
令和2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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８条
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８条
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８条
４号

８条
５号

８条
６号

その
他

179 R2.7.1 R2.7.9 山梨県県土整備部で使用されている施工単価
名称とそれに対なるコード一覧表（令和2年度の
最新版）

新土木積算システムコード表（電磁的記録・令和2年5月適
用）

全部開示 県土整備 技術管理課

180 R2.7.1 R2.7.13 山梨県県土整備部実施設計単価表令和2年7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7月） 一部開示 1 1 県土整備 技術管理課

181 R2.7.1 R2.7.14 ・深城ダム管深城ダム管-20-0005深城ダム漏
水量観測装置等修繕工事に係る金入り設計書

・深城ダム管深城ダム管-20-0005深城ダム漏水量観測装
置等修繕工事に係る実施設計書

全部開示 県土整備 深城ダム管理事務所

182 R2.7.1 R2.7.8 ・流域下水道流域下水道-20-0007釜無川流域
下水道釜無川浄化センター1系塩素混和池耐震
補強工事に係る金入り設計書

・流域下水道流域下水道-20-0007釜無川流域下水道釜無
川浄化センター1系塩素混和池耐震補強工事に係る実施設
計書

一部開示 1 県土整備 流域下水道事務所

183 R2.7.1 R2.7.6 ・峡東建設事峡東建設事-20-0027戸倉川砂防
工事に係る金入り設計書

・峡東建設事峡東建設事-20-0027戸倉川砂防工事に係る
実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡東建設事務所

184 R2.7.1 R2.7.8 ・峡南建設事峡南建設事-20-0043芦川河川工
事（1工区）他3件に係る金入り設計書

・峡南建設事峡南建設事-20-0043芦川河川工事（1工区）
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

185 R2.7.1 R2.7.7 ・中北建設事中北建設事-20-0057国道358号
右左口トンネル補修工事他1件に係る金入り設
計書

・中北建設事中北建設事-20-0057国道358号右左口トンネ
ル補修工事他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

186 R2.7.1 R2.7.10 ・中北建設事中北建設事-20-0108国道141号
道路改良工事他2件に係る金入り設計書

・中北建設事中北建設事-20-0108国道141号道路改良工
事他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

187 R2.7.1 R2.7.6 ・富東建設事富東建設事-20-0108沢戸急傾斜
地崩壊対策工事に係る金入り設計書

・富東建設事富東建設事-20-0108沢戸急傾斜地崩壊対策
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

188 R2.7.1 R2.7.10 ・富東建設事富東建設事-20-0067寺川橋梁工
事他2件に係る金入り設計書

・富東建設事富東建設事-20-0067寺川橋梁工事他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

189 R2.7.1 R2.7.8 ・中北林環事中北林環事-20-0036此田沢治山
工事他14件に係る金入り設計書

・中北林環事中北林環事-20-0036此田沢治山工事他14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

190 R2.7.1 R2.7.7 ・峡南林環事峡南林環事-20-0042林道丸山線
改良工事他5件に係る金入り設計書

・峡南林環事峡南林環事-20-0042林道丸山線改良工事他
5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

191 R2.7.1 R2.7.15 ・峡東林環事峡東林環事-20-0038林道菱山深
沢線維持修繕工事他6件に係る金入り設計書

・峡東林環事峡東林環事-20-0038林道菱山深沢線維持修
繕工事他6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

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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192 R2.7.1 R2.7.7 ・富東林環事富東林環事-20-0041林道細野鹿
留線（鹿留工区）開設工事他11件に係る金入り
設計書

・富東林環事富東林環事-20-0041林道細野鹿留線（鹿留
工区）開設工事他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

193 R2.7.1 R2.7.7 ・峡南農務事峡南農務事-20-0003身延北部地
区集落道第1号道路工事に係る金入り設計書

・峡南農務事峡南農務事-20-0003身延北部地区集落道第
1号道路工事に係る実施設計書

一部開示 1 農政 峡南農務事務所

194 R2.7.1 R2.7.7 ・中北農務事中北農務事-20-0013龍岡地区ほ
場整備（その2）工事に係る金入り設計書

・中北農務事中北農務事-20-0013龍岡地区ほ場整備（その
2）工事に係る実施設計書

一部開示 1 農政 中北農務事務所

195 R2.7.1 R2.7.6 政務活動費収支報告書の閲覧に供する書類
（H27～H30○○○○）

政務活動費収支報告書の閲覧に供する書類（H27～H30○
○○○）

全部開示 議会 議会事務局総務課

196 R2.7.1 - 中北林環事-20-0085林道雨乞尾白川線改良
工事の契約より現在までの文書一切

取下げ 1 県土整備 中北林務環境事務所

197 R2.7.2 R2.7.8 中北建設事-20-0057国道358号右左口トンネ
ル補修工事他1件に係る金入り設計書

中北建設事-20-0057国道358号右左口トンネル補修工事
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

198 R2.7.2 R2.7.10 中北建設-20-0158藤田-3急傾斜地崩壊対策
工事にかかる金入り設計書

中北建設-20-0158藤田-3急傾斜地崩壊対策工事にかかる
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

199 R2.7.2 R2.7.6 政務活動費収支報告書の閲覧に供する書類 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

200 R2.7.6 R2.7.15 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6月6日から令和2年7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6月6日から令和2年7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

201 R2.7.6 R2.7.9 中北保健所管内に係る令和2年6月6日から7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6月6日から令和2年7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

202 R2.7.6 R2.7.20 峡東保健所管内に係る令和2年6月6日から7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6月6日から令和2年7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

203 R2.7.6 R2.7.13 峡南保健所管内に係る令和2年6月6日から7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6月6日から令和2年7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

204 R2.7.6 R2.7.14 富士東部保健所管内に係る令和2年6月6日か
ら7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6月6日から令和2年7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
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205 R2.7.7 R2.7.16 （1）平成31年度（令和元年度）中に新規に開設
届を提出された動物診療施設一覧（2）平成31
年度（令和元年度）中に廃止届を提出された飼
育動物診療施設一覧

山梨県内の飼育動物診療施設のうち①令和元年度新規に
開設届を提出された施設に係る（開設年月日・施設名・施設
住所・開設者氏名・施設電話番号②令和元年度に廃止届を
提出した施設に係る施設名

全部開示 農政 畜産課

206 R2.7.8 R2.7.20 やまなし地域づくり交流センター（仮称）改修電
気設備工事（営繕課-20-0031）の金額入り設計
書

やまなし地域づくり交流センター（仮称）改修電気設備工事
（営繕課-20-0031）の金額入り設計書

全部開示 県土整備 営繕課

207 R2.7.8 R2.7.13 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

208 R2.7.9 R2.7.17 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（中北保健所、峡東保
健所、峡南保健所、富士・東部保健所）のうち、施設名、所
在地、開設者、電話番号に係る部分

全部開示 福祉保健 医務課

209 R2.7.9 R2.7.21 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｣他の施設名称､所在地､開設者､電話番号､
許認可番号他

令和2年7月9日時点の｢薬局｣｢高度管理医療機器等販売業
貸与業｣｢薬局製剤製造販売業他の施設名称､所在地､開設
者､電話番号､許認可番号他

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

210 R2.7.9 R2.7.27 ｢バイ・ふじのくに｣の政策について、この政策を
検討、決定するまでの経緯を記した議事録や記
録、会議での配付資料など、関連する資料の一
切。

・「バイふじのくに」を合言葉にした静岡県との県産品の購入
協力について（プレスリリース）・山梨県知事記者会見（令和
2年5月20日水曜日）会見録

全部開示 農政 販売・輸出支援課

211 R2.7.10 R2.7.16 流域下水道19-0015釜無川流域下水道釜無川
浄化センター重力濃縮設備外更新機械工事（一
部債務）に係る金入設計書

流域下水道19-0015釜無川流域下水道釜無川浄化セン
ター重力濃縮設備外更新機械工事（一部債務）に係る実施
設計書

全部開示 県土整備 流域下水道事務所

212 R2.7.13 R2.7.21 H10年1月～Ｈ31年12月迄の間、北杜市○○○
○○○○の○○改修工事で発生した土を同市
○○○○○○○○○○○他に埋め立てた事が
分かる工事写真・図面等を含めた文書。

H10年1月～Ｈ31年12月迄の間、北杜市○○○○○○○の
○○改修工事で発生した土を同市○○○○○○○○○○
○他に埋め立てた事が分かる工事写真・図面等を含めた文
書。

不存在に
よる不開
示

1 農政 中北農務事務所

213 R2.7.13 R2.7.22 山梨県内の医療機器製造販売業、医療機器修
理業の許可台帳一覧及び、医療機器製造業の
登録台帳一覧の許可台帳

令和2年7月13日時点の医療機器製造販売業、医療機器修
理業の許可台帳一覧及び、医療機器製造業の登録台帳一
覧

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

214 R2.7.14 R2.7.22 1平成27年度以降の畜産クラスター事業におけ
る、豚の妊娠ストール施設、ケージ施設整備を
含む事業件数他

平成30年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業
（施設整備事業）

一部開示 1 農政 畜産課

215 R2.7.15 R2.7.28 1993年前後に行われた旧高等専門学校機械設
備工事（甲府市塩部）の工事契約書や設計図書
など工事にかかる文書および添付書類の一
切。

・改修機械設備工事の変更契約書・改修機械設備工事の設
計図書（図面）・改修機械設備工事の工事写真帳（カラー写
真）・衛生設備承認図のファイル・電気設備工事の工事写真
帳

一部開示 1 1 1 福祉保健 医務課

216 R2.7.15 R2.7.30 リニア新幹線工事建設発生土の県内における
仮置き場と本置き場について、その正確な位置
や住所がわかる地図などの文書

令和2年6月24日付け「一定の規模以上の土地の形質の変
更届出書」（早川町内奈良田地区発生土仮置き場）の添付
書類他

一部開示 1 森林環境 大気水質保全課

217 R2.7.15 R2.7.27 1.医薬品製造業許可2.医薬品製造販売業許可
3.医薬部外品製造業許可他に関する一覧につ
いて、新規に係わる令和元年7月1日～令和2年
6月30日迄の新規許可(登録)又は承認分

令和元年7月1日～令和2年6月30日に新規許可（登録）又は
承認した事業者に係る、許可（登録）年月日、許可（登録）番
号、申請者名、施設名称他1.医薬品製造業許可2.医薬品製
造販売業許可3.医薬部外品製造業許可他

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課
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218 R2.7.14 R2.7.29 最新年度の障害者の方の障害区分、等級、採
用年度の分かる文書（教育委員会のみ）

2019.6.1現在障害者一覧 一部開示 1 教委 教育庁総務課

219 R2.7.14 R2.7.29 障害者任免状況通報書（教育委員会のみ）平成
28,29,30,令和元年

障害者任免状況通報書（平成28年度から令和元年度） 一部開示 1 教委 教育庁総務課

220 R2.7.14 R2.7.29 平成29年障害者雇用水増し時に再点検した際
の文書の開示（教育委員会のみ）

平成30年10月2日付け厚生労働省職業安定局雇用開発部
障害者雇用対策課長宛報告書及び障害者任免状況報告書
（平成29年）

一部開示 1 教委 教育庁総務課

221 R2.7.16 R2.7.27 山梨県内全ての動物病院の行政への届出情報
（法人名、名称、住所、電話番号、代表者氏名）

山梨県内の動物病院の病院名、住所、電話番号、代表者、
法人名

一部開示 1 農政 畜産課

222 R2.7.17 R2.7.30 山梨県に旅館業として登録のある宿泊施設一
覧

令和2年6月末時点で許可等を受けている旅館業施設一覧
（電磁的記録の）のうち、施設名称、施設所在地、施設電話
番号

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

223 R2.7.20 R2.8.4 7月20日時点で山梨県へ犬猫のボランティア譲
渡登録されている申請者名称、所在地または飼
養施設の所在地、電話番号の一覧。（ただし法
人に限る）

ボランティア譲渡登録者（団体）名一覧表 一部開示 1 1 福祉保健 動物愛護指導セン
ター

224 R2.7.20 R2.7.29 ・令和2年度及び令和3年度富士山有料道路料
金徴収業務委託・令和2年度及び令和3年度雁
坂トンネル有料道路料金徴収及び監視等業務
委託の入札に係る金入業務委託設計書

・令和2年度及び令和3年度富士山有料道路料金徴収業務
委託・令和2年度及び令和3年度雁坂トンネル有料道路料金
徴収及び監視等業務委託の入札に係る金入業務委託設計
書

全部開示 道路公社 道路公社

225 R2.7.21 R2.7.22 有限会社○○○○○に係る決算変更届出書
(平成30年度)

有限会社○○○○○に係る決算変更届出書(平成30年度) 一部開示 1 県土整備 建設業対策室

226 R2.7.21 R2.8.5 令和2年4月1日から令和2年6月30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4月～令和2年6月処理分） 一部開示 1 1 総務 総合県税事務所

227 R2.7.16 R2.7.30 森林組合法による大月市森林組合、笹子森林
組合が所有権者（生産組合）に関する省令に基
づく申請は県の知事に提出する書類であるこ
と、許可申請に必要な文書全部。

・登記完了届（大月市森林組合）の提出について・森林組合
定款変更認可申請書の提出について

一部開示 1 1 1 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

228 R2.7.16 R2.7.30 入会近代化の原入会林野整備組合、林業構造
改善事業に関する構成員の個人共有持ち分の
分筆された台帳、図面、申請に必要な書類全
部。

入会近代化の原入会林野整備組合、林業構造改善事業に
関する構成員の個人共有持ち分の分筆された台帳、図面、
申請に必要な書類全部。

不存在に
よる不開
示

1 森林環境 林業振興課

229 R2.7.27 R2.8.26 COVID-19入院調整専門会議の議事録、議事
概要、資料について（R2.2月設置から直近まで）

COVID-19入院調整専門会議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

230 R2.7.27 R2.8.26 令和元年度学校法人の事業活動収支計算書及
び貸借対照表の注記事項を除いたページ・未
提出分を除く・大科目の科目名と決算金額は必
須

事業活動収支計算書、貸借対照表 一部開示 1 県民生活 私学・科学振興課
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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
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231 R2.7.28 R2.8.5 砂防課管理の赤色立体のうち、富士吉田市、西
桂町、都留市、山中湖村、忍野村、富士河口湖
町と山中湖村に接続する静岡県小山町、御殿
場市。

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

232 R2.7.28 R2.7.31 2019年12月31日までに選挙管理委員会に届出
のあるすべての政治団体の1「名称」2「代表者
名」3「会計責任者名」4「主たる事務所の所在
地」5「資金管理団体の届出の有無」他

政治団体台帳（電磁的記録）のうち次に掲げるもの①令和
元年12月31日現在の者に係る「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

233 R2.7.29 R2.8.11 富東建設事20-0201大幡川伐木・浚渫業務委
託に係る金入り設計書

富東建設事20-0201大幡川伐木・浚渫業務委託に係る実施
設計書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設

234 R2.7.29 R2.8.6 建設業許可関係書類○○○○○○○(株)甲府
市○○○○○○○直近から過去2期分の計3期
分の決算報告

○○○○○○○(株)に係る決算変更届出書（平成29年12月
期、平成30年12月期、令和元年12月期）

一部開示 1 県土整備 建設業対策室

235 R2.7.22 - 令和2年度及び令和3年度富士山有料道路徴収
業務委託設計図書、増減額内訳書の運用欄の
第001、第002と第110の明細書の内容（数量・単
位・金額・適用）の開示請求

取下げ 1 道路公社 道路公社

236 R2.7.30 R2.8.12 ○○○○○○○○○○が提出した山梨県立科
学館指定管理者提案資料のすべて

・山梨県立科学館の平成30年度山梨県立科学館指定管理
者募集に対して候補者が提出した提案書（○○○○○○○
○○○）・様式2から様式7

一部開示 1 1 教委 生涯学習課

237 R2.7.31 R2.8.11 山梨県内全ての医院、病院、歯科医院の一覧
(開設者名、開設届に記載された医療機関名称
が記載されたもの)

中北保健所管内に係る病院、医院、歯科医院の一覧 全部開示 福祉保健 中北保健福祉事務所

238 R2.7.31 R2.8.17 山梨県内全ての医院、病院、歯科医院の一覧
(開設者名、開設届に記載された医療機関名称
が記載されたもの)

峡東保健所管内に係る病院、医院、歯科医院の一覧 全部開示 福祉保健 峡東保健福祉事務所

239 R2.7.31 R2.8.7 山梨県内全ての医院、病院、歯科医院の一覧
(開設者名、開設届に記載された医療機関名称
が記載されたもの)

峡南保健所管内に係る病院、医院、歯科医院の一覧 全部開示 福祉保健 峡南保健福祉事務所

240 R2.7.31 R2.8.11 山梨県内全ての医院、病院、歯科医院の一覧
(開設者名、開設届に記載された医療機関名称
が記載されたもの)

富士・東部保健所管内に係る病院、医院、歯科医院の一覧 全部開示 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

241 R2.7.31 - 株式会社○○○○○○に係る決算変更届(令
和元年度)

取下げ 1 県土整備 建設業対策室

242 R2.8.3 R2.8.7 山梨県県土整備部実施設計単価表令和2年8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8月） 一部開示 1 1 県土整備 技術管理課

243 R2.8.3 R2.8.7 道路管理課20-0002主要地方道南アルプス公
園線道路工事2工区に係る金入り設計書

道路管理課20-0002主要地方道南アルプス公園線道路工
事2工区に係る実施設計書

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

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

244 R2.8.3 R2.8.7 道路整備課20-0004(主)韮崎増富線道路改良
工事(余フ)他1件に係る金入り設計書

道路整備課20-0004(主)韮崎増富線道路改良工事(余フ)他
1件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

245 R2.8.3 R2.8.17 大門塩川管20-0012塩川ダム堤体観測設備改
良工事に係る金入り設計書

大門塩川管20-0012塩川ダム堤体観測設備改良工事に係
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

246 R2.8.3 R2.8.6 流域下水道20-0021富士北麓浄化センター屋
外トイレ建設工事に係る金入り設計書

流域下水道20-0021富士北麓浄化センター屋外トイレ建設
工事に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 流域下水道事務所

247 R2.8.3 R2.8.6 中北建設事20-0211(主)甲斐中央線外道路照
明工事他3件に係る金入り設計書

中北建設事20-0211(主)甲斐中央線外道路照明工事他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

248 R2.8.3 R2.8.12 中北建設事20--0193(主)北杜富士見線道路防
災工事に係る金入り設計書

中北建設事20--0193(主)北杜富士見線道路防災工事に係
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

249 R2.8.3 R2.8.7 峡南建設事20-0108東川逆止水門設備更新工
事他9件に係る金入り設計書

峡南建設事20-0108東川逆止水門設備更新工事他9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

250 R2.8.3 R2.8.7 富東林環事20-0083滝沢治山工事他7件に係る
金入り設計書

富東林環事20-0083滝沢治山工事他7件に係る実施設計書 一部開示 1 1 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

251 R2.8.3 R2.8.17 峡東林環事20-0065林道菱山深沢線改良工事
他7件に係る金入り設計書

峡東林環事20-0065林道菱山深沢線改良工事他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

252 R2.8.3 R2.8.11 峡南林環事20-0070林道足馴峠線(五開北工
区)災害復旧工事に係る金入り設計書

峡南林環事20-0070林道足馴峠線(五開北工区)災害復旧
工事に係る実施設計書

一部開示 1 森林環境 峡南林務環境事務所

253 R2.8.3 R2.8.13 中北林環事20-0109林業専用道御座石1号支
線開設工事他8件に係る金入り設計書

中北林環事20-0109林業専用道御座石1号支線開設工事
他8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

254 R2.8.3 R2.8.6 中北農務事20-0033中野地区中野活性化農道
(第2工区)改良工事に係る金入り設計書

中北農務事20-0033中野地区中野活性化農道(第2工区)改
良工事に係る実施設計書

一部開示 1 農政 中北農務事務所

255 R2.8.3 R2.8.7 富東農務事20-0004都留西部地区鳥獣害防止
施設鹿留工区5-1号及び5-3号設置工事に係る
金入り設計書

富東農務事20-0004都留西部地区鳥獣害防止施設鹿留工
区5-1号及び5-3号設置工事に係る実施設計書

一部開示 1 農政 富士・東部農務事務
所

256 R2.8.3 R2.8.11 峡東農務事20-0021大窪地区1-1工区ほ場整
備工事他1件に係る金入り設計書

峡東農務事20-0021大窪地区1-1工区ほ場整備工事他1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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257 R2.8.3 R2.8.17 営繕課20-0005塩山高校他トイレ改修工事他7
件に係る金入り設計書

営繕課20-0005塩山高校他トイレ改修工事他7件に係る実
施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

258 R2.8.3 R2.8.11 富東建設事20-0105柳原沢砂防工事他3件に係
る金入り設計書

富東建設事20-0105柳原沢砂防工事他3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

259 R2.8.3 R2.8.12 峡東建設事20-0056国道137号新御坂トンネル
補修工事他4件に係る金入り設計書

峡東建設事20-0056国道137号新御坂トンネル補修工事他
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

260 R2.8.4 R2.8.7 富東林環事-20-0147栃穴小規模治山工事他4
件に係る金入り設計書

富東林環事-20-0147栃穴小規模治山工事他4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

261 R2.8.4 R2.8.11 1）令和2年度「普通交付税の交付基準額」2）令
和2年度「費目別基準財政需要額一覧表」3）令
和2年度「事業費補正による増加需要額他

1）令和2年度「普通交付税の交付基準額」2）令和2年度「費
目別基準財政需要額一覧表」3）令和2年度「事業費補正に
よる増加需要額」他

全部開示 総務 市町村課

262 R2.8.5 R2.8.17 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7月6日から令和2年8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7月6日から令和2年8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

263 R2.8.5 R2.8.14 中北保健所管内に係る令和2年7月6日から8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7月6日から令和2年8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

264 R2.8.5 R2.8.20 峡東保健所管内に係る令和2年7月6日から8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7月6日から令和2年8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

265 R2.8.5 R2.8.14 峡南保健所管内に係る令和2年7月6日から8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7月6日から令和2年8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

266 R2.8.5 R2.8.12 富士東部保健所管内に係る令和2年7月6日か
ら8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7月6日から令和2年8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

267 R2.8.6 - 令和元年度に山梨県下で行われた融雪剤（塩
化ナトリウム、塩化カルシウム等）の入札につい
ての入札説明書及び仕様書上記入札の入札結
果がわかるもの3年分

取下げ 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

268 R2.8.6 R2.8.19 大規模小売店舗立地法の届出に係る縦覧書類
のうち2020/7/14変更届出○○○○○○○○
○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
2020/7/14変更届出○○○○○○○○○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

全部開示 産業労働 産業政策課

269 R2.8.6 R2.8.12 最新の県内全域の飼育動物診療施設の名称、
住所、電話番号のリスト

山梨県内の飼育動物診療施設の名称・住所・電話番号 一部開示 1 農政 畜産課
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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
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270 R2.8.7 R2.8.17 中北建設事20-0166(主)甲府昇仙峡線御岳トン
ネル補修工事他1件に係る金入り設計書

中北建設事20-0166(主)甲府昇仙峡線御岳トンネル補修工
事他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

271 R2.8.7 R2.8.12 中北建設事19-0599上神取急傾斜地崩壊対策
工事(明許)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)
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

272 R2.8.7 R2.8.20 中北林環事20-0033仲川上流治山工事他2件に
係る金入り設計書

中北林環事20-0033仲川上流治山工事他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

273 R2.8.11 R2.8.19 令和2年度山梨県立高等学校における使用補
助教材一覧

令和2年度使用副読本等 全部開示 教委 高校教育課

274 R2.8.11 R2.8.18 水質汚濁防止法の特定施設届出事業場一覧表 水質汚濁防止法の特定施設届出事業場一覧表 全部開示 森林環境 大気水質保全課

275 R2.8.11 R2.8.24 山梨県上野原市○○○○○○○他の土地上に
(○○○○○○○○○○○○○○○)を建設、
側溝工事を行うにつき、山梨県富士・東部建設
事務所に申請したときの許可資料の写し

令和元年10月3日付け道路工事施工承認申請に対する許
可書

全部開示 県土整備 富士・東部建設事務
所

276 R2.8.7 R2.8.20 ○○○○○○（早川町）が使用していた凝集剤
に関する次の資料について・立入検査時に提出
された凝集剤の納品書と配送票・安全データ
シート他

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

277 R2.8.13 R2.9.3 「やまなしグリーン・ゾーン認証観光施設周遊・
首都圏ＰＲ業務委託に係る公募型プロポーザ
ル」落札者の企画提案書

「やまなしグリーン・ゾーン認証観光施設周遊・首都圏ＰＲ業
務委託に係る公募型プロポーザル」落札者の企画提案書

一部開示 1 1 観光文化 観光振興課

278 R2.8.13 R2.8.19 峡東建設事-20-0016一般県道柳平塩山線道
路改良工事に係る金入り設計書

峡東建設事-20-0016一般県道柳平塩山線道路改良工事に
係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡東建設事務所

279 R2.8.13 R2.8.21 峡南建設事-20-0043芦川河川工事（1工区）他
1件に係る金入り設計書

峡南建設事-20-0043芦川河川工事（1工区）他1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

280 R2.8.13 R2.8.19 富東建設事-19-0514国道139号電線共同溝工
事（明許）に係る金入り設計書

富東建設事-19-0514国道139号電線共同溝工事（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
所吉田支所

281 R2.8.13 R2.8.21 中北建設事-19-0543（主）甲府山梨線歩道補
修工事（明許）に係る金入り設計書

中北建設事-19-0543（主）甲府山梨線歩道補修工事（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

282 R2.8.14 R2.8.19 医療法人○○○○直近3期分の決算資料 ○○○○○○○○の直近3期分の決算資料 一部開示 1 福祉保健 医務課
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283 R2.8.14 R2.8.21 令和3年度採用山梨県公立学校教員選考検査
第一次検査の問題・解答用紙・解答例など公開
されているもの一式

令和3年度採用山梨県公立学校教員選考検査第一次検査
の問題・解答用紙・解答例一式

全部開示 教委 義務教育課

284 R2.8.17 R2.8.26 有限会社○○○○富士吉田市○○○○○○○
○○○○建設業許可番号○○-○○○○○○
平成27年建設業許可更新申請書の「経営業務
の管理責任者証明書」他

有限会社○○○○に係る建設業許可更新申請書（平成27
年10月6日受理分）のうちの「経営業務の管理責任者証明
書」及び「別紙経営業務の管理責任者の略歴書」

一部開示 1 1 県土整備 建設業対策室

285 R2.8.17 R2.9.1 平成17年度から令和元年度中に発覚した汚職
事件にかかる行為者の属性情報等がわかる資
料のすべて（ただし教育委員会事務局及び県警
本部の所管分の汚職事件を除く）

・県立中央病院不正会計問題の調査結果と是正策につい
て・処分説明書

一部開示 1 総務 人事課

286 R2.8.17 R2.8.27 ①山梨県甲府市○○○○○○○○○に所在し
ていた○○産婦人科診療所の廃止年月日②山
梨中北保健所および甲府市保健所で保管して
いる廃止の情報の保存期間

①山梨県甲府市○○○○○○○○○に所在していた○○
産婦人科診療所（○○○○医師所属）の廃止年月日

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 中北保健福祉事務所

287 R2.8.17 R2.9.16 令和2年7月14日付防危第1511号で徴された見
積書に係る随意契約についての1.議会予算議
決の事業名及び予算額2.随意契約とした根拠
及びそれを選択した決裁文書他

・予算書・支出負担行為伺い（段ボールベッドの購入につい
て）・契約の締結について（段ボールベッド）

一部開示 1 防災 防災危機管理課

288 R2.8.18 R2.9.17 「山梨県庁庁内一時預かり保育施設運営業務
委託」に係る公募型プロポーザルに参加した
「各法人の提案資料及び評価選定資料」

1山梨県庁内一時預かり保育施設運営業務委託の公募型
プロポーザルに係る企画提案書2山梨県庁内一時預かり保
育施設運営業務委託企画提案審査基準及び評点集計表

一部開示 1 1 総務 職員厚生課

289 R2.8.18 R2.8.24 主要地方道富士身延線御座岩3号桟道橋耐震
補強工事2工区(一部債務)(余フ)に係る金額入
り実施設計書

主要地方道富士身延線御座岩3号桟道橋耐震補強工事2工
区(一部債務)(余フ)に係る実施設計書

全部開示 県土整備 道路管理課

290 R2.8.18 R2.8.24 道路管理課20-0016国道139号深城橋耐震補
強工事(一部債務)に係る金入り設計書

道路管理課20-0016国道139号深城橋耐震補強工事(一部
債務)の実施設計書

全部開示 県土整備 道路管理課

291 R2.8.18 R2.8.25 富東建設事20-0108沢戸急傾斜地崩壊対策工
事他2件に係る金入り設計書

富東建設事20-0108沢戸急傾斜地崩壊対策工事他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

292 R2.8.18 R2.8.20 富東建設事20-0053大石急傾斜地崩壊対策工
事に係る金入り設計書

富東建設事20-0053大石急傾斜地崩壊対策工事に係る実
施設計書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

293 R2.8.19 R2.9.2 新型コロナウイルスの県の対策状況 新型コロナウィルス感染症に関する山梨県の対策状況のう
ち、次の掲げるもの・知事メッセージ・統計情報等・相談窓口
等・各種支援制度等・総合対策本部の資料、知事コメント
等・やまなしグリーン・ゾーン構想に関する資料

全部開示 知事政策 政策企画グループ

294 R2.8.19 R2.8.25 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道路の区域
変更・供用開始・供用廃止に係る平面図及び位置図

全部開示 県土整備 道路管理課

295 R2.8.20 R2.9.1 山梨県森林環境部治山林道施工単価一覧表
(注釈含む)令和2年最新のもの

施工単価一覧表（電磁的記録）（令和2年9月1日現在） 全部開示 森林環境 治山林道課
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296 R2.8.21 R2.9.17 令和2年「ワイン県やまなしプロモーション業務
委託」にかかる公募型プロポーザルにおける全
審査対象者の点数が書かれた採点結果一覧と
落札（採択）企業の企画提案書

1「ワイン県やまなしプロモーション業務委託に係る公募型プ
ロポーザル」落札者の企画提案書2全審査対象者の採点結
果一覧表（第一次審査結果・第二次審査結果）

一部開示 1 1 観光文化 観光振興課

297 R2.8.21 R2.9.4 2020.2.14実施の行政代執行の完了についてで
県が説明した完了後の監視についての計画に
係る行政文書の全て

2020.2.14実施の行政代執行の完了についてで県が説明し
た完了後の監視についての計画に係る行政文書の全て

不存在に
よる不開
示

1 森林環境 環境整備課

298 R2.8.21 R2.8.31 向沢工事の令和1年度工事に係る完成点検の
行政文書の開示

向沢工事の令和1年度工事に係る完成検査の行政文書・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
点・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

299 R2.8.21 R2.8.31 向沢工事に係る令和2年度工事の行政文書の
開示

北杜市須玉町東向地内における向沢砂防工事（令和2年度
実施分）の・工事執行並びに支出負担行為伺い起案文・工
事執行並びに支出負担行為伺い・入札結果・設計図書（平
面図）

全部開示 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

300 R2.8.24 R2.8.26 山梨県所管のすべての社会医療法人につい
て、平成30年4月1日から平成31年3月31日の間
に迎えた決算の県に提出された1事業報告書2
貸借対照表3損益計算書他

社会医療法人の決算書類（平成30年4月1日から平成31年3
月31日の事業報告書、貸借対照表、損益計算書、重要な会
社方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記一式）

全部開示 福祉保健 医務課

301 R2.8.24 R2.9.1 道路整備課20-0010国道140号(新山梨環状道
路東部区間2期)落合西本線橋(仮称)上部工製
作・架設工事(一部債務)に係る金入り設計書

道路整備課20-0010国道140号(新山梨環状道路東部区間2
期)落合西本線橋(仮称)上部工製作・架設工事(一部債務)に
係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

302 R2.8.24 R2.9.1 道路整備課19-0039国道300号新中之倉橋橋
梁上部工製作・架設工事(一部債務)他6件に係
る金入り設計書

道路整備課19-0039国道300号新中之倉橋橋梁上部工製
作・架設工事(一部債務)他6件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

303 R2.8.24 R2.9.8 電子版かかりつけ連携手帳電子決済モデル推
進事業に関する調査業務委託の選定結果、選
定理由、選定業者応募業者の申請書類一式(仕
様書に対する提案内容等)

・企画提案審査方式による選定結果一覧表・電子版かかり
つけ連携手帳電子決済モデル推進事業に関する調査業務
委託企画提案審査票・企画提案書

一部開示 1 1 福祉保健 障害福祉課

304 R2.8.25 R2.8.31 株式会社○○○○○○に係る決算変更届(令
和元年度)

株式会社○○○○○○に係る決算変更届(令和元年度) 一部開示 1 県土整備 建設業対策室

305 R2.8.26 R2.9.9 知事の公務日程が詳細にわかる文書(2020.1.1
から2020.7.31)

知事の行事日程（2020年1月1日～同7月30日） 全部開示 知事政策 秘書グループ

306 R2.8.27 R2.9.1 道路整備課20-0010国道140号(新山梨環状道
路東部区間2期)落合西本線橋(仮称)上部工製
作・架設工事(一部債務)他2件に係る金入り設
計書

道路整備課20-0010国道140号(新山梨環状道路東部区間2
期)落合西本線橋(仮称)上部工製作・架設工事(一部債務)他
2件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

307 R2.8.28 R2.9.14 菓子処○○○の創業年月日、創業場所 営業施設の許可台帳（菓子製造業） 一部開示 1 福祉保健 中北保健福祉事務所

308 R2.8.28 R2.9.4 北杜市○○○○○○○○○○-○,○,○,○○,
○○,○,○,○○,○○,○○における土壌汚染対
策法第4条第1項に基づく届出

平成30年5月1日付け「一定の規模以上の土地の形質の変
更届出書」

一部開示 1 1 森林環境 大気水質保全課
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309 R2.8.31 - 筆記試験の答案用紙面接評定票性格検査の結
果表その他、採点者の記入した内容がわかるも
の全て

取下げ 1 人事委 人事委員会

310 R2.9.1 R2.9.10 特定給食施設の名称、所在地、郵便番号、電話
番号、管理栄養士・栄養士の有無及び人数

給食施設台帳（電磁的記録）のうち、特定給食施設の名称、
所在地、郵便番号、電話番号、管理栄養士・栄養士の有無
及び人数

全部開示 福祉保健 中北保健福祉事務所

311 R2.9.1 R2.9.4 特定給食施設の名称、所在地、郵便番号、電話
番号、管理栄養士・栄養士の有無及び人数

給食施設台帳（電磁的記録）のうち、特定給食施設の名称、
所在地、郵便番号、電話番号、管理栄養士・栄養士の有無
及び人数

全部開示 福祉保健 峡東保健福祉事務所

312 R2.9.1 R2.9.10 特定給食施設の名称、所在地、郵便番号、電話
番号、管理栄養士・栄養士の有無及び人数

給食施設台帳（電磁的記録）のうち、特定給食施設の名称、
所在地、郵便番号、電話番号、管理栄養士・栄養士の有無
及び人数

全部開示 福祉保健 峡南保健福祉事務所

313 R2.9.1 R2.9.7 特定給食施設の名称、所在地、郵便番号、電話
番号、管理栄養士・栄養士の有無及び人数

給食施設台帳（電磁的記録）のうち、特定給食施設の名称、
所在地、郵便番号、電話番号、管理栄養士・栄養士の有無
及び人数

全部開示 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

314 R2.9.1 R2.9.15 山梨県立甲府技能専門学校（甲府市塩部3-1-
4）の新築時の設計図書すべて

山梨県立甲府技能専門学校（甲府市塩部3-1-4）の新築時
の設計図書すべて

全部開示 福祉保健 医務課

315 R2.9.1 R2.9.14 令和元年8月1日から令和2年7月31日までに新
規に営業許可または届出し確認された・旅館
業・クリーニング業・一般浴場に係る浴場業の
一覧

令和元年8月1日から令和2年7月31日までに新規に営業許
可または届出し確認された・旅館業・クリーニング業・一般浴
場に係る浴場業の一覧

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

316 R2.9.2 R2.9.3 大規模小売店舗立地法の届出に係る縦覧書類
のうち2020/7/22新設届出○○○○○○○○
○○○○の届出書「基本届出事項について記
載された概要部分」他

大規模小売店舗立地法の届出に係る縦覧書類のうち
2020/7/22新設届出○○○○○○○○○○○○の届出書
「基本届出事項について記載された概要部分」他

全部開示 産業労働 産業政策課

317 R2.9.2 R2.9.9 峡南建設事20-0115福士川河川災害復旧工事
(R1災第53号)に係る金額入り設計書

峡南建設事20-0115福士川河川災害復旧工事(R1災第53
号)に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

318 R2.9.3 R2.9.10 （有）○○○○の直近建設業許可更新申請書に
係る「経営業務の管理責任者証明書」決算変更
届の「表紙別紙8」「工事経歴書」「直前3年の各
事業年度における工事施工金額」

（有）○○○○の直近建設業許可更新申請書に係る「経営
業務の管理責任者証明書」決算変更届の「表紙別紙8」「工
事経歴書」「直前3年の各事業年度における工事施工金額」

一部開示 1 1 県土整備 建設業対策室

319 R2.9.3 R2.9.10 山梨県県土整備部実施設計単価表令和2年9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9月） 一部開示 1 1 県土整備 技術管理課

320 R2.9.3 R2.9.29 営繕課20-0060韮崎工業高校A館外壁改修工
事他24件に係る金入り設計書

営繕課20-0060韮崎工業高校A館外壁改修工事他24件に
係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

321 R2.9.3 R2.9.10 新環状建設20-0048国道140号大蔵経寺山トン
ネル補修工事に係る金入り設計書

新環状建設20-0048国道140号大蔵経寺山トンネル補修工
事に係る実施設計書

全部開示 県土整備 新環状道路建設事務
所
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322 R2.9.3 R2.9.16 大門塩川管20-0014塩川ダム気象観測設備改
良工事に係る金入り設計書

大門塩川管20-0014塩川ダム気象観測設備改良工事に係
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

323 R2.9.3 R2.9.7 都市計画課20-0003小瀬スポーツ公園球技場
改修工事(余フ)に係る金入り設計書

都市計画課20-0003小瀬スポーツ公園球技場改修工事(余
フ)に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 都市計画課

324 R2.9.3 R2.9.8 道路管理課20-0016国道139号深城橋耐震補
強工事(一部債務)に係る金入り設計書

道路管理課20-0016国道139号深城橋耐震補強工事(一部
債務)に係る実施設計書

全部開示 県土整備 道路管理課

325 R2.9.3 R2.9.9 道路整備課20-0011国道411号舗装工事に係る
金入り設計書

道路整備課20-0011国道411号舗装工事に係る実施設計書 一部開示 1 県土整備 道路整備課

326 R2.9.3 R2.9.7 流域下水道20-0024峡東流域下水道笛吹川幹
線管路施設更新工事に係る金入り設計書

流域下水道20-0024峡東流域下水道笛吹川幹線管路施設
更新工事に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 流域下水道事務所

327 R2.9.3 R2.9.7 荒川ダム管20-0020荒川ダム管理用水力発電
設備補修工事に係る金入り設計書

荒川ダム管20-0020荒川ダム管理用水力発電設備補修工
事に係る実施設計書

全部開示 県土整備 荒川ダム管理事務所

328 R2.9.3 R2.9.9 峡南建設事20-0115福士川河川災害復旧工事
(R1災第53号)他4件に係る金入り設計書

峡南建設事20-0115福士川河川災害復旧工事(R1災第53
号)他4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

329 R2.9.3 R2.9.9 峡東建設事20-0101一般県道塩山停車場大菩
薩嶺線外道路工事他2件に係る金入り設計書

峡東建設事20-0101一般県道塩山停車場大菩薩嶺線外道
路工事他2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

330 R2.9.3 R2.9.14 中北建設事20-0226(主)甲斐早川線駒沢橋補
修工事他8件に係る金入り設計書

中北建設事20-0226(主)甲斐早川線駒沢橋補修工事他8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

331 R2.9.3 R2.9.7 中北建設事20-0227(主)韮崎増富線駒井橋耐
震補強工事(一部債務)他3件に係る金入り設計
書

中北建設事20-0227(主)韮崎増富線駒井橋耐震補強工事
(一部債務)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

332 R2.9.3 R2.9.8 富東建設事20-0208主要地方道都留道志線道
路改良工事他5件に係る金入り設計書

富東建設事20-0208主要地方道都留道志線道路改良工事
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

333 R2.9.3 R2.9.15 富東建設事20-0204主要地方道都留道志線道
路改良工事他11件に係る金入り設計書

富東建設事20-0204主要地方道都留道志線道路改良工事
他11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

334 R2.9.3 R2.9.15 峡東林環事20-0088唐沢支流治山工事(明許)
他10件に係る金入り設計書

峡東林環事20-0088唐沢支流治山工事(明許)他10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
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335 R2.9.3 R2.9.8 峡南林環事20-0083福原上流治山工事(明許)
他3件に係る金入り設計書

峡南林環事20-0083福原上流治山工事(明許)他3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

336 R2.9.3 R2.9.15 中北林環事20-0127大和川治山工事(明許)他7
件に係る金入り設計書

中北林環事20-0127大和川治山工事(明許)他7件に係る実
施設計書

一部開示 1 1 森林環境 中北林務環境事務所

337 R2.9.3 R2.9.8 富東林環事20-0126観音沢治山工事他8件に係
る金入り設計書

富東林環事20-0126観音沢治山工事他8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

338 R2.9.3 R2.9.10 峡東農務事20-0028みさか桃源の郷地区農道
18号(第1工区)改良及び4-1工区ほ場整備工事
に係る金入り設計書

峡東農務事20-0028みさか桃源の郷地区農道18号(第1工
区)改良及び4-1工区ほ場整備工事に係る実施設計書

一部開示 1 農政 峡東農務事務所

339 R2.9.3 R2.9.11 峡南農務事20-0022身延南部地区農道1号・農
業用用排水路1号管理用道路舗装工事他3件に
係る金入り設計書

峡南農務事20-0022身延南部地区農道1号・農業用用排水
路1号管理用道路舗装工事他3件に係る実施設計書

一部開示 1 農政 峡南農務事務所

340 R2.9.3 R2.9.11 中北農務事20-0029八ヶ岳南麓地区大平団地
草地整備改良工事その2他3件に係る金入り設
計書

中北農務事20-0029八ヶ岳南麓地区大平団地草地整備改
良工事その2他3件に係る実施設計書

一部開示 1 農政 中北農務事務所

341 R2.9.4 R2.9.9 中北建設事20-0226(主)甲斐早川線駒沢橋補
修工事に係る金入り設計書

中北建設事20-0226(主)甲斐早川線駒沢橋補修工事に係る
実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

342 R2.9.4 R2.9.8 富東林環事20-0126観音沢治山工事に係る金
入り設計書

富東林環事20-0126観音沢治山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

343 R2.9.4 R2.9.11 中北農務事20-0035豊富南部地区鳥獣害防止
柵設置工事その1に係る金入り設計書

中北農務事20-0035豊富南部地区鳥獣害防止柵設置工事
その1に係る実施設計書

一部開示 1 農政 中北農務事務所

344 R2.8.11 R2.8.13 令和2年度及び令和3年度富士山有料道路料金
徴収業務委託設計図書、内訳書の「適用」欄の
第001、第002と第101から第110の明細書の内
容（数量・単位・金額・適用）の開示請求

令和2・3年度富士山道路料金徴収業務委託に係る次の文
書業務委託設計書の内訳書の明細書（第001、第002、第
101から第110）

全部開示 道路公社 道路公社

345 R2.9.7 R2.9.14 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8月6日から令和2年9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

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8月6日から令和2年9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

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

346 R2.9.7 R2.9.11 中北保健所管内に係る令和2年8月6日から9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8月6日から令和2年9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

347 R2.9.7 R2.9.14 峡東保健所管内に係る令和2年8月6日から9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8月6日から令和2年9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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348 R2.9.7 R2.9.11 峡南保健所管内に係る令和2年8月6日から9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8月6日から令和2年9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

349 R2.9.7 R2.9.9 富士東部保健所管内に係る令和2年8月6日か
ら98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8月6日から令和2年9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

350 R2.9.7 R2.9.15 山梨県で県道717号線の忍野村○○○○○○
○他の歩道を長さ約43mにわたり拡幅しました。
1石垣移設工事費用2それに伴う立竹木植栽補
償費用3その根拠の立竹木補償額算定表他

山中湖忍野富士吉田線道路工事交通対策道路事業物件移
転補償契約書、立竹木植栽補償算定票及び立竹木伐採前
の植栽写真（忍野村○○○○○番外）

一部開示 1 1 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

351 R2.9.8 R2.9.11 富東建設事20-0218国道411号外路面下空洞
調査業務委託における予定価格と最低制限価
格の金額入り設計書(業務内訳書・工種明細
書・施工単価表)

富東建設事20-0218国道411号外路面下空洞調査業務委
託に係る実施設計書

全部開示 県土整備 富士・東部建設事務
所

352 R2.9.8 R2.9.17 医薬品製造販売業、化粧品製造販売業、医療
機器製造販売業、体外診断用医薬品製造販売
業、再生医療等製品製造販売業、医薬品製造
業他の名簿(最新版)

医薬品製造販売業、化粧品製造販売業、医療機器製造販
売業、体外診断用医薬品製造販売業、再生医療等製品製
造販売業、医薬品製造業他の名簿(最新版)

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

353 R2.9.9 R2.9.14 令和○年○月○○日付けで建設業許可を取り
消した○○○○○○平成30年12月31日期決算
変更届表紙(別紙8)、工事経歴他のうち、山梨県
で現在保管している書類全て

○○○○○○に係る平成30年12月期、平成29年12月期、
平成28年12月期の決算変更届のうちの表紙(別紙8)、工事
経歴、直前3年の各事業年度における工事施工金額

一部開示 1 県土整備 建設業対策室

354 R2.9.9 R2.9.14 R3年度小・中・高教員採用試験一次試験問題
文、解答用紙、回答例一式

R3年度採用山梨県公立学校教員選考検査一次試験の問
題、解答用紙、解答例一式

全部開示 教委 義務教育課

355 R2.9.9 R2.9.11 道路管理課20-0005主要地方道上野原あきる
の線棡原大橋耐震補強工事(一部債務)に係る
金入り設計書

道路管理課20-0005主要地方道上野原あきるの線棡原大
橋耐震補強工事(一部債務)に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路管理課

356 R2.9.10 R2.10.12 2011.11月から2020.3月までの、県として健康増
進法の改正に伴うこれまでの経緯、今後の取り
組み等について、県として保有する行政文書の
公開を請求する。

・実施報告書（禁煙支援従事者研修会）・世界禁煙デー及び
禁煙週間の取り組みについて（提出）・復命書（世界禁煙
デー該当キャンペーン、禁煙週間パネル展）

一部開示 1 1 福祉保健 健康増進課

357 R2.9.10 R2.9.14 山梨県国民健康保険団体連合会医療保険審査
委員名簿

山梨県国民健康保険団体連合会医療保険審査委員名簿 一部開示 1 福祉保健 国保援護課

358 R2.9.10 R2.9.17 産業労働部成長産業推進課が実施する山梨県
不織布マスク製造機械設備事業費補助金につ
いて、別紙のとおり行政文書の開示を請求しま
す。

・検討委員会開催及び評価要領・検討委員会委員一覧・委
員就任依頼文、評価方法の説明、採点表・審査結果・採点
結果集計

一部開示 1 1 1 産業労働 成長産業推進課

359 R2.9.10 R2.10.12 学校法人○○○○○○○○○○○・○○○○
○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○
○○○の設立許可申請及び許可の内容がわか
る文書一切

私立学校設置認可申請書、学則、教職員編成表他 一部開示 1 1 1 県民生活 私学・科学振興課

360 R2.9.14 R2.9.23 2015年8月11日公告富東建設事15-0129富士
北麓公園陸上競技場改修工事の入札結果、予
定価格、入札参加業者、最低制限価格(調査基
準価格)、発注図書、積算内訳書

富東建設事15-0129富士北麓公園陸上競技場改修工事の
入札結果、実施設計書、数量計算書、特記仕様書、図書

全部開示 県土整備 富士・東部建設事務
所
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361 R2.9.14 R2.9.24 2018年6月26日公告営繕課18-0029富士北麓
公園陸上競技場・競技場改修工事の入札結
果、予定価格、入札参加業者、最低制限価格
(調査基準価格)、発注図書、積算内訳書

営繕課18-0029富士北麓公園陸上競技場・競技場改修工
事の入札結果、予定価格、入札参加業者、最低制限価格
(調査基準価格)、発注図書、積算内訳書

一部開示 1 県土整備 営繕課

362 R2.9.14 R2.10.12 学校法人○○○○○○○○○○○の平成30年
度山梨県私立学校運営費補助金交付に関する
一切の文書

平成30年度私立学校運営費補助金の内定について（通
知）、平成30年度山梨県私立学校運営費補助金交付申請
書他

一部開示 1 県民生活 私学・科学振興課

363 R2.9.14 R2.9.18 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」(1:2000程度)及び「建物配
置図」1階部分(1:5000程度)の変更前・後を希望
します。○○○○○○○○○○

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」(1:2000程度)及び「建物配置図」1階部分(1:5000程
度)の変更前・後を希望します。○○○○○○○○○○

全部開示 産業労働 産業政策課

364 R2.9.15 - 米軍関係者の自動車税等の減免額についてわ
かる文書すべての開示を求めます。

取下げ 1 総務 総合県税事務所

365 R2.9.15 R2.9.25 工事番号砂防課20-0002西根熊急傾斜地崩壊
対策工事(一部債務)(余フ)に係る金入り設計書
及び経費計算書等全部

工事番号砂防課20-0002西根熊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

366 R2.9.15 R2.9.28 昭和61年9月17日に旧○○神社一の鳥居が県
の文化財に指定された過程がわかる資料(報告
書、議事録等すべて)

・山梨県文化財保護審議会有形文化財部会の開催につい
て（通知）・山梨県文化財保護審議会全体会の開催につい
て（通知）・文化財の県指定について・文化財の指定同意に
ついて（依頼）・文化財の同意書の送付について他

一部開示 1 1 観光文化 文化振興・文化財課

367 R2.9.16 R2.9.18 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

368 R2.9.16 R2.9.29 令和2年8月31日現在、山梨県で保有しているク
リーニング業・旅館業法及び住宅宿泊事業法に
基づく許可・届け出の一覧項目:名称・住所・電
話番号・代表者名(営業者名)他

令和2年8月31日時点で山梨県で保有しているクリーニング
業・旅館業法及び住宅宿泊事業法に基づく許可又は届出施
設一覧のうち、業種・施設名称・施設所在地・施設電話番
号・代表者名(営業者名)・許可又は開設年月日

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

369 R2.9.25 R2.9.28 山梨県県土整備部治水課所管雨量月報（昭和
42年度～平成11年度）水位月報（昭和56年度
～平成10年度）

雨量月報（昭和42年度～平成11年度）水位月報（昭和56年
度～平成10年度）

全部開示 県土整備 治水課

370 R2.9.28 - 施設甲府城跡整備基本計画策定業務委託候補
者選定公募型プロポーザルにおける全事業者
の企画提案書

取下げ 1 観光文化 文化振興・文化財課

371 R2.9.28 R2.10.12 山梨県内の宿泊施設の旅館業法の営業許可に
関する・営業施設の名称及び所在地・営業許可
主体の名称(会社名・代表者名)・営業者の住
所・営業許可の日付・客室数

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・許可年月日、客室数

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

372 R2.9.29 R2.10.2 下釜口発電所水車発電機等改修工事(継続)(余
フ)の実施設計書

下釜口発電所水車発電機等改修工事(継続)(余フ)の実施設
計書

全部開示 公営企業 電気課

373 R2.9.29 R2.10.2 道路管理課20-0010国道140号西沢大橋耐震
補強工事(一部債務)他1件に係る実施設計書

道路管理課20-0010国道140号西沢大橋耐震補強工事(一
部債務)他1件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路管理課
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374 R2.9.29 R2.10.1 道路整備課20-0019国道140号(新山梨環状道
路東部区間2期)第一蛭沢橋上部工事(一部債
務)に係る実施設計書

道路整備課20-0019国道140号(新山梨環状道路東部区間2
期)第一蛭沢橋上部工事(一部債務)に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

375 R2.9.30 R2.10.7 道路整備課20-0016主要地方道市川三郷富士
川線富士橋橋梁下部(A2橋台2期)工事(一部債
務)他2件に係る金入り設計書

道路整備課20-0016主要地方道市川三郷富士川線富士橋
橋梁下部(A2橋台2期)工事(一部債務)他2件に係る実施設
計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

376 R2.9.30 R2.10.8 中北農務事20-0055屋根地区区画整理工事そ
の他1件に係る金入り設計書

中北農務事20-0055屋根地区区画整理工事その他1件に係
る実施設計書

一部開示 1 農政 中北農務事務所
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