
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

480 H27.10.2 H27.10.7 土壌汚染対策法の要措置区域の〇〇市の地
図等資料

土壌汚染対策法に基づく形質変更時届出区域台帳（整理
場号23-07）の写し

全部開示 森林環境 大気水質保全課

481 H27.10.2 H27.10.16 ○○産業（株）山梨県知事許可19-○○○○○
○に係る建設業許可通知書他

○○産業（株）の平成22年11月29日付け建設業許可申請
書のうち表紙、申請書の1枚目他

一部開示 1 1 県土整備 建設業対策室

482 H27.10.2 H27.10.27 富東農務事-15-0022鳴沢地区西地区畑地か
んがい施設設備その1工事外18件に係る金入
り設計書

富東農務事-15-0022鳴沢地区西地区畑地かんがい施設
設備その1工事外18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

483 H27.10.2 H27.10.28 峡東農務事-15-0059藤垈地区鳥獣害防止策
（第3工区）設置工事外22件に係る金入り設計
書

峡東農務事-15-0059藤垈地区鳥獣害防止策（第3工区）設
置工事外22件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

484 H27.10.2 H27.10.29 中北農務事-15-0069大武川地区大武川工区
付帯その2工事外25件に係る金入り設計書

中北農務事-15-0069大武川地区大武川工区付帯その2工
事外25件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所

485 H27.10.2 H27.10.28 峡南農務事-15-0044身延北部地区農業用用
排水路第19号水路工事外12件に係る金入り設
計書

峡南農務事-15-0044身延北部地区農業用用排水路第19
号水路工事外12件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡南農務事務所

486 H27.10.2 H27.10.23 耕地課-15-0004天王原地区2工区区画整理
（その5）及び流末水路工事外3件に係る金入り
設計書

耕地課-15-0004天王原地区2工区区画整理（その5）及び
流末水路工事外3件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 耕地課

487 H27.10.2 H27.10.27 峡東林環事-15-0071林道鈴庫山線改良工事
外3件に係る金入り設計書

峡東林環事-15-0071林道鈴庫山線改良工事外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

488 H27.10.2 H27.11.2 峡南林環事-15-0086後山治山施設維持工事
外4件に係る金入り設計書

峡南林環事-15-0086後山治山施設維持工事外4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

489 H27.10.2 H27.10.23 中北林環事-15-0133林道南アルプス線景観
形成工事外5件に係る金入り設計書

中北林環事-15-0133林道南アルプス線景観形成工事外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

490 H27.10.2 H27.10.29 富東林環事-15-0099林道奈良子線舗装工事
に係る金入り設計書

富東林環事-15-0099林道奈良子線舗装工事に係る実施
設計書

一部開示 1 1 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

491 H27.10.2 H27.10.22 営繕課-15-0036県営住宅櫛形団地10号館解
体工事外25件に係る金入り設計書

営繕課-15-0036県営住宅櫛形団地10号館解体工事外25
件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

492 H27.10.2 H27.11.2 峡東建設事-15-0092一般国道411号災害防除
工事外11件に係る金入り設計書

峡東建設事-15-0092一般国道411号災害防除工事外11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

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

1 / 14 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

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

493 H27.10.2 H27.10.28 峡南建設事-15-0111梅島砂防工事外12件に
係る金入り設計書

峡南建設事-15-0111梅島砂防工事外12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

494 H27.10.2 H27.10.27 中北建設事-15-0224（主）甲府山梨線道路工
事外19件に係る金入り設計書

中北建設事-15-0224（主）甲府山梨線道路工事外19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

495 H27.10.2 H27.10.23 中北建設事-15-0199（主）甲府韮崎線道路改
良工事外4件に係る金入り設計書

中北建設事-15-0199（主）甲府韮崎線道路改良工事外4件
に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

496 H27.10.2 H27.10.30 富士東建設事-15-0141一般県道日影笹子線
交差点改良工事外5件に係る金入り設計書

富士東建設事-15-0141一般県道日影笹子線交差点改良
工事外5件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

497 H27.10.2 H27.10.22 富士東建設事-15-0169主要地方道忍野道志
線道路工事外6件に係る金入り設計書

富士東建設事-15-0169主要地方道忍野道志線道路工事
外6件に係る金入り設計書

一部開示 1 1 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

498 H27.10.2 H27.10.21 大門塩川管-15-0028塩川ダム選択取水ゲート
（No.1）外改良工事外4件に係る金入り設計書

大門塩川管-15-0028塩川ダム選択取水ゲート（No.1）外改
良工事外4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

499 H27.10.2 H27.11.2 道路管理課-15-0009主要地方道市川三郷線
久那土橋耐震補強工事外2件に係る金入り設
計書

道路管理課-15-0009主要地方道市川三郷線久那土橋耐
震補強工事外2件に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 道路管理課

500 H27.10.2 H27.10.28 道路整備課-15-0008県道富士川身延線（仮
称）身延山ＩＣ和田13工区道路改良工事（一部
債務）外3件に係る金入り設計書

道路整備課-15-0008県道富士川身延線（仮称）身延山ＩＣ
和田13工区道路改良工事（一部債務）外3件に係る実施設
計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

501 H27.10.2 H27.10.28 治水課-15-0004鎌田川上流1工区河川工事
（一部債務）外2件に係る金入り設計書

治水課-15-0004鎌田川上流1工区河川工事（一部債務）外
2件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 治水課

502 H27.10.2 H27.11.2 都市計画課-15-0005富士北麓流域下水道富
士北麓浄化センター中央監視設備更新電気工
事（一部債務）に係る金入り設計書

都市計画課-15-0005富士北麓流域下水道富士北麓浄化
センター中央監視設備更新電気工事（一部債務）に係る実
施設計書

全部開示 県土整備 都市計画課

503 H27.10.5 H27.10.16 株〇〇に係る建設業許可申請書表紙及び経
営業務管理責任者証明書他

株〇〇に係る平成23年3月8日受理分建設業許可申請書
表紙及び経営業務管理責任者証明書他

一部開示 1 1 県土整備 建設業対策室

504 H27.10.5 - 韮崎市○○○○番地他に係る揚水設備設置
届出書他

取下げ 森林環境 中北林務環境事務所

505 H27.10.5 H27.10.13 韮崎市○○○○番地他に係るＰＣＢ保管届出
書

韮崎市○○○○番地他に係る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

全部開示 森林環境 環境整備課
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506 H27.10.5 - 韮崎市○○○○番地他に係る屋外広告物許
可

取下げ 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

507 H27.10.5 - 甲府市〇〇にて開業の○○接骨医院の開設
者氏名他

取下げ 福祉保健 中北保健福祉事務所

508 H27.10.5 H27.10.7 社会医療福祉法人〇〇の平成26年度の事業
報告書等

社会医療福祉法人〇〇の平成26年度の事業報告書等 一部開示 1 1 1 福祉保健 医務課

509 H27.10.7 H27.10.21 平成27年9月6日から10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9月6日から10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

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

510 H27.10.7 H27.10.21 平成27年9月6日から10月5日までの間に受理
した病院・診療所等の廃止情報

中北保健所管内（峡北支所管内を除く）に係る病院廃止届
他ただし平成27年9月6日から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

511 H27.10.7 H27.10.9 平成27年9月6日から10月5日までの間に受理
した病院・診療所等の廃止情報

中北保健所管内に係る病院廃止届他ただし平成27年9月6
日から10月5日までのもの

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

512 H27.10.7 H27.10.9 平成27年9月6日から10月5日までの間に受理
した病院・診療所等の廃止情報

峡東保健所管内に係る病院廃止届他ただし平成27年9月6
日から10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

513 H27.10.7 H27.10.16 平成27年9月6日から10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9月6日から10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

514 H27.10.7 H27.10.15 平成27年9月6日から10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9月6日から10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 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

515 H27.10.7 H27.10.20 有限会社〇〇の宅地建物取引業の免許申請
書のうち、宅地建物取引主任者の住所他

平成25年○月○日付有限会社○○に係る免許申請のう
ち、選任取引主任者に係る「添付書類（6）略歴書」の部分

一部開示 1 県土整備 建築住宅課

516 H27.10.7 H27.10.14 山梨県内の旅館ホテル営業許可一覧 旅館業許可取得施設一覧（電磁的記録）のうち、旅館業及
びホテル営業にかかる施設名称他

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

517 H27.10.9 H27.10.21 富士東部保健所管内の飲食店で発生した異物
混入について、8月に実施した衛生動物同定検
査票

衛生動物同定検査票 全部開示 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

518 H27.10.9 H27.10.21 平成27年10月実施設計単価表（10月改訂） 平成27年10月実施設計単価表（平成27年10月）・（電磁的
記録）のうち、表紙・目次及び10月改訂部分が掲載された
部分

全部開示 県土整備 技術管理課
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519 H27.10.9 H27.10.21 平成27年10月設計業務等単価表（10月改訂） 平成27年10月実施設計業務等単価表（平成27年10月）・
（電磁的記録）のうち、表紙・目次及び10月改訂部分が掲
載された部分

全部開示 県土整備 技術管理課

520 H27.10.9 - 一般社団法人歯科医師会他にかかる財務諸
表、業務運営内容等

取下げ 福祉保健 医務課

521 H27.10.9 H27.10.26 平成27年10月9日現在、高度管理医療機器等
販売許可証を取得しているすべての施設の一
覧他

平成27年10月9日時点の中北保健所を除く県内各保健所
管内における高度管理医療機器販売業一覧（電磁的記
録）のうち、許可暗号他

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

522 H27.10.13 H27.10.21 峡東建設事15-0084一般県道柳平演算線道路
改良工事のその1に係る工事内訳書の明細及
び単価のわかるもの

峡東建設事15-0084一般県道柳平演算線道路改良工事の
その1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

523 H27.10.14 H27.10.29 ○○（学校法人）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

524 H27.10.14 H27.11.10 峡東農務事-14-0087菱山地区鳥獣害防止柵
（第1工区）設置工事に係る金入り設計書

峡東農務事-14-0087菱山地区鳥獣害防止柵（第1工区）設
置工事に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

525 H27.10.14 H27.10.20 平成27年夏実施山梨県公立学校教員選考検
査に係る筆記試験の実施時間・配点他

平成28年度採用教員選考検査実施内容他 一部開示 1 1 教委 義務教育課

526 H27.10.16 H27.10.26 Ｈ27.7.1～Ｈ27.9.30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H27.7.1～
H27.9.30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 1 1 福祉保健 衛生薬務課

527 H27.10.19 H27.10.28 八幡地区兄川橋橋梁上部工製作架設工事に
係る金入り設計書

八幡地区兄川橋橋梁上部工製作架設工事に係る積算参
考資料他

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

528 H27.10.19 H27.10.29 主要地方道四日市場上野原線鶴島橋橋梁上
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14-0028主要地方道四日市場上野原線鶴島橋
橋梁上部工製作・架設工事（一部債務）に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

529 H27.10.19 H27.10.29 甲府南アルプス線開国橋拡幅工事（一部債務）
に係る金入り設計書

道路整備課14-0043（主）甲府南アルプス線開国橋拡幅工
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

530 H27.10.19 H27.10.21 国道140号（西関東連絡道路）万力蟹沢橋橋梁
上部工事に係る金入り設計書

国道140号（西関東連絡道路）万力蟹沢橋橋梁上部工事に
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

531 H27.10.19 H27.11.2 平成28年度使用中学校教科用図書採択にお
ける採択業務日程他

山梨県教科用図書採択業務日程に関する資料他 全部開示 教委 義務教育課
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532 H27.10.20 H27.10.26 営繕課15-0079県営住宅御坂団地3号館全面
改善電気設備工事に係る金入り設計書

営繕課15-0079県営住宅御坂団地3号館全面改善電気設
備工事に係る実施設計書及び諸経費計算書

一部開示 1 県土整備 営繕課

533 H27.10.20 H27.10.28 峡南建設事15-145大和地すべり対策工事外2
件に係る金入り設計書

峡南建設事15-145大和地すべり対策工事外2件に係る実
施設計書

全部開示 県土整備 峡南建設事務所

534 H27.10.21 H27.10.23 山梨県内の一級建築士事務所及び二級建築
士事務所の登録情報

一級建築士事務所及び二級建築士事務所の登録台帳 一部開示 1 県土整備 建築住宅課

535 H27.10.21 H27.10.27 （株）○○のＨ27年5月期の「決算変更届出書」
一式

（株）○○に係るH27年5月期の「決算変更届出書」一式 一部開示 1 1 県土整備 建設業対策室

536 H27.10.21 H27.10.28 県内全ての医療法人で平成26年4月1日～平
成27年3月31日の間に決算期末を迎えた医療
法人の事業報告書他

別紙医療法人の事業報告書他（平成26年4月1日～平成27
年3月31日の間に決算期末を迎えた医療法人事業報告書
等）

一部開示 1 1 1 福祉保健 医務課

537 H27.10.22 H27.11.18 平成27年9月6日付けで山梨県収用委員会が
なした梨収第○○号の権利取得裁決及び明渡
裁決に係る補償金のうち、土地単価を算出した
不動産鑑定評価書の写し

不動産鑑定評価書（平成27年6月15日発行） 一部開示 1 1 収用委 収用委員会

538 H27.10.23 H27.10.27 山梨県内における保健所別、美容所開設施設
一覧

美容所届出一覧（電磁的記録）のうち、保健所の管轄、施
設名称他

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

539 H27.10.23 H27.11.2 大門塩川管-14-0023塩川ダム地震観測装置
更新工事外8件に係る金入り設計書

大門塩川管-14-0023塩川ダム地震観測装置更新工事外8
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

540 H27.10.23 - 西八代郡下部町○○番地○○が平成○○年
○月○○日付けで提出した許可申請書（河川
法第21条許可申請）に添付した書類・写真全て

取下げ 県土整備 峡南建設事務所

541 H27.10.23 H27.11.2 平成27年11月改訂版の新土木積算システム施
工コード一覧

新土木積算システムコード表（電磁的記録・平成27年10月
26日現在）

全部開示 県土整備 技術管理課

542 H27.10.26 H27.11.5 一般国道139号橋梁耐震補強工事（高月橋）に
係る金入り設計書

一般国道139号橋梁耐震補強工事（高月橋）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

543 H27.10.26 H27.11.10 平成5年○○造成工事ゴルフ場造成事業設計
変更確認申請

○○に係る平成5年○○月○○日付けゴルフ場等造成事
業設計変更確認申請書

一部開示 1 1 森林環境 森林整備課

544 H27.10.27 H27.11.10 峡東建設事15-0109押手急傾斜地崩壊防止工
事に係る金入り設計書

峡東建設事15-0109押手急傾斜地崩壊防止工事に係る実
施設計書

一部開示 1 県土整備 峡東建設事務所
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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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545 H27.10.28 H27.11.5 平成25年4月1日～27年3月31日に県が収受し
た医療法人の事業報告書他

別添一覧表の医療法人の事業報告書他（平成25年4月1日
～27年3月31日に県が収受した医療法人の事業報告書
他）

一部開示 1 1 福祉保健 医務課

546 H27.10.28 H27.11.6 平成25年7月執行の参議院議員選挙で○○党
○○候補の選挙運動に関する収支報告書一
切

平成25年7月21日執行の参議院山梨県選出議員選挙にお
ける○○の選挙運動費収支報告書（領収書を除く）

一部開示 1 選管 選挙管理委員会

547 H27.10.28 H27.11.12 西八代郡下部町○○番地○○が平成○○年
○月○○日付けで提出した許可申請書（河川
法第21条許可申請）に添付した書類・写真全て

平成○○年○月○○日付け砂防指定地内行為許可申請
書

一部開示 1 1 県土整備 峡南建設事務所

548 H27.10.29 H27.11.5 県土整備部で使用されている施行単価名称と
それに対となるコード一覧（平成27年11月以降
適用）

新土木積算システムコード表（電磁的記録・平成27年10月
29日現在）

全部開示 県土整備 技術管理課

549 H27.11.2 - 制度発足当初からＨP未掲載年度に係る県政
功績者のうち、忍野村在住者に係る全分野他

取下げ 知事政策 秘書課

550 H27.11.4 H27.11.19 県土整備部営繕課発注の解体工事の積算で
使用されている経費計算の根拠となる資料

営繕課-15-0026農業学校旧飼育豚舎他解体工事に係る
諸経費計算書及び諸経費計算根拠

全部開示 県土整備 営繕課

551 H27.11.9 H27.11.16 平成27年度一般県道藤垈石和線道路改良工
事に係る金入り設計書

平成27年度一般県道藤垈石和線道路改良工事に係る実
施設計書

全部開示 県土整備 峡東建設事務所

552 H27.11.9 H27.11.16 平成27年度一般県道山北山中線道路工事に
係る金入り設計書

平成27年度一般県道山北山中線道路工事に係る実施設
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

553 H27.11.9 - 平成27年度主要地方道市川三郷身延線道路
工事（名許）に係る金入り設計書

取下げ 県土整備 峡南建設事務所

554 H27.11.10 H27.11.20 Ｈ24・Ｈ26衆議院議員選挙における○○他候
補者の選挙運動費用に関する収支報告書他

平成24年○○月○○日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における選
挙運動費用収支報告書平成25年○○月○○日執行の参議院山梨県選出
議員選挙における選挙運動費用収支報告書平成26年○○月○○日執行
の衆議院小選挙区選出議員選挙における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

555 H27.11.10 H27.11.17 平成27年10月6日から11月5日までに受理した
山梨県内全域の薬局・医薬品販売業の廃止情
報

平成27年10月6日から11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

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 衛生薬務課

556 H27.11.10 H27.11.13 平成27年10月6日から11月5日までに受理した
廃止届けの写し他

中北保健所管内（峡北支所管内を除く）に係る病院廃止
届、病院廃止施設一覧、診療所廃止届。ただし、いずれも
平成27年10月6日から11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

557 H27.11.10 H27.11.24 平成27年10月6日から11月5日までに受理した
廃止届けの写し他

中北保健所峡北支所管内に係る病院廃止届、病院廃止施
設一覧、診療所廃止届。ただし、いずれも平成平成27年10
月6日から11月5日までのもの

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所
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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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558 H27.11.10 H27.11.13 平成27年10月6日から11月5日までに受理した
廃止届けの写し他

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
成平成27年10月6日から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

559 H27.11.10 H27.11.18 平成27年10月6日から11月5日までに受理した
廃止届けの写し他

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10月6日から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

560 H27.11.10 H27.11.18 平成27年10月6日から11月5日までに受理した
廃止届けの写し他

富士・東部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10月6日から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

561 H27.11.10 H27.11.20 文科省が平成27年5月に調査した「障害のある
児童生徒の学校生活における保護者の付き添
いに関する実態調査」に対し山梨県教育委員
会が文科省に報告した内容の全て

障害のある児童生徒の学校生活における保護者の付き添
いに関する実態調査」について（回答）（平成27年6月29日
付け新教学第297号-1）

一部開示 1 教委 高校教育課

562 H27.11.10 H27.11.16 都市計画道路船津小海線二期（鳴沢富士河口
湖線）の平面図

都市計画道路船津小海線（Ⅱ期工区）の道路平面図 全部開示 県土整備 都市計画課

563 H27.11.10 H27.11.16 大規模小売店舗立地法にかかる○○店届出
のうち、基本届出事項概要部分、広域見取図、
周辺見取図・建物配置図

大規模小売店舗立地法にかかる○○店届出のうち、基本
届出事項概要部分、周辺図、住宅地図、建物配置図、店
舗平面図

全部開示 産業労働 商業振興金融課

564 H27.11.12 - 文科省が行っている”児童生徒の問題行動等
生活指導上の諸問題に関する調査”における”
不登校の状態が前年度から継続している児童
生徒数”に相当する内容のもの

取下げ 教委 義務教育課

565 H27.11.12 H27.11.20 2014年度中に出された、生活保護・裁決書全
件の開示

裁決書（平成27年1月15日付け） 一部開示 1 福祉保健 福祉保健総務課

566 H27.11.13 - ○○市△△（株）□□が「土砂の埋立て」申請
をしたときの当該地権者と同近隣地権者の同
意書他

取下げ 森林環境 森林整備課

567 H27.11.13 H27.11.18 ○○元県議の平成23年度分以降の資産・所
得、平成22年度分以降の政務活動費（政務調
査費）

○○議員に係る平成22，23，24年度政務調査費収支報告書の閲
覧に供する書類H25年度政務活動費収支報告書の閲覧に供する
書類H23年度から平成25年度の間に提出された資産等補充報告
書、所得等報告書の閲覧に供する書類

全部開示 議会 議会事務局

568 H27.11.13 H27.11.27 開発行為許可申請書他 開発行為許可申請書他 一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

569 H27.11.16 H28.2.29 中北林務環境事務所にて、○○市○○の（株）
○○の「残土埋立て」申請で許可された書面一
式又は、当該許可年月日とその期間

山梨県土砂の埋立等の規制に関する条例に基づく許可申
請について他

一部開示 1 1 森林環境 森林整備課

570 H27.11.18 H27.12.2 平成21年度・22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の入札契約書他

平成21年度・22年度道路整備課所管の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の入札契約書他

一部開示 1 1 県土整備 道路整備課
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571 H27.11.18 H27.12.17 平成21年度・22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の入札契約書他

平成21年度・22年度グランドアンカー工及び鉄筋挿入工を
採用した発注工事の入札契約書他

一部開示 1 1 県土整備 道路管理課

572 H27.11.18 H27.11.27 平成21年度・22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の入札契約書他

平成21年度・22年度砂防課所管別紙工事に係る建設工事
請負契約書かがみ他

一部開示 1 1 県土整備 砂防課

573 H27.11.18 H27.11.24 中北農務事-15-0083長坂農大地区鳥獣害防
止柵設置工事外3件に係る金入り設計書

中北農務事-15-0083長坂農大地区鳥獣害防止柵設置工
事外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

574 H27.11.18 H27.12.1 峡南農務事-15-0061南部地区農業用用排水
路第10号（2-2）工区水路工事外2件に係る金
入り設計書

峡南農務事-15-0061南部地区農業用用排水路第10号（2-
2）工区水路工事外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

575 H27.11.18 H27.12.11 富東林環事-15-0151林道菅野盛里線災害復
旧工事外5件に係る金入り設計書

富東林環事-15-0151林道菅野盛里線災害復旧工事外5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

576 H27.11.18 H27.12.16 中北林環事-15-0159上市之瀬小規模治山工
事外6件に係る金入り設計書

中北林環事-15-0159上市之瀬小規模治山工事外6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

577 H27.11.18 H27.11.27 峡東林務事-15-0089林道乾徳山線外整備工
事に係る金入り設計書

峡東林務事-15-0089林道乾徳山線外整備工事に係る実
施設計書

一部開示 1 森林環境 峡東林務環境事務所

578 H27.11.18 H27.12.9 営繕課-15-0116県営住宅豊団地2号館屋上防
水改修工事外20件に係る金入り設計書

営繕課-15-0116県営住宅豊団地2号館屋上防水改修工事
外20件に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 営繕課

579 H27.11.18 H27.12.3 新環状建設-15-0038国道140号舗装工事その
4外4件に係る金入り設計書

新環状建設-15-0038国道140号舗装工事その4外4件に係
る実施設計書

一部開示 1 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所

580 H27.11.18 H27.12.16 中北建設事-15-0260御勅使南公園放送設備
改修工事外13件に係る金入り設計書

中北建設事-15-0260御勅使南公園放送設備改修工事外
13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

581 H27.11.18 H27.12.2 中北建設事-15-0259塩川管理用道路改良工
事外6件に係る金入り設計書

中北建設事-15-0259塩川管理用道路改良工事外6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

582 H27.11.18 H27.12.3 道路管理課-15-0011（主）甲府中央右左口線
万才橋耐震補強工事（一部債務）に係る金入り
設計書

道路管理課-15-0011（主）甲府中央右左口線万才橋耐震
補強工事（一部債務）に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路管理課

583 H27.11.18 H27.12.17 富東建設事-15-0175滝の沢川砂防工事外11
件に係る金入り設計書

富東建設事-15-0175滝の沢川砂防工事外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
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584 H27.11.18 H27.12.15 富東建設事-15-0158一般県道精進湖畔函渠
工事外9件に係る金入り設計書

富東建設事-15-0158一般県道精進湖畔函渠工事外9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

585 H27.11.18 H27.12.17 峡東建設事-15-0101一般国道411号電線共同
溝工事外12件に係る金入り設計書

峡東建設事-15-0101一般国道411号電線共同溝工事外12
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

586 H27.11.18 H27.12.16 峡南建設事-15-0147富士川クラフトパーク公
園施設設置・改修工事外7件に係る金入り設計
書

峡南建設事-15-0147富士川クラフトパーク公園施設設置・
改修工事外7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

587 H27.11.18 H27.11.24 大門塩川管-15-0041塩川ダム超音波流量計
更新工事に係る金入り設計書

大門塩川管-15-0041塩川ダム超音波流量計更新工事に
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

588 H27.11.18 H27.12.2 道路整備課-15-0012一般県道割子切石線（仮
称）中富橋下田原11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-15-0012一般県道割子切石線（仮称）中富橋
下田原11工区富士川河川工事（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

589 H27.11.18 H27.12.2 流域下水道-15-0024峡東流域下水道浅川幹
線菅居耐震工事外2件に係る金入り設計書

流域下水道-15-0024峡東流域下水道浅川幹線菅居耐震
工事外2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

590 H27.11.18 H27.11.30 広瀬琴川ダム-15-0028広瀬ダム案内標識取
替工事に係る金入り設計書

広瀬琴川ダム-15-0028広瀬ダム案内標識取替工事に係
る実施設計書

全部開示 県土整備 廣瀬・琴川ダム事務
所

591 H27.11.20 H27.11.26 山梨実験線環境影響調査報告書 山梨実験線環境影響調査報告書 全部開示 森林環境 大気水質保全課

592 H27.11.20 H27.12.7 一般県道平林青柳線外3件に係る道路形状を
把握できる道路工事平面図及び位置図

一般県道平林青柳線外3件に係る道路形状を把握できる
道路工事平面図及び位置図

全部開示 県土整備 道路管理課

593 H27.11.20 H27.12.2 （株）○○に係る建設業許可申請書 （株）○○に係る建設業許可申請書 一部開示 1 1 県土整備 建設業対策室

594 H27.11.24 H27.12.9 林地開発許可に添付された土地の実測図及び
隣接地権者の境界立合証明書

林地開発許可に添付された土地の実測図及び隣接地権者
の境界立合証明書

一部開示 1 1 森林環境 森林整備課

595 H27.11.25 H27.11.30 別紙政治団体の平成26年政治資金収支報告
書に添付された領収書の写し

別紙政治団体に係る平成26年分政治資金収支報告書添
付の領収書

一部開示 1 1 1 1 選管 選挙管理委員会

596 H27.11.26 H27.12.4 （株）○○の平成27年6月期の決算変更届出書
一式

（株）○○の平成27年6月期の決算変更届出書一式 一部開示 1 1 県土整備 建設業対策室
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597 H27.11.26 H27.11.30 富東建設事-15-184主要地方道河口湖精進線
歩道整備工事に係る金入り設計書

富東建設事-15-184主要地方道河口湖精進線歩道整備工
事に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

598 H27.11.27 H27.12.10 峡南建設事15-0151主要地方道笛吹市市川三
郷線道路工事（一部債務）に係る金入り設計書

峡南建設事15-0151主要地方道笛吹市市川三郷線道路工
事（一部債務）に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 峡南建設事務所

599 H27.11.27 H27.12.4 道路整備課15-0014一般県道割子切石線（仮
称）中富IC下田原13工区橋梁下部工事（一部
債務）外2件に係る金入り設計書

道路整備課15-0014一般県道割子切石線（仮称）中富IC下
田原13工区橋梁下部工事（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

600 H27.11.27 H27.12.11 平成15年、23年、27年に執行された議会議員
一般選挙他における市町村別年代階層別の投
票率がわかる資料

「平成15年11月9日執行衆議院議員総選挙・選挙結果調」
中「年齢別投票状況」他

一部開示 1 選管 選挙管理委員会

601 H27.11.27 H27.12.7 主要地方道29号線甲府右左口線山梨新環状
道路他に係る完成後の形状が把握できる計画
平面図

主要地方道29号線甲府右左口線山梨新環状道路他に係
る完成後の形状が把握できる平面図

全部開示 県土整備 道路整備課

602 H27.11.27 H27.12.4 平成27年8月1日から10月31日までの間に取得
した法人設立届出書のうち法人名、設立年月
日等わかる文書

法人設立届一覧（平成27年8月～（平成27年10月受理分） 一部開示 1 1 総務 総合県税事務所

603 H27.11.30 H28.12.18 平成21年から23年までに○○市に所在してい
た訪問介護事業所○○に対する実地指導に関
わる書類一式

平成21年度介護保険指定居宅サービス事業者○○への
実地指導について他

一部開示 1 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

604 H27.11.30 H27.12.14 別紙政治団体の平成26年政治資金収支報告
書に添付された領収書の写し

「○○後援会（○○クラブ）」に係る平成26年分政治資金収
支報告書添付の領収書

一部開示 1 1 1 選管 選挙管理委員会

605 H27.11.30 H27.12.14 別紙政治団体の平成26年政治資金収支報告
書に添付された領収書の写し

別紙政治団体に係る平成26年政治資金収支報告書添付
の領収書

一部開示 1 1 1 選管 選挙管理委員会

606 H27.11.30 H27.12.4 道路整備課-15-0016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
工事その5（一部債務）実施設計書

道路整備課-15-0016国道140号（新山梨環状道路東部区
間1期）蛭沢川橋（仮称）橋梁下部工事その5（一部債務）実
施設計書

一部開示 1 1 県土整備 道路整備課

607 H27.12.1 H28.12.28 峡東林務事-15-168恩賜県有財産境界測量業
務委託に係る契約書類一式他

峡東林務事-15-168恩賜県有財産境界測量業務委託に係
る別紙「行政文書の表示」欄記載のとおり

一部開示 1 1 森林環境 峡東林務環境事務所

608 H27.12.1 H27.12.16 峡東林務事-15-168恩賜県有財産境界測量業
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』

峡東林務事-15-168恩賜県有財産境界測量業務委託に係
る工事執行並びに支出負担行為伺いのうち、帳票の部分

一部開示 1 森林環境 峡東林務環境事務所

609 H27.12.1 H27.12.7 平成27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実施要項・要領・要綱等

平成27年度実施の市町村立学校・県立学校の管理職試験
に関する実施要項・要領・要綱等

全部開示 教委 義務教育課
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610 H27.12.3 H28.1.4 富東農務事-14-0041桂川西部地区畑倉工区土砂崩落防
止施設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』他

富東農務事-14-0041桂川西部地区畑倉工区土砂崩落防
止施設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 1 1 農政 富士・東部農務事務
所

611 H27.12.3 H28.1.4 富東農務事-15-0055道志地区川村土砂崩落防止施設測
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』他

富東農務事-15-0055道志地区川村土砂崩落防止施設測
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 1 農政 富士・東部農務事務
所

612 H27.12.4 H27.12.18 平成27年12月議会に提出した指定管理者の候
補者を選定した経過がわかる資料

富士山世界遺産センター選定評価表 一部開示 1 知事政策 富士山保全推進課

613 H27.12.4 H27.12.18 平成27年12月議会に提出した指定管理者の候
補者を選定した経過がわかる資料

山梨県立青い鳥福祉センター（青い鳥老人ホーム）指定管
理者の候補者の審査項目ごとの審査結果

全部開示 福祉保健 長寿社会課

614 H27.12.4 H27.12.18 平成27年12月議会に提出した指定管理者の候
補者を選定した経過がわかる資料

山梨県立梨の実寮外3施設の指定管理者選定の審査結果 全部開示 福祉保健 障害福祉課

615 H27.12.4 H27.12.14 平成27年12月議会に提出した指定管理者の候
補者を選定した経過がわかる資料

山梨県立八ヶ岳牧場の指定管理者（非公募）の提案内容
の審査基準

全部開示 農政 畜産課

616 H27.12.4 H27.12.11 平成27年12月議会に提出した指定管理者の候
補者を選定した経過がわかる資料

山梨県特定公共賃貸住宅及び山梨県準特定優良賃貸住
宅の指定管理者（非公募）の提案内容の審査基準

全部開示 県土整備 建築住宅課

617 H27.12.4 H27.12.21 平成27年12月議会に提出した指定管理者の候
補者を選定した経過がわかる資料

山梨県立ゆずりはら青少年自然の里指定管理者 全部開示 教委 社会教育課

618 H27.12.4 H27.12.21 平成27年12月議会に提出した指定管理者の候
補者を選定した経過がわかる資料

緑が丘スポーツ公園の指定管理者（非公募）提案内容の
審査

全部開示 教委 スポーツ健康課

619 H27.12.7 H28.1.4 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19年度～27年度における新環状・西関東
道路建設事務所管内の建設コンサルタント業務の指
名競争入札及び随意契約入札の入札予定価格他

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19年度～27年度における新環状・西関東道路建設事
務所管内の建設コンサルタント業務の指名競争入札及び
随意契約入札の入札予定価格他

全部開示 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所

620 H27.12.7 H27.12.22 ○○医院開設届 施術所開設届 一部開示 1 1 福祉保健 中北保健福祉事務所

621 H27.12.7 H27.12.22 中北建設事15-0140国道141号道路改良工事
及び15-208行動141号道路改良工事の契約よ
り現在までの一切

中北建設事15-0140国道141号道路改良工事及び15-208
行動141号道路改良工事に係る行政文書一部開示決定通
知書別紙「行政文書の表示欄」記載のとおり

一部開示 1 1 1 県土整備 中北建設事務所

622 H27.12.7 H27.12.10 山梨県リニア実験線環境影響調査報告書 山梨県リニア実験線環境影響調査報告書 全部開示 森林環境 大気水質保全課
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623 H27.12.7 H27.12.15 平成27年11月6日から12月5日までに受理した
山梨県内全域の薬局・医薬品販売業の廃止情
報

平成27年11月6日から12月5日までに受理した薬局・医薬
品販売業の廃止施設一覧のうち、業種他に係る部分

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

624 H27.12.7 H27.12.22 平成27年11月6日から12月5日までに受理した
病院・診療所他の廃止届けの写し他

中北保健所管内（峡北支所管内を除く）に係る病院廃止届
け他。ただし、平成27年11月6日から12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

625 H27.12.7 H27.12.10 平成27年11月6日から12月5日までに受理した
病院・診療所他の廃止届けの写し他

中北保健所管内に係る病院廃止届け他。ただし、平成27
年11月6日から12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

626 H27.12.7 H27.12.10 平成27年11月6日から12月5日までに受理した
病院・診療所他の廃止届けの写し他

峡東保健所管内に係る病院廃止届け他。ただし、平成27
年11月6日から12月5日まで

一部開示 1 1 1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

627 H27.12.7 H27.12.14 平成27年11月6日から12月5日までに受理した
病院・診療所他の廃止届けの写し他

峡東保健所管内に係る病院廃止届け他。ただし、平成27
年11月6日から12月5日まで

一部開示 1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

628 H27.12.7 H27.12.14 平成27年11月6日から12月5日までに受理した
病院・診療所他の廃止届けの写し他

富士・東部保健所管内に係る病院廃止届け他。ただし、平
成27年11月6日から12月5日まで

一部開示 1 1 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

629 H27.12.8 - 山梨リニア実験線環境調査報告書（平成2年7
月）

取下げ 森林環境 大気水質保全課

630 H27.12.9 H27.12.17 別添告示区間に関する平面図及び位置図 道路の区域変更・供用開始等に係る以下の位置図及び平
面図

全部開示 県土整備 道路管理課

631 H27.12.9 H28.12.22 リニア推進課14-0004庁舎機械設備改修工事
にかかる金入り設計書

リニア推進課14-0004庁舎機械設備改修工事にかかる実
施設計書

全部開示 リニア リニア用地事務所

632 H27.12.9 H27.12.17 企総務課14-0006大和職員宿舎耐震補強等改
修機械設備工事に係る金入り設計書

企総務課14-0006大和職員宿舎耐震補強等改修機械設備
工事に係る実施設計書

全部開示 公営企業 企業局総務課

633 H27.12.11 H27.12.25 ○○（株）が提出したゴルフ場等造成事業設計
確認申請書他

平成○年○月○日付け「国有財産（水路）付替許可及び
（道路・水路）用途廃止申請書他

一部開示 1 森林環境 森林整備課

634 H27.12.14 H27.12.17 中北建設事-15-0237甲府駅南口駅前広場中
央工区道路工事（一部債務）に係る金入り設計
書

中北建設事-15-0237甲府駅南口駅前広場中央工区道路
工事（一部債務）に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 中北建設事務所

635 H27.12.14 H28.1.13 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19年度～27年度における峡東建設事務所
管内の建設コンサルタント業務の指名競争入札及び
随意契約入札の入札予定価格他

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19年度～27年度における峡東建設事務所管内の建
設コンサルタント業務の指名競争入札及び随意契約入札
の入札予定価格他

全部開示 県土整備 峡東建設事務所
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636 H27.12.14 H27.12.17 峡東農務-15-0017菱山地区農道11号測量設
計用地調査業務委託外2件に係る当初設計書

峡東農務-15-0017菱山地区農道11号測量設計用地調査
業務委託外2件に係る当初設計書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

637 H27.12.15 H27.12.24 山梨県立甲府高等技能専門学校の新築、改
築、解体工事に関する文書及び添付資料の一
切

山梨県立甲府高等技能専門学校の新築、改築、解体工事
に関する文書及び添付資料の一切

不存在に
よる不開
示

1 県土整備 営繕課

638 H27.12.16 H28.1.12 公益財団法人○○の公益法人への移行認定
申請書

公益財団法人○○の移行認定申請書における別紙1及び
別紙2

一部開示 1 総務 私学文書課

639 H27.12.17 H28.1.15 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19年度～27年度における中北建設事務所
管内の建設コンサルタント業務の指名競争入札及び
随意契約入札の入札予定価格他

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19年度～27年度における中北建設事務所管内の建
設コンサルタント業務の指名競争入札及び随意契約入札
の入札予定価格他

全部開示 県土整備 中北建設事務所

640 H27.12.17 H28.1.15 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19年度～27年度における中北建設事務所
管内の建設コンサルタント業務の指名競争入札及び
随意契約入札の入札予定価格他

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19年度～27年度における中北建設事務所管内の建
設コンサルタント業務の指名競争入札及び随意契約入札
の入札予定価格他

全部開示 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

641 H27.12.17 H28.1.18 別紙28橋の完成図書のうち、落橋防止装置設
置等の検査に係る一切の文書

別紙1～5「行政文書表示欄」記載のとおり 一部開示 1 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

642 H27.12.17 H28.1.18 別紙28橋の完成図書のうち、落橋防止装置設
置等の検査に係る一切の文書

別紙1～11「行政文書表示欄」記載のとおり 一部開示 1 1 県土整備 中北建設事務所

643 H27.12.17 H28.1.18 別紙28橋の完成図書のうち、落橋防止装置設
置等の検査に係る一切の文書

別紙1～4「行政文書表示欄」記載のとおり 一部開示 1 1 県土整備 峡東建設事務所

644 H27.12.17 H28.1.18 別紙28橋の完成図書のうち、落橋防止装置設
置等の検査に係る一切の文書

別紙1～7「行政文書表示欄」記載のとおり 一部開示 1 1 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

645 H27.12.17 H28.1.18 別紙28橋の完成図書のうち、落橋防止装置設
置等の検査に係る一切の文書

別紙1～3「行政文書表示欄」記載のとおり 一部開示 1 1 県土整備 峡南建設事務所

646 H27.12.17 H28.1.18 別紙28橋の完成図書のうち、落橋防止装置設
置等の検査に係る一切の文書

剣道韮崎南アルプス中央線山王川二の橋に係る別紙「行
政文書表示欄」記載のとおり

一部開示 1 1 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所

647 H27.12.17 H28.1.18 別紙28橋の完成図書のうち、落橋防止装置設
置等の検査に係る一切の文書

（主）北杜富士見線橋梁補修工事（西沢橋）に係る別紙「行
政文書表示欄」記載のとおり

一部開示 1 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

648 H27.12.17 H28.1.15 別紙28橋の完成図書のうち、落橋防止装置設
置等の検査に係る一切の文書

別紙1「行政文書表示欄」記載のとおり 一部開示 1 1 森林環境 峡南林務環境事務所
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649 H27.12.17 H27.12.24 立川市から「CFT構造家屋の固定資産税につ
いて（照会）」に対する回答書及び県下の市町
村からとりまとめた回答書

CFT構造家屋の固定資産税について（回答）（平成26年4月
22日付け市第146-1号）のうち、回答文他

一部開示 1 総務 市町村課

650 H27.12.18 H27.12.28 別紙政治団体の平成26年政治資金収支報告
書に添付された領収書の写し

別紙政治団体の平成26年政治資金収支報告書に添付の
領収書

一部開示 1 1 1 選管 選挙管理委員会

651 H27.12.18 - 平成27年1月1日から11月30日までの間で、土
地区画整理事業に伴う施工地区位置図他

取下げ 県土整備 都市計画課

652 H27.12.21 H27.12.25 山梨県内で美容所、理容所を開業している施
設の名称・所在地他

理容所及び美容所施設届出一覧（電磁的記録）のうち、施
設名称、施設所在地他

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

653 H27.12.24 - 社会福祉法人○○が設立した施設に係る老人
デイサービスデンター設置届の添付書類のう
ち、土地建物に係る建物賃貸借契約書

取下げ 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

654 H27.12.25 H28.1.6 峡東建設事-15-105不動沢砂防工事（名許）に
係る金入り設計書

峡東建設事-15-105不動沢砂防工事（名許）に係る実施設
計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

655 H27.12.25 H28.1.5 峡南建設事-15-177一般県道十谷鬼島線鳥屋
地内道路災害防除工事（名許）に係る金入り設
計書

峡南建設事-15-177一般県道十谷鬼島線鳥屋地内道路災
害防除工事（名許）に係る実施設計書

全部開示 県土整備 峡東建設事務所

656 H27.12.25 H28.1.6 中北建設事-15-319（主）北杜富士見線外10路
線道路管理業務委託（4工区）（その3）外3件に
係る金入り設計書

中北建設事-15-319（主）北杜富士見線外10路線道路管理
業務委託（4工区）（その3）外3件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

657 H27.12.25 H28.1.25 平成27年度の山梨県全域の道路除雪作業の
業務委託で受注者と発注者間で契約された機
械のみの金入り単価表

平成27年度の山梨県全域の道路除雪作業の業務委託に
おける以下の機械に係る実施単価表（電磁的記録）

全部開示 県土整備 道路管理課

658 H27.12.25 H28.1.5 平成27年11月30日時点での飲食店営業許可
を受けている全店舗の屋号、営業所在地他

食品営業許可台帳一覧（電磁的記録）のうち平成27年11月
30日現在の飲食店営業許可を受けた営業所に係る指令番
号他

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課
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