
平成28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 H28.4.4 H28.4.19 昭和○年○月○日届出の河川法第88条ほかの
届出に関する一切の書面

昭和○年○月○日届出の河川法第88条ほかに基づく届出
書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

2 H28.4.6 H28.4.21 中北農務事15-0075帯那棚田の里地区用排水
路2号工事に係る行政文書一切（中北農務第
4498号H28.2.8付け決定の文書以外）

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

3 H28.4.6 H28.4.20 中北建設事15-0190国道141号道路改良工事
及び中北建設事15-0208国道141号道路改良
工事に係る行政文書一切（中北建第15163号-
1H27.12.22付け決定の文書以外）

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 中北建設事務所峡北
支所

4 H28.4.7 H28.4.15 平成28年3月6日から平成28年4月5日までに受
理した病院・診療所等の廃止届けの写し等

中北保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成27
年3月6日から平成28年4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

5 H28.4.7 H28.4.14 平成28年3月6日から平成28年4月6日までに受
理した病院・診療所等の廃止届けの写し等

中北保健所峡北支所管内における病院廃止届け等。ただ
し、平成27年3月6日から平成28年4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

6 H28.4.7 H28.4.12 平成28年3月6日から平成28年4月7日までに受
理した病院・診療所等の廃止届けの写し等

峡東保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成27
年3月6日から平成28年4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

7 H28.4.7 H28.4.19 平成28年3月6日から平成28年4月8日までに受
理した病院・診療所等の廃止届けの写し等

峡南保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成27
年3月6日から平成28年4月5日までのもの。

一部開示 1 1 1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

8 H28.4.7 H28.4.13 平成28年3月6日から平成28年4月9日までに受
理した病院・診療所等の廃止届けの写し等

富士東部保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平
成27年3月6日から平成28年4月5日までのもの。

一部開示 1 1 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

9 H28.4.7 H28.4.19 平成28年3月6日から平成28年4月5日までに受
理した医薬品販売業の廃止届けの写し等

平成28年3月6日から平成28年4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)のうち業種等

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 衛生薬務課

10 H28.4.7 H28.4.20 峡南建設事15-259主要地方道富士川身延線
万沢地内災害防除工事（明許）等2件に係る金
入り設計書

峡南建設事15-259主要地方道富士川身延線万沢地内災
害防除工事（明許）等2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

11 H28.4.8 - 橋脚の諸元（位置図）等 取下げ 県土整備 中北建設事務所

12 H28.4.8 - 橋脚の諸元（位置図）等 取下げ 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所

13 H28.4.8 H28.4.21 身延町下山字荒町地先における土壌汚染対策
法第4条に基づく「一定の規模以上の土地の形
質の変更届出書」（国土交通省提出）

平成28年1月7日付け「一定の規模以上の土地の形質の変
更届出書」

一部開示 1 森林環境 大気水質保全課

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

1 / 17 ページ



平成28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

14 H28.4.8 H28.4.22 2016年1月1日～4月8日の間に経済産業省（外
局を含む、また、等省庁との連名を含む）から都
道府県知事に出された通知の書面全て

2016年1月1日～4月8日の間に経済産業省（外局を含む、ま
た、等省庁との連名を含む）から都道府県知事に出された
通知の書面全て

不存在に
よる不開
示

1 総合政策 政策企画課

15 H28.4.8 H28.4.22 2016年1月1日～4月8日の間に経済産業省（外
局を含む、また、等省庁との連名を含む）から都
道府県知事に出された通知の書面全て

経済産業省動態統計調査等の調査対象に対する感謝状の
交付要領の一部を改正する要領等

全部開示 県民生活 統計調査課

16 H28.4.8 H28.4.14 2016年1月1日～4月8日の間に経済産業省（外
局を含む、また、等省庁との連名を含む）から都
道府県知事に出された通知の書面全て

2016年1月1日～4月8日の間に経済産業省（外局を含む、ま
た、等省庁との連名を含む）から山梨県知事に出された通
知

不存在に
よる不開
示

1 リニア リニア推進課

17 H28.4.8 H28.4.22 2016年1月1日～4月8日の間に経済産業省（外
局を含む、また、等省庁との連名を含む）から都
道府県知事に出された通知の書面全て

2016年1月1日～4月8日の間に経済産業省（外局を含む、ま
た、等省庁との連名を含む）から都道府県知事に出された
通知の書面全て

全部開示 総務 市町村課

18 H28.4.8 H27.4.18 2016年1月1日～4月8日の間に経済産業省（外
局を含む、また、等省庁との連名を含む）から都
道府県知事に出された通知の書面全て

2016年1月1日～4月8日の間に経済産業省（外局を含む、ま
た、等省庁との連名を含む）から都道府県知事に出された
通知の書面全て

全部開示 防災 防災危機管理課

19 H28.4.8 H28.4.18 2016年1月1日～4月8日の間に経済産業省（外
局を含む、また、等省庁との連名を含む）から都
道府県知事に出された通知の書面全て

2016年1月1日～4月8日の間に経済産業省（外局を含む、ま
た、等省庁との連名を含む）から都道府県知事に出された
通知の書面全て

全部開示 福祉保健 福祉保健総務課

20 H28.4.8 H28.4.18 2016年1月1日～4月8日の間に経済産業省（外
局を含む、また、等省庁との連名を含む）から都
道府県知事に出された通知の書面全て

2016年1月1日～4月8日の間に経済産業省（外局を含む、ま
た、等省庁との連名を含む）から都道府県知事に出された
通知の書面全て

不存在に
よる不開
示

1 森林環境 森林環境総務課

21 H28.4.8 H28.4.25 2016年1月1日～4月8日の間に経済産業省（外
局を含む、また、等省庁との連名を含む）から都
道府県知事に出された通知の書面全て

廃止前の小規模企業者等設備導入資金助成法第3条第1項
の規定に基づく国の貸付金の額の確認について等

全部開示 ｴﾈﾙｷﾞｰ局 エネルギー政策課

22 H28.4.8 H28.4.20 2016年1月1日～4月8日の間に経済産業省（外
局を含む、また、等省庁との連名を含む）から都
道府県知事に出された通知の書面全て

2016年1月1日～4月8日の間に経済産業省（外局を含む、ま
た、等省庁との連名を含む）から都道府県知事に出された
通知の書面全て

全部開示 産業労働 産業政策課

23 H28.4.8 H28.4.15 2016年1月1日～4月8日の間に経済産業省（外
局を含む、また、等省庁との連名を含む）から都
道府県知事に出された通知の書面全て

2016年1月1日～4月8日の間に経済産業省（外局を含む、ま
た、等省庁との連名を含む）から都道府県知事に出された
通知の書面全て

不存在に
よる不開
示

1 観光 観光企画課

24 H28.4.8 H28.4.20 2016年1月1日～4月8日の間に経済産業省（外
局を含む、また、等省庁との連名を含む）から都
道府県知事に出された通知の書面全て

2016年1月1日～4月8日の間に経済産業省（外局を含む、ま
た、等省庁との連名を含む）から都道府県知事に出された
通知の書面全て

不存在に
よる不開
示

1 農政 農政総務課

25 H28.4.8 H28.4.13 2016年1月1日～4月8日の間に経済産業省（外
局を含む、また、等省庁との連名を含む）から都
道府県知事に出された通知の書面全て

2016年1月1日～4月8日の間に経済産業省（外局を含む、ま
た、等省庁との連名を含む）から都道府県知事に出された
通知の書面全て

不存在に
よる不開
示

1 県土整備 県土整備総務課

26 H28.4.8 H28.4.21 2016年1月1日～4月8日の間に経済産業省（外
局を含む、また、等省庁との連名を含む）から都
道府県知事に出された通知の書面全て

経済産業省、資源エネルギー庁及び中小企業国民保護計
画の変更について

不存在に
よる不開
示

1 出納 会計課
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27 H28.4.8 H28.4.14 大規模小売店舗立地法届出のうち、周辺見取
図（1:2000程度）および建物配置図（1:500程度）
の白黒コピー

大規模小売店舗新設届出書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

28 H28.4.12 H28.4.18 富東林環事-16-0005林道細野鹿留線外維持
修繕業務委託に係る金入り設計書

富東林環事-16-0005林道細野鹿留線外維持修繕業務委
託に係る金入り設計書

一部開示 1 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

29 H28.4.13 H28.4.22 添付リストの告示区間に関する平面図及び位
置図

添付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

30 H28.4.13 H28.4.22 道路管理課15-0021主要地方道市川三郷線災
害防除工事(明許）にかかる金入り設計書

道路管理課15-0021主要地方道市川三郷線災害防除工事
(明許）にかかる実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路管理課

31 H28.4.13 H28.4.25 峡南建設15-0253主要地方道市川三郷車田4
工区災害防除工事(明許）にかかる金入り設計
書

峡南建設15-0253主要地方道市川三郷車田4工区災害防
除工事(明許）にかかる実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 峡南建設事務所

32 H28.4.13 H28.4.25 峡南建設15-0254主要地方道市川三郷高萩地
内災害防除工事(明許）にかかる金入り設計書

峡南建設15-0254主要地方道市川三郷高萩地内災害防除
工事(明許）にかかる実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

33 H28.4.13 H28.4.25 峡南建設15-0258一般県道栃代常葉線杉山1
工区災害防除工事(明許）にかかる金入り設計
書

峡南建設15-0258一般県道栃代常葉線杉山1工区災害防
除工事(明許）にかかる実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

34 H28.4.13 H28.4.25 峡南建設15-0263国道300号常葉線2工区災害
防除工事(明許）にかかる金入り設計書

峡南建設15-0263国道300号常葉線2工区災害防除工事(明
許）にかかる実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

35 H28.4.13 H28.4.25 峡南建設15-0264国道300号常葉線3工区災害
防除工事(明許）にかかる金入り設計書

峡南建設15-0264国道300号常葉線3工区災害防除工事(明
許）にかかる実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

36 H28.4.13 - 峡東建設事務所発注の一般国道411号電線共
同溝工事（一部債務）（甲州市勝沼町等々力地
内）の契約より現在までの文書一切

取下げ 県土整備 峡東建設事務所

37 H28.4.15 H28.4.22 営繕課15-0114南部警察署倉庫建設工事外1
件に係る金入り設計書

営繕課15-0114南部警察署倉庫建設工事外1件に係る実施
設計書

一部開示 1 1 県土整備 営繕課

38 H28.4.15 - 2016年4月建築工事一次単価(新営）外5件 取下げ 県土整備 営繕課

39 H28.4.15 H28.4.28 (主）北杜八ヶ岳公園線舗装工事(明許）に係る
金入り設計書

(主）北杜八ヶ岳公園線舗装工事(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
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40 H28.4.18 H28.4.28 峡東農務事15-0083一宮南部地区農道5号測
量設計用地調査業務委託（名許）にかかる指名
競争入札の根拠として自治法施行令167条1項
第1号～3号のうち、何号を適用したのかわかる
資料及び適用理由、山梨県内業者を対象とした
建設工事に係る業務委託一般競争入札実施要
領を適用しなかった理由がわかる資料、絞込過
程説明資料、請求者の経営する者が指名選定
されなかった理由、過程がわかる資料

峡東農務事15-0083一宮南部地区農道5号測量設計用地
調査業務委託（名許）にかかる『工事執行並びに支出負担
行為伺い』のうち帳票部分等

一部開示 1 農政 峡東農務事務所

41 H28.4.18 H28.4.28 峡東農務事15-0086一宮南部地区農道13号
（第1工区）測量設計用地調査業務委託（名許）
にかかる自治法施行令167条1項第1号～3号の
うち、何号を適用したのかわかる資料及び適用
理由、山梨県内業者を対象とした建設工事に係
る業務委託一般競争入札実施要領を適用しな
かった理由がわかる資料、絞込過程説明資料、
請求者の経営する者が指名選定されなかった
理由、過程がわかる資料

峡東農務事15-0086一宮南部地区農道13号（第1工区）測
量設計用地調査業務委託（明許）にかかる『工事執行並び
に支出負担行為伺い』のうち帳票部分等

一部開示 1 農政 峡東農務事務所

42 H28.4.18 H28.4.21 道路整備課15-0026一般県道割子切石線(仮
称）中富橋下田原17工区橋梁上部工製作工事
(一部債務)外1件に係る金入り設計書

道路整備課15-0026一般県道割子切石線(仮称）中富橋下
田原17工区橋梁上部工製作工事(一部債務)外1件に係る実
施設計書

全部開示 県土整備 道路整備課

43 H28.4.20 － 産業政策課発注休廃止鉱山対策事業抗廃水処
理及び施設維持管理業務委託の一般競争入札
の結果

取下げ 産業労働 産業政策課

44 H28.4.20 H28.5.6 山梨県職員懲戒処分一覧、人事管理上の処分
一覧、事件・事故、交通事故等一覧（平成27年4
月1日から平成28年3月31日までのもの）

山梨県職員懲戒処分一覧、人事管理上の処分一覧、（平成
27年4月1日から平成28年3月31日までのもの）

一部開示 1 総務 人事課

45 H28.4.20 H28.5.6 山梨県教育庁職員懲戒処分一覧、人事管理上
の処分一覧、事件・事故、交通事故等一覧（平
成27年4月1日から平成28年3月31日までのも
の）

懲戒処分一覧等 一部開示 1 教委 教育庁総務課

46 H28.4.21 H28.5.2 山梨県内の薬局・保険薬局及び店舗販売業一
覧のうち、名称、住所等

平成28年4月22日現在で許可を取得している山梨県内の薬
局・店舗販売業・旧薬種商販売業及び卸売販売業許可一覧
（電磁的記録）のうち、店舗名称、所在地等

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

47 H28.4.25 H28.5.2 中北建設事15-0438一般国道358号災害防除
工事（その2）(明許）に係る金入り設計書

中北建設事15-0438一般国道358号災害防除工事（その2）
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

48 H28.4.25 H28.5.10 中北建設事15-0385(一)駒ヶ岳公園線道路改良
工事(明許）外4件に係る金入り設計書

中北建設事15-0385(一)駒ヶ岳公園線道路改良工事(明許）
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

49 H28.4.25 H28.5.6 道路管理課15-0018国道141号道路工事(1工
区)(明許）にかかる金入り設計書

道路管理課15-0018国道141号道路工事(1工区)(明許）にか
かる実施設計書

全部開示 県土整備 道路管理課

4 / 17 ページ



平成28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

50 H28.4.25 H28.4.28 産業廃棄物のPCB届出リスト 平成27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

51 H28.4.25 H28.5.10 ○○整骨医院の連絡先 施術所開設届 一部開示 1 1 1 福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

52 H28.4.25 H28.5.9 平成27年度国道139号災害復旧工事(H27災第9
号)(名許)に係る金入り設計書

平成27年度国道139号災害復旧工事(H27災第9号)(名許)に
係る実施設計書

全部開示 県土整備 富士・東部建設事務
所

53 H28.4.26 H28.5.9 山梨県立図書館設計図書 営繕-10-0050山梨県立図書館建設工事(継続)に係る設計
図面

全部開示 県土整備 営繕課

54 H28.4.27 H28.5.6 平成28年4月実施設計単価表 平成28年実施設計単価表（平成28年4月)(電磁的記録) 一部開示 1 1 県土整備 技術管理課

55 H28.4.26 H28.5.11 ①平成27年度中に山梨県において新規に開設
届を提出された飼育動物診療施設一覧（開設
年月日・施設名・施設住所・開設者氏名・施設
電話番号・施設ＦＡＸ番号）
②平成27年度中に廃止届を提出された飼育動
物診療施設一覧（施設名のみ）

平成27年度動物診療施設一覧（電磁的記録）のうち、山梨
県内で新規に開設届けを提出した施設に係る開設年月日・
施設名等

一部開示 1 農政 畜産課

56 H28.4.27 H28.5.10 峡東農務事15-0079黒駒西地区農道6・12号付
帯工事（明許）外4件に係る金入り設計書

峡東農務事15-0079黒駒西地区農道6・12号付帯工事（明
許）外4件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

57 H28.4.27 H28.5.12 富東農務事15-0068桂川西部地区畑倉工区土
砂崩落防止施設工事（明許）、富東農務事15-
0069鳴沢地区防火水槽設置その2工事（明許）
の金入り設計書

富東農務事15-0068桂川西部地区畑倉工区土砂崩落防止
施設工事（明許）、富東農務事15-0069鳴沢地区防火水槽
設置その2工事（明許）の実施設計書

一部開示 1 1 農政 富士・東部農務事務
所

58 H28.4.27 H28.5.12 中北農務事15-0109大武川地区大武川第2工
区舗装工事（明許）の金入り設計書

中北農務事15-0109大武川地区大武川第2工区舗装工事
（明許）の実施設計書

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所

59 H28.4.27 H28.5.9 峡南農務事15-0075南部地区中野工区鳥獣害
防止柵設置工事（明許）の金入り設計書

峡南農務事15-0075南部地区中野工区鳥獣害防止柵設置
工事（明許）の実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡南農務事務所

60 H28.4.27 H28.5.12 峡東林環事15-0182林業専用道砥山1号支線
（南工区）開設工事（明許）外8件に係る金入り
設計書

峡東林環事15-0182林業専用道砥山1号支線（南工区）開
設工事（明許）外8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

61 H28.4.27 H28.5.11 中北林環事15-0200清里の森森の音楽堂舞台
照明設備更新工事（明許）外11件に係る金入り
設計書

中北林環事15-0200清里の森森の音楽堂舞台照明設備更
新工事（明許）外11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
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62 H28.4.27 H28.5.10 峡南林環事15-0139林業専用道足馴峠1号支
線開設工事（明許）外5件に係る金入り設計書

峡南林環事15-0139林業専用道足馴峠1号支線開設工事
（明許）外5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

63 H28.4.27 H28.5.10 富東林環事15-0182菅指沢治山工事（明許）外
2件に係る金入り設計書

富東林環事15-0182菅指沢治山工事（明許）外2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

64 H28.4.27 H28.5.17 峡南建設事15-0243主要地方道南アルプス公
園線湯川橋先災害防除工事（明許）外16件に係
る金入り設計書

峡南建設事15-0243主要地方道南アルプス公園線湯川橋
先災害防除工事（明許）外16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

65 H28.4.27 H28.5.25 中北建設事15-0391(主)甲府山梨線道路工事
（明許）外11件に係る金入り設計書

中北建設事15-0391(主)甲府山梨線道路工事（明許）外11
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

66 H28.4.27 H28.5.26 中北建設事15-0408（一）敷島竜王線道路防災
工事（明許）外10件に係る金入り設計書

中北建設事15-0408（一）敷島竜王線道路防災工事（明許）
外10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

67 H28.4.27 H28.5.19 富東建設事15-0342一般国道413号災害防除
工事（明許）外19件に係る金入り設計書

富東建設事15-0342一般国道413号災害防除工事（明許）
外19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

68 H28.4.27 H28.5.23 富東建設事15-0342一般国道413号災害防除
工事（明許）外12件に係る金入り設計書

富東建設事15-0342一般国道413号災害防除工事（明許）
外12件に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

69 H28.4.27 H28.5.11 営繕課15-0165富士山世界遺産センター（仮
称）建設植栽工事外15件に係る金入り設計書

営繕課15-0165富士山世界遺産センター（仮称）建設植栽
工事外15件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

70 H28.4.27 H28.5.25 峡東建設事15-0182道平急傾斜地崩壊防止工
事（明許）外19件に係る金入り設計書

峡東建設事15-0182道平急傾斜地崩壊防止工事（明許）外
19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

71 H28.4.27 H28.5.10 道路管理課15-0018国道141号道路工事(1工
区)(明許）外2件に係る金入り設計書

道路管理課15-0018国道141号道路工事(1工区)(明許）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

72 H28.4.27 H28.5.6 荒川ダム管15-0014荒川ダム給水ポンプ取替
工事（明許）外1件の金入り設計書

荒川ダム管15-0014荒川ダム給水ポンプ取替工事（明許）
外1件の実施設計書

全部開示 県土整備 荒川ダム管理事務所

73 H28.4.27 H28.5.10 道路整備課15-0026一般県道割子切石線(仮
称）中富橋下田原17工区橋梁上部工製作工事
(一部債務)外5件に係る金入り設計書

道路整備課15-0026一般県道割子切石線(仮称）中富橋下
田原17工区橋梁上部工製作工事(一部債務)外5件に係る実
施設計書

一部開示 1 1 県土整備 道路整備課

74 H28.4.27 H28.5.12 流域下水道15-0031桂川流域下水道桂川2号
幹線管きょ更生工事（明許）外1件の金入り設計
書

流域下水道15-0031桂川流域下水道桂川2号幹線管きょ更
生工事（明許）外1件の実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 流域下水道事務所
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75 H28.4.27 H28.5.11 新環状建設15-0050国道140号（西関東道路）
荒神山トンネル舗装工事（一部債務）の金入り
設計書

新環状建設15-0050国道140号（西関東道路）荒神山トンネ
ル舗装工事（一部債務）の実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所

76 H28.4.28 - 山梨県下において、2015年4月1日から2016年4
月25日までの間に新規営業許可を受けた飲食
業者の一覧のうち店舗名等

取下げ 福祉保健 衛生薬務課

77 H28.4.28 H28.5.11 山梨県下において、2015年4月1日から2016年4
月25日までの間に新規営業許可を受けた理美
容業者の一覧のうち店舗名等

理容所開設届施設一覧表(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、理容所及び美容所に係
る施設名称等

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

78 H28.4.28 H28.5.13 山梨県下において、2015年4月1日から2016年4
月25日までの間に新規営業許可を受けた施術
業者の一覧のうち店舗名等

中北保健福祉事務所施術所一覧(電磁的記録)のうち、平成
27年4月1日から平成28年4月25日の間に開設の届出が
あった施術書の店舗名、代表者名等

一部開示 1 福祉保健 中北保健福祉事務所

79 H28.4.28 H28.5.13 山梨県下において、2015年4月1日から2016年4
月25日までの間に新規営業許可を受けた施術
業者の一覧のうち店舗名等

中北保健福祉事務所峡北支所施術所一覧(電磁的記録)の
うち、平成27年4月1日から平成28年4月25日の間に開設の
届出があった施術書の店舗名、代表者名等

一部開示 1 福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

80 H28.4.28 H28.5.10 山梨県下において、2015年4月1日から2016年4
月25日までの間に新規営業許可を受けた施術
業者の一覧のうち店舗名等

峡東保健所管内に係る新規開設届けのあった施術所(電磁
的記録)のうち、施術所名称、代表者名等ただし、いずれも
平成27年4月1日から平成28年4月25日までのもの

一部開示 1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

81 H28.4.28 H28.5.12 山梨県下において、2015年4月1日から2016年4
月25日までの間に新規営業許可を受けた施術
業者の一覧のうち店舗名等

峡南保健福祉事務所施術所一覧(電磁的記録)のうち、平成
27年4月1日から平成28年4月25日の間に開設の届出が
あった施術書の店舗名、代表者名等

一部開示 1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

82 H28.4.28 H28.5.13 山梨県下において、2015年4月1日から2016年4
月25日までの間に新規営業許可を受けた施術
業者の一覧のうち店舗名等

富士・東部保健福祉事務所施術所一覧(電磁的記録)のう
ち、平成27年4月1日から平成28年4月26日の間に開設の届
出があった施術書の店舗名、代表者名等

一部開示 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

83 H28.4.28 H28.5.10 山梨県煤煙発生施設一覧 山梨県内の大気汚染防止法に基づく煤煙発生施設一覧(電
磁的記録）のうち、事業場名等

一部開示 1 森林環境 大気水質保全課

84 H28.5.2 - 峡東建設事務所が北都留郡で行った国道411
号橋梁工事における工程写真

取下げ 県土整備 峡東建設事務所

85 H28.5.2 H28.5.16 知事の公用車の1年分の運行記録 自動車使用簿(知事車）(平成27年度分) 全部開示 総合政策 秘書課

86 H28.5.2 H28.5.9 新土木積算システムにおける施工単価条件一
覧表

山梨県県土整備部新土木積算システムにおける施工単価
条件一覧表

全部開示 県土整備 技術管理課

87 H28.5.6 H28.5.18 平成28年4月6日から平成28年5月5日までに受
理した医薬品販売業の廃止届けの写し等

平成28年4月6日から平成28年5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、業種等

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課
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88 H28.5.6 H28.5.16 平成28年4月6日から平成28年5月5日までに受
理した病院・診療所等の廃止届けの写し等

中北保健所管内（峡北支所管内を除く）における病院廃止
届け等。ただし、平成28年4月6日から平成28年5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

89 H28.5.6 H28.5.18 平成28年4月6日から平成28年5月5日までに受
理した病院・診療所等の廃止届けの写し等

中北保健所峡北支所管内における病院廃止届け等。ただ
し、平成28年4月6日から平成28年5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

90 H28.5.6 H28.5.10 平成28年4月6日から平成28年5月5日までに受
理した病院・診療所等の廃止届けの写し等

峡東保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成28
年4月6日から平成28年5月5日までのもの。

一部開示 1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

91 H27.5.6 H28.5.12 平成28年4月6日から平成28年5月5日までに受
理した病院・診療所等の廃止届けの写し等

峡南保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成28
年4月6日から平成28年5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

92 H28.5.6 H28.5.13 平成28年4月6日から平成28年5月5日までに受
理した病院・診療所等の廃止届けの写し等

富士・東部保健所管内における病院廃止届け等。ただし、
平成28年4月6日から平成28年5月6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

93 H28.5.9 H28.5.16 クリプトポリジウム等対策状況調査（平成27年3
月末時点）

クリプトポリジウム等対策状況調査（平成27年3月末時点） 全部開示 福祉保健 衛生薬務課

94 H28.5.9 H28.5.13 中北建設15-0059釜無川河川砂防維持管理業
務委託に係る金入り設計書

中北建設15-0059釜無川河川砂防維持管理業務委託に係
る実施計書

一部開示 1 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

95 H28.5.9 H28.5.11 営繕課15-0128都留興譲館高校第二期建設電
気設備工事に係る金入り設計書

営繕課15-0128都留興譲館高校第二期建設電気設備工事
に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

96 H28.5.9 H28.5.11 峡南建設15-0202雨畑川河川災害復旧工事
（明許）にかかる金入り設計書

峡南建設15-0202雨畑川河川災害復旧工事（明許）にかか
る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

97 H28.5.9 H28.5.13 道路管理課15-0021主要地方道笛吹市川三郷
線災害防除工事(明許）にかかる金入り設計書

道路管理課15-0021主要地方道笛吹市川三郷線災害防除
工事(明許）にかかる実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路管理課

98 H28.5.6 - 富士吉田西桂線（上暮地Ⅰ区）平面図 取下げ 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

99 H28.5.9 H28.5.23 山梨県内の病院、診療所等施設名称等 病院一覧（電磁的記録）等 全部開示 福祉保健 医務課

100 H28.5.9 H28.5.24 山梨県内の薬局等施設名称等 平成28年5月10日時点の薬局許可一覧等のうち、「業種」、
「許可番号」、「施設名称」、「施設所在地」、「施設電話番
号」等

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課
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平成28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

101 H28.5.10 H28.5.24 大規模小売店舗立地法届出のうち、周辺見取
図（1:2000程度）および建物配置図（1:500程度）
等

大規模小売店舗立地法届出のうち、概要部分、広域見取図
等

全部開示 産業労働 商業振興金融課

102 H28.5.11 H28.5.24 峡東建設事15-0075戸倉川用地測量業務委託
にかかる談合情報対応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」等

峡東建設事15-0075戸倉川用地測量業務委託にかかる談
合情報対応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」等

存否応答
拒否

1 県土整備 県土整備総務課

103 H28.5.11 H28.5.20 道路管理課15-0014(主)北杜八ヶ岳公園線白樺
橋橋梁耐震補強工事（一部債務）に係る金入り
設計書

道路管理課-15-0014北杜八ヶ岳公園線白樺橋橋梁耐震補
強工事（一部債務）に係る実施設計書（図面を除く）

全部開示 県土整備 道路管理課

104 H28.5.13 H28.5.27 ○○店大規模小売店舗立地法届出書、
○○○○○大規模小売店舗立地法届出書

○○店及び○○○○○に係る大規模小売店舗立地法届出
書のうち、概要部分、見取り図等

全部開示 産業労働 商業振興金融課

105 H28.5.13 - 県内全ての産業廃棄物安定型最終処分場の、
個別の名称、代表者、等

取下げ 森林環境 環境整備課

106 H28.5.16 H28.5.24 PCB汚染物保管届出リスト 平成27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

107 H28.5.16 H28.5.24 PCB廃棄物保管及び処分場届出書の集計表等 平成27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

108 H28.5.17 H28.6.1 中北建設事15-303舞鶴城公園サイン施設改修
工事等契約より現在までの文書一切

竣工書類等 一部開示 1 1 1 県土整備 中北建設事務所

109 H28.5.18 H28.5.27 富東建設事15-365一般県道富士吉田西桂線
外設計業務委託（明許）に関して指名競争入札
の根拠として自治法施行令167条1項第1号～3
号のうち、何号を適用したのかわかる資料及び
適用理由、指名人選定理由書において指名業
者を絞り込んだ過程のわかる資料

富東建設事15-365一般県道富士吉田西桂線外設計業務
委託（明許）にかかる『工事執行並びに支出負担行為伺い』
のうち帳票部分等

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所　吉田支所

110 H28.5.18 H28.5.27 富東建設事15-394主要地方道上野原丹波山
線詳細設計業務委託（明許）に関して指名競争
入札の根拠として自治法施行令167条1項第1号
～3号のうち、何号を適用したのかわかる資料
及び適用理由、指名人選定理由書において指
名業者を絞り込んだ過程のわかる資料

富東建設事15-394主要地方道上野原丹波山線詳細設計
業務委託（明許）にかかる『工事執行並びに支出負担行為
伺い』のうち帳票部分等

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

111 H28.5.18 - 知事の県知事就任後の政治資金収支報告書に
関する一切

取下げ 選管 選挙管理員会
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平成28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

112 H28.5.19 H28.6.15 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
林務環境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参加者及び契約
業者の記載されている部分

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年度における中北林務環境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参加者及び契約業
者の記載されている部分等

全部開示 森林環境 中北林務環境事務所

113 H28.5.19 H28.6.16 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
林務環境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参加者及び契約
業者の記載されている部分

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年度における峡南林務環境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参加者及び契約業
者の記載されている部分等

全部開示 森林環境 峡南林務環境事務所

114 H28.5.20 H28.6.20 中北林環事15-0015林道南アルプス線橋梁補
修詳細設計業務委託
①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～第3号のうち、第
何号を適用したのかが判る資料及び適用した
理由が判る資料
②山梨県建設工事等指名選定要領第3条に基
づいて、『指名人選定理由書』の『上記工種およ
び格付に該当する資格を有する業者数は、307
社であるところ、次の条件により業者を選定する
と6社となる。』という307社から6社に指名業者
を絞込んだ過程が判る資料
③管理技術者及び照査技術者及び担当技術者
など技術者が判る資料
④再委託が判る資料
⑤設計数量表及び根拠図、実施数量及び根拠
図が判る資料

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～第3号のうち、第何号を適用したのかが判
る資料等

一部開示 1 1 1 森林環境 中北林務環境事務所

115 H28.5.20 H28.6.20 中北林環事15-0015林道南アルプス線橋梁補
修詳細設計業務委託契約書類一式

中北林環事15-0015林道南アルプス線橋梁補修詳細設計
業務委託設計書(当初）

一部開示 1 森林環境 中北林務環境事務所

116 H28.5.20 H28.6.20 中北林環事15-0015林道南アルプス線橋梁補
修詳細設計業務委託成果品一式

平成27年度山村地域活性化林相整備事業林道南アルプス
線橋梁補修詳細設計業務委託南アルプス市芦安芦倉地内
報告書のうち業務内容

一部開示 森林環境 中北林務環境事務所

117 H28.5.23 H28.6.3 平成○○年○月○日付け指令で○○に許可し
た申請書の写し等

平成○○年○月○日付け許可指令書 全部開示 1 1 1 県土整備 峡南建設事務所

118 H28.5.20 H28.6.1 富士スバルライン気象観測地点等の観測デー
タ

富士スバルライン気象観測地点等観測データ(平成28年4月
1日～28年5月19日）

全部開示 道路公社 道路公社

119 H28.5.20 H28.6.2 企・総務課14-0018企業局本庁舎改良工事外1
件に係る金入り設計書

企・総務課-14-0018企業局本庁舎改良工事外1件に係る実
施設計書

一部開示 1 公営企業 企業局総務課

120 H28.5.20 H28.5.31 早川発管理15-0005奈良田第一発電所外空調
設備取替工事に係る金入り設計書

早川発管理-15-0005奈良田第一発電所外空調設備取替
工事に係る実施設計書

全部開示 公営企業 早川水系発電管理事
務所
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平成28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

121 H28.5.20 H28.5.27 営繕課15-0075富士北麓公園体育館給湯設備
改修工事外1件に係る金入り設計書

営繕課-15-0075富士北麓公園体育館給湯設備改修工事
外1件に係る実施設計書

一部開示 1 公営企業 営繕課

122 H28.5.23 H28.6.7 「平成27年度高等学校各教科等担当指導主事
連絡協議会〔各学科に共通する教科等〕に係る
協議題及び持参資料の連絡について」に関する
調査の回答一式

「平成27年度高等学校各教科等担当指導主事連絡協議会
に係る持参資料

全部開示 教委 高校教育課

123 H28.5.24 H28.6.6 やまなし農業ルネサンス総合支援事業費補助
金に係る対象事業一覧（平成25年度から28年
度）

平成25年度～26年度やまなし農業ルネサンス総合支援事
業実施一覧

一部開示 1 農政 農村振興課

124 H28.5.25 H28.6.9 平成27年度○○農業協同組合○○地区統合共
選場選果共選機導入に係る事業説明書等

平成27年度やまなし果樹産地施設整備事業実施計画書等 一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

125 H28.5.25 - 平成15年度○○農業協同組合○○地区統合共
選場選果共選機導入に係る農業生産総合対策
条件整備事業での指名競争入札参加者及び落
札価格

取下げ 農政 峡東農務事務所

126 H28.5.25 - 平成16年度○○農業協同組合○○地区統合共
選場選果共選機導入に係るブランドニッポン農
産物供給体制確立事業での指名競争入札参加
者及び落札価格

取下げ 農政 峡東農務事務所

127 H28.5.25 H28.6.9 平成19年度○○農業協同組合○○地区統合共
選場選果共選機導入に係る次代へつなぐ果樹
産地再編整備事業での指名競争入札参加者及
び落札価格

平成19年度強い農業づくり交付金事業における入札結果に
ついて(報告)

一部開示 農政 峡東農務事務所

128 H28.5.25 H28.6.9 平成20年度(有)○○選果共選機導入に係る経
営構造対策事業での指名競争入札参加者及び
落札価格

平成20年度強い農業づくり交付金事業における入札結果の
(報告

一部開示 1 農政 峡東農務事務所

129 H28.5.25 H28.6.9 平成21年度○○農業組合選果共選機導入に係
る経営構造対策事業での指名競争入札参加者
及び落札価格

平成21年度強い農業づくり交付金事業における入札結果報
告

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

130 H28.5.25 H28.6.9 平成27年度○○農業組合選果共選機導入に係
るやまなし果樹産地施設等整備事業での指名
競争入札参加者及び落札価格

平成27年度強い農業づくり交付金入札結報告・着手届 一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

131 H28.5.26 H28.6.3 平成28年2月1日から平成28年4月30日の間に
提出等された法人設立届のうち、法人名、所在
地等

法人設立届一覧（平成28年2月～平成28年4月受理分） 一部開示 1 1 総務 総合県税事務所

132 H28.5.26 H28.6.7 （株）○○のH27年8月期の決算変更届出書一
式

（株）○○のH27年8月期の決算変更届出書一式 一部開示 1 県土整備 建設業対策室

133 H28.5.26 H28.6.8 平成28年5月26日時点での医療機器製造販売
業等登録台帳一覧

医療機器製造業登録一覧（電磁的記録）のうち、許可・認定
登録暗号等

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課
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平成28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

134 H28.5.30 H28.6.7 (有)○○の建設業許可申請書の表紙及び経営
業務管理責任者のページ

(有)○○に係る建設業許可申請書のうち、建設業許可申請
書の表紙及び経営業務の管理責任者証明書

一部開示 1 県土整備 建設業対策室

135 H28.5.31 H28.6.2 H28年度処分費の一覧表 H28年度実施設計単価表（平成28年4月）(電磁的記録)のう
ち、処分費が掲載された部分

一部開示 1 県土整備 技術管理課

136 H28.5.31 H28.6.6 中北林務環事16-0009林道鈴嵐線外1路線維
持管理業務委託にかかる金入り設計書

中北林務環事16-0009林道鈴嵐線外1路線維持管理業務
委託にかかる実施設計書

一部開示 1 森林環境 中北林務環境事務所

137 H28.5.31 H28.6.6 中北建設事16-0347一般国道358号地質調査
業務委託（明許）外1件にかかる金入り設計書

中北建設事16-0347一般国道358号地質調査業務委託（明
許）外1件にかかる金入り設計書

全部開示 県土整備 中北建設事務所

138 H28.5.31 H28.6.9 中北建設事15-0047国道141号外31路線舗装
道維持管理業務委託にかかる金入り設計書

中北建設事15-0047国道141号外31路線舗装道維持管理
業務委託にかかる実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

139 H28.5.31 H28.6.6 中北林務環事15-152滝戸川地質調査業務委
託外3件にかかる金入り設計書

中北林務環事15-152滝戸川地質調査業務委託外3件にか
かる実施設計書

全部開示 県土整備 中北建設事務所

140 H28.5.31 H28.6.8 営繕課15-159南甲府警察署上九一色駐在所
建設工事地質調査業務委託外2件にかかる金
入り設計書

営繕課15-159南甲府警察署上九一色駐在所建設工事地
質調査業務委託外2件にかかる実施設計書

全部開示 県土整備 営繕課

141 H28.6.2 H28.6.9 富東林務環事14-248田屋沢治山工事(明許）に
かかる金入り設計書

富東林環事-14-248田屋沢治山工事（明許）
上記工事の実施設計書

一部開示 1 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

142 H28.6.8 H28.6.15 中北林務環事16-0030小武川小規模治山工事
外7件に係る金入り設計書

中北林務環事16-0030小武川小規模治山工事外7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

143 H28.6.8 H28.6.17 峡東林務環事16-0048しょうぶ沢治山施設維持
工事外8件に係る金入り設計書

峡東林務環事16-0048しょうぶ沢治山施設維持工事外8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

144 H28.6.8 H28.6.22 峡南林務環事16-0017林道五開線災害復旧工
事外8件に係る金入り設計書

峡南林務環事16-0017林道五開線災害復旧工事外8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

145 H28.6.8 H28.6.17 富東林務環事16-0032下石原治山工事外8件に
係る金入り設計書

富東林務環事16-0032下石原治山工事外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

146 H28.6.8 H28.6.13 平成28年5月実施設計単価表(処分費を含む) 平成28年5月実施設計単価表(平成28年5月)(電磁的記録)
のうち表紙等

一部開示 1 1 県土整備 技術管理課
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平成28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

147 H28.6.10 H28.6.22 PCB廃棄物の保管状況に係る保管業者等 平成27年度集計PCB廃棄事業保管状況届出リスト(電磁的
記録)

全部開示 森林環境 森林整備課

148 H28.6.10 - 道路整備課16-0001一般県道割子切石線（仮
称）中富IC下田原18工区橋梁上部工建設工事
（一部債務）外2件に係る金入り設計書

取下げ 県土整備 道路整備課

149 H28.6.10 H28.6.15 中北林環事16-0029林道御庵沢小武川線維持
修繕工事外8件に係る金入り設計書

中北林環事16-0029林道御庵沢小武川線維持修繕工事外
8件に係る実施設計書

一部開示 1 1 1 1 森林環境 中北林務環境事務所

150 H28.6.10 - 営繕課16-0001都留興譲館高校第二期建設工
事(3)(継続)外2件に係る金入り設計書

取下げ 県土整備 営繕課

151 H28.6.10 H28.6.16 峡東建設事16-0027主要地方道白井甲州線市
之蔵橋耐震補修工事の1に係る金入り設計書

峡東建設事16-0027主要地方道白井甲州線市之蔵橋耐震
補修工事の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

152 H28.6.10 H28.6.17 峡東林環事16-0031仏沢治山工事外9件に係る
金入り設計書

峡東林環事16-0031仏沢治山工事外9件に係る実施設計書 一部開示 1 1 1 森林環境 峡東林務環境事務所

153 H28.6.10 H28.6.22 峡南林環事16-0017林道五開線災害復旧工事
外9件に係る金入り設計書

峡南林環事16-0017林道五開線災害復旧工事外9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

154 H28.6.10 H28.6.17 富東林環事16-0029前川治山工事外6件に係る
金入り設計書

富東林環事16-0029前川治山工事外6件に係る実施設計書 一部開示 1 1 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

155 H28.6.10 H28.6.21 峡東農務事16-0003釈迦堂地区石工区付帯工
事に係る金入り設計書

峡東農務事16-0003釈迦堂地区石工区付帯工事に係る実
施設計書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

156 H28.6.10 H28.6.24 「行旅死亡人の引き取りについて(進達）」等 「行旅死亡人の引き取りについて(進達）」等 一部開示 1 福祉保健 福祉保健総務課

157 H28.6.10 H28.6.24 「行旅死亡人の引き取りについて(進達）」等 「行旅死亡人身元判明に伴う改葬について(回答）」等 一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

158 H28.6.10 H28.6.17 富東林環事16-0035トビゾオリ治山工事に係る
金入り設計書

富東林環事16-0035トビゾオリ治山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

159 H28.6.13 H28.6.22 PCB汚染物保管届出リスト 平成27年度集計PCB廃棄事業保管状況届出リスト(電磁的
記録)

全部開示 森林環境 森林整備課
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平成28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

160 H28.6.14 H28.6.23 平成28年度高等学校各教科等担当指導主事連
絡協議会の協議題ないし提出資料

平成28年度高等学校各教科等担当指導主事連絡協議会に
係る協議題及び持参資料の連絡について

全部開示 教委 高校教育課

161 H28.6.15 H28.6.28 平成22年○○の林地開発に係る許可証、図面 林地開発行為許可申請書等 全部開示 森林環境 森林整備課

162 H28.6.17 H28.7.4 県所管の医療法人の決算文書等 別紙一覧表の医療法人の事業報告書、財産目録、貸借対
照表及び損益計算書

一部開示 1 1 1 福祉保健 医務課

163 H28.6.20 H28.6.30 平成○○年○月○日申請ホテル○○の旅館業
営業許赤申請書に係る図面一式

平成○○年○月○日付けホテル○○に係る旅館業営業許
赤申請書添付の図面

全部開示 福祉保健 峡東保健福祉事務所

164 H28.6.20 H28.6.29 平成28年5月6日から平成28年6月20日までに
受理した医薬品販売業の廃止届けの写し等

平成28年5月6日から平成28年6月20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、業種等

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

165 H28.6.20 H28.6.28 平成28年5月6日から平成28年6月20日までに
受理した病院・診療所等の廃止届けの写し等

中北保健所管内（峡北支所管内を除く）における病院廃止
届け等。ただし、平成28年5月6日から平成28年6月20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

166 H28.6.20 H28.7.4 平成28年5月6日から平成28年6月20日までに
受理した病院・診療所等の廃止届けの写し等

中北保健所峡北支所管内における病院廃止届け等。ただ
し、平成28年5月6日から平成28年6月20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

167 H28.6.20 H28.6.22 平成28年5月6日から平成28年6月20日までに
受理した病院・診療所等の廃止届けの写し等

峡東保健所管内における病院廃止届け等、ただしいずれも
平成28年5月6日から平成28年6月20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

168 H28.6.20 H28.7.5 平成28年5月6日から平成28年6月20日までに
受理した病院・診療所等の廃止届けの写し等

峡南保健所管内における病院廃止届け等、ただしいずれも
平成28年5月6日から平成28年6月20日までのもの

一部開示 1 1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

169 H28.6.20 H28.6.29 平成28年5月6日から平成28年6月20日までに
受理した病院・診療所等の廃止届けの写し等

富士・東部保健所管内における病院廃止届け等、ただしい
ずれも平成28年5月6日から平成28年6月20日までのもの

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

170 H28.6.21 H28.7.1 平成27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 議会事務局総務課

171 H28.6.22 - 平成27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 議会事務局総務課

172 H28.6.23 H27.6.29 企・電気課15-0017野呂川発電所細沢取水口
外機械設備復旧工事外に係る金入り設計書

企・電気課15-0017野呂川発電所細沢取水口外機械設備
復旧工事外に係る実施設計書

一部開示 1 公営企業 電気課
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平成28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

173 H28.6.23 H28.7.1 平成27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 議会事務局総務課

174 H28.6.22 - 下記施設の旅館業取得の有無について 取下げ 福祉保健 衛生薬務課

175 H28.6.23 H28.7.7 山梨県内で請求日現在営業している旅館業に
かかる旅館業台帳一覧

旅館業許可取得施設一覧表（電磁的記録）のうち、業種別、
施設名称、施設所在地等

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

176 H28.6.23 H28.7.1 平成27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 議会事務局総務課

177 H28.6.24 - 県立美術館第三駐車場にある街路灯の電線埋
設廃館の平面図

取下げ 県土整備 営繕課

178 H28.6.24 H28.7.1 平成27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 議会事務局総務課

179 H28.6.27 H28.7.1 平成27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 議会事務局総務課

180 H28.6.27 H28.7.1 平成27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 議会事務局総務課

181 H28.6.27 H28.7.1 平成27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 議会事務局総務課

182 H28.6.28 H28.7.1 平成27年度山梨県議会議員政務活動費報告書 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 議会事務局総務課

183 H28.6.28 H28.6.29 政務活動費の手引き 政務活動費の手引き 全部開示 議会 議会事務局総務課

184 H28.6.28 H28.7.6 道路位置指定申請図 道路位置指定申請図(南アルプス市下宮地地内） 一部開示 1 1 議会 中北建設事務所

185 H28.6.29 H28.7.14 リニア中央新幹線に関する文書一切 「リニア環境未来都市」整備方針検討委員会について等 一部開示 1 1 リニア リニア推進課
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平成28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

186 H28.6.29 H28.7.7 山梨県県土整備部で使用されている施工単価
名称とそれに対するコード一覧表

新土木積算システム施工コード表（電磁的記録・平成28年6
月30日現在）

全部開示 県土整備 技術管理課

187 H28.6.29 H28.7.14 飼育動物診療施設管理台帳
平成28年6月29日現在、開設中の施設名・住
所・電話番号・ファックス番号・管理者名・法人に
あっては法人名・住所・電話番号・ファックス番
号

平成28年度動物診療施設一覧(電磁的記録)のうち名称等 一部開示 1 1 農政 畜産課

188 H28.6.30 H28.7.14 第一種動物取扱業者登録簿
平成28年6月29日現在、開設中の「保管」を行っ
ている施設名・住所・電話番号・動物取扱責任
者氏名・法人にあっては法人名・住所・電話番
号

第一種動物取扱業者登録簿(電磁的記録)のうち名称等 一部開示 1 1 1 福祉保健 衛生薬務課

189 H28.6.30 H28.7.12 平成27年度に納品されたグランドアンカー工お
よび鉄筋挿入工（削孔径90㎜以上）を採用した
設計業務について
①業者名②コンサルタント名③グランドアンカー
工・鉄筋挿入工の詳細（削孔径、アンカー長、本
数が分かるもの）④土質調査報告書のうち、各
調査ポイントのボーリング柱状図⑤設計業務等
共通仕様書第1209条12項に基づくグランドアン
カー工・鉄筋挿入工の施工法選定にかかる成
果報告書

平成27年度に納品されたグランドアンカー工および鉄筋挿
入工（削孔径90㎜以上）を採用した設計業務について
①業者名②コンサルタント名③グランドアンカー工・鉄筋挿
入工の詳細（削孔径、アンカー長、本数が分かるもの）④土
質調査報告書のうち、各調査ポイントのボーリング柱状図⑤
設計業務等共通仕様書第1209条12項に基づくグランドアン
カー工・鉄筋挿入工の施工法選定にかかる成果報告書等

一部開示 1 県土整備 道路整備課

190 H28.6.30 H28.7.15 平成27年度に納品されたグランドアンカー工お
よび鉄筋挿入工（削孔径90㎜以上）を採用した
設計業務について
①業者名②コンサルタント名③グランドアンカー
工・鉄筋挿入工の詳細（削孔径、アンカー長、本
数が分かるもの）④土質調査報告書のうち、各
調査ポイントのボーリング柱状図⑤設計業務等
共通仕様書第1209条12項に基づくグランドアン
カー工・鉄筋挿入工の施工法選定にかかる成
果報告書

平成27年度に納品されたグランドアンカー工および鉄筋挿
入工（削孔径90㎜以上）を採用した設計業務に係る土木設
計業務等委託契約書かがみ等

一部開示 1 1 県土整備 道路管理課

191 H28.6.30 H28.7.15 平成27年度に納品されたグランドアンカー工お
よび鉄筋挿入工（削孔径90㎜以上）を採用した
設計業務について
①業者名②コンサルタント名③グランドアンカー
工・鉄筋挿入工の詳細（削孔径、アンカー長、本
数が分かるもの）④土質調査報告書のうち、各
調査ポイントのボーリング柱状図⑤設計業務等
共通仕様書第1209条12項に基づくグランドアン
カー工・鉄筋挿入工の施工法選定にかかる成
果報告書

平成27年度に納品されたグランドアンカー工および鉄筋挿
入工（削孔径90㎜以上）を採用した設計業務に係る土木設
計業務等委託契約書かがみ等

一部開示 1 1 県土整備 砂防課

192 H28.6.30 H28.7.12 道路整備課-16-0001一般県道割子切石線（仮
称）中富IC下田原18工区橋梁上部工建設工事
（一部債務）外1件に係る金入り設計書

道路整備課-16-0001一般県道割子切石線（仮称）中富IC下
田原18工区橋梁上部工建設工事（一部債務）外1件に係る
実施計書

一部開示 1 1 県土整備 道路整備課

193 H28.6.30 H28.7.5 道路管理課-15-0020一般国道358号災害防除
工事（その1）（明許）に係る金入り設計書

道路整備課-15-0020一般国道358号災害防除工事（明許）
に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路管理課
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平成28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

194 H28.6.30 H28.7.11 中北建設事-14-0345一般国道358号王岳川橋
耐震補強・補修工事（明許）他5件に係る金入り
設計書

中北建設事-14-0345一般国道358号王岳川橋耐震補強・
補修工事（明許）他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
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