
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

241 H27.7.1 H27.7.31 平成20年度から平成26年度における峡東農務
事務所管内の建設工事に係る測量、調査、設
計及び管理業務におけるの競争入札参加業者
及び契約業者がわかる資料

工事台帳（入札結果）のうち平成20年度から平成26年度に
おける峡東農務事務所管内の建設工事に係る測量、調
査、設計及び管理業務におけるの氏名競争入札参加業者
及び契約業者

全部開示 農政 峡東農務事務所

242 H27.7.1 - 峡東農務事-13-0060藤垈地区農道1号測量設
計用地調査業務委託に係る指名業者選定に
係る「絞込み過程説明資料」

取下げ 農政 峡東農務事務所

243 H27.7.1 H28.6.30 峡東農務事-13-0060藤垈地区農道1号測量設
計用地調査業務委託に係る成果品一式他

峡東農務事-13-0060藤垈地区農道1号測量設計用地調査
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 1 農政 峡東農務事務所

244 H27.7.1 - 峡東農務事-14-0022黒駒東地区農道4号測量
設計用地調査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 農政 峡東農務事務所

245 H27.7.1 H28.6.30 峡東農務事-14-0022黒駒東地区農道4号測量
設計用地調査業務委託に係る成果品一式他

峡東農務事-14-0022黒駒東地区農道4号測量設計用地調
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 農政 峡東農務事務所

246 H27.7.1 - 峡東農務事-14-0065黒駒西地区農道7号測量
設計用地調査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 農政 峡東農務事務所

247 H27.7.1 H28.6.30 峡東農務事-14-0065黒駒西地区農道7号測量
設計用地調査業務委託に係る成果品一式他

峡東農務事-14-0065黒駒西地区農道7号測量設計用地調
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 農政 峡東農務事務所

248 H27.7.1 H27.7.8 中北建設事15-0090（主）北杜八ヶ岳公園線念
場橋橋梁耐震補強工事に係る金入り設計書

中北農務事-14-0012臼井阿原地区臼井阿原水路（2工区）
測量業務委託に係る成果品一式他

全部開示 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

249 H27.7.1 H27.7.14 平成27年度に県立高校で使用されている副読
本ごとのリスト

平成27年度に県立高校で使用されている副読本ごとのリス
ト

全部開示 教委 高校教育課

250 H27.7.2 - 廣瀬琴川ダ-15-0023廣瀬ダム洪水吐減勢工
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 廣瀬・琴川ダム事務
所

251 H27.7.2 H27.7.17 平成20年度から平成26年度における廣瀬・琴
川ダム管理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

平成20年度から平成26年度における廣瀬・琴川ダム管理
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 廣瀬・琴川ダム事務
所

252 H27.7.2 H27.7.17 平成20年度から平成26年度における廣瀬・琴
川ダム管理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20年度から平成26年度における廣瀬・琴川ダム管理
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 廣瀬・琴川ダム事務
所

253 H27.7.2 - 廣瀬琴川ダ-14-0014廣瀬ダム水利調査業務
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 廣瀬・琴川ダム事務
所

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 決定内容
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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
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８条
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８条
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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 決定内容

254 H27.7.2 H28.6.21 廣瀬琴川ダ-14-0014廣瀬ダム水利調査業務
委託成果品一式他

廣瀬琴川ダ-14-0014廣瀬ダム水利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 廣瀬・琴川ダム事務
所

255 H27.7.2 - 廣瀬琴川ダ-15-0007廣瀬ダム水利調査業務
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 廣瀬・琴川ダム事務
所

256 H27.7.2 - 廣瀬琴川ダ-14-0036琴川ダム貯水池内堆砂
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 廣瀬・琴川ダム事務
所

257 H27.7.2 H28.6.21 廣瀬琴川ダ-14-0036琴川ダム貯水池内堆砂
測量業務委託成果品一式他

廣瀬琴川ダ-14-0036琴川ダム貯水池内堆砂測量業務委
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 廣瀬・琴川ダム事務
所

258 H27.7.2 H27.7.8 県土整備部における、単価コード一覧表の全
て

新土木積算システム単価コード一覧表（電磁的記録・平成
27年7月2日現在）

一部開示 1 1 県土整備 技術管理課

259 H27.7.2 H27.7.14 峡東農務事-15-0015大野寺地区尾山工区ほ
場整備工事外5件に係る金入り設計書

峡東農務事-15-0015大野寺地区尾山工区ほ場整備工事
外5件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

260 H27.7.2 H27.7.15 中北林環事-15-0082林道本谷釜瀬線整備工
事外15件に係る金入り設計書

中北林環事-15-0082林道本谷釜瀬線整備工事外15件に
係る実施設計書

一部開示 1 1 1 森林環境 中北林務環境事務所

261 H27.7.2 H27.7.13 峡東林環事-15-0050林道大松沢線（京戸工
区）開設工事外13件に係る金入り設計書

峡東林環事-15-0050林道大松沢線（京戸工区）開設工事
外13件に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 峡東林務環境事務所

262 H27.7.2 H27.7.16 峡南林環事-15-0046高田治山施設維持工事
外11件に係る金入り設計書

峡南林環事-15-0046高田治山施設維持工事外11件に係
る実施設計書

一部開示 1 1 1 森林環境 峡南林務環境事務所

263 H27.7.2 H27.7.15 富東林環事-15-0022尾崎治山工事外17件に
係る金入り設計書

富東林環事-15-0022尾崎治山工事外17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

264 H27.7.2 H27.7.16 営繕課-15-0028産業技術短期大学校南キャン
パス講義等屋上防水改修工事外20件に係る金
入り設計書

営繕課-15-0028産業技術短期大学校南キャンパス講義等
屋上防水改修工事外20件に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 営繕課

265 H27.7.2 H27.7.14 峡南建設事-15-0045岩間地滑り対策工事外2
件に係る金入り設計書

峡南建設事-15-0045岩間地滑り対策工事外2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

266 H27.7.2 H27.7.17 中部推進道路整備課-15-0005県道富士川身
延線（仮称）身延山ＩＣ和田15工区道路改良工
事外2件に係る金入り設計書

中部推進道路整備課-15-0005県道富士川身延線（仮称）
身延山ＩＣ和田15工区道路改良工事外2件に係る実施設計
書

一部開示 1 1 県土整備 道路整備課
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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
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267 H27.7.2 H27.7.8 中北建設事-15-0090（主）北杜八ヶ岳公園線
念場橋橋梁耐震補強工事に係る金入り設計書

中北建設事-15-0090（主）北杜八ヶ岳公園線念場橋橋梁
耐震補強工事に係る実施設計書

全部開示 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

268 H27.7.2 H27.7.8 中北建設事-15-0122甲府駅南口駅前広場西
側タクシー待機所トイレ建築工事に係る金入り
設計書

中北建設事-15-0122甲府駅南口駅前広場西側タクシー待
機所トイレ建築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

269 H27.7.2 H27.7.10 流域下水道-15-0013釜無川流域下水道釜無
川4号幹線外舗装本復旧工事に係る金入り設
計書

流域下水道-15-0013釜無川流域下水道釜無川4号幹線外
舗装本復旧工事に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 流域下水事務所

270 H27.7.2 H27.7.10 新環状-15-0029国道140号外道路付属施設補
修工事に係る金入り設計書

新環状-15-0029国道140号外道路付属施設補修工事に係
る実施設計書

全部開示 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所

271 H27.7.2 H27.7.8 深城ダム管-15-0005深城ダムCCTV設備復旧
他工事に係る金入り設計書

深城ダム管-15-0005深城ダムCCTV設備復旧他工事に係
る実施設計書

全部開示 県土整備 深城ダム管理事務所

272 H27.7.2 H27.7.14 富東建設事-15-0074国道411号橋梁耐震補強
工事（4号桟道橋ほか3橋）に係る金入り設計書

富東建設事-15-0074国道411号橋梁耐震補強工事（4号桟
道橋ほか3橋）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

273 H27.7.2 H27.8.3 平成27年度成長分野就業体験支援事業各企
業が提出した企画書等

（株）○○に係る平成27年度成長分野就業体験支援事業
提案書外3件

一部開示 1 1 産業労働 労政雇用課

274 H27.7.2 H27.7.16 土地改良区の名称と住所と電話番号 土地改良区台帳（平成27年4月1日現在） 全部開示 農政 耕地課

275 H27.7.3 - 峡東建設事-15-0056向山川外測量業務委託
指名業者選定に係る「絞込過程説明資料」

取下げ 県土整備 峡東建設事務所

276 H27.7.3 - 峡東建設事-14-0183主要地方道笛吹市川三
郷線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 峡東建設事務所

277 H27.7.3 - 峡東建設事-14-0183主要地方道笛吹市川三
郷線測量業務委託に係る契約書他一式

取下げ 県土整備 峡東建設事務所

278 H27.7.3 H27.7.7 平成26年度政務活動費収支報告書 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

279 H27.7.3 H27.7.27 平成20年度から平成26年度における中北農務
事務所管内の測量・調査・設計及び管理業務
における競争入札参加業者及び契約業者がわ
かる資料

工事台帳（入札結果）のうち、平成20年度から平成26年度
における中北農務事務所管内の建設工事に係る測量・調
査・設計業務における競争入札参加業者及び契約業者が
記載されている部分

全部開示 農政 中北農務事務所
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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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280 H27.7.3 - 中北農務事-15-0023臼井阿原地区臼井阿原
水路（3工区）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 農政 中北農務事務所

281 H27.7.3 - 中北農務事-14-0012臼井阿原地区臼井阿原
水路（2工区）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 農政 中北農務事務所

282 H27.7.3 H27.7.31 中北農務事-14-0012臼井阿原地区臼井阿原
水路（2工区）測量業務委託に係る成果品一式
他

中北農務事-14-0012臼井阿原地区臼井阿原水路（2工区）
測量業務委託に係る成果品一式他

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所

283 H27.7.3 - 中北農務事-13-0067白州地区係る支線道路4
号・5号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 農政 中北農務事務所

284 H27.7.3 H27.7.31 中北農務事-13-0067白州地区係る支線道路4
号・5号測量業務委託に係る成果品一式他

中北農務事-13-0067白州地区係る支線道路4号・5号測量
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 農政 中北農務事務所

285 H27.7.3 - 中北農務事-14-0085大草地区農用排9号（2工
区）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 農政 中北農務事務所

286 H27.7.3 H27.7.31 中北農務事-14-0085大草地区農用排9号（2工
区）業務委託に係る成果品一式他

中北農務事-14-0085大草地区農用排9号（2工区）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 農政 中北農務事務所

287 H27.7.3 - 中北農務事-14-0114大草地区農用排9号（2工
区）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 農政 中北農務事務所

288 H27.7.3 H27.7.31 中北農務事-14-0085大草地区農用排9号（2工
区）業務委託に係る成果品一式他

中北農務事-14-0085大草地区農用排9号（2工区）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 農政 中北農務事務所

289 H27.7.6 H27.7.16 県土整備部平成27年度6月補正の公共事業箇
所付け表

平成27年度6月補正予算課別説明書資料（公共事業等予
定箇所表）（県土整備部）

全部開示 県土整備 県土整備総務課

290 H27.7.6 H27.7.16 森林環境部平成27年度7月補正の公共事業箇
所付け表

平成27年度6月補正予算課別説明書付属資料（公共事業
等予定箇所表）（森林環境部治山林道課）

全部開示 森林環境 治山林道課

291 H27.7.6 H27.7.17 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 総務 財政課

292 H27.7.7 H27.7.17 （有）○○の建設業許可申請書のうちの経営業
務管理者証明書（直近のもの）

（有）○○の平成22年2月4日付け建設業許可申請書のうち
の経営業務管理者証明書

一部開示 1 1 県土整備 建設業対策室
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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

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 決定内容

293 H27.7.7 H27.7.17 （有）○○の建設業許可に係る変更届出書（平
成19年度～24年度）

（有）○○の建設業許可に係る変更届出書（平成19年度～
24年度）

一部開示 1 1 県土整備 建設業対策室

294 H27.7.8 H27.7.15 山梨県土整備部平成27年7月実施設計単価表
（処分費を含む）

平成27年度実施設計単価表（平成27年7月） 一部開示 1 県土整備 技術管理課

295 H27.7.8 H27.7.17 平成26年度一般国道140号外緊急業務委託4
ブロックに係る設計書

平成26年度一般国道140号外緊急業務委託4ブロックに係
る実施設計書

全部開示 県土整備 峡東建設事務所

296 H27.7.9 H27.7.21 山梨県内全域の薬局・医薬品販売業の廃止情
報

平成27年6月6日から7月5日までの間の薬局・医薬品販売
業の廃止施設一覧

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

297 H27.7.9 H27.7.22 山梨県内全域の病院・診療所（歯科を含む）・
薬局・医薬品販売業の廃止情報

平成27年6月6日から7月6日までの間の中北保健所管内
（峡北支所管内を除く）病院廃止届他

一部開示 1 1 1 福祉保健 中北保健福祉事務所

298 H27.7.9 H27.7.22 山梨県内全域の病院・診療所（歯科を含む）・
薬局・医薬品販売業の廃止情報

山梨県内全域の病院・診療所（歯科を含む）・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 中北保健福祉事務所
峡北支所

299 H27.7.9 H27.7.22 山梨県内全域の病院・診療所（歯科を含む）・
薬局・医薬品販売業の廃止情報

山梨県内全域の病院・診療所（歯科を含む）・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 峡東保健福祉事務所

300 H27.7.9 H27.7.22 山梨県内全域の病院・診療所（歯科を含む）・
薬局・医薬品販売業の廃止情報

山梨県内全域の病院・診療所（歯科を含む）・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 峡南保健福祉事務所

301 H27.7.9 H27.7.24 山梨県内全域の病院・診療所（歯科を含む）・
薬局・医薬品販売業の廃止情報

峡東建設事15-0032蟹沢川測量業務委託の指名業者選定
に至る過程が分かる資料（公共事業ポータルサイト掲載の
『指名人選定理由書』を除く）

一部開示 1 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

302 H27.7.10 - 都市計画法・土地区画整理法等に基づいて認
可した事業の位置図他

取下げ 県土整備 都市計画課

303 H27.7.10 H27.7.27 平成○年○月○日山梨県指令森整第○号に
よる認可に係る申請書一式（図面類・写真類を
除く）

平成○年○月○日付け採取計画認可申請書 一部開示 1 1 森林環境 森林整備課

304 H27.7.10 H27.7.14 大規模小売店舗立地法に係る○○店届出のう
ち、周辺見取図・建物配置図

大規模小売店舗立地法に係る○○店届出のうち、周辺見
取図・建物配置図

全部開示 産業労働 商業振興金融課

305 H27.7.10 H27.7.27 峡東建設事15-0032蟹沢川測量業務委託の指
名業者選定に至る過程が分かる資料（公共事
業ポータルサイト掲載の『指名人選定理由書』
を除く）

峡東建設事15-0032蟹沢川測量業務委託の指名業者選定
に至る過程が分かる資料（公共事業ポータルサイト掲載の
『指名人選定理由書』を除く）

不存在に
よる不開
示

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

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 決定内容

306 H27.7.13 H27.7.22 雁坂トンネル・富士山有料道路料金徴収業務
委託について

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

307 H27.7.13 - 昭和32年12月定例議会が県民会館にて実施さ
れたことがわかる文書（召集に係る通知など）

取下げ 議会 議会事務局

308 H27.7.14 H27.7.29 峡東建設事15-0056向山外測量業務委託の指
名業者選定に至る過程が分かる資料（公共事
業ポータルサイト掲載の『指名人選定理由書』
を除く）

峡東建設事15-0056向山外測量業務委託の指名業者選定
に至る過程が分かる資料（公共事業ポータルサイト掲載の
『指名人選定理由書』を除く）

不存在に
よる不開
示

1 県土整備 峡東建設事務所

309 H27.7.14 H27.7.29 峡東建設事14-0183主要地方道笛吹市川三郷
線防災測量業務委託の指名業者選定に至る
過程が分かる資料（公共事業ポータルサイト掲
載の『指名人選定理由書』を除く）

峡東建設事14-0183主要地方道笛吹市川三郷線防災測量
業務委託の指名業者選定に至る過程が分かる資料（公共
事業ポータルサイト掲載の『指名人選定理由書』を除く）

不存在に
よる不開
示

1 県土整備 峡東建設事務所

310 H27.7.15 H27.7.23 一般国道411号他告示区間に関する平面図及
び位置図

一般国道411号他道路の区域変更・供用開始等に係る平
面図及び位置図

全部開示 県土整備 道路整備課

311 H27.7.15 H27.7.23 医療法人○○会の医療法人設立許可申請に
係る一切の書類

医療法人○○会の医療法人設立許可申請に係る医療法
人設立認可申請書他

一部開示 1 1 福祉保健 医務課

312 H27.7.15 H27.7.30 医療法人○○会○○医院の診療用エックス線
装置・放射線装置備え付けに係る書類

平成23年1月27日付けの中北福第10891号診療用エックス
線装置変更届（○○医院）のうち起案文他

一部開示 1 1 福祉保健 中北保健福祉事務所

313 H27.7.15 H27.7.30 医療法人○○会○○医院の診療所開設に係
る一切の書類

平成○年○月○日付け中北福第○○○○号診療所開設
許可について（伺い）（指令）（医療法人○○会【医療法人
○○会○○医院」）

一部開示 1 1 福祉保健 中北保健福祉事務所

314 H27.7.16 H27.8.17 指定管理者山梨県図書館事業計画書 指定管理者山梨県立図書館事業計画書（指定管理者応募
書類）

一部開示 1 1 1 教委 社会教育課

315 H27.7.17 H27.7.24 山梨県内の大気汚染防止法に基づくばい煙施
設に関する事業所の名称他

山梨県内の大気汚染防止法に基づくばい煙施設に基づく
ばい煙発生施設一覧（電磁的記録）

一部開示 1 森林環境 大気水質保全課

316 H27.7.21 H27.8.5 峡東林務環14-0181の契約より現在までの文
書一切

峡東林務環14-0181中道沢治山工事（全部債務）に係る入
札執行伺い他

一部開示 1 1 1 森林環境 峡東林務環境事務所

317 H27.7.22 H27.7.31 医薬品等の製造販売業許可に関する新規許
可、登録又は承認済みの情報について

平成26年7月1日～6月30日に新規許可・承認した事業者に
係る医療機器製造業登録一覧他（電磁的記録）

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

318 H27.7.23 H27.7.27 建築事務所新規登録過去2年間分（Ｈ25.4.～Ｈ
27.7）

1級・2級・木造建築事務所登録台帳 一部開示 1 県土整備 建築住宅課
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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

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 決定内容

319 H27.7.27 H27.7.28 平成27年度「普通交付税の交付基準額」・「費
用別基準財政需要額一覧表」他

平成27年度普通交付税の交付基準額他 全部開示 総務 市町村課

320 H27.7.27 H27.8.11 平成26年度グランドアンカー工及び鉄筋挿入
工を採用した発注工事に係る入札契約書・数
量総括表・下請名他

平成26年度グランドアンカー工及び鉄筋挿入工を採用した
発注工事に係る契約書かがみ・数量総括表土質柱状図・
下請届

一部開示 1 1 県土整備 道路整備課

321 H27.7.27 H27.8.11 平成26年度グランドアンカー工及び鉄筋挿入
工を採用した発注工事に係る入札契約書・数
量総括表・下請名他

平成26年度グランドアンカー工及び鉄筋挿入工を採用した
発注工事に係る契約書かがみ・数量総括表土質柱状図・
下請届・再下請負通知書・施工体制台帳

一部開示 1 1 県土整備 道路管理課

322 H27.7.27 H27.8.10 平成26年度グランドアンカー工及び鉄筋挿入
工を採用した発注工事に係る入札契約書・数
量総括表・下請負者名他

平成26年度グランドアンカー工及び鉄筋挿入工を採用した
発注工事に係る契約書かがみ・数量総括表土質柱状図・
下請届

一部開示 1 1 県土整備 砂防課

323 H27.7.29 H27.8.6 平成25年度分ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保
管及び処理状況等届出事業所一覧

平成25年度集計PCB保管事業場保管状況届出リスト（電
磁的記録）

全部開示 森林環境 環境整備課

324 H27.7.29 - （株）○○の富士吉田市内の工場の（中間）処
理許可申請の書類

取下げ 森林環境 大気水質保全課

325 H27.7.29 - （株）○○の富士吉田市内の工場の（中間）処
理許可申請の書類

取下げ 森林環境 環境整備課

326 H27.7.31 H27.8.13 （株）○○に係る産業廃棄物及び一般廃棄物
処理施設設置許可証ほか

（株）○○に係る産業廃棄物及び一般廃棄物処理施設設
置許可証（案）ほか

一部開示 1 森林環境 環境整備課

327 H27.7.31 H27.8.11 中北農務事-14-0028八ヶ岳南地区髙根第3-1
工区改良工事外2件に係る金入り設計書

中北農務事-14-0028八ヶ岳南地区髙根第3-1工区改良工
事外2件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所

328 H27.7.31 H27.8.13 営繕課-15-0026農業大学校旧飼育豚舎他解
体外6件に係る金入り設計書

営繕課-15-0026農業大学校旧飼育豚舎他解体外6件に係
る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 営繕課

329 H27.7.31 H27.8.13 流域下水道-14-0051峡東流域下水道間門川
幹線外管きょ耐震工事（名許）外3件に係る金
入り設計書

流域下水道-14-0051峡東流域下水道間門川幹線外管きょ
耐震工事（名許）外3件にかかる実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 流域下水事務所

330 H27.7.31 H27.8.14 平成27年5月23日開催の「やまなし暮らしセミ
ナー」で北杜市を紹介したセミナーの内容

平成27年5月23日開催の「やまなし暮らしセミナー」（北杜
市）の音声記録

全部開示 知事政策 人口問題対策室

331 H27.7.31 H27.8.17 河口湖精進線扇崎トンネルにかかる道路平面
図

主要地方道河口湖精進線H27.3.13供用開始区間の道路形
状がわかる平面図

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
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332 H27.7.31 H27.8.17 都市計画道路船津小海線にかかる道路平面
図

都市計画道路船津小海線H27年度内供用予定区間 全部開示 県土整備 都市計画課

333 H27.8.3 - 平成24年度に実施した社会福祉法人○○会に
対する監査の結果

取下げ 福祉保健 福祉保健総務課

334 H27.8.3 H27.8.11 中北農務事-15-0031茅ヶ岳東部地区法面附
帯（その2）工事外5件に係る金入り設計書

中北農務事-15-0031茅ヶ岳東部地区法面附帯（その2）工
事外5件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所

335 H27.8.3 H27.8.11 峡南農務事-15-0029三珠豊富地区上野工区
附帯工事外2件に係る金入り設計書

峡南農務事-15-0029三珠豊富地区上野工区附帯工事外2
件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡南農務事務所

336 H27.8.3 H27.8.11 峡東農務事-15-10釈迦堂地区県道仮設道路
工事に係る金入り設計書

峡東農務事-15-10釈迦堂地区県道仮設道路工事に係る
積算見積参考資料、実施設計書他

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

337 H27.8.3 H27.8.17 峡南林環事-15-0078林道池の茶屋線景観形
成工事外2件に係る金入り設計書

峡南林環事-15-0078林道池の茶屋線景観形成工事外2件
に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 峡南林務環境事務所

338 H27.8.3 H27.8.14 中北林環事-15-0091野猿谷林業施設景観形
成工事に係る金入り設計書

中北林環事-15-0091野猿谷林業施設景観形成工事に係
る実施設計書

一部開示 1 森林環境 中北林務環境事務所

339 H27.8.3 H27.8.13 峡東林環事-15-0047青笹小規模治山工事外4
件に係る金入り設計書

峡東林環事-15-0047青笹小規模治山工事外4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

340 H27.8.3 H27.8.12 富東林環事-15-0086林道滝沢線維持修繕工
事に係る金入り設計書

富東林環事-15-0086林道滝沢線維持修繕工事に係る実
施設計書

一部開示 1 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

341 H27.8.3 H27.8.17 中北建設事-15-0137s（-）天神平甲府線道路
工事外4件に係る金入り設計書

中北建設事-15-0137s（-）天神平甲府線道路工事外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

342 H27.8.3 H27.8.18 中北建設事-15-0137s（-）天神平甲府線道路
工事外7件に係る金入り設計書

中北建設事-15-0137s（-）天神平甲府線道路工事外7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

343 H27.8.3 H27.8.17 峡東建設事-15-0040一般県道鶯宿上曽根線
舗装工事外2件に係る金入り設計書

峡東建設事-15-0040一般県道鶯宿上曽根線舗装工事外2
件に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 峡東建設事務所

344 H27.8.3 H27.8.13 大門塩川管-15-017大門ダム施設修繕工事外
2件に係る金入り設計書

大門塩川管-15-017大門ダム施設修繕工事外2件に係る
実施設計書

全部開示 県土整備 大門塩川ダム管理事
務所
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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
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２号

８条
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８条
４号

８条
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８条
６号
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345 H27.8.3 H27.8.17 富東建設事-15-0092一般国道139号他安全施
設工事に係る金入り設計書

富東建設事-15-0092一般国道139号他安全施設工事に係
る実施設計書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

346 H27.8.3 H27.8.18 富東建設事-15-0076都市計画道路船津小海
線道路工事外5件に係る金入り設計書

富東建設事-15-0076都市計画道路船津小海線道路工事
外5件に係実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

347 H27.8.3 H27.8.17 峡南建設事-15-0068国道300号新灯橋（仮称）
橋梁下部工事外2件に係る金入り設計書

峡南建設事-15-0068国道300号新灯橋（仮称）橋梁下部工
事外2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

348 H27.8.3 H27.8.13 大月警察都留分署署員官舎のアスベスト除去
工事に係る関連書類一式

平成4年度工事執行状況表のうち、都留警察署田原待機
宿舎改修工事に関連する部分

全部開示 県土整備 営繕課

349 H27.8.4 H27.9.3 山梨県公共事業ポータルサイトにおける入札経過（結果）の
うち平成20年度～26年度における富士・東部農務事務所管
内の建設工事に係る測量,調査、設計における競争入札予
定価格・入札参加業者及び契約業者の記載されている部
分

山梨県公共事業ポータルサイトにおける入札経過（結果）のうち平
成25年度～26年度における富士・東部農務事務所管内の建設工
事に係る測量,調査、設計における競争入札予定価格・入札参加
業者及び契約業者の記載されている部分他

全部開示 農政 富士・東部農務事務
所

350 H27.8.4 H27.9.3 富東農務事-13-0074道志地区中神土砂崩落
防止施設測量設計用地調査業務委託成果品
一式他

富東農務事-13-0074道志地区中神土砂崩落防止施設測
量設計用地調査業務委託成果品一式他

一部開示 1 1 農政 富士・東部農務事務
所

351 H27.8.4 H27.9.3 富東農務事-14-0050鳴沢地区防火水槽測量
設計用地調査業務委託成果品一式他

富東農務事-14-0050鳴沢地区防火水槽測量設計用地調
査業務委託成果品一式他

一部開示 1 1 農政 富士・東部農務事務
所

352 H27.8.4 - 富東農務事-15-0005大月北部地区駒宮1工区
ほ場整備設計業務委託の「指名人選定理由
書」を除く指名業者選定に至る過程が分かる資
料

取下げ 農政 富士・東部農務事務
所

353 H27.8.5 H27.9.4 山梨県公共事業ポータルサイトにおける入札
経過（結果）のうち平成20年度～26年度におけ
る峡南務農事務所管内の建設工事に係る測
量,調査、設計における競争入札予定価格・入
札参加業者及び契約業者の記載されている部

山梨県公共事業ポータルサイトにおける入札経過（結果）
のうち平成20年度～26年度における峡南務農事務所管内
の建設工事に係る測量,調査、設計における競争入札予定
価格・入札参加業者及び契約業者の記載されている部分
他

全部開示 農政 峡南農務事務所

354 H27.8.5 H27.9.4 峡南農務事-12-0050身延北部地区農業用用
排水路第18号測量設計用地調査業務委託成
果品一式他

峡南農務事-12-0050身延北部地区農業用用排水路第18
号測量設計用地調査業務委託に係る別紙「行政文書の表
示」欄記載のとおり

一部開示 1 1 農政 峡南農務事務所

355 H27.8.5 H27.9.4 峡南農務事-14-0036身延北部地区中之倉工
区営農飲雑用水施設導水管測量設計業務委
託成果品一式他

峡南農務事-14-0036身延北部地区中之倉工区営農飲雑
用水施設導水管測量設計業務委託に係る別紙「行政文書
の表示」欄記載のとおり

一部開示 1 1 農政 峡南農務事務所

356 H27.8.5 - 峡南農務事-15-0012市川三郷地区集落排水
露第1号測量設計用地調査業務委託の「指名
人選定理由書」を除く指名業者選定に至る過
程が分かる資料

取下げ 農政 峡南農務事務所

357 H27.8.5 H27.8.10 平成24年度に実施した社会福祉法人に対する
特別監査の結果

平成24年度社会福祉法人等指導監査の結果について（通
知）

一部開示 1 福祉保健 福祉保健総務課
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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
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１号
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２号
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３号
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５号
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６号
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358 H27.8.5 H27.8.19 中北建設事-15-0142（主）北杜富士見線東沢
橋橋梁補修工事に係る金入り設計書

中北建設事-15-0142（主）北杜富士見線東沢橋橋梁補修
工事に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

359 H27.8.5 H27.8.19 中北建設事-15-0126滝戸川外雨量計・水位観
測局機器設置工事に係る金入り設計書

中北建設事-15-0126滝戸川外雨量計・水位観測局機器設
置工事に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 中北建設事務所

360 H27.8.5 H27.8.11 富東建設事-13-0499主要地方道四日市場上
野原線災害防除工事に係る金入り設計書

富東建設事-13-0499主要地方道四日市場上野原線災害
防除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

361 H27.8.5 H27.8.10 平成26・27年度雁坂トンネル有料道路料金徴
収及び監視業務委託及び富士山有料道路料
金徴収業務委託の入札における入札結果のわ
かるもの

平成26・27年度雁坂トンネル有料道路料金徴収及び監視
業務委託一般競争入札入札点検表他

一部開示 1 道路公社 道路公社

362 H27.8.5 H27.8.10 ○○産婦人科の廃院日（廃止の届出日）、住
所、正式名称

病院廃止届、病院開設者死亡届他 不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 中北保健福祉事務所

363 H27.8.6 H27.8.21 峡東建設事-15-0056向山川外測量業務委託
に関して指名競争入札を行った根拠適用法令
のわかる文書

峡東建設事-15-0056向山川外測量業務委託に関して指
名競争入札を行った根拠適用法令のわかる文書

不存在に
よる不開
示

1 県土整備 峡東建設事務所

364 H27.8.6 H27.8.21 峡東建設事-15-0061主要地方道笛吹市川三郷線測量業
務委託に関して指名競争入札を行った根拠適用法令のわ
かる文書及び「指名人選定理由書」を除く指名業者選定に
至る過程が分かる『絞込過程説明資料』

峡東建設事-15-0061主要地方道笛吹市川三郷線測量業
務委託に関して指名競争入札を行った根拠適用法令及び
「指名人選定理由書」を除く指名業者選定に至る過程が分
かる『絞込過程説明資料』

不存在に
よる不開
示

1 県土整備 峡東建設事務所

365 H27.8.7 H27.8.19 県土整備部発注公共工事の積算で採用される
交通整理員の人数算定方法の根拠

道路工事交通保安施設設置基準 全部開示 県土整備 技術管理課

366 H27.8.7 H27.9.7 山梨県公共事業ポータルサイトにおける入札経過（結果）の
うち平成20年度～26年度における峡東林務事務所管内の
建設工事に係る測量,調査、設計における競争入札予定価
格・入札参加業者及び契約業者の記載されている部分

山梨県公共事業ポータルサイトにおける入札経過（結果）のうち平
成20年度～26年度における峡東林務事務所管内の建設工事に係
る測量,調査、設計における競争入札予定価格・入札参加業者及
び契約業者の記載されている部分他

全部開示 森林環境 峡東林務環境事務所

367 H27.8.7 H27.8.24 峡東林務環事-14-0037林道大松沢線測量設計業務
委託に関して指名競争入札を行った根拠適用法令の
わかる文書及び「指名人選定理由書」を除く指名業
者選定に至る過程が分かる『絞込過程説明資料』

峡東林務環事-14-0037林道大松沢線測量設計業務委託
に関して指名競争入札を行った根拠適用法令のわかる文
書及び「指名人選定理由書」を除く指名業者選定に至る過
程が分かる『絞込過程説明資料』

不存在に
よる不開
示

1 森林環境 峡東林務環境事務所

368 H27.8.7 H27.9.7 峡東林務環事-14-0037林道大松沢線測量設
計業務委託に係る成果品一式他

峡東林務環事-14-0037林道大松沢線測量設計業務委託
に係る成果品一式他

一部開示 1 1 森林環境 峡東林務環境事務所

369 H27.8.7 H27.8.24 峡東林務環事-14-0039林業専用道嵯峨塩深沢1号支線線
測量設計業務委託に関して指名競争入札を行った根拠適
用法令のわかる文書及び「指名人選定理由書」を除く指名
業者選定に至る過程が分かる『絞込過程説明資料』

峡東林務環事-14-0039林業専用道嵯峨塩深沢1号支線線測量設
計業務委託に関して指名競争入札を行った根拠適用法令のわか
る文書及び「指名人選定理由書」を除く指名業者選定に至る過程
が分かる『絞込過程説明資料』

不存在に
よる不開
示

1 森林環境 峡東林務環境事務所

370 H27.8.7 H27.9.7 峡東林務環事-14-0039林業専用道嵯峨塩深
沢1号支線線測量設計業務委託に係る成果品
一式他

峡東林務環事-14-0039林業専用道嵯峨塩深沢1号支線線
測量設計業務委託に係る成果品一式他

一部開示 1 1 森林環境 峡東林務環境事務所
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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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371 H27.8.7 H27.8.24 富東農務事-15-0005大月北部地区駒宮1工区ほ場整備設
計業務委託に関して指名競争入札を行った根拠法令のわ
かる文書及び「指名人選定理由書」を除く指名業者選定に
至る過程が分かる『絞込過程説明資料』

富東農務事-15-0005大月北部地区駒宮1工区ほ場整備設
計業務委託に関して指名競争入札を行った根拠法令のわ
かる文書及び「指名人選定理由書」を除く指名業者選定に
至る過程が分かる『絞込過程説明資料』

不存在に
よる不開
示

1 農政 富士・東部農務事務
所

372 H27.8.7 H27.8.24 峡東農務事-15-0012市川三郷地区集落排水露第1号測量
設計用地調査業務委託に関して指名競争入札を行った根
拠法令のわかる文書及び「指名人選定理由書」を除く指名
業者選定に至る過程が分かる『絞込過程説明資料』

峡東農務事-15-0012市川三郷地区集落排水露第1号測量設計用
地調査業務委託に関して指名競争入札を行った根拠法令のわか
る文書及び「指名人選定理由書」を除く指名業者選定に至る過程
が分かる『絞込過程説明資料』

不存在に
よる不開
示

1 農政 峡南農務事務所

373 H27.8.10 H27.8.25 『山梨県退職職員の再就職等に関する取扱要
領』の規定に基づき、（株）○○が平成19年度
以降に山梨県に提出した『退職予定者に関す
る情報提供依頼書』

平成19年4月1日から平成27年3月31日までの『退職予定
者に関する情報提供依頼書』

不存在に
よる不開
示

1 総務 人事課

374 H27.8.10 H27.8.25 山梨県を退職し（株）○○に平成20年度以降再
就職した職員にかかる誓約書他

平成19年4月1日から平成27年3月31日までの『誓約書』他 一部開示 1 総務 人事課

375 H27.8.10 H27.8.11 富東建設事-15-0005主要地方道上野原丹波
山線外1路線道路維持管理業務委託にかかる
金入り設計書

富東建設事-15-0005主要地方道上野原丹波山線外1路線
道路維持管理業務委託にかかる実施設計書

全部開示 県土整備 富士・東部建設事務
所

376 H27.8.11 H27.8.19 平成27年7月6日から8月5日までの間に受理し
た山梨県内全域の薬局・医薬品販売業の廃止
情報

平成27年7月6日から8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・
施設所在地他

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

377 H27.8.11 H27.8.25 平成27年7月6日から8月5日までの間に受理し
た病院・診療所等の廃止情報

平成27年7月6日から8月5日までの間に受理した中北保健
所管内における病院廃止届他

一部開示 1 1 福祉保健 中北保健福祉事務所

378 H27.8.11 H27.8.12 平成27年7月6日から8月5日までの間に受理し
た病院・診療所等の廃止情報

平成27年7月6日から8月5日までの間の中北保健所峡北
支所管内に係る病院廃止届・診療所廃止届

一部開示 1 1 福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

379 H27.8.11 H27.8.17 平成27年7月6日から8月5日までの間に受理し
た病院・診療所等の廃止情報

平成27年7月6日から8月5日までの間の峡東保健所管内に
おける病院廃止届他

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

380 H27.8.11 H27.8.17 平成27年7月6日から8月5日までの間に受理し
た病院・診療所等の廃止情報

平成27年7月6日から8月5日までの間の峡南保健所管内に
かかる病院廃止届他

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

381 H27.8.11 H27.8.20 平成27年7月6日から8月5日までの間に受理し
た病院・診療所等の廃止情報

平成27年7月6日から8月5日までの間の富士・東部保健所
管内にかかる病院廃止届他

一部開示 1 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

382 H27.8.11 H27.8.26 広瀬琴川ダ-14-0014広瀬ダム水理調査委託
に関して指名競争入札を行った根拠適用法令
及び「指名人選定理由書」を除く指名業者選定
に至る過程が分かる『絞込過程説明資料』

広瀬琴川ダ-14-0014広瀬ダム水理調査委託に関して指名
競争入札を行った根拠適用法令及び「指名人選定理由書」
を除く指名業者選定に至る過程が分かる『絞込過程説明資
料』

不存在に
よる不開
示

1 県土整備 廣瀬・琴川ダム事務
所

383 H27.8.11 H27.8.26 広瀬琴川ダ-14-0036琴川ダム貯水地内堆砂測量業
務委託に関して指名競争入札を行った根拠適用法令
のわかる文書及び「指名人選定理由書」を除く指名
業者選定に至る過程が分かる『絞込過程説明資料』

広瀬琴川ダ-14-0036琴川ダム貯水地内堆砂測量業務委
託に関して指名競争入札を行った根拠適用法令のわかる
文書及び「指名人選定理由書」を除く指名業者選定に至る
過程が分かる『絞込過程説明資料』

不存在に
よる不開
示

1 県土整備 廣瀬・琴川ダム事務
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

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 決定内容

384 H27.8.11 H27.8.26 広瀬琴川ダ-15-0007広瀬ダム水理調査委託
に関して指名競争入札を行った根拠適用法令
及び「指名人選定理由書」を除く指名業者選定
に至る過程が分かる『絞込過程説明資料』

広瀬琴川ダ-15-0007広瀬ダム水理調査委託に関して指名
競争入札を行った根拠適用法令及び「指名人選定理由書」
を除く指名業者選定に至る過程が分かる『絞込過程説明資
料』

不存在に
よる不開
示

1 県土整備 廣瀬・琴川ダム事務
所

385 H27.8.11 H27.8.26 広瀬琴川ダ-15-0023広瀬ダム洪水吐減勢工測量業
務委託に関して指名競争入札を行った根拠適用法令
のわかる文書及び「指名人選定理由書」を除く指名
業者選定に至る過程が分かる『絞込過程説明資料』

広瀬琴川ダ-15-0023広瀬ダム洪水吐減勢工測量業務委
託に関して指名競争入札を行った根拠適用法令のわかる
文書及び「指名人選定理由書」を除く指名業者選定に至る
過程が分かる『絞込過程説明資料』

不存在に
よる不開
示

1 県土整備 廣瀬・琴川ダム事務
所

386 H27.8.11 H27.8.21 峡東建設事-15-0032蟹沢川測量業務委託に
関して指名競争入札を行った根拠適用法令の
わかる文書

峡東建設事-15-0032蟹沢川測量業務委託に関して指名
競争入札を行った根拠適用法令のわかる文書

不存在に
よる不開
示

1 県土整備 峡東建設事務所

387 H27.8.11 H27.8.17 平成28年度公立小学校教員選考検査第一次
検査問題で調査区件法により、掲載が省略さ
れているもの

平成28年度公立小学校教員選考検査第一次検査の問題
（一般・教職教養他）

全部開示 教委 義務教育課

388 H27.8.11 H27.8.17 平成28年度公立小学校教員選考検査第一次
検査問題で調査区件法により、掲載が省略さ
れているもの

平成28年度公立小学校教員選考検査第一次検査の問題
（一般・教職教養他）

全部開示 教委 高校教育課

389 H27.8.11 H27.8.13 社会医療法人○○の事業報告書、賃借対照表
及び損益計算書他

社会医療法人○○の事業報告書、賃借対照表及び損益計
算書（H25.4.1からH26.3.31期、H26.4.1からH27.3.31期）

全部開示 福祉保健 医務課

390 H27.8.12 H27.8.26 笛吹市川三郷線他平面図及び位置図 笛吹市川三郷線他平面図及び位置図 全部開示 県土整備 道路管理課

391 H27.8.12 H27.8.27 新環状建設-13-0060国道140号（新環状道路東部区間）用
地測量業務委託（1工区）に関して指名競争入札を行った根
拠適用法令のわかる文書及び「指名人選定理由書」を除く
指名業者選定に至る過程が分かる『絞込過程説明資料』

新環状建設-13-0060国道140号（新環状道路東部区間）用地測量
業務委託（1工区）に関して指名競争入札を行った根拠適用法令の
わかる文書及び「指名人選定理由書」を除く指名業者選定に至る
過程が分かる『絞込過程説明資料』

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

392 H27.8.12 H27.8.27 新環状建設-14-0072国道140号（新環状道路東部区間2
期）用地測量業務委託その6（明許）に関して指名競争入札
を行った根拠適用法令及び「指名人選定理由書」を除く指
名業者選定に至る過程が分かる『絞込過程説明資料』

新環状建設-14-0072国道140号（新環状道路東部区間2期）用地
測量業務委託その6（明許）に関して指名競争入札を行った根拠適
用法令及び「指名人選定理由書」を除く指名業者選定に至る過程
が分かる『絞込過程説明資料』

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

393 H27.8.12 H27.8.27 新環状建設-14-0076国道140号（西関東連絡道路）測量業
務委託その1（明許）に関して指名競争入札を行った根拠法
適用令のわかる文書及び「指名人選定理由書」を除く指名
業者選定に至る過程が分かる『絞込過程説明資料』

新環状建設-14-0076国道140号（西関東連絡道路）測量業務委託
その1（明許）に関して指名競争入札を行った根拠法適用令のわか
る文書及び「指名人選定理由書」を除く指名業者選定に至る過程
が分かる『絞込過程説明資料』

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

394 H27.8.17 H27.9.1 山梨県都留警察署の幹部宿舎における平成四
年頃のアスベスト除去工事に関する資料

山梨県都留警察署の幹部宿舎における平成元年から10年
におけるアスベスト除去工事に関する設計図書

不存在に
よる不開
示

1 県土整備 営繕課

395 H27.8.17 - 峡東林環第15-0053林業専用道嵯峨塩深沢1
号支線開設工事の契約より現在までの一切の
文書

取下げ 森林環境 峡東林務環境事務所

396 H27.8.19 H27.8.31 中北農務15-0036落合・湯沢地区農用排25号及び26号水
路測量用地調査業務委託に関して指名競争入札を行った
根拠法令のわかる文書及び「指名人選定理由書」を除く指
名業者選定に至る過程が分かる『絞込過程説明資料』

中北農務15-0036落合・湯沢地区農用排25号及び26号水路測量
用地調査業務委託に関して指名競争入札を行った根拠法令のわ
かる文書及び「指名人選定理由書」を除く指名業者選定に至る過
程が分かる『絞込過程説明資料』

不存在に
よる不開
示

1 農政 中北農務事務所
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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

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

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 決定内容

397 H27.8.19 H27.8.31 中北農務15-0050茅ヶ岳東部地区県道交差点協議資料作
成務委託に関して指名競争入札を行った根拠適用法令の
わかる文書のわかる文書及び「指名人選定理由書」を除く
指名業者選定に至る過程が分かる『絞込過程説明資料』

中北農務15-0050茅ヶ岳東部地区県道交差点協議資料作成務委
託に関して指名競争入札を行った根拠適用法令のわかる文書の
わかる文書及び「指名人選定理由書」を除く指名業者選定に至る
過程が分かる『絞込過程説明資料』

不存在に
よる不開
示

1 農政 中北農務事務所

398 H27.8.20 H27.9.1 県土整備部使用の積算システムでの単価地区
による組み合わせ内容の一覧表

新土木積算システム単価コード一覧表（電磁的記録・平成
27年8月20日現在）

全部開示 県土整備 技術管理課

399 H27.8.20 H27.9.24 山梨県公共事業ポータルサイトにおける入札経過（結果）の
うち平成20年度～26年度における富士・東部林務事務所管
内の建設工事に係る測量,調査、設計における競争入札予
定価格・入札参加業者及び契約業者の記載されている部
分

山梨県公共事業ポータルサイトにおける入札経過（結果）のうち平
成25年度～26年度における富士・東部林務事務所管内の建設工
事に係る測量,調査、設計における競争入札予定価格・入札参加
業者及び契約業者の記載されている部分他

全部開示 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

400 H27.8.20 H27.9.18 富東林務環事-15-0081尾崎測量設計業務委
託に係る成果品他

富東林務環事-15-0081尾崎測量設計業務委託に係る治
山林道工事調査等業務委託契約書他

一部開示 1 1 1 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

401 H27.8.20 H27.9.1 富東林務環事-15-0081尾崎測量設計業務委託に関
して指名競争入札を行った根拠適用法令のわかる文
書及び「指名人選定理由書」を除く指名業者選定に
至る過程が分かる『絞込過程説明資料』

富東林務環事-15-0081尾崎測量設計業務委託に関して
指名競争入札を行った根拠適用法令のわかる文書及び
「指名人選定理由書」を除く指名業者選定に至る過程が分
かる『絞込過程説明資料』

不存在に
よる不開
示

1 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

402 H27.8.21 H27.8.27 （主）北杜富士見線東沢橋橋梁補修工事に係
る金入り設計書

（主）北杜富士見線東沢橋橋梁補修工事に係る実施設計
書

一部開示 1 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

403 H27.8.24 H27.8.31 中北建設事-15-0072古川用地測量業務委託に関し
て指名競争入札を行った根拠適用法令のわかる文
書及び「指名人選定理由書」を除く指名業者選定に
至る過程が分かる『絞込過程説明資料』

中北建設事-15-0072古川用地測量業務委託に関して指
名競争入札を行った根拠適用法令のわかる文書及び「指
名人選定理由書」を除く指名業者選定に至る過程が分かる
『絞込過程説明資料』

不存在に
よる不開
示

1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

404 H27.8.24 H27.9.3 道路整備課-15-0004県道富士川身延線（仮
称）身延山IC和田12工区道路改良工事（一部
債務）に係る金入り設計書

道路整備課-15-0004県道富士川身延線（仮称）身延山IC
和田12工区道路改良工事（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

405 H27.8.25 H27.9.7 道路整備課-15-0011一般県道割子切石線（仮
称）中富IC下田原9工区道路改良工事（一部債
務）に係る金入り設計書

道路整備課-15-0011一般県道割子切石線（仮称）中富IC
下田原9工区道路改良工事（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

406 H27.8.25 H27.9.1 平成27年5月1日から7月31日の間における「法
人設立届出書」のうち、法人名・所在地等

平成27年5月～7月受理分法人設立届出書一覧 一部開示 2 総務 総合県税事務所

407 H27.8.26 H27.9.8 道路整備課-14-0024主要地方道笛吹市川三
郷線道路工事（一部債務）に係る金入り設計書

道路整備課-14-0024主要地方道笛吹市川三郷線道路工
事（一部債務）に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 道路整備課

408 H27.8.26 H27.9.2 峡南林務事-14-0024林業専用道赤石高下支
線開設工事（明許）に係る金入り設計書

峡南林務事-14-0024林業専用道赤石高下支線開設工事
（明許）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

409 H27.8.26 H27.9.9 一般国道139号松姫トンネル機械電気棟建設
工事外3件に係る金入り設計書

一般国道139号松姫トンネル機械電気棟建設工事外3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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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

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 決定内容

410 H27.8.28 H27.9.14 県道南アルプス公園線西沢橋（身延町）から泰
平橋（早川町）までの道路台帳、橋梁台帳他

県道南アルプス公園線西沢橋（身延町）から泰平橋（早川
町）までの道路台帳、橋梁台帳他

全部開示 県土整備 道路管理課

411 H27.8.28 H27.9.8 平成26年8月1日から平成27年7月31日までの
新規に営業許可または届出した旅館業・一般
浴場・クリーニング業者の一覧

平成26年8月1日から平成27年7月31日までの新規に営業
許可または届出された旅館業・一般浴場・クリーニング所
の一覧（電磁的記録）のうち所在地、名称、電話番号他

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

412 H27.8.31 H27.9.3 平成27年4月1日から平成27年6月末日までの
間に食品衛生法に基づき新規に営業許可を取
得した飲食店営業及び喫茶店営業店舗の屋号
他

食品営業許可台帳一覧表（電磁的記録）のうち平成27年4
月1日から平成27年6月末日までに食営業許可を取得した
飲食店営業及び喫茶店営業店舗の屋号他

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

413 H27.8.31 H27.9.10 （株）○○に勤務する山梨県退職職員に関して
平成20年度以降に各農務事務所で作成された
山梨県退職職員の再就職等に関する取扱要
領第7条に基づく営業活動等対応記録表

営業活動等対応記録表（平成20年4月1日から平成27年8
月31日までのもの）

不存在に
よる不開
示

1 農政 中北農務事務所

414 H27.8.31 H27.9.10 （株）○○に勤務する山梨県退職職員に関して
平成20年度以降に各農務事務所で作成された
山梨県退職職員の再就職等に関する取扱要
領第7条に基づく営業活動等対応記録表

営業活動等対応記録表（平成20年4月1日から平成27年8
月31日までのもの）

不存在に
よる不開
示

1 農政 峡東農務事務所

415 H27.8.31 H27.9.15 （株）○○に勤務する山梨県退職職員に関して
平成20年度以降に各農務事務所で作成された
山梨県退職職員の再就職等に関する取扱要
領第7条に基づく営業活動等対応記録表

営業活動等対応記録表（平成20年4月1日から平成27年8
月31日までのもの）

不存在に
よる不開
示

1 農政 峡南農務事務所

416 H27.8.31 H27.9.15 （株）○○に勤務する山梨県退職職員に関して
平成20年度以降に各農務事務所で作成された
山梨県退職職員の再就職等に関する取扱要
領第7条に基づく営業活動等対応記録表

営業活動等対応記録表（平成20年4月1日から平成27年8
月31日までのもの）

不存在に
よる不開
示

1 農政 富士・東部農務事務
所

417 H27.9.1 H27.9.10 道路整備課-14-0030一般県道割子切石線（仮
称）中富橋八日市場1工区富士川河川工事（一
部債務）に係る金入り設計書

道路整備課-14-0030一般県道割子切石線（仮称）中富橋
八日市場1工区富士川河川工事（一部債務）に係る実施設
計書

全部開示 県土整備 道路整備課

418 H27.9.1 H27.9.9 一般競争入札における路面清掃業務委託件数
他について

国道137号外県下全域道路清掃業務委託「一般競争入札」
の公告について（道路管理課-14-○○）のうち、平成26年
度「路面清掃業務委託」の入札状況が確認出来る資料

全部開示 県土整備 道路整備課

419 H27.9.2 H27.9.17 峡南農務事-15-0025栃久保地区本田堰水路
工事（第3工区）水路工事外10件に係る金入り
設計書

峡南農務事-15-0025栃久保地区本田堰水路工事（第3工
区）水路工事外10件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡南農務事務所

420 H27.9.2 H27.9.14 中北農務事-15-0038八ヶ岳南地区髙根第3-2
工区及び長坂第4-2工区改良工事外7件に係
る金入り設計書

中北農務事-15-0038八ヶ岳南地区髙根第3-2工区及び長
坂第4-2工区改良工事外7件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所

421 H27.9.2 H27.9.10 峡東農務事-15-0030黒駒西地区農道7号（第1
工区）改良工事外3件に係る金入り設計書

峡東農務事-15-0030黒駒西地区農道7号（第1工区）改良
工事外3件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

422 H27.9.2 H27.9.14 富東農務事-15-0015北富士地区上丸尾・大明
見用水路工事外3件に係る金入り設計書

富東農務事-15-0015北富士地区上丸尾・大明見用水路工
事外3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
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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

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 決定内容

423 H27.9.2 H27.9.15 富東林環事-15-0100林業専用道東軒1号支線
開設工事外11件に係る金入り設計書

富東林環事-15-0100林業専用道東軒1号支線開設工事外
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

424 H27.9.2 H27.9.17 中北林環事-15-0089林道南アルプス線（広河
原工区）改良工事外8件に係る金入り設計書

中北林環事-15-0089林道南アルプス線（広河原工区）改
良工事外8件に係る実施設計書

一部開示 1 1 1 森林環境 中北林務環境事務所

425 H27.9.2 H27.9.14 峡東林環事-15-0085地蔵沢治山工事外3件に
係る金入り設計書

峡東林環事-15-0085地蔵沢治山工事外3件に係る実施設
計書

一部開示 1 1 森林環境 峡東林務環境事務所

426 H27.9.2 H27.9.17 峡南林環事-15-0092林道丸山線（奈良田工
区）改築工事外10件に係る金入り設計書

峡南林環事-15-0092林道丸山線（奈良田工区）改築工事
外10件に係る実施設計書

一部開示 1 1 1 森林環境 峡南林務環境事務所

427 H27.9.2 H27.9.17 営繕課-15-0046南甲府警察署駐輪場建設他
工事外27件に係る金入り設計書

営繕課-15-0046南甲府警察署駐輪場建設他工事外27件
に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

428 H27.9.2 H27.9.17 中北建設事-15-0156一般国道140号舗装工事
（2工区）外9件に係る金入り設計書

中北建設事-15-0156一般国道140号舗装工事（2工区）外9
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

429 H27.9.2 H27.9.14 中北建設事-15-0124国道141号七里岩トンネ
ル補修工事外5件に係る金入り設計書

中北建設事-15-0124国道141号七里岩トンネル補修工事
外5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

430 H27.9.2 H27.9.14 峡南建設事-15-0093椿川河川災害復旧工事
外11件に係る金入り設計書

峡南建設事-15-0093椿川河川災害復旧工事外11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

431 H27.9.2 H27.9.14 富東建設事-15-0112国道139号橋梁補修工事
（高月橋）外6件に係る金入り設計書

富東建設事-15-0112国道139号橋梁補修工事（高月橋）外
6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

432 H27.9.2 H27.9.14 富東建設事-15-0120富士山世界遺産センター
周辺整備工事外1件に係る金入り設計書

富東建設事-15-0120富士山世界遺産センター周辺整備工
事外1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

433 H27.9.2 H27.9.14 流域下水道-15-0019峡東流域下水道日川幹
線外管きょ耐震工事外5件に係る金入り設計書

流域下水道-15-0019峡東流域下水道日川幹線外管きょ耐
震工事外5件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 流域下水事務所

434 H27.9.2 H27.9.11 峡東建設事-15-0071宮の入沢砂防工事に係
る金入り設計書

峡東建設事-15-0071宮の入沢砂防工事に係る実施設計
書

一部開示 1 1 県土整備 峡東建設事務所

435 H27.9.2 H27.9.10 道路整備課-15-0011一般県道割子切石線（仮
称）中富IC下田原9工区道路改良工事（一部債
務）外2件に係る金入り設計書

道路整備課-15-0011一般県道割子切石線（仮称）中富IC
下田原9工区道路改良工事（一部債務）外2件に係る実施
設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課
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436 H27.9.2 H27.9.14 治水課-15-0002五明川排水機場排水ポンプ
原動機更新工事（一部債務）に係る金入り設計
書

治水課-15-0002五明川排水機場排水ポンプ原動機更新
工事（一部債務）に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 治水課

437 H27.9.2 H27.9.8 大門塩川管-15-0019塩川ダム案内標識外設
置工事に係る金入り設計書

大門塩川管-15-0019塩川ダム案内標識外設置工事に係
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

438 H27.9.3 H27.9.9 中北農務事-15-0038八ヶ岳南地区髙根第3-2
工区及び長坂第4-2工区改良工事外7件に係
る金入り設計書

中北農務事-15-0038八ヶ岳南地区髙根第3-2工区及び長
坂第4-2工区改良工事外7件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所

439 H27.9.3 H27.9.14 富東建設事-14-0379一般県道日陰笹子線道
路改良工事外3件に係る金入り設計書

富東建設事-14-0379一般県道日陰笹子線道路改良工事
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

440 H27.9.3 H27.9.11 富東建設事-14-0390一石川砂防工事に係る
金入り設計書

富東建設事-14-0390一石川砂防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

441 H27.9.7 H27.9.18 平成27年8月28日現在保健所が把握している
飲食店業法にかかる営業者氏名他

食品営業許可台帳一覧表（電磁的記録）のうち平成27年8
月28日現在の食営業許可を取得した営業所に係る業種大
分類他

一部開示 1 1 1 福祉保健 衛生薬務課

442 H27.9.7 H27.9.18 笛吹発管理15-0018琴川第一外2発電所制御
電源用蓄電池取替工事に係る金入り設計書

笛吹発管理15-0018琴川第一外2発電所制御電源用蓄電
池取替工事に係る実施設計書

全部開示 公営企業 笛吹川水系発電管理

443 H27.9.7 H27.9.17 土対法に基づく要措置区域等に係る区域台帳
一式他

土対法に基づく要措置区域等に係る区域台帳一式他 一部開示 1 森林環境 大気水質保全課

444 H27.9.7 H27.9.17 土対法に基づく要措置区域等に係る区域台帳
一式他

土対法に基づく要措置区域等に係る区域台帳一式他 一部開示 1 森林環境 大気水質保全課

445 H27.9.8 H27.9.14 社会医療法人○○の平成27年3月期の事業報
告書、賃借対照表及び損益計算書

社会医療法人○○の賃借対照表及び損益計算書（H26.4.1
からH27.3.31期）

全部開示 福祉保健 医務課

446 H27.9.8 H27.9.24 医療法人○○医院診療所開設にかかる許可
通知

医療法人○○医院診療所開設にかかる許可通知 全部開示 福祉保健 中北保健福祉事務所

447 H27.9.8 - 平成27年度公立学校教員選考検査にかかる
試験内容について

取下げ 教委 義務教育課

448 H27.9.9 H27.9.15 平成27年8月6日から9月5日までの間に受理し
た山梨県内全域の薬局・医薬品販売業の廃止
情報

平成27年8月6日から9月5日までの間の薬局、医薬品販売
業の廃止届一覧（電磁的記録）のうち、業種、施設名称他

全部開示 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
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２号
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449 H27.9.9 H27.9.15 平成27年8月6日から9月5日までの間に受理し
た病院・診療所等の廃止情報

平成27年8月6日から9月5日までの中北保健所管内に係る
病院廃止届他

一部開示 1 1 福祉保健 中北保健福祉事務所

450 H27.9.9 H27.9.10 平成27年8月6日から9月5日までの間に受理し
た病院・診療所等の廃止情報

平成27年8月6日から9月5日までの間に受理した病院・診
療所等の廃止情報

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

451 H27.9.9 H27.9.14 平成27年8月6日から9月5日までの間に受理し
た病院・診療所等の廃止情報

平成27年8月6日から9月5日までの峡東保健所管内に係る
病院廃止届他

一部開示 1 1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

452 H27.9.9 H27.9.17 平成27年8月6日から9月5日までの間に受理し
た病院・診療所等の廃止情報

平成27年8月6日から9月5日までの峡南保健所管内に係る
病院廃止届他

一部開示 1 1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

453 H27.9.9 H27.9.17 平成27年8月6日から9月5日までの間に受理し
た病院・診療所等の廃止情報

平成27年8月6日から9月5日までの富士東部保健所管内に
係る病院廃止届他

一部開示 1 1 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

454 H27.9.10 H27.9.14 山梨県教員採用試験（平成28年度）全種目問
題と回答用紙

山梨県教員採用試験（平成28年度）全種目問題と解答 全部開示 教委 義務教育課

455 H27.9.10 H27.9.16 山梨県内の一級建築士事務所登録の屋号、住
所他

一級建築士事務所登録台帳 一部開示 1 県土整備 建築住宅課

456 H27.9.14 H27.9.15 山梨県教員採用試験（平成28年度）一般・教職
教養及び高等学校理科（生物）

山梨県教員採用試験（平成28年度）一般・教職教養及び高
等学校理科（生物）

全部開示 教委 義務教育課

457 H27.9.14 - 平成28年度使用中学校教科用図書における採
択業務日程他

取下げ 教委 義務教育課

458 H27.9.15 H27.9.24 峡南農務事-15-0045身延北部地区営農飲雑
用水導水管（1校区）工事に係る金入り設計書

峡南農務事-15-0045身延北部地区営農飲雑用水導水管
（1校区）工事に係る実施設計書

一部開示 1 農政 峡南農務事務所

459 H27.9.15 H27.9.29 中北農務事-15-0038八ヶ岳南地区髙根第3-2
工区及び長坂第4-2工区改良工事に係る算定
式の算出方法

工事価格に含まれる法定福利費事業主負担額概算額の
算出（参考）

全部開示 農政 中北農務事務所

460 H27.9.15 H27.9.29 損害保険契約の証券面の写し他 平成27年度やまなし土木環境ボランティア事業に係る傷害
保険証券及び明細書他

全部開示 県土整備 道路管理課

461 H27.9.15 H27.9.29 損害保険契約の証券面の写し他 全国自治体病院協議会病院賠償責任保険加入者カード他 全部開示 福祉保健 あけぼの医療福祉セ
ンター
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462 H27.9.16 H27.9.24 県道413号平林青柳線の道路平面図 県道413号平林青柳線の道路平面図 全部開示 県土整備 道路整備課

463 H27.9.16 H27.10.1 昭和13年10月1日付け山梨県知事宛に内務省
地方局庁より発せられた回答及び山梨県知事
より発せられた照会文書について

甲乙の両村を廃しその区域を平村に編入する場合の権利
義務（昭和13年10月1日付け山梨県知事宛地方局長回答）

不存在に
よる不開
示

1 総務 市町村課

464 H27.9.16 H27.9.29 平成27年9月16日現在の医療品・医療機器等
の品質・有効性及び安全性の確保等に関する
法律に基づく薬局等の許可業者一覧

平成27年9月16日現在で許可している事業者に係る薬局
許可一覧他（電磁的記録）

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

465 H27.9.16 - ○○市の温泉設備における掘削工事許可及び
完了に関する文書他

取下げ 森林環境 大気水質保全課

466 H27.9.16 - ○○市の温泉設備における掘削工事許可及び
完了に関する文書他

取下げ 森林環境 峡東林務環境事務所

467 H27.9.17 H27.9.25 営繕課-15-0094富士北麓公園体育館正明設
備他改修工事に係る金入り設計書

営繕課-15-0094富士北麓公園体育館正明設備他改修工
事に係る実施設計書他

一部開示 1 県土整備 営繕課

468 H27.9.17 H27.9.28 平成26年度に提出を受けたポリ塩化ビフェニル
廃棄物の保管及び処分状況等届出書

平成26年度集計PCB保管事業保管状況届出リスト・濃度
別（電磁的記録）

全部開示 森林環境 環境整備課

469 H27.9.24 H27.10.9 元県議○○が発言した議会議事録一式 ○○（元県議会議員）の本会議及び委員会会議録 全部開示 議会 議事調査課

470 H27.9.24 H27.10.9 平成26年度政治団体名簿 政治団体台帳（電磁的記録）のうち平成26年度現在のもの
他

全部開示 選管 選挙管理委員会

471 H27.9.25 H27.10.9 平成20年4月以降現在迄の教職員の懲戒事例
について、「盗撮行為」等を懲戒事由としたもの
について記載された文書

盗撮行為に係る職員の処分について他 一部開示 1 1 教委 義務教育課

472 H27.9.25 H27.10.9 耕地課15-0005一本杉地区一本杉首工（第3工
区）工事に係る金入り設計書

耕地課15-0005一本杉地区一本杉首工（第3工区）工事に
係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所

473 H27.9.25 H27.10.6 道路整備課15-0009県道富士川身延線（仮称）
身延山IC和田14工区道路改良工事（一部債
務）に係る金入り設計書

道路整備課15-0009県道富士川身延線（仮称）身延山IC和
田14工区道路改良工事（一部債務）に係る実施設計書

全部開示 県土整備 道路整備課

474 H27.9.28 H27.10.13 平成○○年○月○日森整第○○○号「岩石採
取の廃止届について」の起案文書に添付され
ている写真

平成○○年○月○日森整第○○○号「岩石採取の廃止届
について」の起案文書に添付されている写真他

全部開示 森林環境 環境整備課
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475 H27.9.29 H27.10.14 ○○市の温泉設備における掘削工事許可及び
完了に関する文書他

平成3年7月付石保第○-○○号「温泉掘削許可申請につ
いて」（進達）他

一部開示 1 1 森林環境 大気水質保全課

476 H27.9.30 H27.10.14 2015年9月30日現在の薬局・医薬品販売業他
の許可・登録董取得店舗リスト

2015年9月30日現在で許可している事業者に係る薬局一
覧他（電磁的記録）

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

477 H27.9.30 - 2015年9月30日現在の薬局・医薬品販売業他
の許可・登録董取得店舗リスト

取下げ 福祉保健 東部家畜保健衛生所

478 H27.9.30 - 2015年9月30日現在の薬局・医薬品販売業他
の許可・登録董取得店舗リスト

取下げ 福祉保健 西部家畜保健衛生所

479 H27.9.30 H27.10.15 2015年9月30日現在の薬局・医薬品販売業他
の許可・登録董取得店舗リスト

農薬販売台帳（電磁的記録）のうち、販売店名、受理番号、
住所の部分

全部開示 農政 総合農業技術セン
ター

19 / 19 ページ


