設計書

中北建設事19-0566釜無川その4伐木浚渫業務委託（明許）
他1件に係る工事の実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

22 R2.4.7 R2.4.15 中北建設事-19-0580濁川伐木浚渫(その3)業
務委託(明許)に係る実施設計書（金入設計書）
と見積参考資料

中北建設事-19-0580濁川伐木浚渫(その3)業務委託(明許)
に係る実施設計書（金入設計書）と見積参考資料

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

23 R2.4.7 R2.4.15 新環状建設-20-0004国道140号緊急業務委託
に係る実施設計書（金入設計書）と見積参考資
料

新環状建設-20-0004国道140号緊急業務委託に係る実施
設計書

全部開示 県土整備 新環状道路建設事務
所

24 R2.4.7 R2.4.15 中北建設事-20-0002(主)甲府昇仙峡線外道路
維持管理業務委託(1ブロック)に係る実施設計
書（金入設計書）と見積参考資料

中北建設事-20-0002(主)甲府昇仙峡線外道路維持管理業
務委託(1ブロック)に係る実施設計書（金入設計書）と見積参
考資料

全部開示 県土整備 中北建設事務所

25 R2.4.7 R2.4.27 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

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

一部開示 1 1 1 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

26 R2.4.8 R2.4.13 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）

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）

全部開示 県土整備 道路管理課
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令和2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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２号
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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

27 R2.4.13 R2.4.27 国道140号の室伏トンネル・牧丘トンネルのトン
ネル台帳(全て)川浦第一洞門のトンネル台帳山
梨市三富川浦の細入川橋の橋梁台帳

国道140号の室伏トンネル・牧丘トンネルのトンネル台帳(全
て)川浦第一洞門のトンネル台帳山梨市三富川浦の細入川
橋の橋梁台帳

一部開示 1 県土整備 峡東建設事務所

28 R2.4.13 R2.4.27 県道6号線の愛宕トンネルのトンネル台帳 県道6号線の愛宕トンネルのトンネル台帳 一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

29 R2.4.14 R2.4.27 飲食店、美容所、理容所、クリーニング台帳のう
ち、令和2年4月13日までに開設検査確認済み
となった富士吉田市、都留市他の施設に関する
1営業所名2営業所所在地3営業者名他

飲食店、美容所、理容所、クリーニング台帳のうち、令和2年
4月13日までに開設検査確認済みとなった富士吉田市、都
留市他の施設に関する1営業所名2営業所所在地3営業者
名他

一部開示 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

30 R2.4.14 R2.4.30 ○○○○○○○○発電所改修工事について、
同社側から示された「固定価格買取制度（ＦＩＴ）
を活用した○○○発電所改修工事説明資料」、
及び同時に示された資料一式他

○○○○○○○○発電所改修工事について、同社側から
示された「固定価格買取制度（ＦＩＴ）を活用した○○○発電
所改修工事説明資料」、及び同時に示された資料一式他

不存在に
よる不開
示

1 県土整備 治水課

31 R2.4.15 R2.4.30 山梨県職員採用試験（教養・社会福祉Ⅱ）の平
成27年度実施分から令和元年度実施分までの
5カ年間における1次試験及び2次試験の問題
（1次試験は正答を含む）

山梨県職員採用試験（教養・社会福祉Ⅱ）の平成27年度実
施分から令和元年度実施分までの5カ年間における1次試
験及び2次試験の問題（1次試験は正答を含む）

一部開示 1 人事委 人事委員会事務局

32 R2.4.15 R2.4.27 第51回山梨県環境保全審議会に提出された韮
崎市環境課からの意見書及び第57回同審議会
に提出された韮崎市市民生活課からの意見書

平成29年12月19日付け韮環第221号の2「動力の装置許可
申請に係る意見書」令和元年12月26日付け韮市第626号の
2「動力の装置許可申請に係る意見書

全部開示 森林環境 大気水質保全課

33 R2.4.15 R2.4.28 平成8年以降で5年に一度行われている温泉資
源調査の私どもが所有する源泉の5年ごとの資
源調査結果

温泉資源調査結果 一部開示 1 森林環境 大気水質保全課

34 R2.4.16 R2.5.13 営繕課発注工事の解体工事で使用する「令和2
年解体工事設計単価表」

営繕課発注工事の解体工事で使用する「令和2年解体工事
設計単価表」

一部開示 1 県土整備 営繕課

35 R2.4.16 R2.4.24 峡東林環事-19-0189室床川上流治山工事(全
部債務)他3件に係る金入設計書

峡東林環事-19-0189室床川上流治山工事(全部債務)他3
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

36 R2.4.16 R2.5.1 飲食店,美容所,理容所,クリーニング店台帳の
内、令和2年4月15日までに開設検査確認済み
となった甲州市,山梨市,笛吹市,甲府市他の施設
1営業所名2営業所所在地3営業者名他

飲食店,美容所,理容所,クリーニング店台帳の内、令和2年4
月15日までに開設検査確認済みとなった甲州市,山梨市,笛
吹市,甲府市他の施設1営業所名2営業所所在地3営業者名
他

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

37 R2.4.16 R2.4.22 道路整備課-19-0052主要地方道富士川身延
線道路改良工事に係る金入り設計書

道路整備課-19-0052主要地方道富士川身延線道路改良
工事に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

38 R2.4.16 R2.4.21 富東建設事-19-0450国道139号災害復旧工事
（R1災86号）（明許）に係る金入り設計書

富東建設事-19-0450国道139号災害復旧工事（R1災86号）
（明許）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

39 R2.4.20 - 山梨県職員採用試験（教養・社会福祉Ⅱ）の平
成27年度実施分から令和元年度実施分までの
5カ年間における1次試験及び2次試験の問題
（1次試験は正答を含む）

取下げ 1 人事委 人事委員会事務局
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令和2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

40 R2.4.20 R2.4.20 県土整備部砂防課保有の富士山麓の青木ヶ原
珠海付近の赤色立体図

富士山赤色立体図（H13青木ヶ原） 全部開示 県土整備 砂防課

41 R2.4.20 R2.4.30 富東林環事-19-0210葛野治山工事（明許）他1
件に係る金入り設計書

富東林環事-19-0210葛野治山工事（明許）他1件に係る実
施設計書

一部開示 1 1 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

42 R2.4.20 R2.4.24 富東建設事-19-0447主要地方道上野原丹波
山線災害防除工事（明許）の金入り設計書

富東建設事-19-0447主要地方道上野原丹波山線災害防
除工事（明許）の実施設計書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

43 R2.4.21 R2.4.23 中北建設事-19-0502（主）甲府昇仙峡線道路
設計業務委託（明許）の当初金入り設計書・明
細書

中北建設事-19-0502（主）甲府昇仙峡線道路設計業務委
託（明許）の実施設計書

全部開示 県土整備 中北建設事務所

44 R2.4.21 R2.4.23 中北建設事-19-0484(都)高畑町昇仙峡線用地
調査業務委託（明許）の当初金入り設計書・明
細書

中北建設事-19-0484(都)高畑町昇仙峡線用地調査業務委
託（明許）の実施設計書

全部開示 県土整備 中北建設事務所

45 R2.4.21 R2.4.27 峡東建設事-19-0272一般県道大菩薩初鹿野
線地質調査業務委託（明許）の当初金入り設計
書・明細書

峡東建設事-19-0272一般県道大菩薩初鹿野線地質調査
業務委託（明許）に係る実施設計書

全部開示 県土整備 峡東建設事務所

46 R2.4.21 R2.4.28 峡南建設事-19-0187延川外測量業務委託に係
る当初金入り設計書・明細書

峡南建設事-19-0187延川外測量業務委託に係る実施設計
書

全部開示 県土整備 峡南建設事務所身延
支所

47 R2.4.21 R2.4.30 令和2年1月1日から令和2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（令和2年1月～令和2年3月受理分） 一部開示 1 1 総務 総合県税事務所

48 R2.4.27 R2.5.11 富東建設事-19-0338主要地方道大月上野原
線災害防除工事（明許）に係る金入設計書

富東建設事-19-0338主要地方道大月上野原線災害防除
工事（明許）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

49 R2.5.7 R2.6.8 ○○○の○○川で○○○○年○月以降に明ら
かになった砂利採石汚泥や生スラッジ汚泥の不
法投棄について、県が業者に対して聴取した内
容全て他

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第18条第1項に基づく
報告について廃棄物の処理及び清掃に関する法律の遵守
について（勧告）廃棄物の処理及び清掃に関する法律第18
条第1項に基づく報告について他

一部開示 1 1 森林環境 環境整備課

50 R2.5.7 R2.5.11 県土整備部砂防課保有の富士山北西部の赤色
立体地図。青木ヶ原樹海と富士山頂部を含む
範囲。

富士山赤色立体図（青木ヶ原、富士山頂部）に係るtifファイ
ル及びtfwファイル

全部開示 県土整備 砂防課

51 R2.5.7 R2.5.20 大気汚染防止法における、下記条件に該当す
る揮発性有機化合物排出施設設置届出書ある
いは最新の変更届書の写し最新年度の届出の
み

大気汚染防止法に基づく揮発性有機化合物排出施設の一
覧表

一部開示 1 森林環境 大気水質保全課

52 R2.5.7 R2.5.13 中北保健所管内に係る令和2年4月6日から5月
5日までに受理した病院・診療所(歯科含む)の廃
止情報【廃止日・届出受理日・名称・所在地・開
設者住所(法人の場合)、開設者氏名】

中北保健所管内における病院廃止届け等。ただし、令和2
年4月6日から令和2年5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
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53 R2.5.7 R2.5.21 峡東保健所管内に係る令和2年4月6日から5月
5日までに受理した病院・診療所(歯科含む)の廃
止情報【廃止日・届出受理日・名称・所在地・開
設者住所(法人の場合)、開設者氏名】

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4月6日から令和2年5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

54 R2.5.7 R2.5.12 峡南保健所管内に係る令和2年4月6日から5月
5日までに受理した病院・診療所(歯科含む)の廃
止情報【廃止日・届出受理日・名称・所在地・開
設者住所(法人の場合)、開設者氏名】

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4月6日から令和2年5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

55 R2.5.7 R2.5.14 富士東部保健所管内に係る令和2年4月6日か
ら5月5日までに受理した病院・診療所(歯科含
む)の廃止情報【廃止日・届出受理日・名称・所
在地・開設者住所(法人の場合)、開設者氏名】

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4月6日から令和2年5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

56 R2.5.7 R2.5.15 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4月6日から令和2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」

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4月6日から令和2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｣

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 衛生薬務課

57 R2.5.8 R2.5.20 大規模小売店舗立地法の届出に係る縦覧書類
のうち2020/2/28新設届出○○○○店舗の届
出書「基本届出事項について記載された概要部
分」

大規模小売店舗立地法の届出に係る縦覧書類のうち
2020/2/28新設届出○○○○店舗の届出書「基本届出事
項について記載された概要部分」

全部開示 産業労働 産業政策課

58 R2.5.8 - 1）特定動物のうち「ねこ科」の動物それぞれの
増減届けなど、増減及び増減の理由がわかる
書類（平成26年度分から令和2年度5月分まで）
他

取下げ 1 福祉保健 衛生薬務課

59 R2.5.8 R2.5.21 県土整備部実施設計単価表令和2年5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5月） 一部開示 1 1 県土整備 技術管理課

60 R2.5.8 R2.5.20 治水課19-0026早川河川災害復旧工事(R1災第
57号)(明許)の金入り設計書

治水課19-0026早川河川災害復旧工事(R1災第57号)(明許)
の実施設計書

一部開示 1 県土整備 治水課

61 R2.5.8 R2.5.25 砂防課19-0009七里岩急傾斜地崩壊対策工事
(一部債務)(余フ)に係る金入り設計書

砂防課19-0009七里岩急傾斜地崩壊対策工事(一部債
務)(余フ)に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 砂防課

62 R2.5.8 R2.5.14 広瀬琴川ダ19-0032広瀬ダムITVカメラ設備改
良工事(全部債務)の金入り設計書

広瀬琴川ダ19-0032広瀬ダムITVカメラ設備改良工事(全部
債務)の実施設計書

全部開示 県土整備 広瀬琴川ダム管理事
務所

63 R2.5.8 R2.5.14 道路管理課19-0041一般県道四尾連湖公園線
災害防除工事(明許)他1件に係る金入り設計書

道路管理課19-0041一般県道四尾連湖公園線災害防除工
事(明許)他1件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路管理課

64 R2.5.8 R2.5.18 道路整備課19-0048(主)甲斐早川線道路改良
工事(一部債務)他5件に係る金入り設計書

道路整備課19-0048(主)甲斐早川線道路改良工事(一部債
務)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

65 R2.5.8 R2.5.21 大門塩川ダ19-0030塩川ダム空調設備改修工
事(明許)他1件に係る金入り設計書

大門塩川ダ19-0030塩川ダム空調設備改修工事(明許)他1
件に係る実施設計書

全部開示 県土整備 大門塩川ダム管理事
務所
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66 R2.5.8 R2.5.12 新環状建設19-0071国道140号(新山梨環状道
路東部区間1期)標識工事(一部債務)他4件に係
る金入り設計書

新環状建設19-0071国道140号(新山梨環状道路東部区間1
期)標識工事(一部債務)他4件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 新環状道路建設事務
所

67 R2.5.8 R2.5.21 中北建設事19-0525国道358号右左口トンネル
照明設置工事(明許)他21件に係る金入り設計
書

中北建設事19-0525国道358号右左口トンネル照明設置工
事(明許)他21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

68 R2.5.8 R2.5.25 中北建設事19-0599上神取急傾斜地崩壊対策
工事(明許)他14件に係る金入り設計書

中北建設事19-0599上神取急傾斜地崩壊対策工事(明許)
他14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

69 R2.5.8 R2.5.18 峡東建設事19-0291若林急傾斜地崩壊防止工
事他9件に係る金入り設計書

峡東建設事19-0291若林急傾斜地崩壊防止工事他9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

70 R2.5.8 R2.5.18 峡南建設事19-0371芦川河川工事(5工区)(全部
債務)他14件に係る金入り設計書

峡南建設事19-0371芦川河川工事(5工区)(全部債務)他14
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

71 R2.5.8 R2.5.19 富東建設事19-0409国道139号新髙橋外1橋耐
震補強・補修工事(明許)他14件に係る金入り設
計書

富東建設事19-0409国道139号新髙橋外1橋耐震補強・補
修工事(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

72 R2.5.8 R2.5.20 富東建設事19-0475大石急傾斜地崩壊対策工
事(明許)他17件に係る金入り設計書

富東建設事19-0475大石急傾斜地崩壊対策工事(明許)他
17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

73 R2.5.8 R2.5.20 峡東林環事19-0206林道嵯峨塩深沢線災害復
旧工事(明許)他7件に係る金入り設計書

峡東林環事19-0206林道嵯峨塩深沢線災害復旧工事(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

74 R2.5.8 R2.5.19 峡南林環事19-0187御殿山治山工事(明許)他7
件に係る金入り設計書

峡南林環事19-0187御殿山治山工事(明許)他7件に係る実
施設計書

一部開示 1 森林環境 峡南林務環境事務所

75 R2.5.8 R2.5.21 富東林環事19-0239水神堀内治山工事(明許)
他11件に係る金入り設計書

富東林環事19-0239水神堀内治山工事(明許)他11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

76 R2.5.8 R2.5.19 中北林環事19-0281林道荒川線改良工事(明
許)他7件に係る金入り設計書

中北林環事19-0281林道荒川線改良工事(明許)他7件に係
る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 中北林務環境事務所

77 R2.5.8 R2.5.18 峡南農務事19-0095南部地区南部工区排水路
工事(明許)他4件に係る金入り設計書

峡南農務事19-0095南部地区南部工区排水路工事(明許)
他4件に係る実施設計書

一部開示 1 農政 峡南農務事務所

78 R2.5.8 R2.5.20 峡東農務事19-0117一宮南部地区農道11号・
17号舗装工事(明許)他3件に係る金入り設計書

峡東農務事19-0117一宮南部地区農道11号・17号舗装工
事(明許)他3件に係る実施設計書

一部開示 1 農政 峡東農務事務所
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79 R2.5.8 R2.5.15 中北農務事19-0157天王原地区安全施設工事
(明許)他4件に係る金入り設計書

中北農務事19-0157天王原地区安全施設工事(明許)他4件
に係る実施設計書

一部開示 1 農政 中北農務事務所

80 R2.5.8 R2.5.22 富東農務事19-0068小菅地区農道3号及び用
水路1号工事(明許)他1件に係る金入り設計書

富東農務事19-0068小菅地区農道3号及び用水路1号工事
(明許)他1件に係る実施設計書

一部開示 1 農政 富士東部農務事務所

81 R2.5.8 R2.6.5 営繕課19-0201甲府昭和高校他エアコン設置工
事(明許)他5件に係る金入り設計書

営繕課19-0201甲府昭和高校他エアコン設置工事(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

82 R2.5.11 R2.5.12 建設業許可証業者名簿一覧 建設業許可名簿一覧（令和2年4月30日現在） 全部開示 県土整備 建設業対策室

83 R2.5.11 R2.5.14 中北林環事20-0046林道南アルプス線(西三之
沢隧道先工区)災害復旧工事の金入り設計書

中北林環事20-0046林道南アルプス線(西三之沢隧道先工
区)災害復旧工事の実施設計書

一部開示 1 森林環境 中北林務環境事務所

84 R2.5.11 R2.6.5 営繕課19-0215小瀬スポーツ公園武道館武道
場照明設備改修工事(明許)他1件に係る金入り
設計書

営繕課19-0215小瀬スポーツ公園武道館武道場照明設備
改修工事(明許)他1件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

85 R2.5.11 R2.5.22 平成31年5月から令和2年4月までの各文書宝
鉱山坑廃水処理実績表原水分析表放流水水質
分析表抗廃水処理作業日誌

平成31年5月から令和2年4月までの各文書宝鉱山坑廃水
処理実績表原水分析表放流水水質分析表抗廃水処理作業
日誌

全部開示 産業労働 産業政策課

86 R2.5.11 R2.5.15 韮崎市○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○に係る食品営業者台帳のうち氏
名及び申請者所在地

営業施設の許可一覧（飲食店営業） 一部開示 1 福祉保健 中北保健福祉事務所

87 R2.5.1 R2.5.12 R元年度下山地区再生活用事業計画書変更届
（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（変更）に
ついて（提出）他

一部開示 1 森林環境 峡南林務環境事務所

88 R2.5.12 R2.6.9 中北林環事18-0248沢上沢(2工区)治山工事(明
許)工事の契約から現在までの文書一切

中北林環事18-0248沢上沢(2工区)治山工事(明許)工事の
契約から現在までの文書一切

一部開示 1 1 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

89 R2.5.12 R2.6.9 中北建設事19-0467尾白川河川災害復旧工事
(R1災第18号)(明許)工事の契約から現在までの
文書一切

中北建設事19-0467尾白川河川災害復旧工事(R1災第18
号)(明許)工事の契約から現在までの文書一切

一部開示 1 1 1 森林環境 中北林務環境事務所

90 R2.5.12 R2.5.26 ○○○○○○○が設置された当時、同社から
提出された各種申請書（設置の目的などを含
む）とそれに対する許可条件などが記された文
書

○○○○○○○が設置された当時、同社から提出された各
種申請書（設置の目的などを含む）とそれに対する許可条
件などが記された文書

不存在に
よる不開
示

1 県土整備 治水課

91 R2.5.13 R2.5.15 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から
1/2000程度)

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から1/2000程度)

全部開示 県土整備 道路管理課
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92 R2.5.13 R2.5.19 液化石油ガス保安の確保及び取引の適正化に
関する法律第23条に基づく液化石油ガス販売
事業廃止届出書販売店名、住所、廃業時期
2019.11.21から2020.5.11まで

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

93 R2.5.13 R2.5.25 2020年4月末時点の薬局・店舗販売業・配置薬
別の届出店舗・事業所の店舗名・住所・電話番
号・開設者一覧リスト

令和2年4月末時点の薬局・店舗販売業・配置薬販売業者
の施設名・住所・電話番号・開設者名

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

94 R2.5.14 R2.5.18 国道411号上萩原Ⅲ期バイパス/令和2年5月15
日供用開始の完成後の道路形状及び接続形状
が確認できる平面図

国道411号上萩原Ⅲ期バイパス/令和2年5月15日供用開始
の完成後の道路形状及び接続形状が確認できる平面図

全部開示 県土整備 道路管理課

95 R2.5.14 R2.5.22 2017年度、2018年度、2019年度における、公立
学校教職員に対する懲戒処分（未公表のものも
含む）の件数や内容が分かる文書

山梨県教育委員会の処分一覧（2017年度、2018年度） 全部開示 教委 教育庁総務課

96 R2.5.15 R2.5.18 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

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

全部開示 県土整備 道路管理課

97 R2.5.18 R2.6.1 ○○川における○○○○○○の汚泥大量不法
投棄事件に絡み、汚泥に投入していたとみられ
る凝集剤に関し、その販売の有無や種類などに
ついて問い合わせたやりとりが記された文書

○○川における○○○○○○の汚泥大量不法投棄事件に
絡み、同社が汚泥に投入していたとみられる凝集剤に関し、
その販売の有無や種類などについて問い合わせたやりとり
が記された文書全て

不存在に
よる不開
示

1 森林環境 峡南林務環境事務所

98 R2.5.18 R2.5.20 現時点で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1薬局の名称2薬局開設者
3薬局の管理者4薬局の所在地5電話番号及び
ファクシミリ番号6営業日及び営業時間他

現時点で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1薬局の名称2薬局開設者3薬局の管理者4薬局の
所在地5電話番号及びファクシミリ番号6営業日及び営業時
間他

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

99 R2.5.19 R2.5.27 山梨県公立学校教員採用試験「一般・教職教養
問題」「小学校(専門)問題」「特別支援学校専門
問題」「中学校保健体育問題」(令和2年度から
平成28年度採用分、回答を含む)

山梨県教員選考検査一般教職教養、小学校専門教養、中
学校保健体育専門教養、特別支援学校専門教養の問題、
解答例一式（H28～R2年度採用分）

全部開示 教委 義務教育課

100 R2.5.20 R2.5.29 峡南林環事19-0190入ノ沢治山工事(明許)他2
件に係る金入り設計書

峡南林環事19-0190入ノ沢治山工事(明許)他2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

101 R2.5.20 R2.6.4 営繕課20-0006日川高校他トイレ改修工事他1
件に係る金入り設計書

営繕課20-0006日川高校他トイレ改修工事他1件に係る実
施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

102 R2.5.21 R2.5.25 山梨県所管の全医療法人分の決算書（直近1年
分）

医療法人の決算書（直近1年分） 一部開示 1 福祉保健 医務課

103 R2.5.25 R2.5.28 峡南建設事-19-0312一般県道高瀬福士線道
路改良工事に係る金額入り設計書

峡南建設事-19-0312一般県道高瀬福士線道路改良工事に
係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

104 R2.5.26 R2.6.24 1平成20年以降に国が雇用創出として交付金措
置をし、都道府県が造成した基金事業に関して
国へ提出した計画・変更・実績の一覧データ他

1平成20年以降に国が雇用創出として交付金措置をし、都
道府県が造成した基金事業に関して国へ提出した計画・変
更・実績の一覧データ他

一部開示 1 1 産業労働 労政雇用課
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105 R2.5.26 R2.6.1 峡南建設事-19-0355主要地方道南アルプス公
園線（初鹿島）災害防除工事（明許）金入り設計
書

峡南建設事-19-0355主要地方道南アルプス公園線（初鹿
島）災害防除工事（明許）実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

106 R2.5.26 R2.5.29 富東建設事-19-0425松留の3急傾斜地崩壊対
策工事（明許）金入り設計書

富東建設事-19-0425松留の3急傾斜地崩壊対策工事（明
許）実施設計書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

107 R2.5.27 R2.6.1 中北建設事19-0473(主)甲府昇仙峡線登龍トン
ネル補修工事(明許)他2件に係る金入り設計書

中北建設事19-0473(主)甲府昇仙峡線登龍トンネル補修工
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

108 R2.5.27 R2.5.28 中北建設事19-0481(主)韮崎増富線塩川トンネ
ル外トンネル補修工事(明許)の金入り設計書

中北建設事19-0481(主)韮崎増富線塩川トンネル外トンネ
ル補修工事(明許)の実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

109 R2.5.27 R2.5.29 峡東建設事19-0104一般県道富士河口湖線御
坂隧道補修工事の金入り設計書

峡東建設事19-0104一般県道富士河口湖線御坂隧道補修
工事の実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡東建設事務所

110 R2.5.27 R2.5.28 峡東建設事20-0082(主)韮崎昇仙峡線橋梁下
部工事の金入り設計書

峡東建設事20-0082(主)韮崎昇仙峡線橋梁下部工事の実
施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

111 R2.5.27 R2.6.22 韮崎警察署庁舎建設工事(契約番号:営繕課
19-0019)における設計書(積算内訳)及び図面

韮崎警察署庁舎建設工事(契約番号:営繕課19-0019)にお
ける設計書(積算内訳)及び図面

一部開示 1 県土整備 営繕課

112 R2.5.27 R2.6.22 峡南地域単位制総合制高校建設工事(契約番
号:営繕課18-0176)における設計書(積算内訳)
及び図面

峡南地域単位制総合制高校建設工事(契約番号:営繕課
18-0176)における設計書(積算内訳)及び図面

一部開示 1 県土整備 営繕課

113 R2.5.27 R2.6.3 下記の路線の完成後の道路形状及び周辺道路
との接続形状が確認できる平面図東八中央地
区農免農道(通称・みやさか道)/御坂町から八
代町竹居/令和2年3月6日供用開始

下記の路線の完成後の道路形状及び周辺道路との接続形
状が確認できる平面図東八中央地区農免農道(通称・みや
さか道)/御坂町から八代町竹居/令和2年3月6日供用開始

一部開示 1 農政 峡東農務事務所

114 R2.5.28 R2.6.2 県下におけるすべての化粧品製造業者の一
覧・製造所の名称・郵便番号・製造所の所在
地・電話番号・許可の区分・会社ホームページ

開示請求日時点の山梨県下の化粧品製造業者一覧のう
ち、・製造所名称・郵便番号・製造所所在地・電話番号・許
可の区分・ホームページ

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

115 R2.5.29 R2.6.4 2020年度、高等学校での使用教材（副教材）一
覧

令和2年度使用副読本等 全部開示 教委 高校教育課

116 R2.5.29 R2.6.12 旧高等技術専門校改修工事（甲府市塩部3-1-
4）工事着工H5年12月16日、竣工H6年7月25日
の工事写真帳

旧高等技術専門校改修工事（写真） 一部開示 1 福祉保健 医務課

117 R2.6.1 R2.6.15 山梨県内において、令和2年5月末日時点で、許
可等を受けている理容所、美容所、飲食店、施
術所、旅館業、の施設名称、施設所在地、施設
電話番号、開設者氏名、開設日

令和2年5月末日時点で、許可等を受けている理容所、美容
所、飲食店、旅館業施設一覧のうち、施設名称、施設所在
地、施設電話番号、営業者氏名(法人にあってはその代表
者)、許可日（又は検査確認年月日）

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課
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118 R2.6.1 R2.6.16 山梨県内において、令和2年5月末日時点で、許
可等を受けている理容所、美容所、飲食店、施
術所、旅館業、の施設名称、施設所在地、施設
電話番号、開設者氏名、開設日

山梨県内で令和2年5月末日時点における施術所一覧 一部開示 1 福祉保健 医務課

119 R2.6.1 R2.6.3 県土整備部砂防課保有の富士山の赤色立体地
図データ。

富士山赤色立体図に係るtifファイル及びtfwファイル 全部開示 県土整備 砂防課

120 R2.6.1 R2.7.1 ・COVID-19入院調整専門家会議・新型コロナ
ウィルス医療対策本部・新型コロナウィルス感
染症関係総合対策本部に関する資料及び議事
録

・COVID-19入院調整専門家会議・新型コロナウィルス医療
対策本部・新型コロナウィルス感染症関係総合対策本部に
関する資料及び議事概要

一部開示 1 福祉保健 健康増進課

121 R2.6.1 - ・COVID-19入院調整専門家会議・新型コロナ
ウィルス医療対策本部・新型コロナウィルス感
染症関係総合対策本部に関する資料及び議事
録

取下げ 1 知事政策 政策企画グループ

122 R2.6.2 R2.7.2 2019年5月に明らかになった○○川（○○町）の
砂利砕石汚泥不法投棄事件で、○○○○○○
が投棄前に混ぜていた凝集剤の種類や量など
を示す資料

立入検査時（令和元年5月14日）に提出された凝集剤の納
品書（平成31年3月19日付け）と配送票（出荷日平成31年4
月22日付け）他

一部開示 1 1 森林環境 峡南林務環境事務所

123 R2.6.3 R2.6.12 添付別表の医療法人の決算文書 医療法人の決算文書 一部開示 1 1 福祉保健 医務課

124 R2.6.3 - 山梨県富士スバルライン有料道路の2020年4月
以降6月に至る道路修繕工事に関する工事計
画書及び実施内容等の書類一式

取下げ 1 県土整備 道路整備課

125 R2.6.4 R2.6.11 峡南林環事-20-0009林道貫ヶ岳西線開設工事
他1件に係る金入り設計書

峡南林環事-20-0009林道貫ヶ岳西線開設工事他1件に係
る実施設計書

一部開示 1 森林環境 峡南林務環境事務所

126 R2.6.4 R2.6.18 峡東林環事-20-0007林道塚本山線開設工事
他4件に係る金入り設計書

峡東林環事-20-0007林道塚本山線開設工事他4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

127 R2.6.4 R2.6.16 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5月6日から令和2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｣

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5月6日から令和2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｣

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

128 R2.6.4 R2.6.11 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2年5月6日から令和2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｣

中北保健所管内における病院廃止届け等。ただし、令和2
年5月6日から令和2年6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

129 R2.6.4 R2.6.16 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5月6日から令和2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｣

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5月6日から令和2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

130 R2.6.4 R2.6.15 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2年5月6日から令和2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｣

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5月6日から令和2年6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
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131 R2.6.4 R2.6.9 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2年5月6日から令和2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｣

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5月6日から令和2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

132 R2.6.5 R2.6.8 平成30年度山梨県企業局発注の保川発電所建
設工事（水車発電機製作・据付）（継続）の公表
用設計書の詳細内訳書

保川発電所建設工事（水車発電機製作・据付）（継続）の実
施設計書

全部開示 公営企業 企業局電気課

133 R2.6.4 R2.7.3 やまなしdeデータヘルスに関する請求書及び提
案書、報告書

やまなしdeデータヘルスに関する請求書及び提案書、選考
結果、業務完了届、請求書

一部開示 1 福祉保健 国保援護課

134 R2.6.5 R2.6.10 山梨県県土整備部実施設計単価表令和2年6月
の全ページ（物価資料掲載単価等を含む）

令和2年度実施設計単価表（令和2年6月） 一部開示 1 1 県土整備 技術管理課

135 R2.6.5 R2.6.9 県道塩山停車場大菩薩嶺線、新赤尾橋の上か
らみた道路形状がわかる平面図（工事平面図
等）

次の道路平面図県道塩山停車場大菩薩嶺線（新赤尾橋） 全部開示 県土整備 道路管理課

136 R2.6.5 R2.6.12 県内の動物病院（病院名、住所、電話番号、代
表者）一覧表

山梨県内の動物病院の病院名、住所、電話番号、代表者 一部開示 1 農政 畜産課

137 R2.6.5 R2.6.9 県下におけるすべての医薬部外品製造業者の
一覧・製造所の名称・郵便番号・製造所の所在
地・電話番号・許可の区分

開示請求日時点の山梨県下医薬部外品製造業者一覧のう
ち・製造所名称・郵便番号・製造所所在地・電話番号・許可
の区分

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

138 R2.6.8 R2.6.30 ・営繕課営繕課-19-0154ろう学校管理棟他屋
外排水管改修工事（明許）山梨市他13件に係る
金入り設計書

・営繕課営繕課-19-0154ろう学校管理棟他屋外排水管改
修工事（明許）山梨市他13件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

139 R2.6.8 R2.6.10 ・富東建設事富東建設事-20-0097富士北麓公
園駐車場整備工事に係る金入り設計書

・富東建設事富東建設事-20-0097富士北麓公園駐車場整
備工事に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 富士東部建設事務所

140 R2.6.8 R2.6.10 ・中北建設事中北建設事-20-0082（主）韮崎昇
仙峡線橋梁下部工事に係る金入り設計書

・中北建設事中北建設事-20-0082（主）韮崎昇仙峡線橋梁
下部工事に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

141 R2.6.8 R2.6.17 ・道路整備課峡南建設事道路整備課-20-0001
主要地方道富士川身延線道路改良工事に係る
金入り設計書

・道路整備課峡南建設事道路整備課-20-0001主要地方道
富士川身延線道路改良工事に係る実施設計書

全部開示 県土整備 道路整備課

142 R2.6.8 R2.6.15 ・峡東建設事峡東建設事-20-0020一般県道休
息山梨線清水橋床版工事（余フ）他3件に係る
金入り設計書

・峡東建設事峡東建設事-20-0020一般県道休息山梨線清
水橋床版工事（余フ）他3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

143 R2.6.8 R2.6.17 ・峡南建設事峡南建設事-20-0040一般県道遅
沢静川線舗装工事に係る金入り設計書

・峡南建設事峡南建設事-20-0040一般県道遅沢静川線舗
装工事に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所
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144 R2.6.8 R2.6.18 ・峡東林環事峡東林環事-20-0010林道乾徳山
線改良工事他13件に係る金入り設計書

・峡東林環事峡東林環事-20-0010林道乾徳山線改良工事
他13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

145 R2.6.8 R2.6.19 ・峡南林環事峡南林環事-20-0009林道貫ヶ岳
西線開設工事他7件に係る金入り設計書

・峡南林環事峡南林環事-20-0009林道貫ヶ岳西線開設工
事他7件に係る実施設計書

一部開示 1 森林環境 峡南林務環境事務所

146 R2.6.8 R2.6.19 ・中北林環事中北林環事-20-0031荒川上流治
山工事他2件に係る金入り設計書

・中北林環事中北林環事-20-0031荒川上流治山工事他2
件に係る実施設計書

一部開示 1 森林環境 中北林務環境事務所

147 R2.6.8 R2.6.11 ・富東林環事富東林環事-20-0017林道細野鹿
留線災害復旧工事他5件に係る金入り設計書

・富東林環事富東林環事-20-0017林道細野鹿留線災害復
旧工事他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

148 R2.6.8 R2.6.18 峡南林環部-20-0009林道貫ヶ岳西線開設工事
他2件に係る金入り設計書

峡南林環部-20-0009林道貫ヶ岳西線開設工事他2件に係
る実施設計書

一部開示 1 森林環境 峡南林務環境事務所

149 R2.6.8 R2.6.15 建設業許可証業者名簿一覧最新のものCD-R
での郵送を希望

建設業許可名簿一覧（令和2年5月31日現在） 全部開示 県土整備 建設業対策室

150 R2.6.9 R2.6.15 有限会社○○○○店に係る平成30年4月期の
決算変更届出書一式

有限会社社○○○○店に係る決算変更届出書一式（平成
30年度）

一部開示 1 県土整備 建設業対策室

151 R2.6.9 - 山梨県行政苦情審査員制度に関する設置要綱
または実施要領等を含む関連文書

取下げ 1 県民生活 県民生活センター

152 R2.6.9 R2.6.18 山梨県（甲府市以外）で下記の期間に新規届け
出、及び廃止届け出のあった歯科技工所の名
簿一覧【期間】平成31年1月1日～令和元年12
月31日まで

歯科技工所名簿一覧（山梨県内（甲府市除く）で平成31年1
月1日～令和元年12月31日までに新規開設及び廃止のあっ
たもの

一部開示 1 福祉保健 医務課

153 R2.6.10 R2.6.12 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）

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）

全部開示 県土整備 道路管理課

154 R2.6.11 - 2020年度山梨県広報誌「ふれあい」広告掲載業
務に関する予定価格及び全応札企業と応札金
額

取下げ 1 知事政策 広聴広報グループ

155 R2.6.12 R2.6.23 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。1.主要地方道
17号茅野北杜韮崎線2.主要地方道23号韮崎増
冨線3.一般県道204号休息山梨線他

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。1.主要地方道17号茅野北杜韮崎線2.
主要地方道23号韮崎増冨線3.一般県道204号休息山梨線
他

全部開示 県土整備 道路整備課

156 R2.6.15 R2.6.16 令和2年度に全日制に高等学校で使用されてい
る副読本の学校ごとのリスト

令和2年度使用副読本等 全部開示 教委 高校教育課
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157 R2.6.15 R2.6.18 2016年4月1日～2020年5月31日までに新規（初
回）に許可もしくは登録された医療機器製造業
者及び医療機器製造販売業者のうち廃業して
いない業者の項目一覧

平成28年4月1日から令和2年5月31日までに新規で許可も
しくは登録された医療機器製造業者及び医療機器製造販売
業者のうち申請者の氏名又は名称、主たる機能を有する事
務所の名称及び所在地、許可番号、許可年月日他

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

158 R2.6.16 R2.6.19 国道411号上萩原Ⅲ期バイパス2工区の道路平
面図元年11月11日供用開始の394ｍ・2年5月
15日供用開始の470ｍ

国道411号上萩原Ⅲ期バイパス2工区の道路平面図元年11
月11日供用開始の394ｍ・2年5月15日供用開始の470ｍ

全部開示 県土整備 道路管理課

159 R2.6.17 R2.6.26 『山梨県森林環境部の土木工事積算システム
で使用する工種コード表』

条件単価一覧表（電磁的記録）（令和2年6月1日現在） 全部開示 森林環境 治山林道課

160 R2.6.19 - R2年4月1日以降から本日までの県土整備部で
の入札執行会議の文書一切

取下げ 1 県土整備 県土整備総務課

161 R2.6.19 - R2年4月1日以降から本日までの中北建設事務
所での入札執行会議の文書一切

取下げ 1 県土整備 中北建設事務所

162 R2.6.23 R2.6.30 流域下水道20-0011釜無川流域下水道ストック
マネジメント計画策定(処理場・ポンプ場(その3))
業務委託他3件に係る金入設計書(施工単価
表)、最低制限価格の設定値(ランダム係数)

流域下水道20-0011釜無川流域下水道ストックマネジメント
計画策定(処理場・ポンプ場(その3))業務委託他3件に係る
実施設計書(施工単価表)、最低制限価格の設定値(ランダ
ム係数)

一部開示 1 県土整備 流域下水道事務所

163 R2.6.23 R2.6.25 山梨県知事許可（○○○○）○○○○号株式会
社○○○○の建設業許可申請書（平成29年10
月23日許可の申請書）の中の「経営業務管理
責任者証明書」のページの写し

株式会社○○○○に係る建設業許可申請書（平成29年9月
27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

164 R2.6.23 R2.7.3 農業施設（ハウス）関連対象事業一覧令和2年
度予定及び令和元年度実績・産地パワーアップ
事業・農業用ハウス強靭化緊急対策事業・未来
を拓くやまなし農業応援事業

農業施設（ハウス）関連事業・産地パワーアップ事業令和元
年度実績・農業用ハウス強靭化緊急対策事業令和2年度予
定及び令和元年度実績・未来を拓くやまなし農業応援事業
一覧令和元年度実績

全部開示 農政 果樹・6次産業振興課

165 R2.6.24 R2.7.1 令和元年度政務活動費収支報告書の閲覧に供
する書類

令和元年度政務活動費収支報告書の閲覧に供する書類 全部開示 議会 議会事務局総務課

166 R2.6.24 R2.7.7 令和2年6月24日現在の医療機器製造販売業
許可台帳・医療機器修理業許可台帳・医薬部外
品製造販売業許可台帳・体外診断用医薬品製
造販売業許可台帳他

令和2年6月24日現在の医療機器製造販売業、医療機器修
理業、医薬部外品製造販売業他

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

167 R2.6.25 R2.7.1 令和元年度政務活動費収支報告書の閲覧に供
する書類

令和元年度政務活動費収支報告書の閲覧に供する書類 全部開示 議会 議会事務局総務課

168 R2.6.25 R2.7.1 令和元年度政務活動費収支報告書の閲覧に供
する書類

令和元年度政務活動費収支報告書の閲覧に供する書類 全部開示 議会 議会事務局総務課

169 R2.6.25 R2.7.1 令和元年度政務活動費収支報告書の閲覧に供
する書類

令和元年度政務活動費収支報告書の閲覧に供する書類 全部開示 議会 議会事務局総務課
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170 R2.6.25 R2.7.1 令和元年度政務活動費収支報告書の閲覧に供
する書類

令和元年度政務活動費収支報告書の閲覧に供する書類 全部開示 議会 議会事務局総務課

171 R2.6.25 R2.7.1 令和元年度政務活動費収支報告書の閲覧に供
する書類

令和元年度政務活動費収支報告書の閲覧に供する書類 全部開示 議会 議会事務局総務課

172 R2.6.25 R2.7.1 令和元年度政務活動費収支報告書の閲覧に供
する書類

令和元年度政務活動費収支報告書の閲覧に供する書類 全部開示 議会 議会事務局総務課

173 R2.6.25 R2.7.1 令和元年度政務活動費収支報告書の閲覧に供
する書類

令和元年度政務活動費収支報告書の閲覧に供する書類 全部開示 議会 議会事務局総務課

174 R2.6.25 - 令和元年度政務活動費収支報告書の閲覧に供
する書類

取下げ 1 議会 議会事務局総務課

175 R2.6.29 R2.7.10 冊子「リニアで変わるやまなしの姿」の作成、配
付の費用について事業者の選択の方法（ex.随
意契約、入札）を示す書類及び同冊子の事業費
を決裁するための事業起案書の類

支出負担行為伺い1700172（リニアで変わるやまなしの姿冊
子作成支援業務委託に要する経費）、支出負担行為伺い
1700239（リニアで変わるやまなしの姿冊子印刷等業務委託
に要する経費）他

一部開示 1 1 リニア リニア推進課

176 R2.6.26 R2.7.9 県道戸沢谷村線道路工事に係る都留市法能
830-1の土地売買契約書

県道戸沢谷村線道路工事に係る都留市法能830-1の土地
売買契約書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

177 R2.6.30 R2.7.3 流域下水道-19-0047釜無川浄化センター1系
最初沈殿池耐震補強工事（明許）に係る金入設
計書

流域下水道-19-0047釜無川浄化センター1系最初沈殿池
耐震補強工事（明許）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

178 R2.6.30 R2.7.8 富士東部建設事-19-0483一般県道鳴沢富士
河口湖線橋梁補修工（明許）に係る金入設計書

富士東部建設事-19-0483一般県道鳴沢富士河口湖線橋
梁補修工（明許）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
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