
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

195 H28.7.1 H28.7.13 平成20年度生産総合対策事業○○共選所送果
設備の入札に際して入札参加者、落札者名及
び落札価格

平成20年11月20日付け平成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

196 H28.7.1 H28.7.13 平成26年度○○農協○○共選所送果設備の事
業内容申請書、入札に際しての入札者者等

「果樹産地再生関連施設整備事業実施計画の承認申請」の
うち、産地再生関連施設緊急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

197 H28.7.1 H28.7.13 平成27年度やまなし果樹産地施設等整備事業
○○共選所送果設備の入札に際しての入札者
者、落札者名及び落札価格

平成27年11月13日付け平成20年度強い農業づくり交付金
事業における入札結果報告・着工届

一部開示 1 農政 峡東農務事務所

198 H28.7.4 H28.7.5 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

199 H28.7.4 H28.7.5 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

200 H28.7.4 H28.7.7 平成28年度に県立の全日制高等学校で使用さ
れている副読本の学校毎のリスト

平成28年度使用副読本等 全部開示 教委 高校教育課

201 H28.7.5 H28.7.13 平成28年6月21日から平成28年7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6月21日から平成28年7月5日までの薬局、医薬品
販売業の廃止施設一覧(電磁的記録）のうち、業種等

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

202 H28.7.5 H28.7.13 平成28年6月21日から平成28年7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(峡北支所を除く)における病院廃止届け
等。ただし、平成28年6月21日から平成28年7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

203 H28.7.5 H28.7.8 平成28年6月21日から平成28年7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

中北保健所峡北所管内における病院廃止届け等。ただし、
平成28年6月21日から平成28年7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

204 H28.7.5 H28.7.12 平成28年6月21日から平成28年7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

峡東保健所峡北所管内における病院廃止届け等。ただし、
平成28年6月21日から平成28年7月6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

205 H28.7.5 H28.7.13 平成28年6月21日から平成28年7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6月21日から平成28年7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

206 H28.7.5 H28.7.13 平成28年6月21日から平成28年7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・東部保健所管内に係る病院廃止届け等。ただし、平
成28年6月21日から平成28年7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

207 H28.7.6 H28.7.8 平成28年度宝鉱山鉱廃水処理実績表等 平成28年度宝鉱山鉱廃水処理実績表等 全部開示 産業労働 産業政策課

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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208 H28.7.7 H28.7.21 中北建設事-16-0124（一）原浅尾韮崎線道路
工事外3件に係る金入り設計書

中北建設事-16-0076甲府駅南口駅前広場照明工事に係る
実施設計書

全部開示 県土整備 中北建設事務所

209 H28.7.7 H28.7.19 中北建設事-16-0124（一）原浅尾韮崎線道路
工事外3件に係る金入り設計書

中北建設事-16-0124（一）原浅尾韮崎線道路工事外3件に
係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

210 H28.7.7 H28.7.20 営繕課-16-0001都留興譲館高校第二期建設
工事（3）（継続）外10件に係る金入り設計書

営繕課-16-0001都留興譲館高校第二期建設工事（3）（継
続）外10件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

211 H28.7.7 H28.7.15 峡南建設事-16-0072天神林急傾斜地崩壊対
策工事（急傾斜地）外3件に係る金入り設計書

峡南建設事-16-0072天神林急傾斜地崩壊対策工事（急傾
斜地）外3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

212 H28.7.7 H28.7.14 富東建設事富東建設事-16-0068一般県道富
士河口湖笛吹線災害防除工事外件に係る金入
り設計書

富東建設事富東建設事-16-0068一般県道富士河口湖笛
吹線災害防除工事外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

213 H28.7.7 H28.7.14 中部推進道路整備課-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6件に係る金入り設
計書

中部推進道路整備課-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6件に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 道路整備課

214 H28.7.7 H28.7.19 峡東建設事-16-0032（都）塩の山西広門田線
電線共同溝工事に係る金入り設計書

峡東建設事-16-0032（都）塩の山西広門田線電線共同溝
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

215 H28.7.7 H28.7.15 中北建設事都市計画課-16-0001（主）甲府韮
崎線（平和通り）道路改良工事に係る金入り設
計書

中北建設事都市計画課-16-0001（主）甲府韮崎線（平和通
り）道路改良工事に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 都市計画課

216 H28.7.7 H28.7.20 富東建設事道路管理課-16-0002一般県道精
進湖畔線災害防除工事に係る金入り設計書

富東建設事道路管理課-16-0002一般県道精進湖畔線災
害防除工事に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路管理課

217 H28.7.7 H28.7.21 峡南林環事-16-0057林道大島峠線開設工事
外10件に係る金入り設計書

峡南林環事-16-0057林道大島峠線開設工事外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

218 H28.7.7 H28.7.19 中北林環事-16-0060猪狩治山工事外13件に係
る金入り設計書

中北林環事-16-0060猪狩治山工事外13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

219 H28.7.7 H28.7.20 富東林環事-16-0102林道鹿留線維持修繕工
事外10件に係る金入り設計書

富東林環事-16-0102林道鹿留線維持修繕工事外10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

220 H28.7.7 H28.7.19 峡東林環事-16-0062林業専用道嵯峨塩深沢1
号支線開設工事外7件に係る金入り設計書

峡東林環事-16-0062林業専用道嵯峨塩深沢1号支線開設
工事外7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
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221 H28.7.7 H28.7.22 中北農務事-16-0022天王原地区2工区区画整
理（その7）及び鳥獣害防止柵工事外1件に係る
金入り設計書

中北農務事-16-0022天王原地区2工区区画整理（その7）及
び鳥獣害防止柵工事外1件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所

222 H28.7.7 H28.7.11 峡東農務事-16-0006菱山地区農道2号舗装工
事に係る金入り設計書

峡東農務事-16-0006菱山地区農道2号舗装工事に係る実
施設計書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

223 H28.7.7 H28.7.19 2015年度中に出された生活保護・裁決書全件
の開示等

2015年度中に出された生活保護・裁決書 不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 福祉保健総務課

224 H28.7.7 H28.7.14 大規模小売店舗立地法届出のうち、○○に関
する周辺見取図（1:2000程度）および建物配置
図（1:500程度）等

大規模小売店舗新設届出書のうち、周辺見取図及び建物
配置図

全部開示 産業労働 商業振興金融課

225 H28.7.8 H28.7.21 山梨県内における平成28年6月30日現在の食
品営業許可施設一覧（自動販売機、営業自動
車を含む）

食品営業許可台帳一覧表(電磁的記録）のうち平成28年6月
30日現在の営業所に係る指令番号等

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

226 H28.7.11 - 平成23～27年度の国民体育大会における山梨
県亜術連盟の馬運搬費用

取下げ 教委 スポーツ健康課

227 H28.7.13 H28.7.25 添付した開示請求リストの告示区間に関する平
面図

道路の区域変更・供用開始等に係る位置図及び平面図 全部開示 県土整備 道路管理課

228 H28.7.13 H28.7.14 国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)蛭沢
川橋(仮称)橋梁上部工製作・架設工事(一部債
務)の金入設計書

道路整備課16-0004国道140号(新山梨環状道路東部区間1
期)蛭沢川橋(仮称)橋梁上部工製作・架設工事(一部債務)の
実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 道路整備課

229 H28.7.13 H28.7.25 道路整備課-16-0003工事名一般県道割子切
石線（仮称）中富橋下田原20工区橋梁上部工
架設工事（一部債務）に係る金入り設計書

道路整備課-16-0003工事名一般県道割子切石線（仮称）
中富橋下田原20工区橋梁上部工架設工事（一部債務）に係
る金入り設計書

全部開示 県土整備 道路整備課

230 H28.7.14 H28.9.30 医療法人○○に対する立ち入り調査の調査結
果等

立入検査検査表（検査日時平成28年4月7日(木）） 一部開示 1 1 福祉保健 医務課

231 H28.7.14 H28.9.30 医療法人○○に対する立ち入り調査の調査結
果等

医療法人○○苦情事案おける指導対応について等 一部開示 1 1 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

232 H28.7.15 H28.7.20 H28・29年度雁坂トンネル有料道路及び富士山
有料道路料金徴収業務委託の入札における金
入り設計書及び単価表

H28・29年度雁坂トンネル有料道路徴収及び監視等業務委
託、H28・29年度富士山有料道路料金徴収業務委託の入札
における金入り設計書及び単価表

全部開示 道路公社 道路公社

233 H28.7.19 H28.8.1 山梨県内で簡易宿泊所の営業許可を受けてい
る施設名、所在地、営業者名、許可年月日等の
わかるもの

旅館業許可取得施設一覧表(電磁的記録)のうち、営業種別
(簡易宿泊所営業に係る。）施設名称等

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課
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234 H28.7.19 - 農林水産業体験型、イベント型民泊をしている
事業者一覧

取下げ 農政 農村振興課

235 H28.7.20 H28.7.28 道路台帳（遊亀公園前）甲府市太田町9-8 以下の場所の道路台帳、甲府市太田町9-8（遊亀公園前） 全部開示 県土整備 道路管理課

236 H28.7.21 H28.8.3 (株)○○と中北林務環境事務所間の関係文書
全部

・土砂搬入届出書
・土砂の埋立て等状況報告について（報告）
・土砂の埋立て等状況報告書について（報告）

一部開示 1 1 森林環境 中北林務環境事務所

237 H28.7.21 H28.7.26 山梨県内の一・二級建築士事務所の一覧 一級建築士事務所及び二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

238 H28.7.21 H28.8.18 産業廃棄物（又は、不法投棄）に係る○○商事
（株）と中北林務環境事務所間の関係文書全部

(株)○○による○○市○○地内の開発行為について等 一部開示 1 1 森林環境 中北林務環境事務所

239 H28.7.22 H28.7.29 平成27年度分政治団体名簿 政治団体台帳(電磁的記録)のうち、平成27年12月31日現在
のものに係る政治団体名称、代表者氏名、会計責任者氏名
等

全部開示 選管 選挙管理員会事務局

240 H28.7.25 H28.7.29 富東建設事-15-0356道志川外河川工事（明
許）に係る実施設計書

富東建設事-15-0356道志川外河川工事（明許）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

241 H28.7.25 H28.7.27 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

242 H28.7.25 H28.8.2 H24～H28産指定種子生産圃場指定申請書（白
州町分）

H24～H28産指定種子生産圃場指定申請書（白州町分） 一部開示 1 1 農政 花き農水産課

243 H28.7.27 H28.8.10 旧山梨県立甲府高等技能専門学院に関する工
事に係る文書および図計

旧山梨県立甲府高等技術専門校改修工事（図面、写真） 一部開示 1 産業労働 医務課

244 H28.7.27 H28.8.10 旧山梨県立甲府高等技能専門学院に関する工
事に係る文書および図計

昭和46年度総合技能センター建設工事について、昭和46年
度総合技能訓練センター建設に伴う設計宅について

全部開示 産業労働 産業人材育成課

245 H28.7.27 H28.7.29 平成28年度普通交付税の交付基準額等 平成28年度普通交付税の交付基準額等 全部開示 総務 市町村課

246 H28.7.29 H28.8.12 2月議会流会に関する特別調査委員会におけ
る、会議録及び議員配付資料に関する一切

平成28年2月山梨県議会定例会の流会に関する調査特別
委員会会議録等

一部開示 1 1 議会 議事調査課
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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
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247 H28.7.29 H28.8.4 中北建設事-16-0139（一）敷島竜王線災害防
除工事外2件に係る実施設計書

中北建設事-16-0139（一）敷島竜王線災害防除工事外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

248 H28.8.2 H28.8.16 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

249 H28.8.2 H28.8.16 身延町教育委員会が申請した下山北沢川河川
公園申請資料

平成19年12月27日付け河川法第24条に基づく河川占用許
可申請書（工程表、図面、写真等）及びこれに係る許可書
平成10年12月22日付け河川法第24条及び第27条第1項に
基づく河川占用等許可申請に係る許可書
平成28年3月30日付け河川法第24条及び第26条第1項に基
づく河川占用等許可申請書（工程表、図面、工事請負契約
書、写真等）並びにこれに係る許可書
平成28年4月15日付け河川法第24条及び第26条第1項に基
づく河川占用等許可申請書（工程表、図面、工事請負契約
書、同意書、写真等）並びにこれに係る許可書

一部開示 1 1 県土整備 峡南建設事務所身延
河川

250 H28.8.3 H28.8.15 山梨県下全域において平成27年10月1日から
平成28年6月末日までの間に食品衛生法に基
づき新規営業許可を取得した営業所のうち、営
業の種類が飲食店営業および喫茶店営業につ
いて、店舗を有する営業所の屋号等

食品営業許可台帳一覧表（電磁的記録）のうち平成28年1
月1日から平成28年6月末日までに飲食店営業および喫茶
店営業の許可を受けた営業所に係る屋号等

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

251 H28.8.4 H28.8.19 中北農務事16-0023寺所地区区画整理及び用
排水路工事に係る金入り設計書

中北農務事16-0023寺所地区区画整理及び用排水路工事
に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所

252 H28.8.5 H28.9.1 峡東建設事-16-0038主要地方道塩山勝沼線
舗装工事外6件に係る金入り設計書

峡東建設事-16-0038主要地方道塩山勝沼線舗装工事外6
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

253 H28.8.5 H28.8.22 中北建設事中北建設事-16-0117（主）甲府昇
仙峡線災害防除工事外6件に係る金入り設計
書

中北建設事中北建設事-16-0117（主）甲府昇仙峡線災害
防除工事外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

254 H28.8.5 H28.8.19 中北建設事中北建設事-16-0125下原沢砂防
工事外4件に係る金入り設計書

中北建設事中北建設事-16-0125下原沢砂防工事外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

255 H28.8.5 H28.8.18 峡南建設事-16-0075一般県道雨畑大島線道
路改良工事外5件に係る金入り設計書

峡南建設事-16-0075一般県道雨畑大島線道路改良工事
外5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

256 H28.8.5 H28.8.23 富東建設事富東建設事-16-0091富士北麓公
園公園工事外9件に係る金入り設計書

富東建設事富東建設事-16-0091富士北麓公園公園工事
外9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

257 H28.8.5 H28.8.22 富東建設事富東建設事-16-0130一般県道富
士吉田西桂線道路改良工事に係る金入り設計
書

富東建設事富東建設事-16-0130一般県道富士吉田西桂
線道路改良工事に係る実施設計書

全部開示 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所
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258 H28.8.5 H28.8.31 道路整備課中部推進道路整備課-16-0003一
般県道割子切石線（仮称）中富橋下田原20工
区橋梁上部工架設工事外4件に係る金入り設
計書

道路整備課中部推進道路整備課-16-0003一般県道割子
切石線（仮称）中富橋下田原20工区橋梁上部工架設工事
外4件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

259 H28.8.5 H28.8.18 中部推進中部推進-16-0005県道富士川身延
線身延山IC和田16工区道路改良工事外2件に
係る金入り設計書

中部推進中部推進-16-0005県道富士川身延線身延山IC和
田16工区道路改良工事外2件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中部横断自動車道推
進事務所

260 H28.8.5 H28.8.19 新環状建設新環状建設-16-0031国道140号
（西関東連絡道路）舗装工事その5外1件に係る
金入り設計書

新環状建設新環状建設-16-0031国道140号（西関東連絡
道路）舗装工事その5外1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

261 H28.8.5 H28.8.17 治水課中北建設事治水課-16-0003藤川河川
工事（一部債務）に係る金入り設計書

治水課中北建設事治水課-16-0003藤川河川工事（一部債
務）に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 治水課

262 H28.8.5 - 流域下水道流域下水道-16-0020峡東流域下
水道峡東ネットワーク幹線外管きょ耐震工事に
係る金入り設計書

取下げ 県土整備 流域下水道事務所

263 H28.8.5 H28.8.17 峡南林環事-16-0053室草里治山工事外8件に
係る金入り設計書

峡南林環事-16-0053室草里治山工事外8件に係る実施設
計書

一部開示 1 1 1 森林環境 峡南林務環境事務所

264 H28.8.5 H28.8.18 富東林環事富東林環事-16-0065一の橋治山
工事外13件に係る金入り設計書

富東林環事富東林環事-16-0065一の橋治山工事外13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

265 H28.8.5 H28.8.15 中北林環事-16-0041雨鳴山治山工事外5件に
係る金入り設計書

中北林環事-16-0041雨鳴山治山工事外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

266 H28.8.5 H28.8.15 峡東林環事-16-0059林道鈴庫山線整備工事
外6件に係る金入り設計書

峡東林環事-16-0059林道鈴庫山線整備工事外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

267 H28.8.5 H28.8.22 中北農務事-16-0013日之城地区農道3号及び
6号舗装工事外7件に係る金入り設計書

中北農務事-16-0013日之城地区農道3号及び6号舗装工
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

268 H28.8.5 H28.8.10 峡東農務事-16-0014岩手地区農道3号第2工
区舗装工事に係る金入り設計書

峡東農務事-16-0014岩手地区農道3号第2工区舗装工事に
係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

269 H28.8.5 H28.8.8 平成28年7月実施設計単価表 平成28年度実施設計単価表（平成28年7月）（電磁的記録）
のうち、表紙・目次及び7月改訂部分が掲載された部分

一部開示 1 県土整備 技術管理課
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270 H28.8.5 H28.8.17 県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報
平成28年7月6日から平成28年8月5日までに受
理した「廃止届の写し、または廃止がわかる書
面の写し」または廃止施設一覧
情報範囲【廃止日、届出受理日、名称、所在
地、開設者住所（法人の場合）、開設者氏名】

平成28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、開設者氏名、開設者住所、廃止日、届出受理
日に係る部分

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

271 H28.8.5 H28.8.12 県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報
平成28年7月6日から平成28年8月5日までに受
理した「廃止届の写し、または廃止がわかる書
面の写し」または廃止施設一覧
情報範囲【廃止日、届出受理日、名称、所在
地、開設者住所（法人の場合）、開設者氏名】

中北保健所管内(峡北支所を除く)における病院廃止届け
等。ただし、平成28年7月6日から平成28年8月5日までのも
の。

一部開示 1 福祉保健 中北保健福祉事務所

272 H28.8.5 H28.8.9 県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報
平成28年7月6日から平成28年8月5日までに受
理した「廃止届の写し、または廃止がわかる書
面の写し」または廃止施設一覧
情報範囲【廃止日、届出受理日、名称、所在
地、開設者住所（法人の場合）、開設者氏名】

中北保健所峡北支所管内おける病院廃止届け等。ただし、
平成28年7月6日から平成28年8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

273 H28.8.5 H28.8.10 県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報
平成28年7月6日から平成28年8月5日までに受
理した「廃止届の写し、または廃止がわかる書
面の写し」または廃止施設一覧
情報範囲【廃止日、届出受理日、名称、所在
地、開設者住所（法人の場合）、開設者氏名】

峡東保健所峡北支所管内おける病院廃止届け等。ただし、
平成28年7月6日から平成28年8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

274 H28.8.5 H28.8.18 県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報
平成28年7月6日から平成28年8月5日までに受
理した「廃止届の写し、または廃止がわかる書
面の写し」または廃止施設一覧
情報範囲【廃止日、届出受理日、名称、所在
地、開設者住所（法人の場合）、開設者氏名】

峡南保健所峡北支所管内おける病院廃止届け等。ただし、
平成28年7月6日から平成28年8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

275 H28.8.5 H28.8.15 県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報
平成28年7月6日から平成28年8月5日までに受
理した「廃止届の写し、または廃止がわかる書
面の写し」または廃止施設一覧
情報範囲【廃止日、届出受理日、名称、所在
地、開設者住所（法人の場合）、開設者氏名】

富士・東部保健所管内おける病院廃止届け等。ただし、平
成28年7月6日から平成28年8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

276 H28.8.8 H28.8.17 治水課-16-0003藤川河川工事（一部債務）に係
る実施設計書

治水課中北建設事治水課-16-0003藤川河川工事（一部債
務）に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 治水課

277 H28.8.10 - 特定建築物台帳、28年8月1日現在の施設名他 取下げ 福祉保健 衛生薬務課

278 H28.8.10 H28.8.24 平成26年度自由民主党山梨県第2選挙区支部
等の政治資金収支報告書に係る領収書に関す
る書類一切

平成26年度自由民主党山梨県第2選挙区支部等に係る平
成24～26年度政治資金収支報告書添付の領収書

一部開示 1 1 選管 選挙管理員会事務局
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279 H28.8.10 H28.8.25 大規模小売店舗立地法の届出による縦覧書類
のうち、広域見取図、平面図等

大規模小売店舗立地法の届出による縦覧書類のうち、広域
見取図、平面図等

全部開示 産業労働 商業振興金融課

280 H28.8.12 H28.8.29 別紙県道道路台帳 主要地方道韮崎南アルプス中央線等にかかる道路台帳 全部開示 県土整備 中北建設事務所

281 H28.8.15 H28.8.30 北杜市内の小水力発電に係る県有林借地契約 恩賜県有財産土地貸付見込箇所明細表について 一部開示 1 1 森林環境 県有林課

282 H28.8.15 H28.8.25 (株)○○が申請者である、食品営業許可におけ
る食品衛生責任者氏名

食品営業許可台帳一覧表(電磁的記録)のうち、申請者が
(株)○○である施設に係る業種大分類等

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

283 H28.8.16 H28.8.24 別添医療法人に係る事業報告書、財産目特等 別添医療法人に係る事業報告書、財産目特等 全部開示 福祉保健 医務課

284 H28.8.17 H28.8.31 別添「開示請求リスト」の告示区間に関する平
面図及び位置図

道路の供用開始に係る位置図及び平面図 全部開示 県土整備 道路管理課

285 H28.8.18 H28.8.18 主要地方道9号線市川三郷身延線中部横断自
動車道六郷ICアクセス道に係る完成後の形状
が把握できる計画平面図

現在整備中の主要地方道9号線市川三郷身延線の六郷IC
アクセス道路箇所の全体平面図

全部開示 県土整備 峡南建設事務所

286 H28.8.18 H28.9.1 山梨県道路台帳平面図作成業務に係る歩掛り 山梨県道路台帳平面図、道路敷地平面図作成等歩掛
（H27.4.1改定）

全部開示 県土整備 道路管理課

287 H28.8.19 H28.8.31 平成26年度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管お
よび処分状況等届出書
保管事業者名・保管事業場名・住所・担当者・
連絡先・保管機器の詳細までわかるもの、でき
る限り届出書内容が詳細にわかるもの

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

288 H28.8.19 H28.8.30 「山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関
する規則（昭和28年10月1日山梨県人事委員会
規則第四号）」の制定につき人事委員会におい
て審議した際の会議録

「山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（昭
和28年10月1日山梨県人事委員会規則第四号）」の制定に
つき人事委員会において審議した際の会議録

不存在に
よる不開
示

1 人事委 人事委員会事務局

289 H28.8.19 H28.9.5 昭和26年4月14日付け地自行発第107号「会期
及びその延長の決定方法」に関する行政実例
のうち、山梨県総務部長から地方自治庁行政
課宛の照会文書及び地方自治庁行政課長から
山梨県総務部長宛の回答文書

昭和26年4月3日付け地第4-66号「議会の会期及びその延
長の決定方法について（照会）」、昭和26年5月「議会の会期
及びその延長の決定方法について」

全部開示 総務 市町村課

290 H28.8.19 H28.9.5 昭和28年1月17日付け自行行発第1号「バス自
動車の売却と市営バス事業との関係及び財産
賃貸契約の締結と議会の議決との関係」に関す
る行政実例のうち、山梨県総務部長から地方自
治庁行政課宛の照会文書及び自治庁行政課長
から山梨県総務部長宛の回答文書

昭和28年1月28日付け地第1-52号「法第96条の疑義につい
て」

一部開示 1 総務 市町村課
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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

291 H28.8.22 H28.9.6 旧山梨県立甲府高等技術専門学院の新築工事
に係り、県議会に提出された同建物の建築設計
図書等の工事内容

旧山梨県立甲府高等技能専門学院の新築工事に係る請負
契約の締結に関する議案

全部開示 議会 議事調査課

292 H28.8.23 H28.9.7 過去10年間に県内の小・中・高校の教員が懲戒
処分を受けた数と処分理由

懲戒処分一覧(電磁的記録)のうち、平成18年度から27年度
における教職員の処分に関する部分

一部開示 1 教委 教育庁総務課

293 H28.8.23 H28.9.7 過去10年間に県内の小・中・高校の教員が体罰
事案の年次数と体罰を起こした教員の氏名・内
容

人事管理上の処分（H25)(電磁的記録)のうち、体罰案件に
関する部分等

一部開示 1 教委 教育庁総務課

294 H28.8.24 H28.9.1 甲府市が道路敷として占有許可を受けている甲
府市国母2丁目～4丁目の河川占有に係る許可
書

平成21年4月7日付け山梨県指令中北建第346号-5河川法
第24条の規定に基づく河川占有許可書

全部開示 県土整備 中北建設事務所

295 H28.8.25 H28.9.1 峡南林環事16-0078雨振沢外小規模治山工事
外3件に係る金入り設計書

峡南林環事16-0078雨振沢外小規模治山工事外3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

296 H28.8.25 H28.9.2 下記の路線の道路形状がわかる平面図 下記の路線の道路形状がわかる平面図 一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

297 H28.8.25 - 下記の路線の道路形状がわかる平面図 取下げ 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

298 H28.8.25 H28.8.30 下記の路線の道路形状がわかる平面図 一般国道140号牧丘トンネルの道路台帳 全部開示 県土整備 峡東建設事務所

299 H28.8.25 H28.9.5 下記の路線の道路形状がわかる平面図 下記の路線の道路形状がわかる平面図 全部開示 県土整備 峡南建設事務所

300 H28.8.25 H28.8.31 下記の路線の道路形状がわかる平面図 農村地域活性化農道整備事業八幡地区農道実施設計用地
調査業務委託に関する構造物計画平面図

全部開示 県土整備 峡東農務事務所

301 H28.8.25 H28.9.7 ○○によるあてこ沢における取水に関する河川
法申請書

○年○月○日付け河川法第23条に基づく許可申請書等 一部開示 1 1 県土整備 峡南建設事務所

302 H28.8.29 H28.9.5 峡東林務環事15-0077五郎沢治山工事に係る
金入り設計書

峡東林務環事15-0077五郎沢治山工事に係る実施設計書 一部開示 1 1 森林環境 峡東林務環境事務所

303 H28.8.30 H28.9.9 山梨県で管轄している医薬品・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
に基づく薬局等許可業者一覧、平成28年8月30
日現在

平成28年8月30日現在で許可を取得している薬局許可一覧
等（電磁的記録）のうち、許可業種、店舗名称等

一部開示 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

304 H28.8.31 H28.9.2 H29年度採用山梨県公立学校教員選考検査の
試験問題及び解答例

H29年度採用山梨県公立学校教員選考検査の試験問題及
び解答例

全部開示 教委 義務教育課

305 H28.8.31 H28.9.14 (有)○○入札契約内容 山梨県庁駐車整理業務契約書及び入札結果表 一部開示 1 1 総務 財産管理課

306 H28.9.1 H28.9.12 峡南林環事15-133伊沼南地すべり防止工事
(名許）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(名許）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

307 H28.9.1 H28.9.16 平成26～28年度医療施設等施設整備補助金に
おけるスプリンクラー整備の有床診療所、病院
申請リスト

平成25年度医療施設等施設整備補助金事業計画総括表
（スプリンクラー等整備）等

全部開示 福祉保健 医務課

308 H28.9.1 - 8/24～28後藤知事の海外出張中の宿泊先と1
泊あたりの宿泊料金

取下げ 観光 国際交流課

309 H28.9.1 H28.9.7 8/21～23後藤知事の公用車使用記録と知事日
程

8/21～23知事日程及び自動車使用簿 全部開示 観光 秘書課

310 H28.9.1 H28.9.13 平成27年8月1日から平成28年7月31日までに
新規営業許可他は届出をした旅館業・公衆浴
場・クリーニング業の一覧

平成27年8月1日から平成28年7月32日までに新規営業許
可他は届出をした旅館業・公衆浴場・クリーニング業の一覧

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

311 H28.9.2 H28.9.5 道路整備課-16-0014一般県道割子切石線（仮
称）藤の木沢橋下田原26工区橋梁上部工製作
架設工事（一部債務）外1件に係る金入り設計
書

道路整備課-16-0014一般県道割子切石線（仮称）藤の木
沢橋下田原26工区橋梁上部工製作架設工事（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

312 H28.9.2 H28.9.16 平成28年度医療施設等（有床診療所スプリンク
ラー施設）整備事業補助金の交付決定の内示
を受けた施設名称と内示金額一覧

平成28年度医療施設等施設整備費費の国庫補助について 全部開示 福祉保健 医務課

313 H28.9.2 H28.9.12 ○○店大規模店舗立地法第5条1項に基づく届
出書

○○店等に係る大規模店舗新設届出書のうち、表紙、建物
配置図及び立面図

全部開示 産業労働 商業振興金融課

314 H28.9.5 H28.9.16 ○○○○の平成28年7月10日執行の参議院議
員通常選挙後に提出された選挙運動費用収支
報告書

平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙後における
候補者○○○○の選挙運動費用収支報告書

一部開示 1 選管 選挙管理委員会

315 H28.9.5 H28.9.13 平成28年8月6日から平成28年9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
業の廃止施設一覧（電磁的記録）のうち、業種、施設名称、
施設所在地、開設者氏名、開設者住所、廃止日、届出受理
日に係る部分

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

316 H28.9.5 H28.9.8 平成28年8月6日から平成28年9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(峡北支所を除く)における病院廃止届け
等。ただし、平成28年8月6日から平成28年9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
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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
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５号

８条
６号

その他
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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

317 H28.9.5 H28.9.20 平成28年8月6日から平成28年9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8月6日から平成28年9月5日までのもの。

一部開示 福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

318 H28.9.5 H28.9.14 平成28年8月6日から平成28年9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8月6日から平成28年9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

319 H28.9.5 H28.9.15 平成28年8月6日から平成28年9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8月6日から平成28年9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

320 H28.9.5 H28.9.13 平成28年8月6日から平成28年9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8月6日から平成28年9月5日までのもの。

一部開示 1 福祉保健 富士東部保健福祉事
務所

321 H28.9.6 - 道路整備課16-0021国道300号道路工事（一部
債務）
工事に係る金入り設計書

取下げ 県土整備 道路整備課

322 H28.9.6 - 峡南建設事16-0134三沢川河川災害復旧工事
に係る金入り設計書

取下げ 県土整備 峡南建設事務所

323 H28.9.6 - 峡南農務事16-0015身延北部地区営農飲雑用
水導水管（2工区）工事に係る金入り設計書

取下げ 農政 峡南農務事務所

324 H28.9.6 H28.9.21 消防防災ヘリコプターの入札に関する資料一式 入札点検表等 一部開示 1 1 1 防災 消防保安課

325 H28.9.7 H28.9.21 甲府市が道路敷として占有許可を受けている甲
府市国母2丁目～4丁目の河川占有に係る兼用
工作管理協定書及び管理範囲のわかる平面図

昭和○年○月○日締結、兼用工作物協定及び管理範囲平
面図

全部開示 県土整備 中北建設事務所

326 H28.9.7 H28.9.23 中北農務16-0036大草地区中割ほ場整備（その
3）工事に係る金入り設計書

中北農務事-16-0036大草地区中割工区ほ場整備（その3）
工事に係る実施設計書、数量計算書及び諸経費計算書

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所

327 H28.9.7 H28.9.20 社会医療法人○○○の平成28年3月期の損益
計算書と貸借対照表

社会医療法人○○○の平成28年3月期の損益計算書と貸
借対照表

全部開示 福祉保健 医務課

328 H28.9.9 - 中丸土地区画整理事業及び雨坪土地区画整理
事業の位置図と施工範囲の判る地図

取下げ 県土整備 都市計画課

329 H28.9.9 H28.9.14 平成26年度および平成27年度の政務活動費収
支報告書（全会派および全議員分）

平成26年度および平成27年度の政務活動費収支報告書の
閲覧に供する書類のうち、別紙記載の会派および議員分に
係る次の書類該当頁

全部開示 議会 議会事務局総務課
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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
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330 H28.9.12 - 民事再生申立書等 取下げ 森林環境 森林整備課

331 H28.9.12 - 民事再生申立に関する費用の支出負担行為伺
い及び同申立を決定した理事会議事録

取下げ 林業公社 林業公社

332 H28.9.13 H28.9.14 一般県道富士吉田西桂線の平面図 平成28年度供用開始予定一般県道富士吉田西桂線の平面
図

全部開示 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

333 H28.9.14 H28.9.26 中北建設事-16-0224（都）高畑町昇仙峡線(1工
区)電線共同溝工事（明許）に係る金入り設計書

中北建設事-16-0224（都）高畑町昇仙峡線(1工区)電線共
同溝工事（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

334 H28.9.14 H28.9.26 中北建設事-16-0166塩川河川災害復旧工事
（H27災第18号）外6件に係る金入り設計書

中北建設事-16-0166塩川河川災害復旧工事（H27災第18
号）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

335 H28.9.14 - 道路整備課16-0022主要地方道大月上野原線
道路改良工事（一部債務）に係る金入り設計書

取下げ 県土整備 道路整備課

336 H28.9.14 H28.9.23 添付の開示請求リストの告示区間に関する平
面図

道路の区域変更、供用開始に係る位置図及び平面図
・道路の区域変更について一般県道精進湖線
・道路の供用開始について主要地方道茅野北杜韮崎線
・道路の供用開始について一般県道塩山駐車場大菩薩嶺
線

全部開示 県土整備 道路管理課

337 H28.9.14 H28.9.29 中富IC保安林の土地の形質変更行為の許可証
関連書類

保安林内作業許可について（指令）（通知）
（平成27年12月24日送付峡南林環3645号）

一部開示 1 森林環境 峡南林務環境事務所

338 H28.9.14 H28.9.29 経済産業省太陽光発電設備認定情報 固定価格買取制度地方自治体への情報提供システム（電
磁的記録）のうち、山梨県内全域の太陽光、風力、地熱、特
定水力、バイオマス発電の認定情報

部分開示
も行えな
い不開示

1 ｴﾈﾙｷﾞｰ局 エネルギー政策課

339 H28.9.14 H28.9.20 平成29年度県公立学校教員選考検査(小中高）
第一次検査及び第二次検査の試験問題と解答
用紙、解答

平成29年度県公立学校教員選考検査(小中高）第一次検査
及び第二次検査の試験問題と解答用紙、解答

全部開示 教委 義務教育課

340 H28.9.15 H28.9.21 道路整備課16-0021国道300号道路工事（一部
債務）
に係る金入り設計書

道路整備課16-0021国道300号道路工事（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

341 H28.9.15 H28.10.13 峡南建設事16-0134三沢川河川災害復旧工事
に係る金入り設計書

峡南建設事16-0134三沢川河川災害復旧工事に係る実施
設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

342 H28.9.15 峡南農務事16-0015身延北部地区営農飲雑用
水導水管（2工区）工事に係る金入り設計書

峡南農務事16-0015身延北部地区営農飲雑用水導水管（2
工区）工事に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡南農務事務所

12 / 15 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

343 H28.9.15 H28.9.29 営繕課-16-0010南部警察署空調設備更新工
事外7件に係る金入り設計書

営繕課-16-0010南部警察署空調設備更新工事外7件に係
る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

344 H28.9.15 H28.9.23 富東建設事-16-0133主要地方道上野原丹波
山線道路改良工事外7件に係る金入り設計書

富東建設事-16-0133主要地方道上野原丹波山線道路改
良工事外7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

345 H28.9.15 H28.9.29 富東建設事-16-0135主要地方道河口湖精進
線電線共同溝工事外10件に係る金入り設計書

富東建設事-16-0135主要地方道河口湖精進線電線共同
溝工事外10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

346 H28.9.15 H28.9.26 中北建設事-16-0149羽黒町の2急傾斜地崩壊
対策工事外5件に係る金入り設計書

中北建設事-16-0149羽黒町の2急傾斜地崩壊対策工事外
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

347 H28.9.15 H28.9.21 中北建設事-16-0155（一）駒ヶ岳公園線舗装工
事外3件に係る金入り設計書

中北建設事-16-0155（一）駒ヶ岳公園線舗装工事外3件に
係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

348 H28.9.15 H28.10.13 峡南建設事-16-0095東川排水機場設備更新
電気工事外8件に係る金入り設計書

峡南建設事-16-0095東川排水機場設備更新電気工事外8
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

349 H28.9.15 H28.9.23 流域下水道-16-0015富士北麓流域下水道富
士北麓1号幹線管きょ耐震工事外5件に係る金
入り設計書

流域下水道-16-0015富士北麓流域下水道富士北麓1号幹
線管きょ耐震工事外5件に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 流域下水道事務所

350 H28.9.15 H28.10.12 峡東建設事-16-0048一般国道411号舗装工事
外4件に係る金入り設計書

峡東建設事-16-0048一般国道411号舗装工事外4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

351 H28.9.15 H28.9.21 道路整備課-16-0014一般県道割子切石線（仮
称）藤の木沢橋下田原26工区橋梁上部工製作
架設工事外1件に係る金入り設計書

道路整備課-16-0014一般県道割子切石線（仮称）藤の木
沢橋下田原26工区橋梁上部工製作架設工事外1件に係る
実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

352 H28.9.15 H28.9.27 砂防課-16-0001道平急傾斜地崩壊防止工事
(一部債務）に係る金入り設計書

砂防課-16-0001道平急傾斜地崩壊防止工事(一部債務）に
係る実施設計書

全部開示 県土整備 砂防課

353 H28.9.15 H28.9.28 道路管理課-16-0005（主）甲府韮崎線電線共
同溝工事（一部債務）に係る金入り設計書

道路管理課-16-0005（主）甲府韮崎線電線共同溝工事（一
部債務）に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 道路管理課

354 H28.9.15 H28.9.29 中北林環事-16-0061塔岩沢左支流治山工事
外10件に係る金入り設計書

中北林環事-16-0061塔岩沢佐支流治山工事外10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

355 H28.9.15 H28.9.28 富東林環事-16-0119橋立押垣外小規模治山
工事外8件に係る金入り設計書

富東林環事-16-0119橋立押垣外小規模治山工事外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
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356 H28.9.15 H28.9.29 峡南林環事-16-0065光子沢治山施設維持工
事外5件に係る金入り設計書

峡南林環事16-0065光子沢治山施設維持工事外5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

357 H28.9.15 H28.9.27 峡東農務事-16-0013釈迦堂地区山宮川橋梁
上部工事外4件に係る金入り設計書

峡東農務事-16-0013釈迦堂地区山宮川橋梁上部工事外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

358 H28.9.15 H28.9.30 中北農務事-16-0027西沢堰地区管理用道路
（2工区）及び西沢堰水路工事外2件に係る金入
り設計書

中北農務事-16-0027西沢堰地区管理用道路（2工区）及び
西沢堰水路工事外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

359 H28.9.15 H28.9.20 富東農務事-16-0003富士北麓水源の里地区
長幡東工区営農飲雑用水施設管路（その8）工
事外2件に係る金入り設計書

富東農務事-16-0003 富士北麓水源の里地区　長幡東工
区営農飲雑用水施設管路（その8）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

360 H28.9.15 H28.9.30 峡南農務事-16-0008鰍沢地区農道第1号舗装
工事に係る金入り設計書

峡南農務事-16-0008鰍沢地区農道第1号舗装工事に係る
実施設計書

一部開示 1 農政 峡南農務事務所

361 H28.9.15 H28.9.23 H28.4.1現在地方公務員の臨時・非常勤職員に
関する実態調査

地方公務員の臨時・非常勤職員に関する実態調査（H28.4.1
現在）

全部開示 総務 人事課

362 H28.9.20 H28.10.4 以下の計画整備予定の完成後の道路の形状が
把握できる平面図

以下の計画整備予定の完成後の道路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

363 H28.9.20 - 8/24～28後藤知事の海外出張中の宿泊先と1
泊あたりの宿泊料金

取下げ 観光 国際交流課

364 H28.9.20 H28.9.21 道路整備課16-0022主要地方道大月上野原線
道路改良工事（一部債務）に係る金入り設計書

道路整備課16-0022主要地方道大月上野原線道路改良工
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

365 H28.9.21 H28.10.6 サービス付き高齢者住宅の運営事業者から提
出された事故報告書（2015年1月1日以降）等

サービス付き高齢者住宅の定期報告書等 一部開示 1 1 県土整備 住宅建築課

366 H28.9.21 H28.10.6 サービス付き高齢者住宅の運営事業者から提
出された事故報告書（2015年1月1日以降）等

サービス付き高齢者住宅向け住宅事故報告書等 一部開示 1 1 福祉保健 健康長寿推進課

367 H28.9.23 H28.10.7 犬猫収容施設及び管理施設の寸法がわかる見
取り図等

動物管理センター建設工事等 一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

368 H28.9.25 H28.10.5 平成28年夏実施山梨県公立学校教員選考検査
に係る文書（教養試験の実施時間・配点ほか全
25項目）

平成29年度採用教員選考検査実施内容等 一部開示 1 1 1 教委 義務教育課
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369 H28.9.27 H28.10.11 PCB廃棄物等の保管及び処分状況等 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

370 H28.9.28 H28.10.5 平成28年度宝鉱山鉱廃水処理実績表等 平成28年度宝鉱山鉱廃水処理実績表等 全部開示 産業労働 産業政策課

371 H28.9.28 H28.10.13 政務活動費収支報告書一式（H27～最新） 別紙議員及び会派に関する平成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

372 H28.9.29 H28.10.4 道路整備課-16-0001一般県道割子切石線中
（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中（仮称）中富Ｉ
Ｃ下田原18工区橋梁上部工建設工事（一部債務）外1件に
係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

373 H28.9.29 H28.10.13 政務活動費収支報告書一式（H27～最新） 別紙議員及び会派に関する平成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

374 H28.9.30 H28.10.11 富士吉田西桂線の平面図 富士吉田西桂線L=3670mの内、道路供用開始および道路
区域変更による山梨県公報により告示した平面図（縮尺1／
500・1／1000）
ただし、前回の富東建第7694号にて開示した平面図を除く。

全部開示 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

375 H28.9.30 H28.10.7 治水課-16-0005鎌田川2工区河川工事（一部
債務）に係る金入り設計書

治水課-16-0005鎌田川2工区河川工事（一部債務）に係る
実施設計書

全部開示 県土整備 治水課

376 H28.9.30 H28.10.5 道路整備課-16-0019国道300号新灯橋（仮称）
橋梁上部工事（明許）に係る金入り設計書

道路整備課-16-0019国道300号新灯橋（仮称）橋梁上部工
事（明許）に係る実施設計書

全部開示 県土整備 道路整備課

377 H28.9.30 H28.10.13 峡南建設事-16-0162主要地方道市川三郷身
延線照明工事に係る金入り設計書

峡南建設事-16-0162主要地方道市川三郷身延線照明工
事に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所
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