
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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８条
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８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

その他

659 H28.1.5 H28.1.18 平成27年12月6日から平成28年1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12月6日から平成28年1月5日までに受理した薬
局・医薬品販売業他の廃止施設一覧（電磁的記録）のう
ち、業種他

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

660 H28.1.5 H28.1.19 平成27年12月6日から平成28年1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（峡北支所を除く）における病院廃止届け
他。ただし、いずれも平成27年12月6日から平成28年1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

661 H28.1.5 H28.1.6 平成27年12月6日から平成28年1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

中北保健所峡北支所管内における病院廃止届け他。ただ
し、いずれも平成27年12月6日から平成28年1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

662 H28.1.5 H28.1.6 平成27年12月6日から平成28年1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

峡東保健所管内における病院廃止届け他。ただし、いずれ
も平成27年12月6日から平成28年1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

663 H28.1.5 H28.1.8 平成27年12月6日から平成28年1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

峡南保健所管内における病院廃止届け他。ただし、いずれ
も平成27年12月6日から平成28年1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

664 H28.1.5 H28.1.13 平成27年12月6日から平成28年1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・東部保健所管内における病院廃止届け他。ただし、
いずれも平成27年12月6日から平成28年1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

665 H28.1.5 H28.1.28 中北林環事-15-0174林道野猿谷線改良工事
（名許）外3件に係る金入り設計書

中北林環事-15-0174林道野猿谷線改良工事（名許）外3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

666 H28.1.5 H28.1.25 峡東林環事-15-0167林道塚本山線災害復旧
工事外6件に係る金入り設計書

峡東林環事-15-0167林道塚本山線災害復旧工事外6件に
係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 峡東林務環境事務所

667 H28.1.5 H28.1.25 富士・東部林環事-15-0134林道塚菅野盛里線
（菅野工区）開設工事工事（名許）外5件に係る
金入り設計書

富士・東部林環事-15-0134林道塚菅野盛里線（菅野工区）
開設工事工事（名許）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

668 H28.1.5 H28.1.25 中北農務事-15-0091S日野堰地区日野堰水路
付帯工事外5件に係る金入り設計書

中北農務事-15-0091S日野堰地区日野堰水路付帯工事
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

669 H28.1.5 H28.2.1 峡東農務事-15-0064黒駒東地区鳥獣害防止
柵（戸倉地区）設置工事外3件に係る金入り設
計書

峡東農務事-15-0064黒駒東地区鳥獣害防止柵（戸倉地
区）設置工事外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

670 H28.1.5 H28.1.28 富東農務事-150047小菅地区鳥獣害防止施設
設置その3工事外2件に係る金入り設計書

富東農務事-150047小菅地区鳥獣害防止施設設置その3
工事外2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

671 H28.1.5 H28.2.3 道路管理課-15-0012一般国道140号線西沢大
橋舗装補修工事外3件に係る金入り設計書

道路管理課-15-0012一般国道140号線西沢大橋舗装補修
工事外3件に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 道路管理課

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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672 H28.1.5 H28.1.22 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3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3件に係る実施
設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

673 H28.1.5 H28.1.21 治水課-15-0006広瀬ダム管理用制御処理設
備更新工事（一部債務）に係る金入り設計書

治水課-15-0006広瀬ダム管理用制御処理設備更新工事
（一部債務）に係る金入り設計書

全部開示 県土整備 治水課

674 H28.1.5 H28.1.26 都市計画課-15-0008甲府駅南口駅前広場大
屋根建築工事（一部債務）に係る金入り設計書

都市計画課-15-0008甲府駅南口駅前広場大屋根建築工
事（一部債務）に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 都市計画課

675 H28.1.5 H28.1.27 営繕課-15-0150県営住宅塩山団地2号館屋上
防水改修工事外12件に係る金入り設計書

営繕課-15-0150県営住宅塩山団地2号館屋上防水改修工
事外12件に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 営繕課

676 H28.1.5 H28.1.22 中北建設事-15-0281国道141号舗装工事外28
件に係る金入り設計書

中北建設事-15-0281国道141号舗装工事外28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

677 H28.1.5 H28.1.22 中北建設事-15-0281国道141号舗装工事外29
件に係る金入り設計書

中北建設事-15-0281国道141号舗装工事外29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

678 H28.1.5 H28.1.29 峡東建設事-15-0116一般国道411号歩道設置
工事外15件に係る金入り設計書

峡東建設事-15-0116一般国道411号歩道設置工事外15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

679 H28.1.5 H28.2.3 峡南建設事-15-0156戸樋の沢川砂防工事（名
許）外15件に係る金入り設計書

峡南建設事-15-0156戸樋の沢川砂防工事（名許）外15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

680 H28.1.5 H28.2.2 富東建設事-15-0239菅野川災害復旧工事外
17件に係る金入り設計書

富東建設事-15-0239菅野川災害復旧工事外17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

681 H28.1.5 H28.1.21 富東建設事-15-0239菅野川災害復旧工事外
17件に係る金入り設計書

富東建設事-15-0239菅野川災害復旧工事外17件に係る
実施設計書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

682 H28.1.5 H28.2.2 中部推進-15-0009一般県道割子切石線（仮
称）中富IC下田原14工区橋梁下部工事（一部
債務）外2件に係る金入り設計書

中部推進-15-0009一般県道割子切石線（仮称）中富IC下
田原14工区橋梁下部工事（一部債務）外2件に係る実施設
計書

全部開示 県土整備 中部横断自動車道推
進事務所

683 H28.1.5 H28.1.22 新環状建設-15-0043国道140号（西関東連絡
道路）照明工事その3に係る金入り設計書

新環状建設-15-0043国道140号（西関東連絡道路）照明工
事その3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

684 H28.1.5 H28.1.25 広瀬琴川ダ-15-0032広瀬ダム小屋敷水位観
測所撤去工事に係る金入り設計書

広瀬琴川ダ-15-0032広瀬ダム小屋敷水位観測所撤去工
事に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 廣瀬・琴川ダム事務
所
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685 H28.1.5 H28.2.1 深城ダム管-15-0009深城水目観測所外設備
等更新工事に係る金入り設計書

深城ダム管-15-0009深城水目観測所外設備等更新工事
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

686 H28.1.6 H28.1.21 Ｈ18.4～Ｈ27.12までの間における職員（知事部
局のみ）の飲酒又は酒気帯び運転による懲戒
処分の内容及び基準がわかる書類

懲戒処分一覧（電磁的記録）のうち飲酒運転又は酒気帯び
運転に係る部分（H18.4～H27.12までのもの）他

一部開示 1 1 総務 人事課

687 H28.1.7 - 平成27年6月以降における知事部局職員の懲
戒処分の内容（処分した日、処分の内容他）

取下げ 総務 人事課

688 H28.1.8 H28.1.13 県所管の医療法人の決算届（平成25年1月1日
～3月31日までに決算期をむかえたもの）

別紙一覧表の医療法人（平成25年1月1日～3月31日まで
に決算期をむかえた医療法人）の貸借対照表及び損益計
算書

一部開示 1 1 福祉保健 医務課

689 H28.1.8 H28.2.3 中国観光・経済交流拠点活用事業に係る業務
（上海）Ｈ21-Ｈ27年度分につき、随意契約にし
た理由のわかるもの他

随意契約及び見積合わせ省略の理由他 一部開示 1 1 1 観光 国際交流課

690 H28.1.8 H28.1.18 平成26年度分収支報告書に添付されている高
額領収書等の写し（計11団体）

別紙の政治団体に係る平成26年度分政治資金収支報告
書添付の領収書等

一部開示 1 1 1 選管 選挙管理委員会

691 H28.1.8 H28.1.21 下川最上流（富山橋右岸）砂利洗浄汚泥の分
析結果

下山地先における細砂の理化学的性状分析業務報告書 一部開示 1 1 森林環境 環境整備課

692 H28.1.12 H28.1.25 山梨県全域において環境衛生法に基づき営業
許可を取得し、2015年末日現在理容店並びに
美容店営業について、営業所の屋号他

理容所開設届出施設一覧（電磁的記録）及び美容書開設
届出施設一覧（電磁的記録）のうち、業種、施設名称他

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

693 H28.1.12 H28.1.21 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届出のうち、周辺見取り図及び建
物配置図

全部開示 産業労働 商業振興金融課

694 H28.1.13 H28.1.28 一般国道358号芦川大橋補修工事（明許）に係
る契約から現在までの文書

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

695 H28.1.14 H28.1.29 添付の開示請求リストの告示区間に関する平
面図及び位置図

添付の開示請求リストの告示区間に関する平面図及び位
置図

全部開示 県土整備 道路管理課

696 H28.1.14 H28.1.18 政治団体の団体郵便番号・住所・代表者のわ
かるもの、Ｈ27.12.31現在

政治団体台帳（電磁的記録）のうち、H27.12.31現在の者に
係る『政治団体名称」他

全部開示 選管 選挙管理委員会

697 H28.1.8 H28.1.29 各建設事務所が平成27年度中に発注した、緊
急業務委託に係る路線名、指名業者、落札業
者、契約金額、契約日がわかる書類

山梨県公共事業ポータルサイトにおける入札経過（結果）
のうち、平成27年度における各建設事務所管内の緊急業
務委託路線名他

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

3 / 17 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

698 H28.1.14 H28.1.29 各建設事務所が平成27年度中に発注した、緊
急業務委託に係る路線名、指名業者、落札業
者、契約金額、契約日がわかる書類

山梨県公共事業ポータルサイトにおける入札経過（結果）
のうち、平成27年度における各建設事務所管内の緊急業
務委託路線名他

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

699 H28.1.14 H28.1.29 各建設事務所が平成27年度中に発注した、緊
急業務委託に係る路線名、指名業者、落札業
者、契約金額、契約日がわかる書類

山梨県公共事業ポータルサイトにおける入札経過（結果）
のうち、平成27年度における各建設事務所管内の緊急業
務委託路線名他

一部開示 1 県土整備 峡東建設事務所

700 H28.1.14 H28.1.29 各建設事務所が平成27年度中に発注した、緊
急業務委託に係る路線名、指名業者、落札業
者、契約金額、契約日がわかる書類

山梨県公共事業ポータルサイトにおける入札経過（結果）
のうち、平成27年度における各建設事務所管内の緊急業
務委託路線名他

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

701 H28.1.14 H28.1.29 各建設事務所が平成27年度中に発注した、緊
急業務委託に係る路線名、指名業者、落札業
者、契約金額、契約日がわかる書類

山梨県公共事業ポータルサイトにおける入札経過（結果）
のうち、平成27年度における各建設事務所管内の緊急業
務委託路線名他

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

702 H28.1.14 H28.1.29 各建設事務所が平成27年度中に発注した、緊
急業務委託に係る路線名、指名業者、落札業
者、契約金額、契約日がわかる書類

山梨県公共事業ポータルサイトにおける入札経過（結果）
のうち、平成27年度における各建設事務所管内の緊急業
務委託路線名他

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

703 H28.1.14 H28.1.15 主要地方道上野原丹波山線外道路工事（明
許）に係る金入り設計書

主要地方道上野原丹波山線外道路工事（明許）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

704 H28.1.15 H28.2.12 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年度における峡南建設事務所
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年度における峡南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

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

705 H28.1.18 H28.1.26 都市計画15-0010小瀬スポーツ公園野球場外
壁改修工事（明許）に係る金入り設計書

都市計画15-0010小瀬スポーツ公園野球場外壁改修工事
（明許）に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 都市計画課

706 H28.1.20 H28.1.22 ○○に係る平成○年○月○日付けの土砂埋
立許可申請書のうち、許可申請書及び委任状

平成○年○月○日付けの土砂埋立許可申請書かがみ及
び委任状

一部開示 1 1 森林環境 森林整備課

707 H28.1.22 H28.2.8 中北農務事-15-0075帯那棚田の里地区用排
水路2号工事の契約より現在までの文書の一
切

中北農務事-15-0075帯那棚田の里地区用排水路2号工事
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 中北農務事務所

708 H28.1.25 H28.2.4 平成○年○月○日付で山梨県から富士吉田市
外二ヶ村恩賜県有財産保護組合に払い下げさ
れた土地の面積・価格他

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 環境総務課

709 H28.1.26 H28.2.9 上野原市立病院跡地における土壌汚染に係る
相談及びそれに係る対応記録一切

上野原市立病院の解体に伴う土地形質変更について」他 一部開示 1 森林環境 大気水質保全課

710 H28.1.27 H28.2.1 平成27年10月1日から平成27年12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10
月1日から平成27年12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
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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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711 H28.1.28 - 平成26年12月1日から平成28年1月27日までの
間に食品衛生法に基づき新規に営業許可を取
得した飲食店営業施設の屋号他

取下げ 福祉保健 衛生薬務課

712 H28.1.28 H28.2.8 平成25年1月1日から平成28年1月27日までの
間に食品衛生法に基づき新規に営業許可を取
得した理容所・美容所営業施設の屋号他

理容所開設届出施設一覧表（電磁的記録）及び美容所開
設届出施設一覧表（電磁的記録）のうち、管轄保健所、施
設名称

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

713 H28.1.27 - 県立中央病院が平成28年1月22日執行の「熱
源ポンプ修繕」についての応札者と応札金額

取下げ （独）病院機構 (独)県立病院機構

714 H28.1.28 H28.2.12 中北建設事15-285の契約工事一般国道358号
道路工事の契約より現在までの文書一切

工事執行並びに負担行為伺い他 一部開示 1 1 県土整備 中北建設事務所

715 H28.1.29 H28.2.10 廃院した○○医院に係る廃院日他 廃院した○○医院に係る診療記録他 一部開示 1 1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

716 H28.1.29 - 県土整備部発注の公共工事の積算に使用され
るガソリン単価、軽油単価の単価算出根拠

取下げ 県土整備 技術管理課

717 H28.1.29 H28.2.10 道路整備課15-0020一般県道野田尻四方津停
車場線道路改良工事（名許）に係る金入り設計
書

道路整備課15-0020一般県道野田尻四方津停車場線道路
改良工事（名許）に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 道路整備課

718 H28.1.29 - 営繕課14-241谷村工業高校普通教室棟解体
工事（継続）に係る金入り設計書

取下げ 県土整備 営繕課

719 H28.1.29 H28.2.12 営繕課発注の解体工事の積算で使用される建
物解体産廃処理費一覧表最新版

平成27年度建築物標準単価表のうち建物解体産廃物処理
費の部分

一部開示 1 県土整備 営繕課

720 H28.1.29 H28.2.12 峡南建設事15-183大柳川河川災害復旧工事
（名許）に係る金入り設計書

峡南建設事15-183大柳川河川災害復旧工事（名許）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

721 H28.1.29 H28.2.25 中北建設事15-267湯川測量業務委託に係る
地方自治法施行令第167条第1項第1号～3号
に基づく指名契約選択に至る過程がわかる「指
名契約理由書」他

指名人選定理由書他 一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

722 H28.1.29 H28.2.25 中北建設事15-309湯川外測量業務委託に係
る地方自治法施行令第167条第1項第1号～3
号に基づく指名契約選択に至る過程がわかる
「指名契約理由書」他

指名人選定理由書他 一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

723 H28.1.29 H28.2.25 中北建設事15-333（主）甲府中央右左線外測
量業務委託（名許）に係る地方自治法施行令
第167条第1項第1号～3号に基づく指名契約選
択に至る過程がわかる「指名契約理由書」他

指名人選定理由書他 一部開示 1 県土整備 中北建設事務所
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724 H28.2.1 - 以下の教員採用試験問題、正答例 取下げ 教委 義務教育課

725 H28.2.1 H28.2.29 峡東農務事15-0071玉宮地区下粟生野工区ほ場整
備付帯工設計業務委託に係る地方自治法施行令第
167条第1項第1号～3号に基づく指名契約選択に至
る過程がわかる「指名契約理由書」他

峡東農務事15-0071玉宮地区下粟生野工区ほ場整備付帯
工設計業務委託に係る地方自治法施行令第167条第1項
第1号～3号に基づく指名契約選択に至る過程がわかる
「指名契約理由書」他

一部開示 1 農政 峡東農務事務所

726 H28.2.1 H28.2.29 峡東農務事15-0062藤垈地区第1-2工区ほ場整備測
量設計調査業務委託に係る地方自治法施行令第
167条第1項第1号～3号に基づく指名契約選択に至
る過程がわかる「指名契約理由書」他

峡東農務事15-0062藤垈地区第1-2工区ほ場整備測量設
計調査業務委託に係る地方自治法施行令第167条第1項
第1号～3号に基づく指名契約選択に至る過程がわかる
「指名契約理由書」他

一部開示 1 農政 峡東農務事務所

727 H28.2.1 H28.2.29 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年度における富士・東部建設
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年度における富士・東部建設事務所管内
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 富士・東部建設事務
所

728 H28.2.1 H28.2.26 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年度における富士・東部建設
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年度における富士・東部建設事務所管内
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 富士・東部建設事務
所吉田支所

729 H28.2.2 H28.2.26 中北建設事15-144国道141号外橋梁定期点検
業務委託に係る地方自治法施行令第167条第
1項第1号～3号に基づく指名契約選択に至る
過程がわかる「指名契約理由書」他

指名人選定理由書他 一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

730 H28.2.2 H28.2.26 中北建設事15-117（一）長沢小淵沢線古杣橋詳細設
計業務委託業務委託に係る地方自治法施行令第
167条第1項第1号～3号に基づく指名契約選択に至
る過程がわかる「指名契約理由書」他

指名人選定理由書他 一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

731 H28.2.2 H28.3.1 峡南建設事15-83国道140号外橋梁点検業務
委託に係る地方自治法施行令第167条第1項
第1号～3号に基づく指名契約選択に至る過程
がわかる「指名契約理由書」他

指名人選定理由書他 一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

732 H28.2.2 H28.3.1 富士東部建設事15-85糠蒔沢設計業務委託に
係る地方自治法施行令第167条第1項第1号～
3号に基づく指名契約選択に至る過程がわかる
「指名契約理由書」他

指名人選定理由書他 一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

733 H28.2.2 H28.3.1 富士東部建設事15-138桂川予備設計業務委
託に係る地方自治法施行令第167条第1項第1
号～3号に基づく指名契約選択に至る過程が
わかる「指名契約理由書」他

指名人選定理由書他 一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

734 H28.2.2 H28.2.10 道路整備課15-0001一般県道割子切石線（仮
称）中富橋八日市場3工区橋梁下部工（一部債
務）に係る金入り設計書

道路整備課15-0001一般県道割子切石線（仮称）中富橋八
日市場3工区橋梁下部工（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

735 H28.2.2 H28.2.8 平成28年1月実施設計単価表改訂 平成27年実施設計単価表（平成28年1月）（電磁的記録）の
うち、表紙・目次及び1月改訂分が掲載された部分

一部開示 1 1 県土整備 技術管理課

736 H28.2.2 H28.2.26 中北建設事-15-312大和川砂防工事外2件に
係る金入り設計書

中北建設事-15-312大和川砂防工事外2件に係る実施設
計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所
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737 H28.2.2 H28.2.24 別紙金入り設計書 別紙実施設計書 一部開示 1 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

738 H28.2.2 H28.3.1 別紙金入り設計書 別紙実施設計書 一部開示 1 1 県土整備 峡東建設事務所

739 H28.2.2 H28.2.29 別紙金入り設計書 別紙実施設計書 一部開示 1 1 県土整備 峡南建設事務所

740 H28.2.2 H28.2.25 別紙金入り設計書 別紙実施設計書 一部開示 1 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

741 H28.2.2 H28.2.25 別紙金入り設計書 別紙実施設計書 一部開示 1 1 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

742 H28.2.3 H28.3.2 峡東建設事15-45狐川の2詳細設計業務委託
に係る地方自治法施行令第167条第1項第1号
～3号に基づく指名契約選択に至る過程がわ
かる「指名契約理由書」他

契約番号：山梨県峡東建設事-15-0045業務名：狐川の2詳
細設計業務委託にかかる地方自治法施行令第167条第1
項第1号～3号の第何号を適用したのか及びその理由がわ
かる「指名契約理由書」

一部開示 1 県土整備 峡東建設事務所

743 H28.2.5 H28.2.18 中北建設事15-0312大和川砂防工事（明許）に
係る金入り設計書

中北建設事15-0312大和川砂防工事（明許）に係る実施設
計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

744 H28.2.5 H28.2.17 中北建設事15-0325（主）韮崎増富線災害復旧
工事（Ｈ27災工番31号）（明許）に係る金入り設
計書

中北建設事15-0325（主）韮崎増富線災害復旧工事（H27
災工番31号）（明許）に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

745 H28.2.5 - 県土整備部営繕課発注の公共工事の積算で
使用される協議会歩掛の一覧表

取下げ 県土整備 営繕課

746 H28.2.5 H28.2.16 土壌汚染対策法整理番号27-○、要措置○他 土壌汚染対策法に基づく指定区域台帳のうち、整理番号
27-○、要措置○他

全部開示 森林環境 大気水質保全課

747 H28.2.8 H28.2.17 平成28年度教科書として県立の全日制高等学
校で採択された教科書の選定理由の学校毎の
リスト

平成28年度使用希望教科書選定理由書 全部開示 教委 高校教育課

748 H28.2.8 H28.2.19 県内歯科技工士の開設届で2016年2月現在に
収集された開設者の氏名、開設年月日、場所
他

平成28年2月8日現在、開設届のあった県内歯科技工所一
覧

全部開示 福祉保健 医務課

749 H28.2.8 H28.2.12 平成28年1月6日から平成28年2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28年1月6日から平成28年1月5日までに受理した薬
局・医薬品販売業他の廃止施設一覧（電磁的記録）のう
ち、業種他

全部開示 福祉保健 衛生薬務課
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750 H28.2.8 H28.2.18 平成27年1月6日から平成28年2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（峡北支所を除く）における病院廃止届け
他。ただし、いずれも平成28年1月6日から平成28年1月5日
までのもの。

一部開示 1 1 1 福祉保健 中北保健福祉事務所

751 H28.2.8 H28.2.15 平成28年1月6日から平成28年2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

中北保健所峡北支所管内における病院廃止届け他。ただ
し、いずれも平成28年1月6日から平成28年1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

752 H28.2.8 H28.2.9 平成28年1月6日から平成28年2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

峡東保健所管内における病院廃止届け他。ただし、いずれ
も平成28年1月6日から平成28年1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

753 H28.2.8 H28.2.12 平成28年1月6日から平成28年2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

峡南保健所管内における病院廃止届け他。ただし、いずれ
も平成28年1月6日から平成28年1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

754 H28.2.8 H28.2.22 平成28年1月6日から平成28年2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・東部保健所管内における病院廃止届け他。ただし、
いずれも平成28年1月6日から平成28年1月5日のもの。

一部開示 1 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

755 H28.2.5 H28.2.12 富士スバルライン沿線場にある公営トイレの清
掃業務に係る入札に関して契約期間、落札額
等がわかるもの

平成25～27年度トイレ清掃業務委託に係る契約書、入札
点検表他

一部開示 1 1 道路公社 道路公社

756 H28.2.9 H28.2.23 県道藤垈石和線他道路平面図 県道藤垈石和線他道路平面図 全部開示 県土整備 峡東建設事務所

757 H28.2.9 H28.2.15 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

758 H28.2.9 H28.2.22 峡東農務15-42岩出地区農道3号第2工区改良
工事の契約より現在までの文書一切

峡東農務15-42岩出地区農道3号第2工区改良工事に係る
別紙「行政文書の表示」欄記載の文書

一部開示 1 1 1 農政 峡東農務事務所

759 H28.2.10 H28.2.16 添付の開示請求リストの告示区間に関する平
面図及び位置図

一般県道高瀬福士線他位置図及び平面図 全部開示 県土整備 道路管理課

760 H28.2.12 H28.2.16 峡南建設事15-0081馬込急傾斜地崩壊対策工
事に係る金入り設計書

峡南建設事15-0081馬込急傾斜地崩壊対策工事に係る実
施設計書

一部開示 1 1 県土整備 峡南建設事務所

761 H28.2.12 H28.2.26 国交省が身延町下山地先で行っている砂利洗
浄汚泥の再生利用業に関する書類のうち、別
添新規指定欄の丸印のある書類

再生利用事業申請書他 一部開示 1 1 1 森林環境 環境整備課

762 H28.2.12 H28.2.29 峡南林務環境事務所の国交省が身延山下山
地先に於いて行っている砂利洗浄汚泥の再生
利用業に関する調査記録及び旅行命令簿

汚泥の再生利用についての現地調査 全部開示 森林環境 峡南林務環境事務所
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763 H28.2.12 H28.2.19 社会福祉法人○○○の決算届平成26年度分
の添付書類のうち、事業報告書他

社会福祉法人○○○の事業報告書他（H26.4.1から
H27.3.31期）

全部開示 福祉保健 医務課

764 H28.2.12 H28.2.19 平成27年度県立高校学年別の普通科における
教育課程表

平成27年県立高校学校普通科学年別教育課程表 全部開示 教委 高校教育課

765 H28.2.15 H28.3.1 平成27年度宝鉱山鉱廃水処理実績表他 平成27年度宝鉱山鉱廃水処理実績表他 全部開示 産業労働 産業政策課

766 H28.2.15 H28.2.26 道路整備課15-0017一般県道割子切石線（仮
称）中富橋下田原12工区橋梁上部工製作・架
設工事（一部債務）外3件に係る金入り設計書

道路整備課15-0017一般県道割子切石線（仮称）中富橋下
田原12工区橋梁上部工製作・架設工事（一部債務）外3件
に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 道路整備課

767 H28.2.15 H28.3.7 都市計画15-0010小瀬スポーツ公園野球場外
壁改修工事（明許）外2件に係る金入り設計書

都市計画15-0010小瀬スポーツ公園野球場外壁改修工事
（明許）外2件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 都市計画課

768 H28.2.15 H28.2.24 営繕課15-0063県民文化ホール3階会議室トイ
レ改修工事に係る金入り設計書

営繕課15-0063県民文化ホール3階会議室トイレ改修工事
に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

769 H28.2.15 H28.3.4 中北建設事15-0310蒲田川河川工事（明許）外
13件に係る金入り設計書

中北建設事15-0310蒲田川河川工事（明許）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

770 H28.2.15 H28.3.7 中北建設事15-0293国道141号舗装工事外12
件に係る金入り設計書

中北建設事15-0293国道141号舗装工事外12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

771 H28.2.15 H28.3.14 峡東建設事15-141笛吹川フルーツ公園公園施
設設置工事（明許）外12件に係る金入り設計書

峡東建設事15-141笛吹川フルーツ公園公園施設設置工
事（明許）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

772 H28.2.15 H28.3.10 峡南建設事15-181西根熊急傾斜地崩壊対策
工事（明許）外24件に係る金入り設計書

峡南建設事15-181西根熊急傾斜地崩壊対策工事（明許）
外24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

773 H28.2.15 H28.3.14 富東建設事15-249国道139号舗装工事外13件
に係る金入り設計書

富東建設事15-249国道139号舗装工事外13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

774 H28.2.15 H28.2.29 富東建設事15-249国道139号外安全施設工事
外14件に係る金入り設計書

富東建設事15-249国道139号外安全施設工事外14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

775 H28.2.15 H28.3.4 新環状建設15-0045国道140号（西関東連絡道
路）岩手桜橋下部工事（一部債務）に係る金入
り設計書

新環状建設15-0045国道140号（西関東連絡道路）岩手桜
橋下部工事（一部債務）に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所
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776 H28.2.15 H28.2.29 深城ダム管15-0011深城ダム水目観測所外設
備等更新工事に係る金入り設計書

深城ダム管15-0011深城ダム水目観測所外設備等更新工
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

777 H28.2.15 H28.3.7 中北林環事15-0189林道南アルプス線（2工
区）整備工事に係る金入り設計書

中北林環事15-0189林道南アルプス線（2工区）整備工事
に係る実施計書

一部開示 1 森林環境 中北林務環境事務所

778 H28.2.15 H28.2.22 峡東林環事15-0175林業専用砥山1号支線（北
工区）開設工事（明許）外2件に係る金入り設計
書

峡東林環事15-0175林業専用砥山1号支線（北工区）開設
工事（明許）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

779 H28.2.15 H28.3.1 峡南林環事15-133伊沼南地すべり防止工事
（明許）外2件に係る金入り設計書

峡南林環事15-133伊沼南地すべり防止工事（明許）外2件
に係る実施設計書

一部開示 1 森林環境 峡南林務環境事務所

780 H28.2.15 H28.3.3 富東林環事15-166林道菅野森里線（大旅沢工
区）開設工事（明許）外4件に係る金入り設計書

富東林環事15-166林道菅野森里線（大旅沢工区）開設工
事（明許）外4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

781 H28.2.15 H28.3.11 中北農務事15-0097茅ヶ岳北西部地区上神取
工区ほ場整備付帯工事外2件に係る金入り設
計書

中北農務事15-0097茅ヶ岳北西部地区上神取工区ほ場整
備付帯工事外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

782 H28.2.15 H28.3.10 峡東農務事15-0074八幡地区安全施設工事外
3件に係る金入り設計書

峡東農務事15-0074八幡地区安全施設工事外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

783 H28.2.15 H28.3.10 富東農務事15-0060北富士地区内野用水路
（第2工区）工事外2件に係る金入り設計書

富東農務事15-0060北富士地区内野用水路（第2工区）工
事外2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

784 H28.2.16 H28.2.18 平成27年10月設計業務等単価表（10月改訂）
他

平成27年設計実施単価表（平成27年10月）（電磁的記録）
他

一部開示 1 県土整備 技術管理課

785 H28.2.18 H28.3.2 山梨県下の特定建築物（3000㎡以上）の物件
情報

特定建築物（電磁的記録）のうち、特定建築物に係る名
称、所在地他

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

786 H28.2.22 H28.2.26 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）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）に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

787 H28.2.22 H28.3.7 中北建設事15-0371（主）北杜八ヶ岳公園線道
路工事他2件に係る金入り設計書

中北建設事15-0371（主）北杜八ヶ岳公園線道路工事他2
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

788 H28.2.22 H28.3.7 中北建設事15-0339国道141号外8路線道路管
理業務委託（3工区）（その3）に係る金入り設計
書

中北建設事15-0339国道141号外8路線道路管理業務委託
（3工区）（その3）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
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789 H28.2.22 H28.3.3 中部推進15-0009一般県道割子切石線（仮称）
中富IC下田原14工区橋梁下部工事（一部債
務）に係る金入り設計書

中部推進15-0009一般県道割子切石線（仮称）中富IC下田
原14工区橋梁下部工事（一部債務）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

790 H28.2.22 H28.3.3 中北農務事15-0004天王原地区2工区整理（そ
の5）及び流水路工事に係る金入り設計書

中北農務事15-0004天王原地区2工区整理（その5）及び流
水路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

791 H28.2.22 - 山梨県生活環境の保全に関する条例に基づく
指定工場届出台帳一覧

取下げ 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

792 H28.2.22 - （主）北杜八ヶ岳公園線白樺橋橋梁耐震補強
工事（一部債務）における入札時の技術評価の
うち、落札業者の技術評価様式の施工計画書
の内容、その評価に関わる書類

取下げ 県土整備 技術管理課

793 H28.2.24 H28.2.29 都市計画道路船津小海線（鳴沢富士河口湖一
般）Ⅱ期の道路形状が確認できる平面図及び
位置図

県道鳴沢富士河口湖線（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

794 H28.2.25 H28.3.11 塩川河川災害復旧工事（Ｈ27災19号）に関する
起案、申請書、地元への周知、決裁等に関す
る文書の全て

被害箇所表他 一部開示 1 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

795 H28.2.29 H28.3.14 県管理国道・県道の管理担当が平成27年度変
更され、道路種別変更（移管）がされた道路の
位置図

平成27年度に、県管理から市町村管理になるものとして移
管された道路の以下の告示に係る位置図

全部開示 県土整備 道路整備課

796 H28.3.1 H28.3.8 平成27年11月1日から平成28年1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

法人設立届出一覧（平成27年11月から平成28年1月受理
分）

一部開示 1 1 総務 総合県税事務所

797 H28.3.2 H28.3.2 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
金徴収業務委託の予定価格及び落札価格

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及び富士山有料道路料金徴収業
務委託一般競争入札の予定価格調書及び入札点検表

一部開示 1 道路公社 道路公社

798 H28.3.2 - 要介護・要支援認定における一次判定及び二
次判定の件数

取下げ 福祉保健 長寿社会課

799 H28.3.2 - 介護保険制度における広域保険者名 取下げ 福祉保健 長寿社会課

800 H28.3.2 - 第4期介護従事者処遇改善臨時特例交付金の
交付額他

取下げ 福祉保健 長寿社会課

801 H28.3.2 - 各保険者による介護保険事業計画他 取下げ 福祉保健 長寿社会課
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802 H28.3.2 - 介護保険事業支援計画（第1期から第5期） 取下げ 福祉保健 長寿社会課

803 H28.3.2 - 要介護・要支援認定申請者数及び認定者他 取下げ 福祉保健 長寿社会課

804 H28.3.2 - 山梨県が財政安定化基金からの取り崩しに
よって保険者に交付する額と同額を活用して実
施する介護保険に関する事業の内容と決算の
年度別内訳他

取下げ 福祉保健 長寿社会課

805 H28.3.2 - 山梨県としての財政安定化基金からの取り崩
し額の算定式及び各保険者への交付額の算
定式

取下げ 福祉保健 長寿社会課

806 H28.3.2 - 財政安定化基金への償還期限延長保険者名
他

取下げ 福祉保健 長寿社会課

807 H28.3.2 - 保険料段階ごとの保険料基準額に対する割合
他

取下げ 福祉保健 長寿社会課

808 H28.3.2 - 第1号保険料軽減の財源として一般財源から
繰入をしている保険社名と繰入額

取下げ 福祉保健 長寿社会課

809 H28.3.2 - 計画期間中に第1号保険料を変更した保険者
名と新保険料

取下げ 福祉保健 長寿社会課

810 H28.3.2 - 第1号保険料（第1期から第6期、保険者別） 取下げ 福祉保健 長寿社会課

811 H28.3.2 - 介護保険事業計画用ワークシートの集計シー
ト（第1期から第6期、保険者別）

取下げ 福祉保健 長寿社会課

812 H28.3.4 H28.3.11 ○○建設工業に係る建設業許可申請のうち、
建設業許可申請書表紙他

○○建設工業に係る建設業許可申請のうち、建設業許可
申請書表紙他

一部開示 1 1 県土整備 建設業対策室

813 H28.3.4 H28.3.17 平成○○年○月○日付け「○○申請書」に添
付されている○○事務所と○○組合の覚え書
き

平成○○年○月○日付け山梨県廃棄物の処理及び清掃
に関する法律施行規則第○条第○項の規定に基づく再生
利用業変更指定申請書に添付された「平成○○年○月○
日付け覚書」他

一部開示 1 森林環境 環境整備課

814 H28.3.7 - 山梨県が管理する道路灯の設置状況が判る資
料

取下げ 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
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815 H28.3.8 - 大門塩川管15-0028塩川ダム選択取水ゲート
（NO.1）改良工事に係る金入り設計書

取下げ 県土整備 大門塩川ダム管理事
務所

816 H28.3.8 - 大門塩川管15-0038塩川ダム取水設備点検業
務委託に係る金入り設計書

取下げ 県土整備 大門塩川ダム管理事
務所

817 H28.3.8 - 大門塩川管15-0045塩川ダム放流設備点検業
務委託に係る金入り設計書

取下げ 県土整備 大門塩川ダム管理事
務所

818 H28.3.8 H28.3.11 大門塩川管15-0028塩川ダム選択取水ゲート
（NO.1）改良工事外3件にかかる金入り設計書

大門塩川管15-0028塩川ダム選択取水ゲート（NO.1）改良
工事外3件にかかる実施設計書

全部開示 県土整備 大門塩川ダム管理事
務所

819 H28.3.9 H28.3.23 一般県道割子切石線道路平面図及び位置図 平成28年2月18日告示・供用開始に係る一般県道割子切
石線道路平面図及び位置図

全部開示 県土整備 道路管理課

820 H28.3.9 H28.3.24 平成27年○○総合供選事業糖度センサー付フ
リートレー式選果設備の事業申請内容他

平成27年度やまなし果樹産地施設等政治事業のうち事業
実施計画書他

全部開示 農政 峡東農務事務所

821 H28.3.11 H28.3.24 ○○から○○処理機が撤去された経緯に関す
る資料他

受理書の写し他 全部開示 森林環境 峡東林務環境事務所

822 H28.3.11 H28.3.17 平成28年2月6日から平成28年3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28年2月6日から平成28年3月5日までに受理した医薬
品販売業の廃止施設一覧（電磁的記録）のうち業種他

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

823 H28.3.11 H28.3.18 平成27年2月6日から平成28年3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

中北保健所管内における病院廃止届け他。ただし、平成27
年2月6日から平成28年3月5日までのもの。

一部開示 1 1 1 福祉保健 中北保健福祉事務所

824 H28.3.11 H28.3.16 平成27年2月6日から平成28年3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

中北保健所峡北支所管内における病院廃止届け他。ただ
し、平成27年2月6日から平成28年3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

825 H28.3.11 H28.3.14 平成27年2月6日から平成28年3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

平成27年2月6日から平成28年3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

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

826 H28.3.11 H28.3.15 平成27年2月6日から平成28年3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

平成27年2月6日から平成28年3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

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

827 H28.3.11 H28.3.15 平成27年2月6日から平成28年3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・東部保健所管内における病院廃止届け他。ただし、
平成27年2月6日から平成28年3月5日までのもの。

一部開示 1 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所
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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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828 H28.3.14 H28.3.25 北杜市大泉町内の川俣川取水部分に係る恩
賜県有財産土地使用許可申請書他

恩賜県有財産土地使用許可申請について他 一部開示 1 1 森林環境 中北林務環境事務所

829 H28.3.15 H28.3.14 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

830 H28.3.14 H28.4.13 ○○市○○の土砂の埋立申請に関する書類
一式

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 森林整備課

831 H28.3.16 H28.3.30 中北建設事15-0382三之倉沢川測量設計業務委託（明許）
に係る指名競争入札を行った根拠として地方自治法施行令
第167条第1項第1号～3号のうち、何号を適用したのか判る
資料及び適用した理由が判る資料他

中北建設事15-0382三之倉沢川測量設計業務委託（明許）
に係る工事執行並びに支出負担行為伺いのうち、帳票部
分他

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

832 H28.3.16 H28.3.30 富東建設事15-0365一般県道富士吉田西桂線外設計業務
委託（明許）に係る指名競争入札を行った根拠として地方自
治法施行令第167条第1項第1号～3号のうち、何号を適用し
たのか判る資料及び適用した理由が判る資料他

富東建設事15-0365一般県道富士吉田西桂線外設計業務
委託（明許）に係る工事執行並びに支出負担行為伺いのう
ち、帳票部分他

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

833 H28.3.17 H28.3.30 峡東建設事15-0194主要地方道笛吹市川三郷線道路防災
測量業務委託（明許）に係る指名競争入札を行った根拠と
して地方自治法施行令第167条第1項第1号～3号のうち、何
号を適用したのか判る資料及び適用した理由が判る資料
他

峡東建設事15-0194主要地方道笛吹市川三郷線道路防災
測量業務委託（明許）に係る工事執行並びに支出負担行
為伺いのうち、帳票部分他

一部開示 1 県土整備 峡東建設事務所

834 H28.3.17 H28.3.30 峡東建設事15-0167一般県道鶯宿上曽根線用地測量業務
委託（明許）に係る指名競争入札を行った根拠として地方自
治法施行令第167条第1項第1号～3号のうち、何号を適用し
たのか判る資料及び適用した理由が判る資料他

峡東建設事15-0167一般県道鶯宿上曽根線用地測量業務
委託（明許）に係る工事執行並びに支出負担行為伺いのう
ち、帳票部分他

一部開示 1 県土整備 峡東建設事務所

835 H28.3.17 H28.3.31 特定業務委託に係る『談合情報マニュアル』の
規定に基づく「入札談合に関する情報報告書」
他

『談合情報マニュアル』の規定に基づく「入札談合に関する
情報報告書」他

存否応答
拒否

1 県土整備 県土整備総務課

836 H28.3.17 H28.4.15 中北建設事15-285の平成28年2月12付け決定
以降の日現在までの文書一切

別紙行政文書の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

837 H28.3.17 - 食品衛生法に基づく営業許可一覧表の内、平
成27年6月1日から平成28年3月17日に新規営
業許可施設一覧

取下げ 福祉保健 衛生薬務課

838 H28.3.17 H28.3.25 山梨県で開設届のあった理容所及び美容所一
覧（平成27年6月1日から平成28年3月17日ま
で）

理容所開設届施設一覧表及び美容所開設施設一覧表（電
磁的記録）のうち、理容所及び美容所に係る施設名称他

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

839 H28.3.17 H28.3.28 山梨県で開設届のあった施術所一覧（平成27
年6月1日から平成28年3月17日まで）

中北地域施術所届出一覧（平成27年6月1日から平成28年
3月17日）（電磁的記録）のうち、施設名称他

一部開示 1 福祉保健 中北保健福祉事務所

840 H28.3.17 H28.3.24 山梨県で開設届のあった施術所一覧（平成27
年6月1日から平成28年3月17日まで）

中北保健福祉事務所峡北支所開設施設一覧（平成27年6
月1日から平成28年3月17日）（電磁的記録）のうち、施設名
称他

一部開示 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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841 H28.3.17 H28.3.25 山梨県で開設届のあった施術所一覧（平成27
年6月1日から平成28年3月17日まで）

峡東保健福祉事務所開設施設一覧（平成27年6月1日から
平成28年3月17日）（電磁的記録）のうち、施設名称他

全部開示 福祉保健 峡東保健福祉事務所

842 H28.3.17 H28.3.28 山梨県で開設届のあった施術所一覧（平成27
年6月1日から平成28年3月17日まで）

峡南保健福祉事務所施術所届出一覧（平成27年6月1日か
ら平成28年3月17日）（電磁的記録）のうち、施設名称他

一部開示 1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

843 H28.3.17 H28.3.24 山梨県で開設届のあった施術所一覧（平成27
年6月1日から平成28年3月17日まで）

富士・東部保健福祉事務所施術所届出一覧（平成27年6月
1日から平成28年3月17日）（電磁的記録）のうち、施設名称
他

一部開示 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

844 H28.3.18 H28.3.31 山梨県入札監視委員会設置要綱の対象が工
事のみで委託業務が対象とされない理由が判
る資料

山梨県入札監視委員会設置要綱の対象が工事のみで委
託業務が対象とされない理由が判る資料

不存在に
よる不開
示

1 県土整備 県土整備総務課

845 H28.3.22 H28.3.28 平成26年度衆議院議員総選挙○○○○に関
する選挙運動費用収支報告書

平成26年12月14日執行の衆議院議員小選挙区選出議員
選挙における候補者○○○○に関す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

846 H28.3.22 H28.3.23 峡東建設事務所所管の国道140号雁坂峠区間
の管内図または道路台帳

一般国道140号雁坂峠区間の旧道路台帳 全部開示 県土整備 峡東建設事務所

847 H28.3.22 H28.3.29 中北建設事15-0431（主）韮崎南アルプス中央線設計業務
委託（明許）に係る指名競争入札を行った根拠として地方自
治法施行令第167条第1項第1号～3号のうち、何号を適用し
たのか判る資料及び適用した理由が判る資料他

中北建設事15-0431（主）韮崎南アルプス中央線設計業務
委託（明許）に係る工事執行並びに支出負担行為伺いのう
ち、帳票部分他

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

848 H28.3.22 H28.3.30 峡東建設事15-0213一般県道山梨市停車場線道路台帳修
正業務委託（明許）に係る指名競争入札を行った根拠として
地方自治法施行令第167条第1項第1号～3号のうち、何号
を適用したのか判る資料及び適用した理由が判る資料他

峡東建設事15-0213一般県道山梨市停車場線道路台帳修
正業務委託（明許）に係る工事執行並びに支出負担行為
伺いのうち、帳票部分他

一部開示 1 県土整備 峡東建設事務所

849 H28.3.22 H28.3.28 新環状建設15-0055国道140号（新山梨環状道路東部区間
1期）外測量業務委託（明許）に係る指名競争入札を行った
根拠として地方自治法施行令第167条第1項第1号～3号の
うち、何号を適用したのか判る資料及び適用した理由が判
る資料他

新環状建設15-0055国道140号（新山梨環状道路東部区間
1期）外測量業務委託（明許）に係る工事執行並びに支出
負担行為伺いのうち、帳票部分他

一部開示 1 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所

850 H28.3.22 H28.3.31 北杜市○○を含む付近の伐採の指導状況とそ
の現状について

○○に関する林地開発許可に係る違反行為について 存否応答
拒否

1 森林環境 森林整備課

851 H28.3.22 H28.3.28 道路管理課15-0014（主）北杜八ヶ岳公園線白
樺橋橋梁耐震補償工事（一部債務）に係る金
入り設計書

道路管理課15-0014（主）北杜八ヶ岳公園線白樺橋橋梁耐
震補償工事（一部債務）に係る実施設計書

全部開示 県土整備 道路管理課

852 H28.3.22 H28.3.29 営繕課15-0169甲府駅南口駅前広場公衆トイ
レ改築工事（名許）外5件に係る金入り設計書

営繕課15-0169甲府駅南口駅前広場公衆トイレ改築工事
（名許）外5件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

853 H28.3.22 H28.3.28 中北建設事15-0386（主）甲府南アルプス線標
識工事（名許）外4本に係る金入り設計書

中北建設事15-0386（主）甲府南アルプス線標識工事（名
許）外4本に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所
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854 H28.3.22 H28.4.18 峡東建設事15-0175一般県道市之蔵山梨線道
路改良工事（名許）外3本に係る金入り設計書

峡東建設事15-0175一般県道市之蔵山梨線道路改良工事
（名許）外3本に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 峡東建設事務所

855 H28.3.22 H28.4.14 峡南建設事15-0219主要地方道南アルプス公
園線外区画線設置工事（名許）外9本に係る金
入り設計書

峡南建設事15-0219主要地方道南アルプス公園線外区画
線設置工事（名許）外9本に係る実施設計書

一部開示 1 峡南建設事務所

856 H28.3.22 H28.4.21 富東建設事15-0345主要地方道上野原あきる
野線外災害復旧工事（Ｈ27災第13号外）（名
許）外7本に係る金入り設計書

富東建設事15-0345主要地方道上野原あきる野線外災害
復旧工事（H27災第13号外）（名許）外7本に係る実施設計
書

一部開示 1 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

857 H28.3.22 H28.3.24 富東建設事15-0345主要地方道上野原あきる
野線外災害復旧工事（Ｈ27災第13号外）（名
許）外8本に係る金入り設計書

富東建設事15-0345主要地方道上野原あきる野線外災害
復旧工事（H27災第13号外）（名許）外8本に係る実施設計
書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

858 H28.3.22 H28.3.30 峡東農務事15-0076玉宮地区幹線道路附帯工
事に係る金入り設計書

峡東農務事15-0076玉宮地区幹線道路附帯工事に係る実
施設計書

一部開示 1 農政 峡東農務事務所

859 H28.3.22 H28.3.29 中北林環事15-0196林道南アルプス線（シレイ
沢工区）改良工事（名許）外3本に係る金入り設
計書

中北林環事15-0196林道南アルプス線（シレイ沢工区）改
良工事（名許）外3本に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 中北林務環境事務所

860 H28.3.22 H28.3.29 峡東林環事15-0177林道京戸岩崎山線改良工
事（名許）に係る金入り設計書

峡東林環事15-0177林道京戸岩崎山線改良工事（名許）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

861 H28.3.22 H28.3.30 峡南林環事15-0135林道足馴峠線（五開北工
区）開設工事（名許）外3本に係る金入り設計書

峡南林環事15-0135林道足馴峠線（五開北工区）開設工事
（名許）外3本に係る実施設計書

一部開示 1 森林環境 峡南林務環境事務所

862 H28.3.22 H28.3.28 富東林環事15-0177葛野地区治山工事（名許）
に係る金入り設計書

富東林環事15-0177葛野地区治山工事（名許）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

863 H28.3.23 H28.3.24 平成23年度関連会社等報告書他 平成23年度関連会社等報告書他 全部開示 議会 議会事務局

864 H28.3.23 H28.4.4 百瀬コレクションに関する山梨大学がジュエ
リーミュージアムに委託した契約書

物品貸借契約に関する覚書 全部開示 産業労働 宝石美術専門学校

865 H28.3.24 H28.4.6 道路整備課14-0022（主）韮崎南アルプス中央
線浅原橋撤去工事（一部債務）に係る金入り設
計書

道路整備課14-0022（主）韮崎南アルプス中央線浅原橋撤
去工事（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

866 H28.3.24 H28.4.5 中北建設事15-0326塩川河川災害復旧工事
（Ｈ27災第18号）（名許）に係る金入り設計書

中北建設事15-0326塩川河川災害復旧工事（H27災第18
号）（名許）に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所
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867 H28.3.24 H28.3.31 スポーツ健15-0001韮崎射撃場A-1工区汚染
土壌除去工事（名許）に係る金入り設計書

スポーツ健15-0001韮崎射撃場A-1工区汚染土壌除去工
事（名許）に係る実施設計書

一部開示 1 教委 スポーツ健康課

868 H28.3.24 H28.3.29 富東建設事15-0394主要地方道上野原丹波山線詳細設計
業務委託（明許）に係る指名競争入札を行った根拠として地
方自治法施行令第167条第1項第1号～3号のうち、何号を
適用したのか判る資料及び適用した理由が判る資料他

富東建設事15-0394主要地方道上野原丹波山線詳細設計
業務委託（明許）に係る工事執行並びに支出負担行為伺
いのうち、帳票部分他

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

869 H28.3.28 - 有限会社○○に関する許可年月日とその前の
許可申請書

取下げ 県土整備 建設業対策室

870 H28.3.28 H28.3.29 宗教法人○○寺規則 宗教法人○○寺規則 一部開示 1 1 総務 私学文書課

871 H28.3.29 H28.4.11 中北農務15-0068小笠原地区鳥獣害防止柵設
置（その2）工事外5件に係る金入り設計書

中北農務15-0068小笠原地区鳥獣害防止柵設置（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

872 H28.3.29 H28.3.30 中北林環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 森林環境 中北林務環境事務所

873 H28.3.30 H28.3.31 別紙医療法人の決算届け 次の医療法人に係る事業報告書他 一部開示 1 1 福祉保健 医務課
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