
平成27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 H27.4.1 H27.5.1 県立大学の有する複数の文書及び平成26年
12月6日開催講座に関する文書

県立大学の有する複数の文書及び平成26年12月6日開催
講座に関する文書

一部開示 1 1 (公大）県立大 県立大学

2 H27.4.1 H27.4.15 金入り設計書（表紙から単価表レベル全て及
び諸経費計算書）

営繕課-14-257桂高校弓道場移設工事（明許）外12件に係
る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

3 H27.4.1 H27.4.15 金入り設計書（表紙から単価表レベル全て及
び諸経費計算書）

中北建設事-14-0471桐の木沢砂防工事（明許）外15件に
係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 中北建設事務所

4 H27.4.1 H27.4.9 金入り設計書（表紙から単価表レベル全て及
び諸経費計算書）

中北建設事-14-0427国道141号清里袴線橋橋梁耐震補強
工事（一部債務）外4件に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

5 H27.4.1 H27.4.15 金入り設計書（表紙から単価表レベル全て及
び諸経費計算書）

富士東部建設事-14-406国道411号橋梁耐震補強工事（諸
畑桟道橋）（明許）外11件に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

6 H27.4.1 H27.4.15 金入り設計書（表紙から単価表レベル全て及
び諸経費計算書）

富士東部建設事-14-408主要地方道河口湖商事線道路工
事（明許）外3件に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

7 H27.4.1 H27.4.13 金入り設計書（表紙から単価表レベル全て及
び諸経費計算書）

峡南建設事14-294東市組-2急傾斜地崩壊対策工事（名
許）外10件に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 峡南建設事務所

8 H27.4.1 H27.4.16 金入り設計書（表紙から単価表レベル全て及
び諸経費計算書）

道路整備課14-0053一般国道411号朝気2工区道路工事
（一部債務）外4件に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 道路整備課

9 H27.4.1 H27.4.15 峡東建設事14-212一般国道137号新御坂トン
ネル補修工事（明許）外3件に係る金入り設計
書（表紙から単価表レベル全て及び諸経費計
算書）

峡東建設事14-212一般国道137号新御坂トンネル補修工
事（明許）外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

10 H27.4.1 H27.4.14 金入り設計書（表紙から単価表レベル全て及
び諸経費計算書）

道路管理課14-0015（主）甲府韮崎線愛宕トンネル照明設
備補修工事（明許）外5件に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 道路管理課

11 H27.4.1 H27.4.13 金入り設計書（表紙から単価表レベル全て及
び諸経費計算書）

新環状建設-14-0080国道140号（西関東連絡道路）（八幡
富士見橋舗装工事に係る実施設計書（全部債務）

全部開示 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所

12 H27.4.1 H27.4.10 金入り設計書（表紙から単価表レベル全て及
び諸経費計算書）

流域下水道14-0051峡東流域下水間門川幹線外管きょ耐
震工事（明許）外3件に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 流域下水事務所

13 H27.4.1 H27.4.8 金入り設計書（表紙から単価表レベル全て及
び諸経費計算書）

道路整備課14-0011中部横断自動車道工事用道路大久保
沢川工事用道路2工区改良工事に係る実施設計書（名許）

一部開示 1 県土整備 高速道路推進課

請求日番号

不開示の根拠条号

担当課等 備考担当部局請求に係る行政文書の名称又は内容決定日 決定内容対象行政文書の名称
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平成27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
請求日番号

不開示の根拠条号

担当課等 備考担当部局請求に係る行政文書の名称又は内容決定日 決定内容対象行政文書の名称

14 H27.4.1 H27.4.14 金入り設計書（表紙から単価表レベル全て及
び諸経費計算書）

下水道課14-0016富士北麓流域下水道富士北麓1号幹線
管きょ耐震工事に係る実施設計書（明許）

全部開示 県土整備 都市計画課

15 H27.4.1 H27.4.6 金入り設計書（表紙から単価表レベル全て及
び諸経費計算書）

中部推進14-0017「中部横断自動車道泥之沢川工事用道
路9工区舗装工事（明許）」外1件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中部横断自動車道推
進事務所

16 H27.4.1 H27.4.10 金入り設計書（表紙から単価表レベル全て及
び諸経費計算書）

治水課14-0005鎌田川1工区河川工事（一部債務）外1件に
係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 治水課

17 H27.4.1 H27.4.8 金入り設計書（表紙から単価表レベル全て及
び諸経費計算書）

砂防課14-0006身延川砂防工事（名許）に係る実施設計書 一部開示 1 県土整備 砂防課

18 H27.4.1 H27.4.7 金入り設計書（表紙から単価表レベル全て及
び諸経費計算書）

峡東林務事-14-0171林業専用道路日川1号支線（2工区）
開設工事（名許）実施設計書外12件

一部開示 1 1 森林環境 峡東林務環境事務所

19 H27.4.1 H27.4.14 金入り設計書（表紙から単価表レベル全て及
び諸経費計算書）

峡南林務事-14-166林業専用道赤石高下支線1号支線開
設工事（明許）外13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

20 H27.4.1 H27.4.9 金入り設計書（表紙から単価表レベル全て及
び諸経費計算書）

中北林務事14-0222林道鳥居峠線開設工事（名許）外5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

21 H27.4.1 H27.4.13 金入り設計書（表紙から単価表レベル全て及
び諸経費計算書）

富士東部林務事-14-238林道細野鹿留線（御正体山東工
区）開設工事（明許）外9件に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

22 H27.4.1 H27.4.13 金入り設計書（表紙から単価表レベル全て及
び諸経費計算書）

峡東農務事-14-0091八幡地区兄川橋梁床版工事（明許）
外1件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

23 H27.4.1 H27.4.6 金入り設計書（表紙から単価表レベル全て及
び諸経費計算書）

峡南農務事14-0054身延北部地区農道7号舗装工事（明
許）に係る実施設計書

一部開示 1 農政 峡南農務事務所

24 H27.4.1 H27.4.9 金入り設計書（表紙から単価表レベル全て及
び諸経費計算書）

富東農務事14-0084上野原南部地区東部営農飲雑用水施
設付帯工事外4件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 富士・東部農務事務
所

25 H27.4.1 H27.4.7 金入り設計書（表紙から単価表レベル全て及
び諸経費計算書）

中北農務事14-0117天王原地区鳥獣害防止柵設置及びほ
場整備法面植生工事（名許）外3件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所

26 H27.4.3 H27.4.16 やまなし農業ルネサンス総合支援事業費補助
金内訳

やまなし農業ルネサンス総合支援事業実績 全部開示 農政 農村振興課
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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
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担当課等 備考担当部局請求に係る行政文書の名称又は内容決定日 決定内容対象行政文書の名称

27 H27.4.3 H27.4.16 富士山世界文化遺産協議会負担金 平成26年5月1日付け富保推第181号「支出負担行為伺
1400012（平成26年度山梨県富士山世界文化遺産保存活
用推進協議会負担金の納付について）\17,714,000」のう
ち、平成26年度負担金

全部開示 知事政策 富士山保全推進課

28 H27.4.3 H27.4.20 しなやかな心の育成推進事業費の使途・内訳 平成27年3月26日付け教総第4520号道徳教育の抜本的改
善・充実に係る支援事業完了決算書のうち、加賀身分1.決
算総括表

一部開示 1 教委 教育庁総務課

29 H27.4.3 H27.4.17 道路整備14-0040蛭沢川橋（仮称）橋梁下部工
事その4金入り設計書

道路整備14-0040蛭沢川橋（仮称）橋梁下部工事その4に
係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

30 H27.4.3 H27.4.17 道路整備14-0048一般県道高畑谷村停車場線
新院辺橋（仮称）橋梁丈夫工製作・架設工事・
金入り設計書

道路整備14-0048一般県道高畑谷村停車場線新院辺橋
（仮称）橋梁丈夫工製作・架設工事・実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

31 H27.4.6 H27.4.17 教義第4663号で不開示となった件について説
明する文書

「私たちの道徳」活用状況等調査の山梨市調査票の回答
内容について

不存在に
よる不開
示

1 教委 義務教育課

32 H27.4.6 H27.4.17 平成27年度分の本庁舎内及び図書館で公的
に購読している一般新聞と政党機関誌の部数
と契約内容

H27.年4月1日付け支出負担行為伺い15000007（平成27年
度企画県民部新聞購読に要する経費）のうち、H27年度新
聞購読内訳及び新聞購読場所内訳

全部開示 知事政策 秘書課

33 H27.4.6 H27.4.7 平成27年度分の本庁舎内及び図書館で公的
に購読している一般新聞と政党機関誌の部数
と契約内容

H27.年4月1日付け支出負担行為伺い15000010（平成27年
度企画県民部新聞購読に要する経費）のうち、H27年度企
画県民部新聞等購読状況

全部開示 企画 企画課

34 H27.4.6 H27.4.17 平成27年度分の本庁舎内及び図書館で公的
に購読している一般新聞と政党機関誌の部数
と契約内容

H27.年4月1日付け支出負担行為伺い15000008（平成27年
度リニア交通局新聞購読料について）のうち、H27年度リニ
ア交通局新聞等購読料一覧表

全部開示 リニア リニア推進課

35 H27.4.6 H27.4.16 平成27年度分の本庁舎内及び図書館で公的
に購読している一般新聞と政党機関誌の部数
と契約内容

H27.年4月1日付け支出負担行為伺い15000008（平成27年
度総務部新聞購読に要する経費）のうち、H27新聞購読料

全部開示 総務 人事課

36 H27.4.6 H27.4.20 平成27年度分の本庁舎内及び図書館で公的
に購読している一般新聞と政党機関誌の部数
と契約内容

H27.年4月1日付け支出負担行為伺い15000057（平成27年
度福祉保健部新聞（日刊紙）の購入に要する経費）のうち、
H27年度福祉保健部新聞購読一覧

全部開示 福祉保健 福祉保健総務課

37 H27.4.6 H27.4.10 平成27年度分の本庁舎内及び図書館で公的
に購読している一般新聞と政党機関誌の部数
と契約内容

H27.年4月1日付け支出負担行為伺い1500005（平成27年
度本庁各課における新聞購読に要する経費）のうち、H27
年度（4月分）新聞等購読一覧（本庁各課）

全部開示 森林環境 森林環境総務課

38 H27.4.6 H27.4.17 平成27年度分の本庁舎内及び図書館で公的
に購読している一般新聞と政党機関誌の部数
と契約内容

H27.年4月1日付け支出負担行為伺い1500010（平成27年
度本庁各課における新聞購読に要する経費）のうち、H27
年度エネルギー局新聞購読料

全部開示 ｴﾈﾙｷﾞｰ局 エネルギー政策課

39 H27.4.6 H27.4.15 平成27年度分の本庁舎内及び図書館で公的
に購読している一般新聞と政党機関誌の部数
と契約内容

H27.年4月1日付け支出負担行為伺い1500010（平成27年
度新聞の購読に要する経費）のうち、H27年度新聞購読料
課別別内訳

全部開示 産業労働 産業政策課
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40 H27.4.6 H27.4.9 平成27年度分の本庁舎内及び図書館で公的
に購読している一般新聞と政党機関誌の部数
と契約内容

H27.年4月1日付け支出負担行為伺い1500009のうち、H27
年度新聞・定期刊行物の購読に要する経費

全部開示 観光 観光企画ブランド推進
課

41 H27.4.6 H27.4.17 平成27年度分の本庁舎内及び図書館で公的
に購読している一般新聞と政党機関誌の部数
と契約内容

H27.年4月1日付け支出負担行為伺い1500013（平成27年
度新聞の購読に要する経費）のうち、H27年度新聞購読料
に要する経費

全部開示 農政 農政総務課

42 H27.4.6 H27.4.15 平成27年度分の本庁舎内及び図書館で公的
に購読している一般新聞と政党機関誌の部数
と契約内容

H27.年4月1日付け支出負担行為伺い1500021（平成27年
度新聞の購読に要する経費）のうち、H27年度新聞購読一
覧（県土整備部）

全部開示 県土整備 県土整備総務課

43 H27.4.6 H27.4.16 平成27年度分の本庁舎内及び図書館で公的
に購読している一般新聞と政党機関誌の部数
と契約内容

（出納局）平成27年度購読新聞内訳 全部開示 出納 出納局

44 H27.4.6 H27.4.10 平成27年度分の本庁舎内及び図書館で公的
に購読している一般新聞と政党機関誌の部数
と契約内容

支出負担行為伺い1500014（平成27年度分館内閲覧用新
聞の購入に要する経費について）のうち、平成27年度購入
新聞一覧

全部開示 教委 図書館

45 H27.4.6 H27.4.16 S27.1.7付け地自行発第2号回答書に係る文書 不存在に
よる不開
示

1 監査委 監査委員事務局

46 H27.4.6 H27.4.21 S48.4.26付け地自行発第55号回答書に係る文
書

S48.4.26付け地自行発第55号回答書に係る文書 不存在に
よる不開
示

1 監査委 監査委員事務局

47 H27.4.7 H27.5.7 フルーツ公園の指定管理者募集に係る事業計
画書・終始計画書・二次審査資料等

指定管理者指定申請書（事業計画書）のうち、指定管理者
業務の実施に関する計画書（様式2）

一部開示 1 1 県土整備 都市計画課

48 H27.4.8 H27.4.23 市町村ごとのS52年度からＨ26年度における年
度別の焼却処理施設数を把握することが可能
な資料

廃棄物処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定す
る産業廃棄物処理施設（電磁的記録）のうち焼却処理説の
設置者名、設置場所、許可年月日、廃止年月日、休止等、
法令番号の部分

全部開示 森林環境 環境整備課

49 H27.4.8 H27.4.20 ○○が開発している○○市○○地区の公共残
土処理場の許可変更申請に関する文書

山梨県指令中北林務環第7434号で許可した土砂の埋立等
変更許可に係る文書のうち、申請書及び搬出元のわかる
部分

一部開示 1 森林環境 中北林務環境事務所

50 H27.4.9 H27.4.20 Ｈ27年度実施設計単価表（4月） H27年度実施設計単価表（4月） 一部開示 1 1 県土整備 技術管理課

51 H27.4.10 H27.4.24 金入り設計書 都市計画課-14-0014甲府駅南口駅前広場中央工区公共
交通ロータリー建設工事（一部債務）に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 都市計画課

52 H27.4.10 H27.4.22 金入り設計書 治水課13-0012「鎌田川河川工事（名許）」に係る実施設計
書

一部開示 1 県土整備 治水課
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平成27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
請求日番号

不開示の根拠条号

担当課等 備考担当部局請求に係る行政文書の名称又は内容決定日 決定内容対象行政文書の名称

53 H27.4.10 H27.4.22 金入り設計書 中北建設事-13-0612（都）高畑町昇仙峡線舗装工事（名
許）に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 中北建設事務所

54 H27.4.14 H27.4.30 Ｈ19年度強い農業づくり交付金交付事業にか
かる施設及び機械の申請事業内容計画・見積
書

H19年度強い農業づくり交付金交付事業にかかる施設及
び機械の申請事業内容計画・見積書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

55 H27.4.14 H27.4.30 Ｈ20年度強い農業づくり交付金交付事業にか
かる施設及び機械の申請事業内容計画・見積
書

H20年度強い農業づくり交付金交付事業にかかる施設及
び機械の申請事業内容計画・見積書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

56 H27.4.14 H27.4.30 Ｈ21年度強い農業づくり交付金交付事業にか
かる施設及び機械の申請事業内容計画・見積
書

H21年度強い農業づくり交付金交付事業にかかる施設及
び機械の申請事業内容計画・見積書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

57 H27.4.14 H27.4.20 大規模小売店舗新設届出書のうち、周辺見取
図及び建物配置図

大規模小売店舗新設届出書のうち、周辺見取図及び建物
配置図

全部開示 産業労働 商業振興金融課

58 H27.4.14 H27.4.23 第47回衆議院小選挙の選挙運動に係る収支
報告書

平成26年12月14日執行衆議院小選挙における選挙費用
収支報告

一部開示 1 選管 選挙管理委員会

59 H27.4.16 - 建設業許可業者名簿 公共事業ポータルサイトにて公開済み 取下げ 県土整備 建設業対策室

60 H27.4.20 H27.5.20 峡東建設事務所12-0161蟹沢川測量業務委託
成果品一式＜閲覧＞

平成24年度最終処分場管理事業費蟹沢川測量業務委託
笛吹市境川町寺尾地内の1報告書

一部開示 1 1 県土整備 峡東建設事務所

61 H27.4.20 H27.5.20 峡東建設事務所12-0162蟹沢川測量業務委託
成果品一式<CD-R>

平成24年度最終処分場管理事業費蟹沢川測量業務委託
笛吹市境川町寺尾地内の1報告書

一部開示 1 1 県土整備 峡東建設事務所

62 H27.4.20 H27.5.20 峡東建設事務所14-181蟹沢川測量業務委託
成果品一式＜閲覧＞

平成26年度河川付替事業費蟹沢川測量業務委託笛吹市
境川町寺尾地内の2報告書

一部開示 1 1 県土整備 峡東建設事務所

63 H27.4.20 H27.5.20 峡東建設事務所14-181蟹沢川測量業務委託
成果品一式<CD-R>

平成26年度河川付替事業費蟹沢川測量業務委託笛吹市
境川町寺尾地内の2報告書

一部開示 1 1 県土整備 峡東建設事務所

64 H27.4.20 H27.4.28 峡東建設事務所14-118山梨市駅南線用地調
査業務委託成果品一式<CD-R>

峡東建設事務所14-118山梨市駅南線用地調査業務委託
（その1）に係る別紙「行政文書の表示」欄記載の文書のと
おり

一部開示 1 1 県土整備 峡東建設事務所 残りは4/28
取り下げ

65 H27.4.20 H27.4.24 峡東建設事務所14-0026平等川測量業務委託
成果品一式<CD-R>

峡東建設事務所140026平等川測量業務委託成果品一式 一部開示 1 1 1 県土整備 峡東建設事務所
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平成27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
請求日番号

不開示の根拠条号

担当課等 備考担当部局請求に係る行政文書の名称又は内容決定日 決定内容対象行政文書の名称

66 H27.4.23 - ○○ホテル旅館業法の営業許可 取下げ 福祉保健 中北保健福祉事務所

67 H27.4.27 H27.5.11 県内医療機関・薬局等の所在地他 県内医療機関・薬局等の所在地他 全部開示 福祉保健 医務課

68 H27.4.27 H27.5.11 県内医療機関・薬局等の所在地他 県内薬局等の所在地他 一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

69 H27.4.27 H27.5.1 4/12県議選における○○候補の選挙運動費
用収支報告書

4/12県議選における○○候補の選挙運動費用収支報告
書

一部開示 1 選管 選挙管理委員会

70 H27.4.27 H27.5.12 Ｈ26・27年度の義務教育課職員氏名及び担当
業務の分かる分掌

H26・27年度義務教育課業務分掌表 一部開示 1 教委 義務教育課

71 H27.4.27 - S23旭村における解職請求の概要及び住民投
票の概要

取下げ 総務 市町村課

72 H27.4.27 - S25芦川村における解職請求の概要及び住民
投票の概要

取下げ 総務 市町村課

73 H27.4.27 - S60足和田村における解職請求の概要及び住
民投票の概要

取下げ 総務 市町村課

74 H27.4.28 - 市町村長による特別的拒否権が行使された事
例の概要

取下げ 総務 市町村課

75 H27.4.28 - 4/12県議選における○○候補の告示日に提出
した書類の一式

取下げ 選管 選挙管理委員会

76 H27.4.28 - 昭和25年以降、県議選・一般選挙において供
託金が没収された候補者名他

取下げ 選管 選挙管理委員会

77 H27.4.28 - 戦後、市町村議会において議会の解散が行わ
れた事例の概要

取下げ 選管 選挙管理委員会

78 H27.4.28 H27.5.28 平成20～26年度に峡東建設事務所が発注した
測量業務の入札参加者及び契約業者がわか
る書類

山梨県公共事業ポータルサイトにおける入札経過（結果）
対象：平成20～26年度における峡東建設事務所管内の測
量業務の指名競争入札参加業者及び契約業者

全部開示 県土整備 峡東建設事務所
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平成27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
請求日番号

不開示の根拠条号

担当課等 備考担当部局請求に係る行政文書の名称又は内容決定日 決定内容対象行政文書の名称

79 H27.4.28 H27.5.28 平成20～26年度に峡東建設事務所が発注した
測量業務の一般競争入札参加者及び契約業
者がわかる書類

山梨県公共事業ポータルサイトにおける入札経過（結果）
対象：平成20～26年度における峡東建設事務所管内の測
量業務の一般競争入札参加業者及び契約業者

全部開示 県土整備 峡東建設事務所

80 H27.4.28 H27.5.28 平成20～26年度に峡東建設事務所が発注した
補償業務の指名業者参加者及び契約業者が
わかる書類

山梨県公共事業ポータルサイトにおける入札経過（結果）
対象：平成20～26年度における峡東建設事務所管内の補
償業務の指名競争入札参加業者及び契約業者

全部開示 県土整備 峡東建設事務所

81 H27.4.28 H27.5.28 平成20～26年度に峡東建設事務所が発注した
補償業務の一般競争入札参加者及び契約業
者がわかる書類

山梨県公共事業ポータルサイトにおける入札経過（結果）
対象：平成20～26年度における峡東建設事務所管内の補
償業務の一般競争入札参加業者及び契約業者

全部開示 県土整備 峡東建設事務所

82 H27.4.28 H27.5.28 平成20～26年度に峡東建設事務所が発注した
測量業務の入札参加者及び契約業者がわか
る書類（43と同内容、CD-Rの交付希望）

山梨県公共事業ポータルサイトにおける入札経過（結果）
対象：平成20～26年度における峡東建設事務所管内の測
量業務の指名競争入札参加業者及び契約業者

全部開示 県土整備 峡東建設事務所

83 H27.4.28 H27.5.28 平成20～26年度に峡東建設事務所が発注した
測量業務の一般競争入札参加者及び契約業
者がわかる書類（44と同内容、CD-Rの交付希
望）

山梨県公共事業ポータルサイトにおける入札経過（結果）
対象：平成20～26年度における峡東建設事務所管内の測
量業務の一般競争入札参加業者及び契約業者

全部開示 県土整備 峡東建設事務所

84 H27.4.28 H27.5.28 平成20～26年度に峡東建設事務所が発注した
補償業務の指名業者参加者及び契約業者が
わかる書類（45と同内容、CD-Rの交付希望）

山梨県公共事業ポータルサイトにおける入札経過（結果）
対象：平成20～26年度における峡東建設事務所管内の補
償業務の指名競争入札参加業者及び契約業者

全部開示 県土整備 峡東建設事務所

85 H27.4.28 H27.5.28 平成20～26年度に峡東建設事務所が発注した
補償業務の一般競争入札参加者及び契約業
者がわかる書類（46と同内容、CD-Rの交付希
望）

山梨県公共事業ポータルサイトにおける入札経過（結果）
対象：平成20～26年度における峡東建設事務所管内の補
償業務の一般競争入札参加業者及び契約業者

全部開示 県土整備 峡東建設事務所

86 H27.4.28 H27.9.30 峡東建設事14-157一般県道柳平塩山線用地
調査業務委託成果品一式

峡東建設事14-157一般県道柳平塩山線用地調査業務委
託に係る別紙「行政文書の表示」欄記載の文書のとおり

一部開示 1 1 県土整備 峡東建設事務所

87 H27.4.28 H27.9.30 峡東建設事14-157一般県道柳平塩山線用地
調査業務委託成果品一式（51と同内容、CD-R
の交付希望）

峡東建設事14-157一般県道柳平塩山線用地調査業務委
託に係る別紙「行政文書の表示」欄記載の文書のとおり

一部開示 1 1 県土整備 峡東建設事務所

88 H27.4.28 H27.9.30 峡東建設事13-234一般県道柳平塩山線用地
調査業務委託成果品一式

峡東建設事13-234一般県道柳平塩山線用地調査業務委
託に係る別紙「行政文書の表示」欄記載の文書のとおり

一部開示 1 1 県土整備 峡東建設事務所

89 H27.4.28 H27.9.30 峡東建設事13-234一般県道柳平塩山線用地
調査業務委託成果品一式（53と同内容、CD-R
の交付希望）

峡東建設事13-234一般県道柳平塩山線用地調査業務委
託に係る別紙「行政文書の表示」欄記載の文書のとおり

一部開示 1 1 県土整備 峡東建設事務所

90 H27.4.30 H27.5.11 林道丸山線（平林区間）外7路線維持修繕業務
委託に係る金入り設計書

林道丸山線（平林区間）外7路線維持修繕業務委託に係る
実施設計書

一部開示 1 森林環境 峡南林務環境事務所

91 H27.4.30 H27.5.14 告示区間の平面図及び位置図 告示区間の平面図及び位置図 全部開示 県土整備 道路管理課
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平成27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
請求日番号

不開示の根拠条号

担当課等 備考担当部局請求に係る行政文書の名称又は内容決定日 決定内容対象行政文書の名称

92 H27.5.7 H27.5.15 山梨県内の27年4月現在の美容所・理容所の
リスト

山梨県内の27年4月現在の美容所・理容所のリスト 一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

93 H27.5.7 H27.5.22 平成26年度山梨県職員懲戒処分者に関する
資料一式

懲戒処分一覧、人事管理上の処分一覧 一部開示 1 総務 人事課

94 H27.5.7 H27.5.22 平成26年度山梨県教育庁職員懲戒処分者に
関する資料一式

懲戒処分一覧（H26）、人事管理上の処分一覧（H26）、平
成26年度事件、事故一覧、平成26年度交通事故・違反等
一覧

一部開示 1 教委 教育庁総務課

95 H27.5.7 H27.6.8 知事引継書 知事事務引継書 一部開示 1 1 1 1 知事政策 知事政策局

96 H27.5.8 H27.5.22 ○○内科医院に係る開業等に係る書類 ○○内科医院に係る開業等に係る書類 一部開示 1 福祉保健 中北保健福祉事務所

97 H27.5.12 H27.5.25 一級建築士事務所登録簿の2012年3月以降現
在までの全登録抹消事務所の事務所名及び
登録番号

一級建築士事務所登録簿の2012年3月以降現在までの全
登録抹消事務所の事務所名及び登録番号

全部開示 県土整備 建築住宅課

98 H27.5.12 H27.5.26 複数工事金入り設計書 道路整備課14-0026「一般国道411号上萩原バイパス（仮
称）上萩原3号橋下部工工事その1（一部債務）」外6件に係
る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 道路整備課

99 H27.5.12 H27.5.21 峡東建設事14-0182一般国道411号上萩原バ
イパス（仮称）上萩原3号橋下部工工事（その5）
（一部債務）に係る実勢設計書

峡東建設事14-0182一般国道411号上萩原バイパス（仮
称）上萩原3号橋下部工工事（その5）（一部債務）に係る実
勢設計書

一部開示 1 県土整備 峡東建設事務所

100 H27.5.12 H27.5.20 複数工事金入り設計書 中部推進14-0015「一般県道割子切石線（仮称）中富IC下
田原5工区橋梁下部工事」に係る実施設計書

全部開示 県土整備 中部横断自動車道推
進事務所

101 H27.5.12 H27.5.18 ○○店の大規模小売店舗立地法に係る届出
書

○○店の大規模小売店舗立地法に係る届出書 全部開示 産業労働 商業振興金融課

102 H27.5.13 H27.5.18 複数社会医療法人等のＨ24・25事業報告書の
うち貸借対照表・損益計算書

社会医療法人○○の事業報告書等のうち、貸借対照表及
び村営計算書（H24・25）

全部開示 福祉保健 医務課

103 H27.5.13 H27.5.18 複数医療法人等のＨ24・25事業報告書のうち
貸借対照表・損益計算書

複数医療法人等のH24・25事業報告書のうち貸借対照表・
損益計算書

一部開示 1 総務 私学文書課

104 H27.5.14 H27.5.21 Ｈ26年度中に新規開設届を提出した飼育動物
診療所一覧

山梨県内の動物診療施設開設一覧（電磁的データ）のう
ち、H26年度に新規開設届・廃棄届を出した施設名等

一部開示 1 農政 畜産課
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平成27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
請求日番号

不開示の根拠条号

担当課等 備考担当部局請求に係る行政文書の名称又は内容決定日 決定内容対象行政文書の名称

105 H27.5.14 H27.5.29 特定業務委託の公正入札調査委員会における
入札談合に関する情報の報告書一式

特定業務委託の公正入札調査委員会における入札談合に
関する情報の報告書一式

存否応答
拒否

1 県土整備 県土整備総務課

106 H27.5.15 H27.6.10 建築工事で採用している材料単価資料の平成
26年度改訂分すべて

平成26年度建築物標準単価表に使用した材料単価（電磁
的記録）のうち平成27年1月分改定材料単価（新営）外3件

全部開示 県土整備 営繕課

107 H27.5.15 H27.5.22 ○○高校残土処分に係る施工計画の提出日
がわかる資料等

営繕課13-0106中央高校屋内運動場改築工事（継続）に係
る残土処分の施工計画の提出日がわかる資料等

一部開示 1 県土整備 営繕課

108 H27.5.18 H27.6.1 山梨県産業廃棄物処分場の建設に際して地元
が条件付賛成した条件の3項目について

要望書 一部開示 1 森林環境 環境整備課

109 H27.5.18 H27.5.26 中北建設事14-128窪長沢急傾斜地崩壊対策
工事に係る成績評定書のうち考査項目別運用
表

中北建設事14-128窪長沢急傾斜地崩壊対策工事に係る
考査項目の考査項目別運用表

全部開示 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

110 H27.5.19 - 森林環境部積算資料のうち非公表単価全て 取下げ 森林環境 治山林道課

111 H27.5.19 H27.6.1 山梨県産業廃棄物処分場の建設に際して地元
が条件付賛成した上神取堰の改修区間につい
て

平成20年8月13日付け陳情書他 一部開示 1 1 森林環境 環境整備課

112 H27.5.18 H27.5.29 平成15年度生産振興総合対策事業にかかる
設備の事業申請内容等

『平成15年度生産振興総合対策事業』のうち生産総合対策
事業実施計画書他

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

113 H27.5.18 H27.5.29 平成16年度生産振興総合対策事業にかかる
設備の事業申請内容等

『平成16年度生産振興総合対策事業』のうち生産総合対策
事業実施計画書他

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

114 H27.5.19 - Ｈ27年度山梨県広報誌への広告掲載取扱にお
ける入札の全応札企業と全応札金額

取下げ 知事政策 広聴広報課

115 H27.5.19 - Ｈ27年度山梨県ＨPへの広告掲載取扱におけ
る入札の全応札企業と全応札金額

取下げ 知事政策 広聴広報課

116 H27.5.19 H27.6.1 告示区間の平面図及び位置図 道路の区域変更・供用開始等に係る位置図及び平面図・
道路の区域変更について一般国道140号・道路の供用開
始について主要地方道茅野北杜韮崎線

全部開示 県土整備 道路管理課

117 H27.5.19 H27.6.3 Ｈ11.4.26～Ｈ15.4.27の期間において、男女別
投票率のわかる資料

平成12年6月25日執行衆議院議員総選挙選挙結果調他 全部開示 選管 選挙管理委員会
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平成27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
請求日番号

不開示の根拠条号

担当課等 備考担当部局請求に係る行政文書の名称又は内容決定日 決定内容対象行政文書の名称

118 H27.5.20 H27.5.26 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）入りの単価表

条件単価一覧表（平成26年10月1日現在） 全部開示 森林環境 治山林道課

119 H27.5.21 H27.6.4 県土整備部で使用されている施工単価とそれ
に対となるコード一覧表表

新土木積算コードシステム表（電磁的記録・平成27年5月
22日現在）

全部開示 県土整備 技術管理課

120 H27.5.21 H27.6.11 横内正明前知事から後藤斎新知事への引継
簿一切

知事事務引継書（平成27年2月） 一部開示 1 1 1 1 知事政策 知事政策局

121 H27.5.21 H27.6.1 平出亘前副知事から山下信新副知事への引
継簿一切

平出亘前副知事から山下信新副知事への引継簿一切 不存在に
よる不開
示

1 知事政策 知事政策局

122 H27.5.21 H27.5.28 教育委員職員に対するＨ26年度懲戒処分等 懲戒処分一覧（H26）、人事管理上の処分一覧（H26）、事
件事故等一覧（H26）、交通事故・違反等一覧（H26）

一部開示 1 教委 教育庁総務課

123 H27.5.22 H28.3.31 峡東建設事務所-14-0043一般県道市之蔵山
梨線測量業務委託」成果品及び契約書一式
（閲覧）

峡東建設事務所-14-0043一般県道市之蔵山梨線測量業
務委託」に係る別紙「行政文書の表示」欄記載の文書のと
おり

一部開示 1 1 県土整備 峡東建設事務所

124 H27.5.22 H28.3.31 峡東建設事務所-14-0043一般県道市之蔵山
梨線測量業務委託」成果品及び契約書一式
（記録媒体の交付）

峡東建設事務所-14-0043一般県道市之蔵山梨線測量業
務委託」に係る別紙「行政文書の表示」欄記載の文書のと
おり

一部開示 1 1 県土整備 峡東建設事務所

125 H27.5.22 H28.3.31 峡東建設事務所-14-0044一般県道市之蔵山
梨線測量業務委託」成果品及び契約書一式
（閲覧）

峡東建設事務所-14-0044一般県道市之蔵山梨線測量業
務委託」に係る別紙「行政文書の表示」欄記載の文書のと
おり

一部開示 1 1 県土整備 峡東建設事務所

126 H27.5.22 H28.3.31 峡東建設事務所-14-0044一般県道市之蔵山
梨線測量業務委託」成果品及び契約書一式
（記録媒体の交付）

峡東建設事務所-14-0044一般県道市之蔵山梨線測量業
務委託」に係る別紙「行政文書の表示」欄記載の文書のと
おり

一部開示 1 1 県土整備 峡東建設事務所

127 H27.5.25 H27.6.22 峡東建設事務所-12-0161蟹沢川測量業務委
託自動レベル検定証明書他（記録媒体の交
付）

打合せ協議簿（峡東建設事務所-12-0161蟹沢川測量業務
委託）のうちレベル検定証明書他

一部開示 1 1 県土整備 峡東建設事務所

128 H27.5.25 H27.6.22 峡東建設事務所-12-0161蟹沢川測量業務委
託自動レベル検定証明書他（写しの交付）

打合せ協議簿（峡東建設事務所-12-0161蟹沢川測量業務
委託）のうちレベル検定証明書他

一部開示 1 1 県土整備 峡東建設事務所

129 H27.5.25 H27.6.22 峡東建設事務所-12-0161蟹沢川測量業務委
託打合せ記録簿一式他（閲覧）

峡東建設事務所-12-0161「蟹沢川測量業務委託」に係る
別紙「行政文書の表示」欄記載の文書のとおり

一部開示 1 1 県土整備 峡東建設事務所

130 H27.5.25 H27.6.22 峡東建設事務所-12-0161蟹沢川測量業務委
託打合せ記録簿一式他（写しの交付）

峡東建設事務所-12-0161「蟹沢川測量業務委託」に係る
別紙「行政文書の表示」欄記載の文書のとおり

一部開示 1 1 1 1 県土整備 峡東建設事務所
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平成27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
請求日番号

不開示の根拠条号

担当課等 備考担当部局請求に係る行政文書の名称又は内容決定日 決定内容対象行政文書の名称

131 H27.5.26 - Ｈ24.4.1～Ｈ27.3.31までの外科手術後に死亡し
た患者の症例及び該当患者に関する報告書の
一切

取下げ （独）病院機構 中央病院

132 H27.5.26 - Ｈ24.4.1～Ｈ27.3.31までの外科手術後に死亡し
た患者の症例及び該当患者に関する報告書の
一切

取下げ （独）病院機構 北病院

133 H27.5.25 H27.6.3 山梨県内の薬局・医薬品卸販売業・介護老人
保健施設・動物病院一覧

平成27年5月25日現在の 一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

134 H27.5.25 H27.6.4 山梨県内の薬局・医薬品卸販売業・介護老人
保健施設・動物病院一覧

介護老人保健施設一覧（電磁的記録）のうち、「事業所-名
称-サービス」他

全部開示 福祉保健 長寿社会課

135 H27.5.25 H27.5.29 山梨県内の薬局・医薬品卸販売業・介護老人
保健施設・動物病院一覧

山梨県内の動物診療施設開設届一覧（電磁的記録）のう
ち、動物診療施設の名称、開設者氏名、開設年月日、郵便
番号、所在地、電話番号に係る部分

一部開示 1 農政 畜産課

136 H27.5.26 H27.6.25 部長引継簿一切 事務引継書（平成27年3月27日） 一部開示 1 1 1 企画 企画課

137 H27.5.26 H27.6.10 部長引継簿一切 部長引継書 一部開示 1 1 リニア リニア推進課

138 H27.5.26 H27.6.24 部長引継簿一切 平成27年度産業労働部各課の重要課題等 一部開示 1 1 1 産業労働 産業政策課

139 H27.5.26 H27.5.28 Ｈ27.1.1～Ｈ27.3.31までに食品衛生法に基づき
新規営業許可を取得した営業所のうち飲食店
及び喫茶店業について、店舗を有する営業所
の屋号他

食品営業法許可一覧表（電磁的記録）のうちH27.1.1～
H27.3.31までに食品衛生第52条法に基づき営業許可を取
得した営業所の業種大分類、屋号等

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

140 H27.5.26 H27.6.8 県許可医療機器製造販売業許可業者名簿及
び県許可医療機器製造業許可業者一覧

平成27年5月26日現在の医療機器製造販売業許可一覧
（電磁的記録）及び医療機器製造業許可一覧（電磁的記
録）のうち、「許可番号」・「許可区分」等に係る部分

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

141 H27.5.27 - （仮称）身延山ICへのアクセス道（富士川身延
線）の施工箇所位置図または平面図

取下げ 県土整備 道路整備課

142 H27.5.27 - （仮称）身延山ICへのアクセス道（割子切石線）
の施工箇所位置図または平面図

取下げ 県土整備 道路整備課

143 H27.5.27 H27.6.4 Ｈ26・27年度宝鉱山抗廃水処理実績表他 H26・27年度宝鉱山抗廃水処理実績表他 全部開示 産業労働 産業政策課

11 / 19 ページ



平成27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
請求日番号

不開示の根拠条号

担当課等 備考担当部局請求に係る行政文書の名称又は内容決定日 決定内容対象行政文書の名称

144 H27.5.28 H27.6.25 ○○市○○地区長が環境整備課長宛に提出し
た要望書に対する回答文の内容について

地元要望（地域振興事業）の進捗状況（電磁的記録）のうち
上神取堰の改修に係る部分

全部開示 森林環境 環境整備課

145 H27.5.28 H27.6.12 中北建設事15-0012（主）甲府韮崎線外道路維
持管理業務委託（2ブロック）金入り設計書

中北建設事15-0012（主）甲府韮崎線外道路維持管理業務
委託（2ブロック）に係る実施設計書

全部開示 県土整備 中北建設事務所

146 H27.5.29 H27.6.15 中央新幹線（品川～名古屋）に係る用地取得
事務の委託に関する協定

中央新幹線（品川～名古屋）に係る用地取得事務の委託
に関する協定

一部開示 1 リニア リニア用地事務所

147 H27.5.29 H27.6.5 Ｈ27.2.1～Ｈ27.4.30の間に総合県税事務所にて
調査判明したものを含む「法人設立届」中の法
人名等について

法人設立届一覧（平成27年2月～平成27年4月受理分） 一部開示 1 1 総務 総合県税事務所

148 H27.6.1 H27.6.10 ○○クリニックの廃止届 平成26年5月8日付け診療所廃止届 一部開示 1 福祉保健 中北保健福祉事務所

149 H27.6.1 H27.6.15 中有北林務事-15-0012林道南アルプス線（広
河原から北沢峠）維持管理業務委託に係る金
入り設計書

中有北林務事-15-0012林道南アルプス線（広河原から北
沢峠）維持管理業務委託に係る実施設計書

一部開示 1 森林環境 中北林務環境事務所

150 H27.6.8 H27.6.23 平成20年度有限会社○○強い農業づくり交付
金交付対象事業選果設備の申請内容計画、見
積書の開示

『平成20年度経営構造対策事業』のうち経営構造対策事業
実施計画書、機械・施設の規模決定根拠、機械・施設の配
置図・平面図、事業費の積算（概算設計）の見積書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

151 H27.6.8 H27.6.18 富東林環事-15-0024林道真木小金沢選（2工
区）外8件に係る金入り設計書

富東林環事-15-0024林道真木小金沢選（2工区）外8件に
係る実施設計書

一部開示 1 1 1 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

152 H27.6.8 H27.6.18 中北林環事-15-0038林業専用道御座石1号線
開設工事外8件に係る金入り設計書

中北林環事-15-0038林業専用道御座石1号線開設工事外
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

153 H27.6.8 H27.6.18 峡南林環事-15-0013上七尾沢治山工事外3件
に係る金入り設計書

峡南林環事-15-0013上七尾沢治山工事外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

154 H27.6.8 H27.6.18 峡東林環事-15-0041大積寺治山施設維持工
事外2件に係る金入り設計書

峡東林環事-15-0041大積寺治山施設維持工事外2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

155 H27.6.8 H27.6.10 営繕課-15-0002東山梨合同庁舎エアコン更新
工事外2件に係る金入り設計書

営繕課-15-0002東山梨合同庁舎エアコン更新工事（2期）
外2件に係る金入り設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

156 H27.6.8 H27.6.19 中北建設事15-0069国道141号植栽工事に係
る金入り設計書

中北建設事15-0069国道141号植栽工事に係る実施設計
書

全部開示 県土整備 中北建設事務所
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平成27年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況
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担当課等 備考担当部局請求に係る行政文書の名称又は内容決定日 決定内容対象行政文書の名称

157 H27.6.8 H27.6.17 峡東農務事15-0002日下部地区農道2-1・3-1
号舗装工事に係る金入り設計書

峡東農務事15-0002日下部地区農道2-1・3-1号舗装工事
に係る実施設計書のうち表紙・内訳書・代価表

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

158 H27.6.9 H27.6.16 平成27年6月8日現在における食品営業許可
一覧

食品営業許可台帳一覧表（電磁的記録）のうち平成27年6
月9日現在における職得品衛生法第52条に基づく許可を受
けた営業所（自動販売機に限る）に係る業種大分類他

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

159 H27.6.9 H27.6.15 砂防課13-0008桐の木沢砂防工事に係る金抜
き・金入り設計書・特記仕様書・諸経費計算書

砂防課13-0008桐の木沢砂防工事に係る工事数量総括
表・実施設計書・特記仕様書・諸経費計算書

一部開示 1 県土整備 砂防課

160 H27.6.9 H27.6.22 中北建設事14-0323曽根丘陵公園防災公園植
栽移植工事外3件に係る金抜き・金入り設計
書・特記仕様書・諸経費計算書

中北建設事14-0323曽根丘陵公園防災公園植栽移植工事
外3件に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 中北建設事務所

161 H27.6.9 H27.6.19 中北建設事14-0242国道141号舗装工事外4件
に係る金抜き・金入り設計書・特記仕様書・諸
経費計算書

中北建設事14-0242国道141号舗装工事外4件に係る工事
数量総括表・実施設計書・特記仕様書・諸経費計算書

一部開示 1 1 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

162 H27.6.9 H27.6.18 峡南建設事14-0194主要地方道市川三郷身延
線（下部トンネル外）トンネル補修工事外2件に
係る金抜き・金入り設計書・特記仕様書・諸経
費計算書

峡南建設事14-0194主要地方道市川三郷身延線（下部トン
ネル外）トンネル補修工事外2件に係る実施設計書・工事
数量総括表

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

163 H27.6.9 H27.6.17 富東建設事14-0315金井急傾斜地崩壊防止工
事外2件に係る金抜き・金入り設計書・特記仕
様書・諸経費計算書

富東建設事14-0315金井急傾斜地崩壊防止工事外2件に
係る工事数量総括表・実施設計書（諸経費計算書を含
む）・特記仕様書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

164 H27.6.9 H27.6.15 富東建設事140232一般県道富士吉田西桂線
道路工事に係る金抜き・金入り設計書・特記仕
様書・諸経費計算書

富東建設事140232一般県道富士吉田西桂線道路工事に
係る実施設計書及び見積参考資料及び特記仕様書

一部開示 1 1 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

165 H27.6.9 H27.6.12 新環状建設事14-0046国道140号（西関東連絡
道路）道路改良工事その23に係る金抜き・金入
り設計書・特記仕様書・諸経費計算書

新環状建設事14-0046国道140号（西関東連絡道路）道路
改良工事その23に係る見積参考資料・実施設計書・特記
仕様書・諸経費計算書

一部開示 1 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所

166 H27.6.9 H27.6.23 荒川ダム管13-0016荒川ダム給水管布設工事
（名許）に係る金抜き・金入り設計書・特記仕様
書・諸経費計算書

荒川ダム管13-0016荒川ダム給水管布設工事（名許）に係
る実施設計書・見積参考資料・特記仕様書

一部開示 1 1 県土整備 荒川ダム建設事務所

167 H27.6.9 H27.6.18 中北農務事14-0081南アルプス西部地区農用
排1・7・12号水路及び農道5号改良工事外4件
に係る金抜き・金入り設計書・特記仕様書・諸
経費計算書

中北農務事14-0081南アルプス西部地区農用排1・7・12号
水路及び農道5号改良工事外4件に係る見積参考資料・実
施設計書・特記仕様書・諸経費計算書一式

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所

168 H27.6.9 H27.6.17 峡東農務事13-0109日川右岸地区支線道路第
6号（第2工区）改良工事（名許）に係る金抜き・
金入り設計書・特記仕様書・諸経費計算書

峡東農務事13-0109日川右岸地区支線道路第6号（第2工
区）改良工事（名許）に関する見積参考資料・実施設計書
のうち表紙・内訳書・明細・代価表、特記仕様書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

169 H27.6.9 H27.6.12 峡南農務事14-0045三珠豊富地区上野工区附
帯工事に係る金抜き・金入り設計書・特記仕様
書・諸経費計算書

峡南農務事14-0045三珠豊富地区上野工区附帯工事に係
る見積参考資料・実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡南農務事務所
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平成27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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８条
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請求日番号
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担当課等 備考担当部局請求に係る行政文書の名称又は内容決定日 決定内容対象行政文書の名称

170 H27.6.9 H27.6.23 富東農務事14-0055北富士地区谷村町用水路
工事外5件に係る金抜き・金入り設計書・特記
仕様書・諸経費計算書

富東農務事14-0055北富士地区谷村町用水路工事外5件
に係る見積参考資料・実施設計書・特記仕様書・諸経費計
算書

一部開示 1 1 農政 富士・東部農務事務
所

171 H27.6.9 H27.6.18 中北林務事14-0175亀沢小規模治山工事外3
件に係る金抜き・金入り設計書・特記仕様書・
諸経費計算書

中北林務事14-0175亀沢小規模治山工事外3件に係る工
事数量総括表、実施設計書・諸経費計算書を含む）・特記
仕様書

一部開示 1 1 森林環境 中北林務環境事務所

172 H27.6.9 H27.6.18 峡南林務事14-0155保治山工事外2件に係る
金抜き・金入り設計書・特記仕様書・諸経費計
算書

峡南林務事14-0155保治山工事外2件に係る工事数量総
括表・実施設計書・特記仕様書

一部開示 1 1 森林環境 峡南林務環境事務所

173 H27.6.9 H27.6.18 富東林務事13-0306林道菅野盛里線（大旅沢
工区）開設工事（名許）外4件に係る金抜き・金
入り設計書・特記仕様書・諸経費計算書

富東林務事13-0306林道菅野盛里線（大旅沢工区）開設工
事（名許）外4件に係る工事数量総括表・実施設計書一式

一部開示 1 1 1 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

174 H27.6.9 H27.6.24 県内全域の病院・診療所・薬局・医薬品販売業
の廃止情報

県内全域の病院・診療所・薬局・医薬品販売業の廃止情報 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

175 H27.6.9 H27.6.17 山梨県内全域の薬局・医薬品販売業の廃止情
報

平成27年5月1日から6月5日までの間の薬局、医薬品販売
業の廃止施設一覧（電磁的記録）のうち、業種・施設名称
他

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

176 H27.6.9 H27.6.22 県内全域の病院・診療所・薬局・医薬品販売業
の廃止情報

中北保健所管内（峡北支所管内を除く）に係る病院廃止
届・診療所廃止届。ただし、いずれも平成27年5月1日から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

177 H27.6.9 H27.6.24 県内全域の病院・診療所・薬局・医薬品販売業
の廃止情報

中北保健所管内に係る病院廃止届・診療所廃止届。ただ
し、いずれも平成27年5月1日から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
峡北支所

178 H27.6.9 H27.6.19 県内全域の病院・診療所・薬局・医薬品販売業
の廃止情報

峡東保健所管内に係る病院廃止届・診療所廃止届・病院
廃止施設一覧・診療所廃止施設一覧。ただし、いずれも平
成27年5月1日から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

179 H27.6.9 H27.6.19 県内全域の病院・診療所・薬局・医薬品販売業
の廃止情報

峡南保健所管内に係る病院廃止届・診療所廃止届・病院
廃止施設一覧・診療所廃止施設一覧。ただし、いずれも平
成27年5月1日から6月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

180 H27.6.10 H27.6.15 県内の病院名・住所・電話番号・病床数・開設
者名・管理者名・院長名・開設日

山梨県病院一覧表（平成27年6月1日現在） 全部開示 福祉保健 医務課

181 H27.6.10 H27.6.15 県内の簡易宿泊所の名称・所在地・経営者の
氏名・電話番号・営業許可年月日

旅館業許可取得施設一覧（電磁的記録）のうち、蟹宿泊業
に係る施設名称、施設所在地、経営者氏名他

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

182 H27.6.11 H27.6.26 森林環境部の施工単価表について、存在する
全ての資料

施工単価条件表（電磁的記録）（平成27年6月11日現在） 全部開示 森林環境 治山林道課
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平成27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
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８条
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８条
６号
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183 H27.6.12 - 社会福祉法人の仮理事選任の申請者として任
期満了後の全理事を利害関係人として申請を
受けた場合、その関係書類。

取下げ 福祉保健 福祉保健総務課

184 H27.6.15 H27.6.24 一般県道割子切石線の告示区間に関する平
面図

道路の供用開始に係る位置図及び平面図　一般県道割子
切石線

全部開示 県土整備 道路管理課

185 H27.6.15 H27.6.30 県土整備部で使用されている施工条件単価表
の施行単価とコード全てと内訳表の全て

山梨県設計積算システムにおける施工条件単価表及び内
訳表（電磁的記録）（平成27年6月15日現在）

一部開示 1 県土整備 技術管理課

186 H27.6.15 - ○○市に建設した産業廃棄物処分場建設に係
る条件付きで賛成した地元8地区に対して地元
振興策を実施した実施済みである事業がわか
る資料

取下げ 森林環境 環境整備課

187 H27.6.15 - 上神取堰の塩川取水口から鰻沢取水口までの
改修工事の所要経費をみこんだ試算・積算調
査し現在山梨県として所要額を想定しているこ
とがわかる資料

取下げ 森林環境 環境整備課

188 H27.6.15 H27.6.30 昭和25年2月定例議会において一般会計予算
案の修正案が可決された際に、伝染病予防経
費について削減されたため知事が再議に付し
たことに関連した文書

昭和25年2月定例議会において一般会計予算案の修正案
が可決された際に、伝染病予防経費について削減されたた
め知事が再議に付したことに関連した文書

不存在に
よる不開
示

1 議会 議事調査課

189 H27.6.17 H27.6.24 山梨県北杜市○○セブンイレブン○○店食品
管理業者氏名・住所

乳業施設の許可台帳（飲食店営業、魚介類販売業、食肉
販売業、乳類販売業）

全部開示 福祉保健 中北保健福祉事務所

190 H27.6.18 H27.7.3 峡東建設事15-0032蟹沢川測量業務委託指名
業者選定にかかる絞り込み過程説明資料

指名人選定理由書 全部開示 県土整備 峡東建設事務所

191 H27.6.19 H27.7.6 平成23～24年度の間に土木整備部発注の建
設工事において契約解除した事例があった場
合、契約開示通知等契約解除の自由がわかる
書類

平成23～24年度の間に土木整備部発注の建設工事にお
いて契約解除した事例があった場合、契約開示通知等契
約解除の自由がわかる書類

不存在に
よる不開
示

1 県土整備 県土整備総務課

192 H27.6.19 H27.6.23 峡東農務事務所・八幡地区兄川橋梁上部工製
作架設工事に係る金入り設計書

峡東農務事務所・八幡地区兄川橋梁上部工製作架設工事
に係る実施設計書のうち表紙・内訳書・明細・代価表

一部開示 1 農政 峡東農務事務所

193 H27.6.19 H27.6.30 富士・東部建設事務所・一般県道高畑谷村停
車場線新院辺橋（仮称）橋梁上部工製作・架設
工事（一部債務）に係る金入り設計書

道路整備課14-0048一般県道高畑谷村停車場線新院辺橋
（仮称）橋梁上部工製作・架設工事（一部債務）にかかる実
施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

194 H27.6.19 H27.6.30 新環状・西関東道路事務所・国道140号（新山
梨環状道路東部区間1期）蛭沢川橋（仮称）橋
梁下部工その4（一部債務）に係る金入り設計
書

道路整備課14-0040国道140号（新山梨環状道路東部区間
1期）蛭沢川橋（仮称）橋梁下部工その4（一部債務）にかか
る実施設計書

全部開示 県土整備 道路整備課

195 H27.6.22 H27.7.7 峡東建設事15-0039一般国道411号外測量調
査業務委託指名業者選定に係る『絞込過程説
明資料』

指名人選定理由書 全部開示 県土整備 峡東建設事務所
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平成27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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196 H27.6.22 H27.7.6 平成20年度における新環状・西関東道路建設
事務所管内の測量業務の一般競争入札参加
業者及び契約業者がわかる資料

公共事業ポータルサイトにおける入札結果（経過）のうち平
成20年度における新環状・西関東道路建設事務所管内の
測量業務の一般競争入札参加業者及び契約業者がわか
る資料

全部開示 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所

197 H27.6.22 H27.7.6 平成21年度における新環状・西関東道路建設
事務所管内の測量業務の一般競争入札参加
業者及び契約業者がわかる資料

公共事業ポータルサイトにおける入札結果（経過）のうち平
成21年度における新環状・西関東道路建設事務所管内の
測量業務の一般競争入札参加業者及び契約業者がわか
る資料

全部開示 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所

198 H27.6.22 H27.7.6 平成22年度における新環状・西関東道路建設
事務所管内の測量業務の一般競争入札参加
業者及び契約業者がわかる資料

平成22年度における新環状・西関東道路建設事務所管内
の測量業務の一般競争入札参加業者及び契約業者がわ
かる資料

不存在に
よる不開
示

1 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所

199 H27.6.22 H27.7.6 平成23年度における新環状・西関東道路建設
事務所管内の測量業務の一般競争入札参加
業者及び契約業者がわかる資料

平成23年度における新環状・西関東道路建設事務所管内
の測量業務の一般競争入札参加業者及び契約業者がわ
かる資料

不存在に
よる不開
示

1 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所

200 H27.6.22 H27.7.6 平成24年度における新環状・西関東道路建設
事務所管内の測量業務の一般競争入札参加
業者及び契約業者がわかる資料

平成24年度における新環状・西関東道路建設事務所管内
の測量業務の一般競争入札参加業者及び契約業者がわ
かる資料

不存在に
よる不開
示

1 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所

201 H27.6.22 H27.7.6 平成24年度における新環状・西関東道路建設
事務所管内の測量業務の一般競争入札参加
業者及び契約業者がわかる資料

平成24年度における新環状・西関東道路建設事務所管内
の測量業務の一般競争入札参加業者及び契約業者がわ
かる資料

不存在に
よる不開
示

1 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所

202 H27.6.22 H27.7.6 平成26年度における新環状・西関東道路建設
事務所管内の測量業務の一般競争入札参加
業者及び契約業者がわかる資料

公共事業ポータルサイトにおける入札結果（経過）のうち平
成26年度における新環状・西関東道路建設事務所管内の
測量業務の一般競争入札参加業者及び契約業者がわか
る資料

全部開示 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所

203 H27.6.22 - 平成○年○月○日山梨県指令森整第76号で
○○さんが認可を受けた採取計画に関し○月
○日以降○○さんが県に提出した書類

取下げ 森林環境 森林整備課

204 H27.6.23 - 平成○年○月○日付林地開発許可申請書 取下げ 森林環境 森林整備課

205 H27.6.24 H27.7.9 新環状建設-14-0072国道140号（新山梨環状
道路東部区間2期）測量業務委託その6（明許）
指名業者選定に係る絞り込み過程説明資料

新環状建設-14-0072国道140号（新山梨環状道路東部区
間2期）測量業務委託その6（明許）に係る指名人選定理由
書

全部開示 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所

206 H27.6.24 H27.7.9 新環状建設-14-0072国道140号（新山梨環状
道路東部区間2期）測量業務委託その6（明許）
指名業者選定に係る絞り込み過程説明資料

新環状建設-14-0072国道140号（新山梨環状道路東部区
間2期）測量業務委託その6（明許）に係る指名人選定理由
書

全部開示 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所

207 H27.6.24 H27.6.30 食品衛生法に基づく営業許可一覧表の内、○
○に対する営業所電話番号他

食品衛生法に基づく営業許可一覧表の内、○○に対する
営業所電話番号他

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

208 H27.6.24 H27.6.30 食品衛生法に基づく営業許可一覧表の内、○
○に対する営業所電話番号他

食品衛生法に基づく営業許可一覧表の内、○○に対する
営業所電話番号他

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課
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平成27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
請求日番号

不開示の根拠条号

担当課等 備考担当部局請求に係る行政文書の名称又は内容決定日 決定内容対象行政文書の名称

209 H27.6.25 - 平成○年○月○日山梨県指令森整第76号で
知事が認可した採取計画に関連して山梨県が
○○に通知した書類

取下げ 森林環境 森林整備課

210 H27.6.25 - 平成26年度政務活動費収支報告書の閲覧に
供する書類

取下げ 議会 議会事務局

211 H27.6.25 H27.7.9 新環状建設-13-0060国道140号（新山梨環状
道路東部区間2期）測量業務委託（1工区）指名
業者選定に係る絞り込み過程説明資料

新環状建設-13-0060国道140号（新山梨環状道路東部区
間2期）測量業務委託（2工区）に係る指名人選定理由書

全部開示 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所

212 H27.6.25 H27.12.25 新環状建設-13-0060国道140号（新山梨環状
道路東部区間2期）測量業務委託（1工区）契約
書類一式・成果品一式

新環状建設-13-0060国道140号（新山梨環状道路東部区
間2期）測量業務委託（1工区）に係る別紙「行政文書の表
示」欄記載の文書のとおり

一部開示 1 1 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所

213 H27.6.25 H27.7.10 平成○年○月○日山梨県指令森整第76号で
○○さんが認可を受けた採取計画に関し○月
○日以降○○さんが県に提出した書類他

平成16年5月24日付け岩石採取着手届他 一部開示 1 1 森林環境 森林整備課

214 H27.6.26 H27.6.30 平成26年度政務活動費収支報告書の閲覧に
供する書類

平成26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

215 H27.6.26 H27.6.30 平成26年度政務活動費収支報告書の閲覧に
供する書類

平成27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

216 H27.6.26 H27.6.30 平成26年度政務活動費収支報告書の閲覧に
供する書類

平成28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

217 H27.6.26 H27.6.30 平成26年度政務活動費収支報告書の閲覧に
供する書類

平成29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

218 H27.6.26 H27.6.30 平成26年度政務活動費収支報告書の閲覧に
供する書類

平成30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

219 H27.6.26 H27.7.24 平成20年度から平成26年度における新環状・
西関東道路建設事務所管内の補償業務の一
般競争入札参加業者及び契約業者がわかる
資料

山梨県公共事業ポータルサイトにおける入札結果（結果）
のうち平成20年度から平成26年度における新環状・西関東
道路建設事務所管内の補償業務の一般競争入札参加業
者及び契約業者がわかる資料

全部開示 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所

220 H27.6.26 H27.7.24 平成20年度から平成26年度における新環状・
西関東道路建設事務所管内の測量業務の指
名競争入札参加業者及び契約業者がわかる
資料

山梨県公共事業ポータルサイトにおける入札結果（結果）
のうち平成20年度から平成26年度における新環状・西関東
道路建設事務所管内の測量業務の指名競争入札参加業
者及び契約業者がわかる資料

全部開示 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所

221 H27.6.26 H27.7.24 平成20年度から平成26年度における新環状・
西関東道路建設事務所管内の補償業務の指
名競争入札参加業者及び契約業者がわかる
資料

山梨県公共事業ポータルサイトにおける入札結果（結果）
のうち平成20年度から平成26年度における新環状・西関東
道路建設事務所管内の補償業務の指名競争入札参加業
者及び契約業者がわかる資料

全部開示 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所
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平成27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
請求日番号

不開示の根拠条号

担当課等 備考担当部局請求に係る行政文書の名称又は内容決定日 決定内容対象行政文書の名称

222 H27.6.26 H27.6.30 平成26年度政務活動費収支報告書の閲覧に
供する書類

平成26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

223 H27.6.26 - 中北建設事-14-0172管口沢測量業務委託指
名業者選定に係る『絞込み過程説明資料』

取下げ 県土整備 中北建設事務所

224 H27.6.26 H27.7.22 中北建設事-14-0172管口沢測量業務委託契
約書類一式他

中北建設事-14-0172管口沢測量業務委託に係る別紙「行
政文書の表示」欄記載の文書のとおり

一部開示 1 1 県土整備 中北建設事務所 残りは7/29
取り下げ

225 H27.6.29 H27.7.10 平成○年○月○日山梨県指令森整第○号に
関連して岩石の採取計画認可申請から保全義
務終了までの間に山梨県が関係者に発出した
文書

岩石採取計計画の認可申請について他 一部開示 1 森林環境 森林整備課

226 H27.6.29 H27.7.3 富東林環事-15-0017登下沢治山工事外3件に
係る金入り設計書

富東林環事-15-0017登下沢治山工事外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

227 H27.6.29 H27.7.9 峡東林務事-15-0061広瀬上流（ナレイ沢）治山
工事外4件に係る金入り設計書

峡東林務事-15-0061広瀬上流（ナレイ沢）治山工事外4件
に係る工事実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 峡東林務環境事務所

228 H27.6.29 H27.7.13 峡南林務事-15-0013上七尾沢治山工事外4件
に係る金入り設計書

峡南林務事-15-0013上七尾沢治山工事外4件に係る工事
実施設計書

一部開示 1 森林環境 峡南林務環境事務所

229 H27.6.29 H27.7.13 中北林務事-15-0043上今井治山工事外3件に
係る金入り設計書

中北林務事-15-0043上今井治山工事外3件に係る工事実
施設計書

一部開示 1 1 森林環境 中北林務環境事務所

230 H27.6.29 H27.7.27 平成20年度から平成26年度における中北建設
事務所管内の測量業務の一般競争入札参加
業者及び契約業者がわかる資料

工事台帳のうち、平成20年度から平成26年度における中
北建設事務所管内の測量業務の一般競争入札参加業者
及び契約業者がわかる資料

全部開示 県土整備 中北建設事務所

231 H27.6.29 H27.7.27 平成20年度から平成26年度における中北建設
事務所管内の測量業務の一般競争入札参加
業者及び契約業者がわかる資料

工事台帳のうち、平成20年度から平成26年度における中
北建設事務所管内の測量業務の一般競争入札参加業者
及び契約業者がわかる資料

全部開示 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

232 H27.6.29 H27.7.27 平成20年度から平成26年度における中北建設
事務所管内の測量業務の指名競争入札参加
業者及び契約業者がわかる資料

工事台帳のうち、平成20年度から平成26年度における中
北建設事務所管内の測量業務の指名競争入札参加業者
及び契約業者がわかる資料

全部開示 県土整備 中北建設事務所

233 H27.6.29 H27.7.27 平成20年度から平成26年度における中北建設
事務所管内の測量業務の指名競争入札参加
業者及び契約業者がわかる資料

工事台帳のうち、平成20年度から平成26年度における中
北建設事務所管内の測量業務の指名競争入札参加業者
及び契約業者がわかる資料

全部開示 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

234 H27.6.29 H27.7.27 平成20年度から平成26年度における中北建設
事務所管内の補償業務の一般競争入札参加
業者及び契約業者がわかる資料

工事台帳のうち、平成20年度から平成26年度における中
北建設事務所管内の補償業務の一般競争入札参加業者
及び契約業者がわかる資料

全部開示 県土整備 中北建設事務所
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平成27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
請求日番号

不開示の根拠条号

担当課等 備考担当部局請求に係る行政文書の名称又は内容決定日 決定内容対象行政文書の名称

235 H27.6.29 H27.7.27 平成20年度から平成26年度における中北建設
事務所管内の補償業務の一般競争入札参加
業者及び契約業者がわかる資料

工事台帳のうち、平成20年度から平成26年度における中
北建設事務所管内の補償業務の一般競争入札参加業者
及び契約業者がわかる資料

全部開示 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

236 H27.6.29 H27.7.27 平成20年度から平成26年度における中北建設
事務所管内の補償業務の指名競争入札参加
業者及び契約業者がわかる資料

工事台帳のうち、平成20年度から平成26年度における中
北建設事務所管内の補償業務の指名競争入札参加業者
及び契約業者がわかる資料

全部開示 県土整備 中北建設事務所

237 H27.6.29 H27.7.27 平成20年度から平成26年度における中北建設
事務所管内の補償業務の指名競争入札参加
業者及び契約業者がわかる資料

工事台帳のうち、平成20年度から平成26年度における中
北建設事務所管内の補償業務の指名競争入札参加業者
及び契約業者がわかる資料

全部開示 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

238 H27.6.29 H27.7.13 富士有料道路・雁坂トンネル有料道路料金徴
収業務について、入札公告・入札説明書・仕様
書・入札結果

平成26・27年度富士有料道路・雁坂トンネル有料道路料金
徴収・監視業務業務委託に係る一般競争入札公告・入札
点検表・特記仕様書

一部開示 1 道路公社 道路公社

239 H27.6.30 - 中北林務15-0048日向山小規模治山工事の契
約図書及び現在までの文書一切

取下げ 森林環境 中北林務環境事務所

240 H27.6.30 H27.7.15 市立高校・学校法人の財務諸表 学校法人に係る平成26年度の資金収支計算書他 一部開示 1 総務 私学文書課
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