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377 R2.10.2 R2.10.12 治山林道工事の積算システムにおける施工単
価条件表(令和2年10月)と、コードと名称のわか
る資料

治山林道工事の積算施工単価条件表（電磁的記録）（令和
2年10月1日現在）

全部開示 森林環境 治山林道課

378 R2.10.2 R2.10.7 新土木設計積算システムにおける施工単価条
件一覧表(国土交通省歩掛)

新土木積算システムにおける施工単価条件一覧表 全部開示 県土整備 技術管理課

379 R2.10.2 R2.10.7 山梨県県土整備部実施設計単価表令和2年10
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10月） 全部開示 県土整備 技術管理課

380 R2.10.2 R2.10.19 営繕課20-0073総合農業技術センター北館解
体工事他10件に係る金入り設計書

営繕課20-0073総合農業技術センター北館解体工事他10
件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

381 R2.10.2 R2.10.19 営繕課20-0062小瀬スポーツ公園武道館メイン
アリーナ照明設備改修工事他8件に係る金入り
設計書

営繕課20-0062小瀬スポーツ公園武道館メインアリーナ照
明設備改修工事他8件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

382 R2.10.2 R2.10.12 流域下水道20-0025富士北麓流域下水道富士
北麓1号幹線河口湖第二中継ポンプ場除塵機
外更新機械工事(一部債務)他3件に係る金入り
設計書

流域下水道20-0025富士北麓流域下水道富士北麓1号幹
線河口湖第二中継ポンプ場除塵機外更新機械工事(一部債
務)他3件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 流域下水道事務所

383 R2.10.2 R2.10.5 道路管理課20-0011国道140号鶏冠山大橋耐
震補強工事(一部債務)他1件に係る金入り設計
書

道路管理課20-0011国道140号鶏冠山大橋耐震補強工事
(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

384 R2.10.2 R2.10.14 都市計画課20-0001富士北麓浄化センター管
理本館建築耐震補強外工事(一部債務)に係る
金入り設計書

都市計画課20-0001富士北麓浄化センター管理本館建築
耐震補強外工事(一部債務)に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 下水道室

385 R2.10.2 R2.10.19 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

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

386 R2.10.2 R2.10.7 治水課20-0005渋川河川工事(一部債務)(余フ)
に係る金入り設計書

治水課20-0005渋川河川工事(一部債務)(余フ)に係る実施
設計書

一部開示 1 県土整備 治水課

387 R2.10.2 R2.10.9 峡東建設事20-0120一般県道市之蔵山梨線道
路改良3工区(一部債務)他9件に係る金入り設
計書

峡東建設事20-0120一般県道市之蔵山梨線道路改良3工
区(一部債務)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

388 R2.10.2 R2.10.13 峡南建設事20-0154芦川河川工事(3工区)(一部
債務)他3件に係る金入り設計書

峡南建設事20-0154芦川河川工事(3工区)(一部債務)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

389 R2.10.2 R2.10.13 富東建設事20-0269国道139号小菅橋床版工
事他4件に係る金入り設計書

富東建設事20-0269国道139号小菅橋床版工事他4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

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

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考
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390 R2.10.2 R2.10.8 富東建設事20-0315中沢川河川工事に係る金
入り設計書

富東建設事20-0315中沢川河川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

391 R2.10.2 R2.10.14 中北建設事20-0251小瀬スポーツ公園駐輪場
改修工事他9件に係る金入り設計書

中北建設事20-0251小瀬スポーツ公園駐輪場改修工事他9
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

392 R2.10.2 R2.10.13 中北建設事20-0264鳩川河川工事(3工区)他5
件に係る金入り設計書

中北建設事20-0264鳩川河川工事(3工区)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

393 R2.10.2 R2.10.14 中北建設事20-0348(一)甲府精進湖線歩道設
置工事他6件に係る金入り設計書

中北建設事20-0348(一)甲府精進湖線歩道設置工事他6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

394 R2.10.2 R2.10.13 中北建設事20-0262鳩川河川工事(1工区)他6
件に係る金入り設計書

中北建設事20-0262鳩川河川工事(1工区)他6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

395 R2.10.2 R2.10.13 富東建設事20-0210一般県道棡原藤野線道路
改良工事他4件に係る金入り設計書

富東建設事20-0210一般県道棡原藤野線道路改良工事他
4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

396 R2.10.2 R2.10.8 富東建設事20-0263国道139号舗装工事他11
件に係る金入り設計書

富東建設事20-0263国道139号舗装工事他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

397 R2.10.2 R2.10.13 峡東林環事20-0126金川の森園路舗装工事他
1件に係る金入り設計書

峡東林環事20-0126金川の森園路舗装工事他1件に係る実
施設計書

一部開示 1 1 森林環境 峡東林務環境事務所

398 R2.10.2 R2.10.16 峡南林環事20-0105三沢小規模治山工事他9
件に係る金入り設計書

峡南林環事20-0105三沢小規模治山工事他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

399 R2.10.2 R2.10.14 中北林環事20-0166清里の森別荘地内道路(あ
つたま西下通り外)舗装工事他2件に係る金入り
設計書

中北林環事20-0166清里の森別荘地内道路(あつたま西下
通り外)舗装工事他2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

400 R2.10.2 R2.10.7 富東林環事20-0148林業専用道東幹1号支線
改良工事他1件に係る金入り設計書

富東林環事20-0148林業専用道東幹1号支線改良工事他1
件に係る実施設計書

一部開示 1 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

401 R2.10.2 R2.10.8 耕地課20-0002都留西部地区農道1号改良工
事その3に係る金入り設計書

耕地課20-0002都留西部地区農道1号改良工事その3に係
る実施設計書

一部開示 1 農政 耕地課

402 R2.10.2 R2.10.14 峡東農務事20-0036一宮南部地区農道19号改
良及び排水路8号工事他10件に係る金入り設
計書

峡東農務事20-0036一宮南部地区農道19号改良及び排水
路8号工事他10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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403 R2.10.2 R2.10.9 峡南農務事20-0018波高島地区3ブロック地す
べり防止工事他15件に係る金入り設計書

峡南農務事20-0018波高島地区3ブロック地すべり防止工
事他15件に係る実施設計書

一部開示 1 農政 峡南農務事務所

404 R2.10.2 R2.10.8 中北農務事20-0078双葉北部地区楯無堰改修
工事その1他14件に係る金入り設計書

中北農務事20-0078双葉北部地区楯無堰改修工事その1他
14件に係る実施設計書

一部開示 1 農政 中北農務事務所

405 R2.10.2 R2.10.8 中北農務事20-0049南アルプス西部地区農道6
号改良舗装工事及び用排水路8号改修工事そ
の1他10件に係る金入り設計書

中北農務事20-0049南アルプス西部地区農道6号改良舗装
工事及び用排水路8号改修工事その1他10件に係る実施設
計書

一部開示 1 農政 中北農務事務所

406 R2.10.2 R2.10.12 富東農務事20-0022笹子地区用排水路1号改
修工事及び追分鳥獣害防止柵設置工事その3
他13件に係る金入り設計書

富東農務事20-0022笹子地区用排水路1号改修工事及び
追分鳥獣害防止柵設置工事その3他13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

407 R2.10.2 R2.10.14 ・峡東農務事峡東農務事-20-0043菱山地区農
道4号（2工区）橋梁工事（明許）他7件に係る金
入り設計書

・峡東農務事峡東農務事-20-0043菱山地区農道4号（2工
区）橋梁工事（明許）他7件に係る実施設計書

一部開示 1 農政 峡東農務事務所

408 R2.10.2 R2.10.7 実施設計単価表のうち産業廃棄物処理単価が
記載された部分

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

409 R2.10.6 R2.10.15 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9月6日から令和2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」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9月6日から令和2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」または廃止施
設一覧

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

410 R2.10.6 R2.10.9 中北保健所管内に係る令和2年9月6日から10
月5日までに受理した病院・診療所(歯科含む)の
廃止情報

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9月6日から令和2年10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

411 R2.10.6 R2.10.9 峡東保健所管内に係る令和2年9月6日から10
月5日までに受理した病院・診療所(歯科含む)の
廃止情報

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9月6日から令和2年10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

412 R2.10.6 R2.10.20 峡南保健所管内に係る令和2年9月6日から10
月5日までに受理した病院・診療所(歯科含む)の
廃止情報

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9月6日から令和2年10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

413 R2.10.6 R2.10.9 富士東部保健所管内に係る令和2年9月6日か
ら10月5日までに受理した病院・診療所(歯科含
む)の廃止情報

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9月6日から令和2年10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

414 R2.10.6 R2.10.16 富東建設事20-0299主要地方道四日市場上野
原線桂川橋補修工事他2件に係る実施設計書

富東建設事20-0299主要地方道四日市場上野原線桂川橋
補修工事他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

415 R2.10.6 R2.10.14 道路管理課20-0017主要地方道上野原あきる
の線災害防除工事他1件に係る実施設計書

道路管理課20-0017主要地方道上野原あきるの線災害防
除工事他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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416 R2.10.6 R2.10.12 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2020.5.12から2020.10.6まで、販
売店名、所在した市町村、廃業時期

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

417 R2.10.7 R2.10.19 厚生労働省が令和元年8月1日付けで発出した
「乳幼児検診未受診者、未就園児、不就学児等
の状況確認の実施について(依頼)」に基づき、
厚生労働省に提出した資料一式

乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認
の実施について（回答）

一部開示 1 子育て支援 子ども福祉課

418 R2.10.7 R2.10.12 道路整備課16-0004国道140号(新山梨環状道
路東部区間1期)蛭沢川橋(仮称)橋梁上部工製
作・架設工事(一部債務)他2件に係る実施設計
書

道路整備課16-0004国道140号(新山梨環状道路東部区間1
期)蛭沢川橋(仮称)橋梁上部工製作・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

419 R2.10.8 R2.10.21 県内の特定建築物リスト・建築物名称・建築物
所在地・建築物用途・特定用途部分の面積
(m2)・使用開始年月日・届出者氏名・届出者所
在地・届出者連絡先

特定建築物届出施設一覧表（電磁的記録）のうち、特定建
築物に係る名称、所在地、用途、特定用途部分の面積、使
用開始年月日、届出者氏名、届出者住所及び届出者連絡
先

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

420 R2.10.9 R2.10.14 治水課20-0013鎌田川4工区河川工事(一部債
務)(余フ)に係る金入り設計書

治水課20-0013鎌田川4工区河川工事(一部債務)(余フ)に係
る実施設計書

一部開示 1 県土整備 治水課

421 R2.10.9 R2.10.19 医療法人の事業報告書、財産目録、貸借対照
表、損益計算書、監事監査報告書平成29年度
からR2年度直近まで

医療法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算
書、監事監査報告書平成29年度からR2年度直近まで

一部開示 1 福祉保健 医務課

422 R2.10.9 R2.11.6 (機械設備工事)(建築工事)(電気工事)H31年度
営繕工事単価表複合単価・市場単価(新営・改
修)

(機械設備工事)(建築工事)(電気工事)H31年度営繕工事単
価表複合単価・市場単価(新営・改修)のうち、最新月の単価

一部開示 1 県土整備 営繕課

423 R2.10.9 R2.10.23 令和2年実施山梨県公立学校教員選考検査に
係る文書（別紙に記載）

令和3年度採用山梨県公立学校教員選考検査に係る文書 一部開示 1 1 1 教委 義務教育課

424 R2.10.12 R2.10.16 多言語教育の授業を実施している高等学校に
関して、(1)令和2年度「学校設定科目及び学校
設定教科」一覧(2)令和2年度「学校設定科目」
開設届出書または両者に準ずるもの

令和2年度学校設定科目一覧及び学校設定強化・科目届出 全部開示 教委 高校教育課

425 R2.10.13 R2.10.20 峡南建設事20-0009芦川外河川砂防緊急維持
修繕業務委託他1件に係る金入り設計書

峡南建設事20-0009芦川外河川砂防緊急維持修繕業務委
託他1件に係る実施設計書

全部開示 県土整備 峡南建設事務所

426 R2.10.13 R2.10.20 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)に係る金入り設計書

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

427 R2.10.13 R2.10.14 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件に係る金入り設計書

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

428 R2.10.14 R2.10.21 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

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

その
他

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

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

429 R2.10.13 R2.10.20 富士山有料道路料金所料金徴収業務に係る契
約期間、入札金額及び入札業者の全て。落札
業者及び落札金額、業務内容、仕様の全て（直
近の2期分）

富士山有料道路料金所料金徴収業務に係る契約期間、入
札金額及び入札業者の全て。落札業者及び落札金額、業
務内容、仕様の全て（直近の2期分）

全部開示 道路公社 道路公社

430 R2.10.16 R2.10.21 中北建設事19-0426(主)甲府山梨線外舗装工
事(明許)他4件に係る金入り設計書

中北建設事19-0426(主)甲府山梨線外舗装工事(明許)他4
件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

431 R2.10.16 R2.10.20 峡南建設事19-0315主要地方道南アルプス公
園線舗装補修工事(明許)に係る金入り設計書

峡南建設事19-0315主要地方道南アルプス公園線舗装補
修工事(明許)に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

432 R2.10.19 R2.11.16 甲府地裁平成29年(行ウ)第6号事件において、〇○〇
○弁護士が被告の訴訟代理人であった期間に、上記
事件に関連して、不動産鑑定士に依頼し、又は不動
産鑑定士から取得した鑑定書または意見書

・鑑定意見書（令和2年5月14日付け）・不動産鑑定評価書
（令和2年5月14日付け）・不動産鑑定評価書（令和2年9月
23日付け）

不存在に
よる不開
示

1 森林環境 県有林課

433 R2.10.19 R2.11.4 甲府地裁平成29年(行ウ)第6号事件において、訴訟代
理人であった弁護士、並びに現在の訴訟代理人であ
る弁護士と締結した委任契約書、請求書など、同弁護
士らに対して支払われた報酬に関する書類

・発令通知書・支出命令書・支出負担行為伺い・見積書・顧
問契約書・契約解除合意書・委託契約書

一部開示 1 1 1 総務 行政経営管理課

434 R2.10.20 R2.10.29 営繕課20-0027やまなし地域づくり交流センター
(仮称)改修機械設備工事に係る金入り設計書

営繕課20-0027やまなし地域づくり交流センター(仮称)改修
機械設備工事に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

435 R2.10.20 R2.11.19 史跡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提案資料一式

令和2年度史跡甲府城跡整備基本計画策定業務委託事業
公募型プロポーザルにおける企画提案参加業者の提案書
一式

一部開示 1 1 観光文化 文化振興・文化財課

436 R2.10.20 R2.10.26 県土整備部で使用されている施工単価名称と
それに対となるコードの一覧表[令和2年度10月
以降適用]もしくは令和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10月適
用）

全部開示 県土整備 技術管理課

437 R2.10.20 R2.10.26 「条件単価一覧表」（令和2年10月1日現在）もし
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

「条件単価一覧表」（電磁的記録）（令和2年10月1日現在）
※山梨県森林環境部のコード（Sコード）入り単価一覧表

全部開示 森林環境 治山林道課

438 R2.10.21 R2.11.5 令和2年7月1日から令和2年9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7月～令和2年9月処理分） 一部開示 1 1 総務 総合県税事務所

439 R2.10.22 R2.11.20 「山梨県立病院機構託児所及び病児・病後児保
育室運営業務委託に係る公募型プロポーザル」
に参加された各事業者様の・提案内容資料・採
点及び評価内容

・山梨県立病院機構託児所及び病児・病後児保育室運営業
務委託に係る公募型プロポーザルに係る提案内容資料・採
点及び評点内容

一部開示 1 1 （独）病院機構 山梨県立病院機構

440 R2.10.22 R2.10.30 新型コロナウイルス感染症の患者等のうち、発
症14日前から陽性判定日までの間にGoToトラ
ベルキャンペーン、GoToイートキャンペーンを
利用していた者の数他

新型コロナウイルス感染症の患者等のうち、発症14日前か
ら陽性判定日までの間にGoToトラベルキャンペーン、GoTo
イートキャンペーンを利用していた者の数他

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 健康増進課

441 R2.10.23 R2.10.28 道路整備課-20-0023国道140号（新山梨環状
道路東部区間2期）落合6号橋（仮称）下部工事
（一部債務）（余フ）に係る金入り設計書及び諸
経費計算書

道路整備課-20-0023国道140号（新山梨環状道路東部区
間2期）落合6号橋（仮称）下部工事（一部債務）（余フ）に係
る実施設計書

全部開示 県土整備 道路整備課

5 / 18 ページ



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

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

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

442 R2.10.23 R2.11.19 史跡甲府城跡整備基本計画策定業務委託公募
型プロポーザル方式の非選定理由について及
び他の参加業者の提案内容について可能な範
囲での開示

令和2年度史跡甲府城跡整備基本計画策定業務委託事業
公募型プロポーザルにおける企画提案参加業者の提案書
一式及び非選定理由書

一部開示 1 1 観光文化 文化振興・文化財課

443 R2.10.27 R2.10.29 富東建設事20-0299主要地方道四日市場上野
原線桂川橋補修工事に係る金入り設計書

富東建設事20-0299主要地方道四日市場上野原線桂川橋
補修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

444 R2.10.27 R2.10.30 中北建設事20-0419戸沢川浚渫伐木業務委託
他2件に係る金入り設計書

中北建設事20-0419戸沢川浚渫伐木業務委託他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

445 R2.10.28 R2.11.11 現行(平成20・21年)学習指導要領から新(平成
29・30年)学習指導要領へ移行するにあたり、教
師としてのあり方・考え方・教え方・心構えの変
更がわかる文書一式

・平成30年度新教育課程説明会資料（中学校総則）・令和
元年度新教育課程説明会資料（中学校総則）・令和2年度
教育課程説明会資料（中学校総則・令和元年度教育課程研
究集会資料（高等学校）

全部開示 教委 義務教育課

446 R2.10.30 R2.11.9 峡南建設事20-0181一般県道古関割子線駿道
橋橋梁補修工事他4件に係る金入り設計書

峡南建設事20-0181一般県道古関割子線駿道橋橋梁補修
工事他4件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

447 R2.10.30 R2.11.9 道路整備課20-0028国道139号道路工事(一部
債務)(余フ)に係る金入り設計書

道路整備課20-0028国道139号道路工事(一部債務)(余フ)
に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

448 R2.10.30 R2.11.9 富東建設事20-0346国道139号災害防除工事
他3件に係る金入り設計書

富東建設事20-0346国道139号災害防除工事他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

449 R2.11.2 R2.11.4 ○○○○の令和元年度の政務調査費報告書及
び領収書

政務活動費収支報告書の閲覧に供する書類（令和元年度
の○○○○議員）

全部開示 議会 議会事務局総務課

450 R2.11.2 R2.11.17 峡東保健所に、繁殖場「○○」をアポ無し立ち入
り調査をした情報

峡東保健所に、繁殖場「○○」をアポ無し立ち入り調査をし
た情報

存否応答
拒否

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

451 R2.11.2 - 令和2年度に契約した、傷害保険、賠償責任保
険、動産総合保険の保険期間・補償額・保険料
が記載された証券・明細書の写し他

取下げ 1 スポーツ振興 スポーツ振興課

452 R2.11.2 R2.11.12 令和2年度に契約した、傷害保険、賠償責任保
険、動産総合保険の保険期間・補償額・保険料
が記載された証券・明細書の写し他

・県営林道等賠償責任保険証券・（別紙：見積条件） 一部開示 1 森林環境 治山林道課

453 R2.11.2 R2.11.12 令和2年度に契約した、傷害保険、賠償責任保
険、動産総合保険の保険期間・補償額・保険料
が記載された証券・明細書の写し他

国内旅行傷害保険企業包括契約覚書 一部開示 1 観光文化 文化振興・文化財課

454 R2.11.2 - 令和2年度に契約した、傷害保険、賠償責任保
険、動産総合保険の保険期間・補償額・保険料
が記載された証券・明細書の写し他

取下げ 1 農政 農村振興課
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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

８条
１号

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

その
他

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

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

455 R2.11.2 - 令和2年度に契約した、傷害保険、賠償責任保
険、動産総合保険の保険期間・補償額・保険料
が記載された証券・明細書の写し他

取下げ 1 県土整備 道路整備課

456 R2.11.2 R2.11.16 令和2年度に契約した、傷害保険、賠償責任保
険、動産総合保険の保険期間・補償額・保険料
が記載された証券・明細書の写し他

・傷害保険証券・賠償責任保険証券・山梨県管理の道路に
関する賠償責任保険仕様書

一部開示 1 県土整備 道路管理課

457 R2.11.2 - 令和2年度に契約した、傷害保険、賠償責任保
険、動産総合保険の保険期間・補償額・保険料
が記載された証券・明細書の写し他

取下げ 1 県土整備 治水課

458 R2.11.2 - 令和2年度に契約した、傷害保険、賠償責任保
険、動産総合保険の保険期間・補償額・保険料
が記載された証券・明細書の写し他

取下げ 1 県土整備 下水道室

459 R2.11.2 - 令和2年度に契約した、傷害保険、賠償責任保
険、動産総合保険の保険期間・補償額・保険料
が記載された証券・明細書の写し他

取下げ 1 教委 学校施設課

460 R2.11.2 R2.11.13 令和2年度に契約した、傷害保険、賠償責任保
険、動産総合保険の保険期間・補償額・保険料
が記載された証券・明細書の写し他

・賠償責任保険・国内旅行所外保険 一部開示 1 教委 生涯学習課

461 R2.11.2 R2.11.17 令和2年度に契約した、傷害保険、賠償責任保
険、動産総合保険の保険期間・補償額・保険料
が記載された証券・明細書の写し他

・都道府県立学校管理者賠償責任保険証券・傷害総合保
険・スポーツ安全保険・国内旅行傷害保険

一部開示 1 1 教委 保健体育課

462 R2.11.2 R2.11.13 令和2年度に契約した、傷害保険、賠償責任保
険、動産総合保険の保険期間・補償額・保険料
が記載された証券・明細書の写し他

・運送保険証券・労働災害総合保険証券・道路賠償責任保
険証券・火災保険証券・機械保険証券・駐車場賠償責任保
険証券・道路賠償責任保険の支払実績がわかる文書
（H28:2件、R1:1件）

一部開示 1 1 道路公社 道路公社

463 R2.11.2 R2.11.5 建設業許可番号：○○○○会社名：（株）○○
○○○○住所：○○○○○○○○○○○○○
○○代表者：○○○○上記企業のR2年6月期
の「決算変更届出書」一式

株式会社○○○○○○に係る令和2年6月期の決算変更届
出書一式

一部開示 1 県土整備 建設業対策室

464 R2.11.4 R2.11.19 舞鶴城公園にあった(EL)ED171貸与陳情申請
書とその承認書、車両貸借契約書、搬入及び式
典書類、JRからの返却依頼書とその回答(承認)
書、搬出書類

舞鶴城公園にあった(EL)ED171貸与陳情申請書とその承認
書、車両貸借契約書、搬入及び式典書類、JRからの返却依
頼書とその回答(承認)書、搬出書類

一部開示 1 1 1 教委 生涯学習課

465 R2.11.4 R2.11.19 舞鶴城公園にあった(SL)C125の貸与陳情申請
書とその承認書、車両貸借契約書、搬入及び式
典書類、JRへの返却申出書とその承認書、韮
崎市への搬送書類等

舞鶴城公園にあった(SL)C125の貸与陳情申請書とその承
認書、車両貸借契約書、搬入及び式典書類、JRへの返却
申出書とその承認書、韮崎市への搬送書類等

一部開示 1 1 1 教委 生涯学習課

466 R2.11.5 R2.11.12 建設業許可業者の決算変更届一式の資料請求
○○○○（株）甲府市許可番号○○○○号※令
和2年6月期の決算変更届一式のみ

○○○○株式会社に係る令和2年6月期の決算変更届出書
一式

一部開示 1 県土整備 建設業対策室

467 R2.11.5 R2.11.13 山梨県県土整備部実施設計単価表令和2年11
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11月） 一部開示 1 1 県土整備 技術管理課
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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
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担当部局 担当課等 備考

468 R2.11.5 R2.11.19 営繕課20-0043富士吉田警察署独身寮解体工
事他6件に係る金入り設計書

営繕課20-0043富士吉田警察署独身寮解体工事他6件に係
る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

469 R2.11.5 R2.11.11 治水課20-0014間門川排水機場整備工事(一部
債務)(余フ)に係る金入り設計書

治水課20-0014間門川排水機場整備工事(一部債務)(余フ)
に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 治水課

470 R2.11.5 R2.11.10 大門塩川管20-0016塩川ダム昇降機設備補修
工事に係る金入り設計書

大門塩川管20-0016塩川ダム昇降機設備補修工事に係る
実施設計書

全部開示 県土整備 大門・塩川ダム管理事
務所

471 R2.11.5 R2.11.10 流域下水道20-0033釜無川流域下水道釜無川
1号幹線管路施設改築更新・耐震補強工事に係
る金入り設計書

流域下水道20-0033釜無川流域下水道釜無川1号幹線管
路施設改築更新・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

472 R2.11.5 R2.11.10 新環状建設20-0060国道140号(新山梨環状道
路東部区間1期)舗装工事他2件に係る金入り設
計書

新環状建設20-0060国道140号(新山梨環状道路東部区間1
期)舗装工事他2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

473 R2.11.5 R2.11.17 道路整備課20-0023国道140号(新山梨環状道
路東部区間2期)落合6号橋(仮称)下部工事(一
部債務)(余フ)他3件に係る金入り設計書

道路整備課20-0023国道140号(新山梨環状道路東部区間2
期)落合6号橋(仮称)下部工事(一部債務)(余フ)他3件に係る
実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

474 R2.11.5 R2.11.10 峡東建設事20-0183文珠川砂防工事他15件に
係る金入り設計書

峡東建設事20-0183文珠川砂防工事他15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

475 R2.11.5 R2.11.12 峡南建設事20-0216主要地方道市川三珠身延
線道路工事他15件に係る金入り設計書

峡南建設事20-0216主要地方道市川三珠身延線道路工事
他15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

476 R2.11.5 R2.11.13 中北建設事20-0342東川河川工事他14件に係
る金入り設計書

中北建設事20-0342東川河川工事他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

477 R2.11.5 R2.11.11 中北建設事20-0271堅沢川外砂防工事他14件
に係る金入り設計書

中北建設事20-0271堅沢川外砂防工事他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

478 R2.11.5 R2.11.13 富東建設事20-0306主要地方道四日市場上野
原線与縄橋耐震補強工事(一部債務)他13件に
係る金入り設計書

富東建設事20-0306主要地方道四日市場上野原線与縄橋
耐震補強工事(一部債務)他13件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

479 R2.11.5 R2.11.12 富東建設事20-0232道志川河川工事他6件に係
る金入り設計書

富東建設事20-0232道志川河川工事他6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

480 R2.11.5 R2.11.17 峡南林環事20-0157林道足馴峠線(池の茶屋工
区)開設工事他1件に係る金入り設計書

峡南林環事20-0157林道足馴峠線(池の茶屋工区)開設工
事他1件に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 峡南林務環境事務所
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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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１号
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他
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不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

481 R2.11.5 R2.11.13 峡東林環事20-0152林道菱山深沢線(2工区)改
良工事他1件に係る金入り設計書

峡東林環事20-0152林道菱山深沢線(2工区)改良工事他1
件に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 峡東林務環境事務所

482 R2.11.5 R2.11.11 中北林環事20-0180桜窪小規模治山工事他1
件に係る金入り設計書

中北林環事20-0180桜窪小規模治山工事他1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

483 R2.11.5 R2.11.11 中北農務事20-0051釜無川右岸地区3-2-L管
路工事及び3-4-L管路工事他7件に係る金入り
設計書

中北農務事20-0051釜無川右岸地区3-2-L管路工事及び
3-4-L管路工事他7件に係る実施設計書

一部開示 1 農政 中北農務事務所

484 R2.11.5 R2.11.11 峡南農務事20-0057富士川西部地区富士川大
橋耐震補強工事その14他3件に係る金入り設計
書

峡南農務事20-0057富士川西部地区富士川大橋耐震補強
工事その14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

485 R2.11.5 R2.11.16 峡東農務事20-0050日下部地区用排水路1-1
号改修工事、用排水路2号改修工事及び用排
水路3号改修工事他4件に係る金入り設計書

峡東農務事20-0050日下部地区用排水路1-1号改修工事、
用排水路2号改修工事及び用排水路3号改修工事他4件に
係る実施設計書

一部開示 1 農政 峡東農務事務所

486 R2.11.5 R2.11.9 富東農務事20-0025初狩地区5号鳥獣害防止
柵設置工事その1に係る金入り設計書

富東農務事20-0025初狩地区5号鳥獣害防止柵設置工事そ
の1に係る実施設計書

全部開示 農政 富士・東部農務事務
所

487 R2.11.6 - 八ヶ岳スケートセンターの2017年度の入場者数
を示した文書

取下げ 1 スポーツ振興 スポーツ振興課

488 R2.11.6 R2.12.7 令和2年7月14日付け防危第1511号(見積日令
和2年7月16日)で徴された見積書に係る随意契
約についての以下の情報開示。(以下省略)

見積合わせ点検表・見積書 一部開示 1 1 防災 防災危機管理課

489 R2.11.6 R2.11.16 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10月6日から令和2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」または廃止施設

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10月6日から令和2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」または廃止施
設

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

490 R2.11.6 R2.11.12 中北保健所管内に係る令和2年10月6日から11
月5日までに受理した病院・診療所(歯科含む)の
廃止情報

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10月6日から令和2年11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

491 R2.11.6 R2.11.18 峡東保健所管内に係る令和2年10月6日から11
月5日までに受理した病院・診療所(歯科含む)の
廃止情報

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10月6日から令和2年11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

492 R2.11.6 R2.11.12 峡南保健所管内に係る令和2年10月6日から11
月5日までに受理した病院・診療所(歯科含む)の
廃止情報

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10月6日から令和2年11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

493 R2.11.6 R2.11.17 富士東部保健所管内に係る令和2年10月6日か
ら11月5日までに受理した病院・診療所(歯科含
む)の廃止情報

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10月6日から令和2年11月5日までのもの。

一部開示 1 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所
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令和2年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況
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担当部局 担当課等 備考

494 R2.11.6 R2.11.12 2020年4月1日から2020年10月31日までに新規
(初回)に許可もしくは登録され、かつ廃業してい
ない医療機器及び体外診断用医薬品の製造業
者と製造販売業者の一覧

県内で令和2年4月1日から令和2年10月31日までに新規に
許可または登録され、かつ廃業していない医療機器及び体
外診断用医薬品の製造販売業と製造業に係わる項目

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

495 R2.11.9 R2.11.12 峡南建設事20-0165一般県道折門古関線宮前
橋外2橋橋梁補修工事他3件に係る金入り設計
書

峡南建設事20-0165一般県道折門古関線宮前橋外2橋橋
梁補修工事他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

496 R2.11.9 R2.11.16 峡南林環事20-0093アシダ小屋森林整備(次世
代林業116ろ2)に係る金入り設計書

峡南林環事20-0093アシダ小屋森林整備(次世代林業116ろ
2)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

497 R2.11.9 R2.11.13 県道718号富士吉田西桂線の道路平面図2020
年3月19日告示92号380m

県道718号富士吉田西桂線の道路平面図2020年3月19日
告示92号380m

全部開示 県土整備 道路管理課

498 R2.11.11 R2.11.18 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

499 R2.11.11 R2.11.26 過去5年間(2017年11月末から2020年10月末時
点まで)に県税事務所において事務所設立の届
出かあった企業についての一覧

法人設立届一覧（平成29年11月～令和2年10月受理又は
処理分）

一部開示 1 1 総務 総合県税事務所

500 R2.11.11 R2.11.20 山梨県で管轄しているく下記許可業者一覧※令
和2年11月11日現在・薬局・旧薬種商販売業・
店舗販売業・卸売販売業・特例販売業・配置販
売業

令和2年11月11日現在で許可している事業者に係る次の一
覧①薬局②旧薬種商販売業③店舗販売業④卸売販売業
(卸売一般販売業含む)⑤特例販売業⑥配置販売業

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

501 R2.11.16 R2.11.27 知事の公務日程が詳細にわかる文書(2020.8.1
から2020.10.31)

知事の公務日程(2020年8月1日から同10月31日) 全部開示 知事政策 秘書グループ

502 R2.11.17 R2.11.20 治水課-19-0010鎌田川5工区河川工事（一部
債務）（余フ）以上の公共工事の完成書類の中
の、施工計画書のうち（施工方法・施工管理計
画・その他）

治水課-19-0010鎌田川5工区河川工事（一部債務）（余フ）
以上の公共工事の完成書類の中の、施工計画書のうち（施
工方法・施工管理計画・その他）

全部開示 県土整備 治水課

503 R2.11.18 R2.11.26 山梨県立中央病院・山梨県立北病院が加入す
る火災保険証券および明細書

山梨県立中央病院・山梨県立北病院が加入する火災保険
証券および明細書

一部開示 1 （独）病院機構 山梨県立病院機構

504 R2.11.18 R2.12.18 被告が、○○○○不動産鑑定士から令和2年9月23日
付け不動産鑑定評価書を取得するにあたり、同不動
産鑑定士と締結した契約書、請求書など、同不動産
鑑定士に対して支払われた報酬に関する書類

・支出負担行為伺い2000020（住民訴訟に係る不動産鑑定
評価等業務に要する経費について・支出命令書2000034
（住民訴訟に係る不動産鑑定評価等業務に要する経費につ
いて）他

一部開示 1 1 1 森林環境 県有林課

505 R2.11.17 R2.11.25 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

506 R2.11.17 R2.11.24 峡南建設事19-0294湯町急傾斜地崩壊対策工
事(一部債務)他1件に係る金入り設計書

峡南建設事19-0294湯町急傾斜地崩壊対策工事(一部債
務)他1件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所
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507 R2.11.19 R2.11.25 過去5年間、職員の給与・賞与に関する勧告な
どで言及されている「企業規模50人以上かつ事
業所規模50人以上の県内の事業者」のうち調
査対象になった事業者の名称と従業員数他

平成28年度～令和2年度職種別民間給与実態調査におけ
る調査票入力データ

部分開示
も行えな
い不開示

1 1 人事委 人事委員会

508 R2.11.20 R2.12.4 峡東保健所が繁殖場「○○」、代表○○○○の
アポ無し立入検査した際の情報開示をお願い
致します。

峡東保健所による、第一種動物取扱業「○○」の事業所に
対する事前告知なしの立入調査に関する行政文書

存否応答
拒否

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

509 R2.11.20 R2.12.4 繁殖場『○○』に関するアポ無し立入検査の詳
細を開示お願いします。

峡東保健所による、第一種動物取扱業「○○」の事業所に
対する事前告知なしの立入調査に関する行政文書

存否応答
拒否

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

510 R2.11.20 R2.12.4 山梨県を本拠地とする○○○○(犬猫繁殖及び
移動販売会社)の立ち入り検査の内容とその結
果、処置があれば具体的な内容の情報

峡東保健所による、第一種動物取扱業「○○」の事業所に
対する事前告知なしの立入調査に関する行政文書

存否応答
拒否

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

511 R2.11.20 R2.12.4 ペット移動販売○○○○、○○に立入調査を行
われた際の、詳細情報の開示。

峡東保健所による、第一種動物取扱業「○○」の事業所に
対する事前告知なしの立入調査に関する行政文書

存否応答
拒否

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

512 R2.11.20 R2.12.4 峡東保健所による、犬&猫の繁殖場「○○」（代
表○○○○）の動物愛護法違反の疑いの抜き
打ち立ち入り調査の記録、及び行政指導の記
録

峡東保健所による、第一種動物取扱業「○○」の事業所に
対する事前告知なしの立入調査に関する行政文書

存否応答
拒否

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

513 R2.11.20 R2.12.4 繁殖場「○○」(代表○○○○)のアポ無しで立ち
入り調査をした結果

峡東保健所による、第一種動物取扱業「○○」の事業所に
対する事前告知なしの立入調査に関する行政文書

存否応答
拒否

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

514 R2.11.20 R2.12.4 「県指定無形文化財申請時の調書に添付され
ていたその由来に関する資料」一式・下市之瀬
の獅子舞・塩平の獅子舞・下教来石の獅子舞と
道祖神祭り

文化財調査票（下市之瀬の獅子舞）（塩平の獅子舞）（下教
来石の獅子舞と道祖神祭り）

一部開示 1 観光文化 文化振興・文化財課

515 R2.11.20 R2.11.27 富東林環事-19-0177林道菅野盛里線（菅野工
区）開設工事（明許）に係る金入り設計書

富東林環事-19-0177林道菅野盛里線（菅野工区）開設工
事（明許）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

516 R2.11.20 R2.12.4 峡東福祉保険事務所が立ち入り検査を行った
ペットショップ（の繁殖場「○○」に関する行政文
書

峡東保健所による、第一種動物取扱業「○○」の事業所に
対する事前告知なしの立入調査に関する行政文書

存否応答
拒否

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

517 R2.11.20 R2.12.4 繁殖場○○代表○○○○繁殖場の動物たちの
飼養環境について

峡東保健所による、第一種動物取扱業「○○」の事業所に
対する事前告知なしの立入調査に関する行政文書

存否応答
拒否

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

518 R2.11.20 R2.12.4 繁殖場「○○」への立入調査についての情報 峡東保健所による、第一種動物取扱業「○○」の事業所に
対する事前告知なしの立入調査に関する行政文書

存否応答
拒否

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

519 R2.11.20 R2.12.4 峡東保健所による、繁殖場「○○」の立ち入り調
査の内容について担当課山梨県福祉保健部峡
東保健福祉事務所衛生課

峡東保健所による、第一種動物取扱業「○○」の事業所に
対する事前告知なしの立入調査に関する行政文書

存否応答
拒否

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所
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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

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

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

520 R2.11.20 R2.12.4 繁殖場「○○」代表○○○○の立入り調査の情
報

峡東保健所による、第一種動物取扱業「○○」の事業所に
対する事前告知なしの立入調査に関する行政文書

存否応答
拒否

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

521 R2.11.20 R2.12.4 繁殖場『○○』○○○○和徳の峡東保健所によ
る、事前告知なしの立入検査の調査内容の開
示

峡東保健所による、第一種動物取扱業「○○」の事業所に
対する事前告知なしの立入調査に関する行政文書

存否応答
拒否

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

522 R2.11.24 R2.12.4 峡東保健所が調査した○○繁殖場(代表○○○
○)の調査結果を開示してください。

峡東保健所による、第一種動物取扱業「○○」の事業所に
対する事前告知なしの立入調査に関する行政文書

存否応答
拒否

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

523 R2.11.24 R2.12.4 峡東保健所が立入調査を行った繁殖場「○○」
代表○○○○氏についての調査報告書の開示

峡東保健所による、第一種動物取扱業「○○」の事業所に
対する事前告知なしの立入調査に関する行政文書

存否応答
拒否

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

524 R2.11.24 R2.12.4 繁殖場「○○」への立ち入り調査の結果をただ
ちに開示してください

峡東保健所による、第一種動物取扱業「○○」の事業所に
対する事前告知なしの立入調査に関する行政文書

存否応答
拒否

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

525 R2.11.24 - 悪質繁殖業者(ブリーダー)の監査結果を開示し
て下さい。

取下げ 1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

526 R2.11.24 R2.12.4 生体移動販売○○○○の繁殖場○○○○へア
ポなしで立ち入り調査して下さった際の情報開
示

峡東保健所による、第一種動物取扱業「○○」の事業所に
対する事前告知なしの立入調査に関する行政文書

存否応答
拒否

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

527 R2.11.24 R2.12.4 峡東保健所が繁殖場「○○」代表○○○○を、
アポなしで立ち入り調査をした件。

峡東保健所による、第一種動物取扱業「○○」の事業所に
対する事前告知なしの立入調査に関する行政文書

存否応答
拒否

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

528 R2.11.24 R2.12.4 犬猫の移動販売をしている「○○」についての
内容

峡東保健所による、第一種動物取扱業「○○」の事業所に
対する事前告知なしの立入調査に関する行政文書

存否応答
拒否

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

529 R2.11.24 R2.12.4 峡東保健所が繁殖場「○○」（代表：○○○○）
をアポ無しで立ち入り調査した結果

峡東保健所による、第一種動物取扱業「○○」の事業所に
対する事前告知なしの立入調査に関する行政文書

存否応答
拒否

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

530 R2.11.24 R2.12.3 令和2年5月から令和2年10月までの各文書・宝
鉱山抗廃水処理実績表・原水分析表・放流水水
質分析表・抗廃水処理作業日誌

令和2年5月から令和2年10月までの各文書・宝鉱山抗廃水
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

531 R2.11.25 R2.12.4 犬猫移動販売業者「○○○○」に保健所が立ち
入り調査をした結果

峡東保健所による、第一種動物取扱業「○○」の事業所に
対する事前告知なしの立入調査に関する行政文書

存否応答
拒否

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

532 R2.11.25 R2.12.4 繁殖場『○○』への立入調査 峡東保健所による、第一種動物取扱業「○○」の事業所に
対する事前告知なしの立入調査に関する行政文書

存否応答
拒否

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所
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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

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

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

533 R2.11.9 R2.11.24 ・「学内意向調査」の結果・「学内意向調査」の
結果が、選考会議でどのように用いられること
になっていたのか・理事長選考会議の構成員の
氏名・所属他

・令和2年11月6日付け公表文書・公立大学法人山梨県立大
学理事長の選考方法等に関する取扱要項・公立大学法人
山梨県立大学定款・公立大学山梨県立大学理事長選考基
準・理事長選考会議委員名簿

一部開示 1 (公大）県立大 県立大学

534 R2.11.26 R2.12.4 山梨県が作成・取得・保有する公文書等のう
ち、以下の内容・内歴が含まれている文書・歴
史的な価値等があるため永久に保存する必要
がある文書の保存・整理に関わる事項他

歴史的文書の選別基準に関する要綱の制定について・歴史
的文書の選別基準等に関する運用について・新型コロナ
ウィルス関連文書の取扱いについて他

一部開示 1 総務 行政経営管理課

535 R2.11.26 R2.12.11 山梨県教育委員会において作成・取得・保有さ
れた公文書等のうち、以下の内容・内歴が含ま
れている文書・歴史的な価値等があるため永久
に保存する必要がある文書の保存・整理他

歴史的文書の選別基準に関する要綱の制定について・歴史
的文書の選別基準等に関する運用・新型コロナウィルス関
連文書の取扱いについて他

一部開示 1 教委 教育委員会総務課

536 R2.11.26 R2.12.4 今年度峡東保健所が繁殖場「○○」(代表者○
○○○)にアポ無しで立ち入り検査した際の情
報の開示を求めます。

峡東保健所による、第一種動物取扱業「○○」の事業所に
対する事前告知なしの立入調査に関する行政文書

存否応答
拒否

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

537 R2.11.26 R2.12.10 別紙政治団体の令和元年度政治資金収支報告
書に添付された領収書の写し

別紙政治団体の令和元年度政治資金収支報告書に添付さ
れた領収書の写し

一部開示 1 1 1 1 選管 選挙管理委員会

538 R2.11.26 R2.12.7 (機械設備工事)(建築工事)(電気工事)H31年度
営繕工事単価表複合単価・市場単価(新営・改
修)に係るH31年度10月の単価

(機械設備工事)(建築工事)(電気工事)H31年度営繕工事単
価表複合単価・市場単価(新営・改修)に係るH31年度10月
の単価

全部開示 県土整備 営繕課

539 R2.11.27 R2.12.9 （株）○○○○○○○○○○○○○○が申請し
た林地開発許可に関する書類

施工体系図（体制表） 全部開示 森林環境 森林整備課

540 R2.11.27 R2.12.28 甲府地裁平成29年(行ｳ)第6号事件において、被告が
取得した令和2年5月14日付け鑑定意見書他につい
て、締結した契約書、請求書など、同不動産鑑定士に
対して支払われた報酬に関する書類

・支出負担行為伺い1900041（住民訴訟に係る不動産鑑定
評価等業務に要する経費について）￥5,610,000-（令和元年
9月20日付け）・業務契約書（令和元年9月27日付け）他

部分開示
も行えな
い不開示

1 森林環境 県有林課

541 R2.11.30 R3.1.4 県が県有林を貸し出している全ての契約者と当
初契約日、契約期間、所在地、使用目的、施設
名、面積、年間貸付料。2020年度と2019年度
分。

・県有林における土地貸付地一覧表（令和2年3月31日現
在）・県有林における土地貸付地一覧表（令和2年8月31日
現在）

一部開示 1 森林環境 県有林課

542 R2.12.1 R2.12.8 北富士演習場使用協定（第10次） 北富士演習場使用協定（第10次） 一部開示 1 県民生活 北富士演習場対策課

543 R2.12.1 R2.12.4 山梨県施設で利用している固定電話の月額電
話料金の内訳書の開示をお願いします。最低
1ヶ月、可能であれば3ヶ月分

・NTT東日本料金請求書・NTTコミュニケーションズ料金請
求書・NTTファイナンス請求書※令和2年8月、9月、10月（3
カ月）

全部開示 総務 財産管理課

544 R2.12.3 R2.12.7 山梨県県土整備部実施設計単価表令和2年12
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12月） 一部開示 1 1 県土整備 技術管理課

545 R2.12.3 R2.12.14 営繕課-20-0196北杜警察署武川駐在所建設
外構工事他8件に係る金入り設計書

営繕課-20-0196北杜警察署武川駐在所建設外構工事他8
件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課
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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

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

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

546 R2.12.3 R2.12.14 営繕課-20-0092南甲府警察署東別館屋上防
水改修工事他9件に係る金入り設計書

営繕課-20-0092南甲府警察署東別館屋上防水改修工事
他9件に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 営繕課

547 R2.12.3 R2.12.7 荒川ダム管-20-0029荒川ダム場内放送設備災
害復旧工事(R2年災第1号)他1件に係る金入り
設計書

荒川ダム管-20-0029荒川ダム場内放送設備災害復旧工事
(R2年災第1号)他1件に係る実施設計書

全部開示 県土整備 荒川ダム管理事務所

548 R2.12.3 R2.12.9 大門塩川管20-0019塩川ダム真空遮断器取り
替え工事に係る金入り設計書

大門塩川管20-0019塩川ダム真空遮断器取り替え工事に
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

549 R2.12.3 R2.12.10 都市計画課20-0006(都)田富町敷島線(富竹1期
工区)道路工事の2(明許)(余フ)に係る金入り設
計書

都市計画課20-0006(都)田富町敷島線(富竹1期工区)道路
工事の2(明許)(余フ)に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 都市計画課

550 R2.12.3 R2.12.10 峡東建設事-20-0198大石川外砂防工事（明
許）他8件に係る金入り設計書

峡東建設事-20-0198大石川外砂防工事（明許）他8件に係
る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡東建設事務所

551 R2.12.3 R2.12.10 峡南建設事-20-0264主要地方道市川三郷身
延線新割石トンネル照明施設更新工事（明許）
（余フ）他8件に係る金入り設計書

峡南建設事-20-0264主要地方道市川三郷身延線新割石ト
ンネル照明施設更新工事（明許）（余フ）他8件に係る実施設
計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

552 R2.12.3 R2.12.14 富東建設事-20-0427一級河川鶴川災害復旧
工事他6件に係る金入り設計書

富東建設事-20-0427一級河川鶴川災害復旧工事他6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

553 R2.12.3 R2.12.9 富東建設事-20-0394主要地方道河口湖精進
線道路工事（一部債務）他3件に係る金入り設
計書

富東建設事-20-0394主要地方道河口湖精進線道路工事
（一部債務）他3件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

554 R2.12.3 R2.12.10 中北建設事-20-0414御勅使川砂防工事（明
許）他4件に係る金入り設計書

中北建設事-20-0414御勅使川砂防工事（明許）他4件に係
る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

555 R2.12.3 R2.12.10 中北建設事-20-0430（主）韮崎増富線鳥井坂ト
ンネル照明工事（明許）に係る金入り設計書

中北建設事-20-0430（主）韮崎増富線鳥井坂トンネル照明
工事（明許）に係る実施設計書

全部開示 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

556 R2.12.3 R2.12.14 中北林環事-20-0211高成沢左支流治山工事
（明許）に係る金入り設計書

中北林環事-20-0211高成沢左支流治山工事（明許）に係る
実施設計書

一部開示 1 森林環境 中北林務環境事務所

557 R2.12.3 R2.12.8 富東林環事-20-0121戸沢川治山工事（明許）
他3件に係る金入り設計書

富東林環事-20-0121戸沢川治山工事（明許）他3件に係る
実施設計書

一部開示 1 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

558 R2.12.3 R2.12.8 峡南林環事-20-0154釜額治山施設維持工事
他1件に係る金入り設計書

峡南林環事-20-0154釜額治山施設維持工事他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
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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

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

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

559 R2.12.3 R2.12.7 中北農務事-20-0077穴山地区中村ため池改修
工事に係る金入り設計書

中北農務事-20-0077穴山地区中村ため池改修工事に係る
実施設計書

一部開示 1 農政 中北農務事務所

560 R2.12.3 R2.12.10 2020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○実施要項・
要領・要綱等○試験問題他

2020年度実施の市町村立学校・県立学校の管理職試験に
関する資料○要項・要領・事前提出書類様式等試験問題○
昨年度の受験者数及び合格者数

全部開示 教委 義務教育課

561 R2.12.3 R2.12.7 山梨県立甲府南高等学校の1963年の新築時
の建築工事設計図書のすべて

山梨県立甲府南高等学校の1963年の新築時の建築工事
設計図書のすべて

不存在に
よる不開
示

1 教委 学校施設課

562 R2.11.30 R2.12.7 向沢工事の令和2年度工事に係る完成検査の
行政文書の全て

向沢工事の2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

563 R2.12.4 R2.12.15 山梨県本庁総務部で契約している携帯電話利
用内訳書期間は、直近2ヵ月分(2020.9-2020.10)

携帯電話請求書及び請求内訳（2020年9月～10月） 一部開示 1 総務 人事課

564 R2.12.7 R2.12.15 公共用水域及び地下水の水質測定結果（冊子
原稿）項目中の平成20年度～令和1年度のうち
地下水部分のエクセルデータ

公共用水域及び地下水の水質測定結果（冊子原稿）項目の
うち地下水部分の次の年度のデータ（エクセル）平成26年度
～令和1年度

一部開示 1 森林環境 大気水質保全課

565 R2.12.7 R2.12.16 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11月6日から令和2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」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11月6日から令和2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」または廃止施
設一覧

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

566 R2.12.7 R2.12.15 中北保健所管内に係る令和2年11月6日から12
月5日までに受理した病院・診療所(歯科含む)の
廃止情報

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11月6日から令和2年12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

567 R2.12.7 R2.12.17 峡東保健所管内に係る令和2年11月6日から12
月5日までに受理した病院・診療所(歯科含む)の
廃止情報

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11月6日から令和2年12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

568 R2.12.7 R2.12.14 峡南保健所管内に係る令和2年11月6日から12
月5日までに受理した病院・診療所(歯科含む)の
廃止情報

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11月6日から令和2年12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

569 R2.12.7 R2.12.10 富士東部保健所管内に係る令和2年11月6日か
ら12月5日までに受理した病院・診療所(歯科含
む)の廃止情報

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11月6日から令和2年12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

570 R2.12.7 - 都留児童相談所において○○、○○○、○○
○、○○○につき対応をした記録の全て（平成
28年8月1日から令和元年7月31日までに作成さ
れたもの）

取下げ 1 子育て支援 都留児童相談所

571 R2.12.7 R2.12.10 公共用水域水質測定結果令和元年度分の河口
湖湖心河口湖船津沖の測定結果一覧表

公共用水域水質測定結果令和元年度分の河口湖湖心河口
湖船津沖の測定結果一覧表

全部開示 森林環境 大気水質保全課
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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
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３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号
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他

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

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

572 R2.12.7 R2.12.15 食品衛生法に基づき営業許可を取得した施設
のうち、2019年11月1日から2020年11月末まで
に全事業を廃止した施設の営業所名、営業所
住所、営業所電話、営業者名他

食品営業許可台帳一覧表（電磁的記録）のうち、令和2年12
月7日現在、令和元年年11月1日から令和2年11月末までに
廃業し、届出のあった営業所に係る業種大分類、屋号、申
請者住所、氏名、法人代表者名、営業所住所他

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

573 R2.12.8 R3.1.7 ○○○○○（株）が富士川水系に所有する○○
○発電所の水利権更新許可に関し、山梨県が
流域市町に対して今月実施している「意見聴
取」に関する文書一式

一級河川早川における水利使用（変更）に関する河川法第
36条第1項に基づく意見聴取について

一部開示 1 1 県土整備 治水課

574 R2.12.8 R2.12.21 富東建設事-19-0390主要地方道四日市場上
野原線新雛鶴トンネル照明工事（明許）他1件の
入札時に応札された施工計画書

富東建設事-19-0390主要地方道四日市場上野原線新雛
鶴トンネル照明工事（明許）他1件の入札時に応札された施
工計画書

全部開示 県土整備 富士・東部建設事務
所

575 R2.12.8 R2.12.21 中北建設事-20-0450国道141号七里岩トンネ
ル照明工事（明許）の入札時に応札された施工
計画書

中北建設事-20-0450国道141号七里岩トンネル照明工事
（明許）の入札時に応札された施工計画書

全部開示 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

576 R2.12.8 R2.12.23 龍岡土地改良区設立認可申請書一式 土地改良区設立認可申請書 一部開示 1 農政 耕地課

577 R2.12.9 R2.12.11 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

578 R2.12.9 R2.12.10 ・一般県道富士河口湖芦川線若彦トンネル(仮
称)芦川工区建設工事他1件に関る図書（しゅん
工図）

・一般県道富士河口湖芦川線若彦トンネル(仮称)芦川工区
建設工事他1件に関る図書（しゅん工図）

全部開示 県土整備 道路整備課

579 R2.12.11 R2.12.24 山梨県内において、令和2年11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11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)、許可年月日日(もしくは検査確認年月日)

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

580 R2.12.11 R2.12.24 山梨県内において、令和2年11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11月末日時点における施術所一覧※
甲府市内の施術所を除く

一部開示 1 福祉保健 医務課

581 R2.12.14 R2.12.25 ホテル○○○○○の温泉法に関する下記の文
書・温泉掘削許可証・温泉の増堀許可証・動力
装置設置許可証・温泉採取許可証・温泉の利用
許可証・温泉成分分析書

1昭和47年3月31日付け山梨県指令医第3-25号温泉掘削
許可証2平成6年12月7日付け山梨県指令景自第8-96号増
掘許可証3平成18年2月22日付け山梨県指令み自第1819
号増掘許可証他

一部開示 1 1 森林環境 中北林務環境事務所

582 R2.12.14 R2.12.16 峡東建設事-20-0210不動沢砂防工事（一部債
務）他2件に係る金入り設計書

峡東建設事-20-0210不動沢砂防工事（一部債務）他2件に
係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡東建設事務所

583 R2.12.15 R2.12.23 県の測量等の委託業者の指名停止一覧表(平
成28年1月から令和2年11月末まで)公表項目は
HPと同様

・指名停止措置の概要（平成28年1月6日～平成30年11月
20日）・指名停止措置について（平成31年2月14日～令和2
年11月27日）

全部開示 県土整備 技術管理課

584 R2.12.15 R2.12.25 1添付別表の医療法人の決算文書2前回不足分
だった別表記載のページ

医療法人の決算文書 一部開示 1 福祉保健 医務課
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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

８条
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８条
４号
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他
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不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

585 R2.12.16 R2.12.21 平成27年毒物劇物取扱者問題(一般)平成27年
毒物劇物取扱者正答平成28年毒物劇物取扱者
問題(一般)平成28年毒物劇物取扱者正答

・平成27年度毒物劇物取扱者試験（一般区分）試験問題及
び解答・平成28年度毒物劇物取扱者試験（一般区分）試験
問題及び解答

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

586 R2.12.17 R2.12.21 中部横断自動車道（長坂～八千穂）の環境影響
評価に関する不適切な対応について、11月4日
に甲府河川国道事務所から高速道路推進課長
に電話で伝えられた内容を記録した文書

中部横断自動車道（長坂～八千穂）の環境影響評価に関す
る不適切な対応について、11月4日に甲府河川国道事務所
から高速道路推進課長に電話で伝えられた内容を記録した
文書

不存在に
よる不開
示

1 県土整備 高速道路推進課

587 R2.12.17 R3.1.4 「○○○○○○○」への2018年の個人献金に関
し、県選管が所得税控除のための文書を発行し
たすべての個人と献金額が分かる書類他

「○○○○○○○」への2018年の個人献金に関し、県選管
が所得税控除のための文書を発行したすべての個人と献
金額が分かる書類他

全部開示 選管 選挙管理委員会

588 R2.12.17 R3.1.18 リニア新幹線の工事計画に際して、自然公園法
第20条3項に基づく山梨県知事の許可に関する
関係書類

下記の申請に係る許可申請及び許可関係書類一式
H27.10.14付け山梨県指令峡南林環第2782号で許可の工作
物の新築許可申請H29.11.28付け山梨県指令み自第2317
号で許可の土地の形状変更許可申請他

一部開示 1 1 1 森林環境 みどり自然課

589 R2.12.17 - 山梨県内のリニア中央新幹線の工事(本体工
事・関連工事いずれも)の進捗が分かるような文
書及び電磁的記録。特に遅れが分かるような文
書及び電磁的記録。

取下げ 1 リニア リニア未来創造・推進
課

590 R2.12.17 R2.12.25 山梨県下全域で病児・病後児保育施設の相互
利用を可能にした行政間の協定書の写しすべ
て

病児・病後児保育事業の相互利用に関する協定書（写し） 全部開示 子育て支援 子育て政策課

591 R2.12.22 R2.12.24 流域下水道-20-0036峡東浄化センター沈砂池
ポンプ棟ポンプ設備移設機械工事他1件に係る
公告・発注図書（図面・設計書・特記仕様書
等）・金入設計書（富士北麓）

流域下水道-20-0036峡東浄化センター沈砂池ポンプ棟ポ
ンプ設備移設機械工事他1件に係る公告・発注図書（図面・
設計書・特記仕様書等）・実施設計書（富士北麓）

全部開示 県土整備 流域下水道事務所

592 R2.12.22 R2.12.25 道路整備課-20-0027道路整備課主要地方道
市川三郷富士川線富士橋橋梁上部製作・架設
（その2）工事（一部債務）に係る金入り設計書

道路整備課-20-0027道路整備課主要地方道市川三郷富
士川線富士橋橋梁上部製作・架設（その2）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

593 R2.12.22 R3.1.6 北杜市○○○地内行政代執行の完了に伴う住
民説明会（R2.2.14実施）の記録の全て

[住民説明会議事録]行政代執行（対策工事）の完了に伴う
説明会の状況について（北杜市○○○○○地内及び○○
地内）

一部開示 1 森林環境 環境整備課

594 R2.12.22 R3.1.20 北杜市須玉町東向地内向沢工事完了に伴う現
地説明会の記録の全て（8／28実施）及び赤道
復元に関する地権者との協議の記録の全て

・議事録・口頭受理用紙 一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

595 R2.12.23 - 契約番号中北建設事20-0324漆川砂防工事(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 中北建設事務所

596 R2.12.23 - 中北農務事20-0033中野地区中野活性化農道
(第2工区)改良工事の契約より現在までの文書
一切

取下げ 1 農政 中北農務事務所

597 R2.12.23 - 中北林環事20-0062林道櫛形山線改良工事の
契約より現在までの文書

取下げ 1 森林環境 中北林務環境事務所
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598 R2.12.23 R3.1.7 峡東建設事20-0196渋川河川工事(明許)の契
約より現在までの文書一切

峡東建設事20-0196渋川河川工事(明許)の契約より現在ま
での文書一切

一部開示 1 1 1 県土整備 峡東建設事務所

599 R2.12.24 R3.1.8 1998年に開始された山梨県立中央病院建設工
事の際に山梨県と強電ＪＶ（〇○○・○○○○・
○○○○○○○○）が交わした契約書の写し

1998年に開始された山梨県立中央病院建設工事の際に山
梨県と強電ＪＶ（〇○○・○○○○・○○○○○○○○）が
交わした契約書の写し

一部開示 1 （独）病院機構 山梨県立病院機構

600 R2.12.24 R3.1.5 都市計画課-14-0002富士北麓流域下水道藤
北麓浄化センター汚泥脱水機設備更新機械工
事（一部債務）に係る(1)公告×1式(2)発注図書
×1式

都市計画課-14-0002富士北麓流域下水道藤北麓浄化セン
ター汚泥脱水機設備更新機械工事（一部債務）に係る(1)公
告×1式(2)発注図書×1式

全部開示 県土整備 下水道室

601 R2.12.28 R3.1.7 別紙物件移転補償契約書に基づく○○○から
の請求書及び検収調書、支出命令書

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
転補償契約書に基づく請求書、支出命令書、委任状

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

602 R2.12.28 R3.1.8 医療法人○○○(○○○○○○○○○)の令和
元年度の事業報告書、定款及び監査報告書

医療法人○○○(○○○○○○○○○)の令和元年度の事
業報告書、定款及び監査報告書

一部開示 1 福祉保健 医務課

603 R2.12.28 R3.1.25 山梨県が管理する早川・雨畑川水系で行われ
ている企業活動で使用されている凝固剤・凝集
剤について、使用されている種類と量、頻度、期
間などが分かる文書の全て。

平成17年3月31日に受理した水質汚濁防止法に基づく特定
施設設置届出書のかがみ、別紙3、別紙6他

一部開示 1 1 森林環境 大気水質保全課

604 R2.12.28 - 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情報

取下げ 1 防災 防災危機管理課
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