平成28年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
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

８条 ８条 ８条
１号 ２号 ３号
1
1

563 H29.1.4

H29.1.12

(株)○○の宅地建物取引業免許書申請更新書 (株)○○の宅地建物取引業免許申請書
類

一部開示

564 H29.1.6

H29.1.20

ＰＣＢ廃棄物等の保管及び処分状況等届出書 平成27年度PCB保管事業場保管状況届出リスト（電磁的
の縦覧資料の電子データ
録）

全部開示

565 H29.1.6

H29.1.17

平成28年12月6日から平成29年1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

一部開示

1

566 H29.1.6

H29.1.17

中北保健所（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12月6日から平成29年1月5日までの
もの。

一部開示

1

567 H29.1.6

H29.1.10

568 H29.1.6

H29.1.11

569 H29.1.6

H29.1.12

570 H29.1.6

H29.1.16

571 H29.1.10

H29.1.12

県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平
成28年12月6日から平成29年1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】
県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成28年12月6日から平成29年1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】
県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成28年12月6日から平成29年1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】
県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成28年12月6日から平成29年1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】
県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成28年12月6日から平成29年1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】
県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成28年12月6日から平成29年1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】
富士スバルライン沿線場にある公営トイレの清
掃業務の入札に関して契約期間等がわかる関
係書類

572 H29.1.11

H29.1.20

８条
４号

８条
５号

８条
６号

その 担当部局
他

担当課等

県土整備 建築住宅課

森林環境 環境整備課

中北保健所峡北支所管内における病院廃止届け等。ただ 一部開示
し、平成28年12月6日から平成29年1月5日までのもの。

福祉保健 衛生薬務課

1

1 福祉保健 中北保健福祉事務所

1

1 福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

峡東保健所における病院廃止届け等。ただし、平成28年12 一部開示
月6日から平成29年1月5日までのもの。

1

1

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

峡南保健所における病院廃止届け等。ただし、平成28年12 一部開示
月6日から平成29年1月5日までのもの。

1

1

1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

富東保健所における病院廃止届け等。ただし、平成28年12 一部開示
月6日から平成29年1月5日までのもの。

1

富士スバルライン沿線場にある公営トイレの清掃業務の入 一部開示
札に関する契約書等

1

社会医療法人○○（平成28年3月期の15年度 社会医療法人○○事業報告書、貸借対照表及び損益計算 全部開示
事業報告書、貸借対照表、損益計算書（財産 書（平成28年3月期）
目録、監事監査報告書および社会医療法人の
要件該当説明書類は不要）
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1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

1

道路公社 道路公社

福祉保健 医務課

備考

平成28年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
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

573 H29.1.11

H29.1.18

一級建築士事務所登録簿の2017年1月10日現 一級建築士事務所登録台帳
在の全登録事務所の全記載事項の写し

一部開示

574 H29.1.12

H29.1.16

「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
および位置図（平面図縮尺：1／500～1／2000
程度）・主要地方道塩山勝沼線・主要地方道大
月上野原線・一般県道大野夏狩線・主要地方
道白井甲州線・主要地方道大月上野原線・一
般県道冨士吉田西桂線

全部開示

575 H29.1.12

H29.2.9

富士・東部建設事務所発注工事でＨ28年完成
予定の一般県道富士上吉田線落石防護柵応
急復旧工事2工区の契約より完成図書までの
文書一切
大規模小売店舗立地法の届出の内、○○店の
周辺見取り図（1：2，000程度）及び建物配置図
（1：500程度）

一部開示

施工管理記録等

決定内容

８条 ８条
１号 ２号
1

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

担当課等

その 担当部局
他

県土整備 建築住宅課

県土整備 道路管理課

1

県土整備 富士・東部建設事務

1

所吉田支所

576 H29.1.12

H29.1.19

次の大規模小売店舗新設届出書のうち、周辺見取図、建 全部開示
物配置図○○店・○○店1図面番号Ｐ-3周辺見取図2図面
番号Ｐ-4建物配置図

産業労働 産業振興金融

577 H29.1.12

H29.1.23

峡東農務事16-0058大野寺地区尾山工区ほ場 峡東農務事16-0058大野寺地区尾山工区ほ場整備付帯工 一部開示
整備付帯工事外1件に係る金入り設計書
事外1件に係る実施設計書

1

1

農政

峡東農務事務所

578 H29.1.12

H29.1.27

中北農務事16-0104龍岡地区支線道路1号改 中北農務事16-0104龍岡地区支線道路1号改良工事その1 一部開示
良工事その1（明許）外2件に係る金入り設計書 （明許）外2件に係る実施設計書

1

1

農政

中北農務事務所

579 H29.1.12

H29.1.20

峡南農務事16-0040富士川北部地区平林第3 峡南農務事16-0040富士川北部地区平林第3工区鳥獣害
工区鳥獣害防止柵設置工事に係る金入り設計 防止柵設置工事に係る実施設計書
書

1

1

農政

峡南農務事務所

580 H29.1.12

H29.1.23

峡東林環事-16-0146ブナヨコテノ沢治山工事
（明許）外4件に係る金入り設計書

峡東林環事-16-0146ブナヨコテノ沢治山工事（明許）外4件 一部開示
に係る実施設計書

1

1

森林環境 峡東林務環境事務所

581 H29.1.12

H29.1.23

中北林環事-16-0190林道野猿谷線改良工事
（明許）外4件に係る金入り設計書

中北林環事-16-0190林道野猿谷線改良工事（明許）外4件 一部開示
に係る実施設計書

1

1

森林環境 中北林務環境事務所

582 H29.1.12

H29.1.20

峡南林環事-16-0135湯の沢治山工事（明許）
外2件に係る金入り設計書

峡南林環事-16-0135湯の沢治山工事（明許）外2件に係る 一部開示
実施設計書

1

1

森林環境 峡南林務環境事務所

583 H29.1.12

H29.1.23

富東林環事-16-0175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-16-0175菅指沢治山工事（明許）外2件に係る 一部開示
実施設計書

1

1

森林環境 富士・東部林務環境

一部開示

1

事務所

584 H29.1.12

H29.1.24

中北建設事-16-0288一般国道411号道路改良 中北建設事-16-0288一般国道411号道路改良工事外5件
工事外5件に係る金入り設計書
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

585 H29.1.12

H29.1.23

中北建設事中北建設事-16-0294竪沢川砂防
工事（明許）外5件に係る金入り設計書

一部開示

1

1

県土整備 中北建設事務所峡北

中北建設事中北建設事-16-0294竪沢川砂防工事（明許）
外5件に係る実施設計書
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支所

備考

平成28年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
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

586 H29.1.12

H29.2.3

富東建設事-16-0255菅野川水位観測局外無
線機更新工事（明許）外9件に係る金入り設計
書

富東建設事-16-0255菅野川水位観測局外無線機更新工
事（明許）外9件に係る実施設計書

一部開示

587 H29.1.12

H29.1.24

富東建設事-16-0287富士吉田警察署建設事 富東建設事-16-0287富士吉田警察署建設事業移転用地
業移転用地造成工事（明許）外4件に係る金入 造成工事（明許）外4件に係る実施設計書
り設計書

一部開示

８条
１号

８条 ８条
２号 ３号
1

1

８条
４号

８条
５号

担当課等
８条 その 担当部局
６号
他
県土整備 富士・東部建設事務
1
所
1

県土整備 富士・東部建設事務

所吉田支所

588 H29.1.12

H29.1.23

峡南建設事-16-0213南俣川-2砂防工事（明
許）外4件に係る金入り設計書

峡南建設事-16-0213南俣川-2砂防工事（明許）外4件に係 一部開示
る実施設計書

1

1

県土整備 峡南建設事務所

589 H29.1.12

H29.1.24

道路整備課-16-0031国道300号道路工事（一
部債務）外4件に係る金入り設計書

道路整備課-16-0031国道300号道路工事（一部債務）外4
件に係る実施設計書

一部開示

1

1

県土整備 道路整備課

590 H29.1.12

H29.1.18

流域下水道-16-0036峡東流域下水道峡東ネッ 流域下水道-16-0036峡東流域下水道峡東ネットワーク幹
トワーク幹線機械設備工事（明許）外3件に係る 線機械設備工事（明許）外3件に係る実施設計書
金入り設計書

一部開示

1

県土整備 流域下水道事務所

591 H29.1.12

H29.1.25

峡東建設事-16-0130一般国道411号電線共同 峡東建設事-16-0130一般国道411号電線共同溝工事の1
溝工事の1（明許）に係る金入り設計書
（明許）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

592 H29.1.12

H29.1.19

荒川ダム管-16-0011荒川ダム水道管補修工
事に係る金入り設計書

荒川ダム管-16-0011荒川ダム水道管補修工事に係る実施 一部開示
設計書

1

1

県土整備 荒川ダム管理事務所

593 H29.1.12

H29.1.18

新環状建設-16-0066国道140号（新山梨環状 新環状建設-16-0066国道140号（新山梨環状道路東部区
道路東部区間1期）道路改良工事その2（明許） 間1期）道路改良工事その2（明許）に係る実施設計書
に係る金入り設計書

一部開示

1

1

県土整備 新環状・西関東道路

建設事務所

594 H29.1.12

H29.1.18

都市計画課-16-0010甲府駅南口駅前広場東 都市計画課-16-0010甲府駅南口駅前広場東側工区南広
側工区南広場建設工事（明許）に係る金入り設 場建設工事（明許）に係る実施設計書
計書

一部開示

595 H29.1.12

H29.1.23

営繕課-16-0084富士北麓公園野球場受変電
設備改修他工事外15件に係る金入り設計書

営繕課-16-0084富士北麓公園野球場受変電設備改修他
工事外15件に係る実施設計書

一部開示

596 H29.1.12

H29.1.16

県土整備部の実施設計単価表（平成29年1月） ・平成28年度実施設計単価表（平成29年1月）（電磁的記
及び施工単価名称と対となるコード一覧表、条 録）・施工単価名称と対になるコード一覧表及び施工単価
件単価一覧表（最新）
条件一覧表（電磁的記録・平成29年1月12日現在）

一部開示

597 H29.1.12

H29.1.18

森林環境部の施工単価表全ての施工単価条
件表

全部開示

598 H29.1.13

H29.1.24

平成28年度「やまなし・しごと・プラザ」及び「や 平成28年度「やまなし・しごと・プラザ」及び「やまなし・しご
まなし・しごと・プラザサテライト」業務委託契約 と・プラザサテライト」業務委託契約書
書類

施工単価条件表（平成29年1月）（電磁的記録）
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一部開示

1

1

1

県土整備 都市計画課

1

県土整備 営繕課

1

県土整備 技術管理課

森林環境 治山林道課

1

産業労働 労政雇用課

備考

平成28年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
番号

請求日

決定日

請求に係る行政文書の名称又は内容

599 H29.1.13

H29.1.24

600 H29.1.13

H29.1.25

601 H29.1.16

H29.2.10

602 H29.1.16

H29.1.25

603 H29.1.16

H29.1.23

604 H29.1.16

H29.1.17

H23～H25年度○○分政務活動費収支報告書 ○○に関する①「平成23年度政務調査費収支報告書の閲 全部開示
覧に供する書類」のうちP78～86及びP114～120②「平成24
年度政務調査費収支報告書の閲覧に供する書類」のうち
P86～93③「平成25年度政務調査費収支報告書の閲覧に
供する書類」のうちP71～74

605 H29.1.17

H29.1.20

中北建設事-16-0275（主）甲府昇仙峡線新長と 中北建設事-16-0275（主）甲府昇仙峡線新長とろ橋下部工 一部開示
ろ橋下部工事（一部債務）に係る金入り設計書 事（一部債務）に係る実施設計書

606 H29.1.17

H29.1.31

中北建設事-16-0334（主）茅野北杜韮崎線外
区画線工事外1件に係る金入り設計書

中北建設事-16-0334（主）茅野北杜韮崎線外区画線工事
外1件に係る実施設計書

中北農務事-16-0052天王原地区3号ファームポンド工事外 一部開示
2件に係る実施設計書

総務省が実施している「地方公務員の臨時・非
常勤職員に関する実態調査」について、県と市
町村の回答個票と集計した資料。平成24年実
施分と平成28年実施分。
総務省が実施している「地方公務員の臨時・非
常勤職員に関する実態調査」について、県と市
町村の回答個票と集計した資料。平成24年実
施分と平成28年実施分。
平成28年10月に発生した「シーチキン」への異
物混入事例について、調査結果に関する文書

対象行政文書の名称
総務省）地方公務員の臨時・非常勤職員に関する実態調
査(H24及びH28)

決定内容

８条
１号

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

全部開示

臨時・非常勤職員に関する調査について(回答）(平成24年1 全部開示
月9日付市第1549-1）のうち、県内市町村の回答個表及び
集計表等
○○食品等の発見に伴う調査の結果について等

担当課等
その 担当部局
他
人事課
総務

総務

市町村課

一部開示

1

福祉保健 中北保健福祉事務所

平成28年度生活保護等におけるレセプト点検 福保総第1072号平成28年度生活保護レセプト点検業務委 一部開示
業務1.入札説明書・仕様書2.入札（見積合わ
託について等
せ）参加業者及び各業者の応札金額3.契約書
及び契約金額
山梨県道路台帳図主要地方道甲斐中央線35- 主要地方道甲斐中央線の道路台帳
全部開示
2/45、35-1/45のデジタルデータ

1

福祉保健 福祉保健総務課

議会

一部開示

1

議会事務局総務課

1

県土整備 中北建設事務所

1

県土整備 中北建設事務所峡北

支所

607 H29.1.17

H29.2.1

中北農務事-16-0052天王原地区3号ファーム
ポンド工事外2件に係る金入り設計書

608 H29.1.17

H29.1.30

スポーツ健-16-0002韮崎射撃場Ｂ工区汚染土 スポーツ健-16-0002韮崎射撃場Ｂ工区汚染土壌除去工事 一部開示
壌除去工事(明許)外1件に係る金入り設計書 (明許)外1件に係る実施設計書

609 H29.1.17

H29.1.31

富東建設事-16-0306国道139号橋梁耐震補強 富東建設事-16-0306国道139号橋梁耐震補強工事（唐沢
工事（唐沢桟道橋外6橋）（明許）外1件に係る 桟道橋外6橋）（明許）外1件に係る実施設計書
金入り設計書

一部開示

1

1

中北農務事務所

1

農政

1

県土整備 スポーツ健康課

1

県土整備 富士・東部建設事務

所

610 H29.1.17

H29.1.23

営繕課-16-0127笛吹高校テニスコート改修工
事外件に係る金入り設計書

営繕課-16-0127笛吹高校テニスコート改修工事外件に係
る実施設計書

一部開示

611 H29.1.18

H29.1.25

新環状・西関東道路建設事務所で実施した地 新環状・西関東道路建設事務所で実施した地質調査にお
質調査におけるボーリング柱状図（中央自動車 けるボーリング柱状図（中央自動車道小曲地区付近）
道小曲地区付近）

一部開示

4 / 17 ページ

県土整備 中北建設事務所

1

1

県土整備 営繕課

県土整備 新環状・西関東道路

建設事務所

備考

平成28年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
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

612 H29.1.19

H29.1.31

山梨県県土整備部の管内図（全県版。砂防堰 管内砂防堰堤位置図
堤の位置がわかるもの）

613 H29.1.19

H29.2.1

境界確認書（県道韮崎南アルプス中央線）

中北建第4416号県管理道路区域(道路敷）と申請地との協 一部開示
会確認について

614 H29.1.20

H29.1.26

○○（県議）の政務活動費（領収書）平成23年
度～平成27年度

○○に関する平成23～24年度の政務調査費収支報告書 全部開示
の閲覧に供する書類並びに平成25～27年度の政務活動費
収支報告書の閲覧に供する書類等

議会

615 H29.1.23

H29.1.31

峡東建設事-16-0120平等川外浸水想定区域
図作成業務委託の金入り設計書

峡東建設事-16-0120平等川外浸水想定区域図作成業務
委託に係る実施設計書

県土整備 峡東建設事務所

616 H29.1.24

H29.1.30

平成28年度宝鉱山坑廃水処理実績表、宝鉱山原水分析 全部開示
表、宝鉱山放流水水質分析表、宝鉱山坑廃水処理作業日
誌（平成28年9月から平成28年12月まで）

617 H29.1.25

H29.1.31

平成28年度宝鉱山坑廃水処理実績表、宝鉱山
原水分析表、度宝鉱山放流水水質分析表、宝
鉱山坑廃水処理作業日誌※前回10月に開示
を受けたもの以降
早川町新倉字明地2900-17、2900-27、290027、2900-29における①水質汚濁防止法第5条
に基づく、平成19年7月19日提出の届出書②平
成20年11月7日提出の同法に基づく届出③平
成23年4月1日提出の②の承継届出

618 H29.1.26

H29.2.1

平成28年10月1日から平成28年12月31日の間 法人設立届一覧（平成28年10月～平成28年12月受理分）
に県内全県税事務所にて届出を受理した「法
人設立届出書」のうち1.法人名2.所在地

一部開示

619 H29.1.27

H29.2.10

平成28年度12月21日開催のふるさとやまなし ふるさとやまなし創生フォーラム開催に係るべし行政文書
創生フォーラムで講師（○○）に支払われた講 の表示欄記載のとおり
師料等がわかる文書

全部開示

「北方の領土帰れる日平和な日」垂れ幕設置
等北方領土返還要求運動推進についての国等
からの県（北方領土返還要求運動山梨県民会
議を含む）への要請文書
県内の中学校・高等学校教員の部活動に係る
業務の現状について文部科学省に報告した内
容がわかるもの（起案文書を含む。）

北方領土集中啓発事業の協力について（依頼）

全部開示

総合政策 広聴広報課

「平成27年度運動部活動の工夫・改善支援事業の完了報
告書・委託経費決算書の提出について」のうち、運動部活
動実態調査【中学校】【高等学校】

全部開示

教委

８条
１号

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

全部開示

620 H29.1.27

H29.2.8

621 H29.1.30

H29.2.14

622 H29.1.30

H29.2.3

山梨県中央市西新居11-17の一般住居用建物 建築計画概要書（中央市西新居11-17）
の建築計画概要書

623 H29.1.30

H29.2.12

624 H29.2.2

H29.3.6

山梨県富士山五合目総合管理センター清掃業
務委託に係る契約について以下の点が分かる
関係書類（過去2回分）契約期間、契約額、契
約業者、参加業者、業務内容、契約方法
中北農務16-0031釜無川右岸地区3-1-R管路
工事の契約より現在までの文書一切

県土整備 砂防課

1

議会事務局総務課

産業労働 産業政策課

1

森林環境 峡南林務環境事務所

1

1

1 総務

総合県税事務所

総合政策 地域創生・人口対策

課

一部開示

1

平成27年度分に係る、請書、山梨県富士山五合目総合管 一部開示
理センター清掃業務委託仕様書等

1

1

中北農務16-0031釜無川右岸地区3-1-R管路工事の契約 一部開示
より現在までの文書一切

1

1
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県土整備 中北建設事務所

1

全部開示

早川町新倉字明地2900-17他における水質汚濁防止法に 一部開示
基づく特定施設設置届出書等

担当課等

その 担当部局
他

スポーツ健康課

県土整備 中北建設事務所

県民生活 世界遺産富士山課

1

農政

中北農務事務所

備考

平成28年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
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

625 H29.1.30

H29.2.14

大規模小売店舗立地法届出に係る縦覧書類 オギノ河口湖店に係る大規模小売店舗立地法届出書のう 全部開示
のうち、2016／11／25変更届出オギノ河口湖 ち、基本届出事項について記載された概要部分、周辺図、
店の届出書「基本届出事項について記載され ハ配置図、平面図等
た概要部分」添付資料「広域見取図」「周辺見
取図」「平面図・建物配置図」。変更部分の変更
前後の図面も必要。カラーの図面はカラーコ
ピーを希望

626 H29.2.3

H29.2.14

627 H29.2.3

H29.2.10

628 H29.2.3

H29.2.9

629 H29.2.3

H29.2.9

630 H29.2.3

H29.2.17

631 H29.2.3

H29.2.14

632 H29.2.7

H29.2.16

県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平
成29年1月6日から平成29年2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】
県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年1月6日から平成29年2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】
県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年1月6日から平成29年2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】
県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年1月6日から平成29年2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】
県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年1月6日から平成29年2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】
県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年1月6日から平成29年2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】
退職予定者に関する情報提供依頼書5年分
（H24年度～H28年度）

633 H29.2.7

H29.2.17

平成29年1月6日から平成29年2月5日までの間の薬局、医 一部開示
薬品販売業の廃止一覧【電磁的記録）のうち、業種、施設
名証等

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 担当部局
他

担当課等

産業労働 商業振興金融課

福祉保健 衛生薬務課

1

中北保健所（峡北支所を除く）管内における病院廃止届け 一部開示
等。ただし、平成29年1月6日から平成29年2月5日までのも
の。

1

1 福祉保健 中北保健福祉事務所

中北保健所峡北支所管内における病院廃止届け等。ただ 不存在によ
し、平成29年1月6日から平成29年2月5日までのもの。
る不開示

1 福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

峡東保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成29 不存在によ
年1月6日から平成29年2月5日までのもの。
る不開示

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

峡南保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成29 一部開示
年1月6日から平成29年2月5日までのもの。

1

1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

富東保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成29 一部開示
年1月6日から平成29年2月5日までのもの。

1

1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

退職予定者に関する情報提供依頼書5年分（H24年度～
H28年度）

1浄化槽工事業登録業者名簿（最新版）許可業 浄化槽工事業に罹る登録業者名簿
種、会社名、代表者名、電話番号、登録年月
日、登録番号、更新年月日、管轄事業所2特例
浄化槽工事業届出業者名簿（最新版）同上
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不存在によ
る不開示
一部開示

1 総務

1

人事課

県土整備 建設業対策室

備考

平成28年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
番号

請求日

決定日

請求に係る行政文書の名称又は内容

634 H29.2.7

H29.2.9

平成23年度～26年度准看護師試験問題及び
解答

635 H29.2.8

H29.2.10

636 H29.2.9

対象行政文書の名称
山梨県准看護師試験問題及び解答（平成23～26年度）

決定内容

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 担当部局
他

担当課等

全部開示

福祉保健 医務課

添付した開示請求リストの告示区間に関する平 道路の区域変更・供用開始に係る位置図及び平面図
面図および位置図

全部開示

県土整備 道路管理課

H29.3.13

平成25年度に行われた「桂川ウエルネスパー
ク指定管理者募集」に応募した団体の応募書
類とその選定に係る一切の資料

一部開示

637 H29.2.9

H29.2.16

新土木設計積算システム設計・開発業務「公募 公募型プロポーザル方式による新土木設計積算システム
型プロポーザル」公告に係る資料一式
設計・開発業務委託について等

全部開示

638 H29.2.10

H29.2.14

道路整備課-16-0025一般県道割子切石線（仮称）下田原
高架橋下田原27工区橋梁上部工事（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

639 H29.2.13

H29.2.15

道路整備課-16-0025一般県道割子切石線（仮称）下田原
高架橋下田原27工区橋梁上部工事（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

640 H29.2.13

H29.2.27

平成28年8月23日付け復命書他

一部開示

641 H29.2.13

H29.2.15

道路整備課-16-0025一般県道割子切石線（仮
称）下田原高架橋下田原27工区橋梁上部工事
（一部債務）に係る金入り設計書（本工事費、工
種明細書、科目明細書、施工単価表）
道路整備課-16-0025一般県道割子切石線（仮
称）下田原高架橋下田原27工区橋梁上部工事
（一部債務）に係る金入り設計書（本工事費、工
種明細書、科目明細書、施工単価表）
ＮＰＯ法人「○○」の無料低額宿泊所事業に関
し、県が作成した文書（報告書、議事録、メモ、
メール類を含む）▽ＮＰＯ法人から提出を受け
た文書（メールを含む）▽地域住民ならびに国
会議員、県会議員、市会議員とその秘書・関係
者からの問い合わせ、照会内容と県の対応が
分かる文書（意見書、要望書、メモ、メール類を
含む）※重複文書は不要
山梨県道路公社管理有料道路の利用台数
(H27・28年）

642 H29.2.13

H29.3.1

北杜市○○地先での開発行為に係る平成28年 打合せ記録簿等
11月25日～本日迄の関係図書の全て

643 H29.2.15

H29.2.20

都市計画課-16-0007釜無川流域下水道釜無 都市計画課-16-0007釜無川流域下水道釜無川1号幹線管 一部開示
川1号幹線管きょ更生工事に係る金入り設計書 きょ更生工事に係る実施設計書

1

1

県土整備 下水道対策室

644 H29.2.15

H29.2.22

流域下水道-16-0021桂川流域下水道桂川2号 流域下水道-16-0021桂川流域下水道桂川2号幹線外管
幹線外管きょ更生・耐震工事外2件に係る金入 きょ更生・耐震工事外2件に係る実施設計書
り設計書

一部開示

1

1

県土整備 流域下水道事務所

645 H29.2.15

H29.3.2

富東建設16-0121,0122及び0127の3工事の原 工事記録写真、工事書類綴等
因発生（通報）より現在までの文書一切

一部開示

桂川ウエルネスパーク指定管理者指定申請書等

1

1

1

県土整備 技術管理課

1

福祉保健 福祉保健総務課

1

山梨県道路公社管理有料道路の利用台数(H27・28年）（月 全部開示
別、車種別）
一部開示

県土整備 都市計画課

道路公社 道路公社

1

1

森林環境 中北林務環境事務所

1

1

県土整備 富士・東部建設事務

所吉田支所
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備考

平成28年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
番号

請求日

646 H29.2.15

決定日
H29.3.2

請求に係る行政文書の名称又は内容
一般県道富士上吉田線落石防護柵応急復旧
工事その2富東建設事-16-0169の契約より現
在までの文書一切

対象行政文書の名称
施工管理記録等

決定内容
一部開示

８条 ８条 ８条
１号 ２号 ３号
1
1

８条
４号

８条
５号

８条
６号

担当課等

その 担当部局
他

県土整備 富士・東部建設事務

所吉田支所

647 H29.2.16

H29.2.22

「平成28年度実施設計単価表（平成29年2月）」 平成28年度実施設計単価表（平成29年2月）（電磁的記録） 一部開示
の全開示（処分費項目も含む）

1

648 H29.2.16

H29.2.23

山梨県富士工業技術センターの清掃業務委託 見積もり合わせ点検表（平成27年度及び28年度実施分）
一部開示
に係る契約について以下の点が分かる関係書
類（過去2回分）契約期間、契約額、契約業者、
参加業者、業務内容、契約方法
昭和33年1月13日付甘利山財産区議会との紛 甘利山財産区議会との紛争裁定申請について韮崎市甘利 一部開示
争裁定申請に係る書類一切昭和30年韮崎市 山財産区議会設置について
甘利山財産区議会設置に係る書類一切

1

649 H29.2.17

H29.3.2

650 H29.2.20

H29.3.7

中北農務事-16-0100中山地区ほ場整備工事
（その1）に係る金入り設計書

651 H29.2.20

H29.3.2

峡東農務事-16-0060黒駒西地区用排水路7号 峡東農務事-16-0060黒駒西地区用排水路7号（2工区）工
（2工区）工事外3件に係る金入り設計書
事外3件に係る実施設計書

652 H29.2.20

H29.3.3

峡東林環事-16-0154金川の森園路舗装工事
外4件に係る金入り設計書

峡東林環事-16-0154金川の森園路舗装工事外4件に係る 一部開示
実施設計書

653 H29.2.20

H29.3.1

654 H29.2.20

H29.2.28

1

県土整備 技術管理課

産業労働 富士工業技術セン

ター
1

中北農務事-16-0100中山地区ほ場整備工事（その1）に係 一部開示
る実施設計書

総務

市町村課

1

1

農政

中北農務事務所

1

1

農政

峡東農務事務所

1

1

1

森林環境 峡東林務環境事務所

中北林環事-16-0215林業専用道小字沢1号支 中北林環事-16-0215林業専用道小字沢1号支線開設工事 一部開示
線開設工事（明許）外5件に係る金入り設計書 （明許）外5件に係る実施設計書

1

1

1

森林環境 中北林務環境事務所

富東林環事-16-0132葛野治山工事（明許）外3 富東林環事-16-0132葛野治山工事（明許）外3件に係る金 一部開示
件に係る金入り設計書外1件に係る金入り設計 入り設計書外1件に係る実施設計書
書

1

一部開示

森林環境 富士・東部林務環境

事務所

655 H29.2.20

H29.3.2

峡南建設事-16-0211一般県道下部飯富線外
（鳩打トンネル外）トンネル補修工事（明許）外
15件に係る金入り設計書

峡南建設事-16-0211一般県道下部飯富線外（鳩打トンネ
ル外）トンネル補修工事（明許）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

656 H29.2.20

H29.2.28

中北建設事-16-0326（主）今諏訪北村線交差
点改良工事（明許）外8件に係る金入り設計書

中北建設事-16-0326（主）今諏訪北村線交差点改良工事
（明許）外8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

657 H29.2.20

H29.2.24

中北建設事-16-0285(主)韮崎昇仙峡線電線共 中北建設事-16-0285(主)韮崎昇仙峡線電線共同溝工事
同溝工事(一部債務)外2件
(一部債務)外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

富東建設事-16-0320菅野川河川工事（明許）
上記工事の金入り設計書【表紙から単価表レ
ベル全て及び諸経費計算書】ＰＤＦ

全部開示

658 H29.2.20

H29.2.21

富東建設事-16-0320菅野川河川工事（明許）上記工事の
実施設計書
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支所
県土整備 富士・東部建設事務

所

備考

平成28年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
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

659 H29.2.20

H29.2.22

富東建設事-16-0317一般国道137号道路改良 富東建設事-16-0317一般国道137号道路改良工事（明許） 一部開示
工事（明許）外2件に係る金入り設計書
外2件に係る実施設計書

660 H29.2.20

H29.2.28

治水課-16-0010鎌田川3工区河川工事(明許)
外1件に係る金入り設計書

661 H29.2.20

H29.3.1

道路整備課-16-0032国道411号柳沢第一トン 道路整備課-16-0032国道411号柳沢第一トンネル（仮称）
ネル（仮称）建設工事（一部債務）外1件に係る 建設工事（一部債務）外1件に係る実施設計書
金入り設計書

一部開示

662 H29.2.20

H29.3.2

峡東建設事-16-0135戸倉川砂防工事(明許)に 峡東建設事-16-0135戸倉川砂防工事(明許)に係る実施設 一部開示
係る金入り設計書
計書

663 H29.2.20

H29.3.6

大門塩川管-16-0025塩川ダムITVカメラ設備改 大門塩川管-16-0025塩川ダムITVカメラ設備改良工事(明
良工事(明許)に係る金入り設計書
許)に係る実施設計書

全部開示

一部開示

８条
１号

８条 ８条
２号 ３号
1

治水課-16-0010鎌田川3工区河川工事(明許)外1件に係る 一部開示
実施設計書

都市計画課-16-0011甲府駅南口駅前広場西側工区信玄
公像広場建設工事（明許）に係る実施設計書

H29.2.28

都市計画課-16-0011甲府駅南口駅前広場西
側工区信玄公像広場建設工事（明許）に係る
金入り設計書

665 H29.2.20

H29.2.22

流域下水道-16-0045桂川流域下水道桂川2-1 流域下水道-16-0045桂川流域下水道桂川2-1号幹線機械 全部開示
号幹線機械設備工事（明許）に係る金入り設計 設備工事（明許）に係る実施設計書
書

666 H29.2.20

H29.3.6

営繕課-16-0110甲府第一高校同窓会館天井
吹付材除去工事外8件に係る金入り設計書

667 H29.2.20

H29.2.27

韮崎市○○丁目○番○号における水質汚濁防 水質汚濁防止法に基づく特定施設の設置届について
止法第5条、第条、第10条に基づく届出

668 H29.2.20

H29.3.2

669 H29.2.20

H29.2.24

(株)○○の森林法第10条の規定による林地開
発行為の許可年月日及び許可番号並びに森
林法第5条に基づく地域森林計画対象民有林
の存否確認
平成28年5月20日～平成29年2月18日までの
富士スバルライン気象観測図データ

平成4年8月31日付け山梨県指令3森土第2-22号許可書
全部開示
（写）、平成10年6月30日付け山梨県指令森整第5-78号変
更許可書（写）、平成12年4月25日付け山梨県指令森整第
2-43号変更許可書（写）
富士スバルライン気象観測地点観測データ（平成28年5月 全部開示
20日～平成29年2月18日）

670 H29.2.21

H29.2.22

シーチキンへの異物購入にかかる①不良食品
等の発見に伴う調査の結果について（回答）
（平成28年12月22日付け28静保食第3597号）
②不良食品の調査結果報告に対する静岡市
への確認内容と結果（平成28年12月27日）

①不良食品等の発見に伴う調査の結果について（回答）
（平成28年12月22日付け28静保食第3597号）②不良食品
の調査結果報告に対する静岡市への確認内容と結果（平
成28年12月27日）

671 H29.2.21

H29.3.8

建設業許可番号：○○会社名：(株)○○住所： (株)○○に係る平成28年6月期の決算変更届出書一式
中巨摩郡昭和町○○代表者：○○上記企業の
H28年6月期の「決算変更届出所」一式
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８条
５号

担当課等
８条 その 担当部局
６号
他
県土整備 富士・東部建設事務
1
所吉田支所
1

県土整備 治水課

1

1

県土整備 道路整備課

1

1

県土整備 峡東建設事務所

県土整備 大門・塩川ダム管理

事務所

664 H29.2.20

営繕課-16-0110甲府第一高校同窓会館天井吹付材除去
工事外8件に係る実施設計書

８条
４号

1

1

1

1

県土整備 営繕課

森林環境 中北林務環境事務所

森林環境 森林整備課

道路公社 道路公社

一部開示

一部開示

県土整備 都市計画課

県土整備 流域下水道事務所

一部開示

一部開示

1

1

1

福祉保健 中北保健福祉事務所

1

県土整備 建設業対策室

備考

平成28年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
番号

請求日

決定日

672 H29.2.21

H29.3.8

673 H29.2.21

H29.3.6

674 H29.2.22

H29.2.28

675 H29.2.22

676 H29.2.23

H29.3.8

H29.3.8

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

建設業許可番号：○○会社名：(株)○○住所： (株)○○に係る平成28年8月期の決算変更届出書一式
富士吉田市○○代表者：○○上記企業のH28
年8月期の「決算変更届出所」一式及び直近の
「建設業許可申請書」一式
○○商店○○産業の砂利洗浄汚泥分析結果 平成28年度再生活用事業（下山地区）土壌試験結果につ
の提出資料
いて

一部開示

中北建設事-16-0045国道141号外8路線道路 中北建設事-16-0045国道141号外8路線道路管理業務委
管理業務委託（3工区）外2件に係る金入り設計 託（3工区）外2件に係る実施設計書
書

一部開示

富士山吉田口登山道に係る県有林の使用協
議の書類と許可内容の判る文書一切

全部開示

平成28年3月23日付け富東建第12254号-1恩賜県有財産
土地使用協議書等

一部開示

８条 ８条 ８条
１号 ２号 ３号
1
1

1

県土整備 建設業対策室

森林環境 峡南林務環境事務所

1

県土整備 中北建設事務所峡北

所吉田支所

吉田口登山線道路で自然公園法に定める公園 国立公園事業の内容の変更の協議書
事業に関し山梨県が執行している以下の事業
の環境省に協議した内容及び現在の執行状況
がわかる文書一切・H27年度導流堤試験施工・
H28年度標識整備

一部開示

県土整備 富士・東部建設事務

1

所吉田支所

一部開示

1

678 H29.2.24

H29.3.7

別紙政治団体に係る平成27年分政治資金収支報告書添
付の領収書

一部開示

1

679 H29.2.28

H29.3.7

平成27年分収支報告書に添付されている高額
領収書の写し・維新の党衆議院山梨県第1区選
挙区支部・改革結集の会山梨県総支部・改革
結集の会衆議院山梨県第1選挙区支部・山梨
県○○薬剤師後援会・山梨県薬剤師連盟・自
由民主党山梨県薬剤師支部・○○を支援する
南高希望の会・民主党山梨県第1区総支部・税
理士による○○後援会・○○後援会（○○クラ
ブ）
実施機関が医療法人社団○○に対して行った
平成25年7月立入調査の結果及び当該診療所
とのやり取りの結果を総括的にまとめた内容が
記載された行政文書。
実施機関が医療法人社団○○に対して行った
平成28年4月立入調査の結果及び当該診療所
とのやり取りの結果を総括的にまとめた内容が
記載された行政文書。
下記の路線の道路形状が分かる平面図
（1/500～1/5000程度の縮尺を希望）路線名/
住所/供用予定日/備考甲府南アルプス線/甲
斐市西八幡/平成28年9月6日供用/開国橋の
拡幅工事北杜八ヶ岳公園線/北杜市高根町下
黒澤/平成28年10月21日供用/乙坂バイパス
駒ヶ岳公園線/北杜市白州町白須/平成29年2
月16日供用/延長約200m、白州中学校東側付
近

○○苦情事案における指導対応について

一部開示

1

H29.3.10

担当課等

その 担当部局
他

県土整備 富士・東部建設事務

吉田口登山線道路で自然公園法に定める公園 平成28年9月5日付け世富第979号等
事業に関し山梨県が執行している以下の事業
の環境省に協議した内容及び現在の執行状況
がわかる文書一切・H28年度緊急搬送路の拡
幅

681 H29.2.28

８条
６号

支所

H29.3.10

H29.3.7

８条
５号

1

677 H29.2.23

680 H29.2.28

８条
４号

県民生活 世界遺産富士山課

1

1

選管

選挙管理委員会事務
局

福祉保健 富士・東部保健福祉

事務所
○○における生検針再使用に係る調査結果等

一部開示

道路の供用開始に係る平面図

全部開示
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1

福祉保健 医務課

県土整備 道路管理課

備考

平成28年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
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
山梨県国民健康保険診療報酬審査委員会委員名簿

決定内容

682 H29.3.1

H29.3.16

山梨県国民健康保険診療報酬審査委員会委
員名簿

一部開示

683 H29.3.2

H29.3.10

大規模小売店舗立地法の届出に係る縦覧書 大規模小売店舗新設届出書のうち、基本届出事項につい 全部開示
類のうち2017/1/27新設届出南アルプス市徳 て記載された概要部分等
永複合施設の届出書「基本届出事項について
記載された概要部分」、添付書類「広域見取
図」「周辺見取図」「平面図・建物配置図」。カ
ラーの図面はカラーコピーを希望。

684 H29.3.2

H29.3.15

①山梨県と株式会社○○との間に結ばれてい 恩賜県有財産賃貸借契約書
る、山中湖別荘地外の県有林の貸し付けに関
する契約書②株式会社○○に貸し付けてい
る、山中湖別荘地外の県有林の最新（平成26
年）の適正化調査報告書

685 H29.3.3

H29.3.31

平成28年度地価調査基準地標準価格にかか
る鑑定評価書2件

８条 ８条 ８条
１号 ２号 ３号
1
1

８条
５号

８条
６号

担当課等

その 担当部局
他

福祉保健 国保援護課

産業労働 商業振興金融課

一部開示

以下の基準値番号に係る鑑定評価書(平成28年度地価調 一部開示
査）甲府(県)5-2他2件

８条
４号

1

1

1

森林環境 県有林課

総合政策 地域創生・人口対策

1

課

686 H29.3.3

H29.3.15

道路管理課-16-0012（主）北杜八ヶ岳公園線 道路管理課-16-0012（主）北杜八ヶ岳公園線白樺橋耐震
白樺橋耐震補強工事（一部債務）他1件の金入 補強工事（一部債務）他1件に係る実施設計書
り設計書

一部開示

687 H29.3.3

H29.3.6

峡南林環事-16-0076林業専用道赤石高下支
線1号支線開設工事の金入り設計書

峡南林環事-16-0076林業専用道赤石高下支線1号支線開 一部開示
設工事の実施設計書

1

森林環境 峡東林務環境事務所

688 H29.3.6

H29.3.13

平成29年2月6日から平成29年3月5日までの間の薬局、医 一部開示
薬品販売業の廃止施設一覧のうち、業種等

1

福祉保健 衛生薬務課

689 H29.3.6

H29.3.9

690 H29.3.6

H29.3.15

691 H29.3.6

H29.3.9

692 H29.3.6

H29.3.13

693 H29.3.6

H29.3.14

県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平
成29年2月6日から平成29年3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
県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年2月6日から平成29年3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
県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年2月6日から平成29年3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
県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年2月6日から平成29年3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
県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年2月6日から平成29年3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
県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年2月6日から平成29年3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

1

県土整備 道路管理課

中北保健所管内（峡北支所を除く）に係る病院廃止届等

不存在によ
る不開示

1 福祉保健 中北保健福祉事務所

中北保健所管内（峡北支所）に係る病院廃止届等

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

峡東保健所管内に係る病院廃止届等

不存在によ
る不開示

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

峡南保健所管内に係る病院廃止届等

不存在によ
る不開示

1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

富士・東部保健所管内に係る病院廃止届等

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
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備考

平成28年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
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

694 H29.3.8

H29.3.14

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

695 H29.3.10

H29.3.27

平成19年度の森林総合利用協議会の会議録
等

平成25年度精算分交付金(県有第242号)等

一部開示

696 H29.3.10

H29.3.27

山梨県内の農業農村整備事業で除去できな
釜無川右岸地区3号幹線設計業務等
かった石綿セメント管の場所(位置）と数量のわ
かる文書一切

697 H29.3.10

H29.3.24

698 H29.3.10

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 担当部局
他

担当課等

県土整備 道路管理課

森林環境 県有林課

1

全部開示

1 農政

中北農務事務所

山梨県内の農業農村整備事業で除去できな
山梨県内の農業農村整備事業で除去できなかった石綿セ 不存在によ
かった石綿セメント管の場所(位置）と数量のわ メント管の場所(位置）と数量のわかる文書一切
る不開示
かる文書一切

1 農政

峡東農務事務所

H29.3.21

山梨県内の農業農村整備事業で除去できな
山梨県内の農業農村整備事業で除去できなかった石綿セ 不存在によ
かった石綿セメント管の場所(位置）と数量のわ メント管の場所(位置）と数量のわかる文書一切
る不開示
かる文書一切

1 農政

峡南農務事務所

699 H29.3.10

H29.3.24

山梨県内の農業農村整備事業で除去できな
山梨県内の農業農村整備事業で除去できなかった石綿セ 不存在によ
かった石綿セメント管の場所(位置）と数量のわ メント管の場所(位置）と数量のわかる文書一切
る不開示
かる文書一切

1 農政

富士・東部農務事務
所

700 H29.3.10

H29.3.21

都市計画課-16-0013(主)甲府韮崎線(平和通 都市計画課-16-0013(主)甲府韮崎線(平和通り)道路改良
り)道路改良工事(一部債務)に係る金入り設計 工事(一部債務)に係る実施設計書
書

701 H29.3.15

H29.3.21

新環状建設-16-0049国道140号（西関東連絡 新環状建設-16-0049国道140号（西関東連絡道路）荒神山 全部開示
道路）荒神山トンネル照明工事に係る金入り設 トンネル照明工事に係る実施設計書
計書

県土整備 新環状・西関東道路

県土整備 峡南建設事務所

一部開示

702 H29.3.15

H29.3.17

峡南建設事-16-0095東川排水機場設備更新
電気工事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に
係る実施設計書

全部開示

703 H29.3.15

H29.3.24

営繕課-16-0046県立文学館受変電設備更新
工事に係る金入り設計書

営繕課-16-0046県立文学館受変電設備更新工事に係る
実施設計書

一部開示

704 H29.3.16

H29.3.31

富東農務事-16-0046桂川西部地区用排水路
第1号管理用道路舗装工事に係る金入り設計
書

富東農務事-16-0046桂川西部地区用排水路第1号管理用 一部開示
道路舗装工事に係る実施設計書

705 H29.3.16

H29.3.23

峡南農務事-16-0042身延南部地区相又1工
峡南農務事-16-0042身延南部地区相又1工区・湯平工区
区・湯平工区鳥獣害防止柵設置工事（明許）に 鳥獣害防止柵設置工事（明許）に係る実施設計書
係る金入り設計書

706 H29.3.16

H29.3.31

1

1

県土整備 都市計画課

建設事務所

1

県土整備 営繕課

1

1

農政

富士・東部農務事務
所

一部開示

1

1

農政

峡南農務事務所

中北農務事-16-0103釜無川右岸地区2-1支
中北農務事-16-0103釜無川右岸地区2-1支線、2-2管路工 一部開示
線、2-2管路工事（明許）他2件に係る金入り設 事（明許）他2件に係る実施設計書
計書

1

1

農政

中北農務事務所
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備考

平成28年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
番号

請求日

決定日

707 H29.3.16

H29.3.28

峡東農務事-16-0067玉宮地区上竹森第2工区 峡東農務事-16-0067玉宮地区上竹森第2工区ほ場整備付 一部開示
ほ場整備付帯工事に係る金入り設計書
帯工事に係る実施設計書

708 H29.3.16

H29.3.31

中北林環事-16-0233林業専用道観音峠大野 中北林環事-16-0233林業専用道観音峠大野山1号支線（2 一部開示
山1号支線（2工区）開設工事（明許）他2件に係 工区）開設工事（明許）他2件に係る実施設計書
る金入り設計書

1

709 H29.3.16

H29.3.21

峡南林環事-16-0133林道足馴峠線（池の茶屋 峡南林環事-16-0133林道足馴峠線（池の茶屋工区）開設
工区）開設工事（明許）に係る金入り設計書
工事（明許）に係る実施設計書

一部開示

1

710 H29.3.16

H29.3.27

峡南建設事-16-0253主要地方道笛吹市川三 峡南建設事-16-0253主要地方道笛吹市川三郷線上野地
郷線上野地内道路工事（明許）他9件に係る金 内道路工事（明許）他9件に係る実施設計書
入り設計書

一部開示

1

1

県土整備 峡南建設事務所

711 H29.3.16

H29.3.23

中北建設事-16-0344坪川河川工事(明許）他4 中北建設事-16-0344坪川河川工事(明許）他4件に係る実 一部開示
件に係る金入り設計書
施設計書

1

1

県土整備 中北建設事務所

712 H29.3.16

H29.3.23

中北建設事-16-0364国道141号外道路工事
（明許）に係る金入り設計書

中北建設事-16-0364国道141号外道路工事（明許）に係る 一部開示
実施設計書

1

1

県土整備 中北建設事務所峡北

富東建設事-16-0318富士北麓公園屋内練習
走路造成工事（明許）他1件に係る金入り設計
書

富東建設事-16-0318富士北麓公園屋内練習走路造成工
事（明許）他1件に係る金実施設計書

一部開示

1

富東建設事-16-0343一般国道139号電線共同 富東建設事-16-0343一般国道139号電線共同溝工事（明
溝工事（明許）他1件に係る金入り設計書
許）他1件に係る実施設計書

一部開示

全部開示

713 H29.3.16

714 H29.3.16

H29.3.21

H29.3.21

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

８条
１号

８条 ８条
２号 ３号
1

1

８条
４号

８条
５号

担当課等
８条 その 担当部局
６号
他
峡東農務事務所
1
農政

1

森林環境 中北林務環境事務所

森林環境 峡南林務環境事務所

支所
1

県土整備 富士・東部建設事務

所
1

1

県土整備 富士・東部建設事務

所吉田支所

715 H29.3.16

H29.3.21

流域下水道-16-0047峡東流域下水道峡東ネッ 流域下水道-16-0047峡東流域下水道峡東ネットワーク幹
トワーク幹線機能増設電気工事（明許）他2件 線機能増設電気工事（明許）他2件に係る実施設計書
に係る金入り設計書

716 H29.3.16

H29.4.6

峡東建設事-16-0142一般国道411号舗装工事 峡東建設事-16-0142一般国道411号舗装工事（明許）に係 一部開示
（明許）に係る金入り設計書
る実施設計書

1

1

県土整備 峡東建設事務所

717 H29.3.16

H29.3.21

道路整備課-16-0029一般県道塩山停車場大 道路整備課-16-0029一般県道塩山停車場大菩薩嶺線道
菩薩嶺線道路改良工事（明許）他1件に係る金 路改良工事（明許）他1件に係る実施設計書
入り設計書

一部開示

1

1

県土整備 道路整備課

718 H29.3.16

H29.3.21

広瀬琴川ダ-16-0036広瀬ダム横越流堤補修
工事（明許）に係る金入り設計書

全部開示

719 H29.3.16

H29.3.21

広瀬琴川ダ-16-0036広瀬ダム横越流堤補修工事（明許）
に係る実施設計書

新環状建設-16-0070国道140号（西関東連絡 新環状建設-16-0070国道140号（西関東連絡道路）道路改 全部開示
道路）道路改良工事その36（明許）に係る金入 良工事その36（明許）に係る実施設計書
り設計書
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県土整備 流域下水道事務所

県土整備 広瀨・琴川ダム管理

事務所
県土整備 新環状・西関東道路

建設事務所

備考

平成28年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
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

720 H29.3.16

H29.3.24

営繕課-16-0127笛吹高校テニスコート改修工
事他5件に係る金入り設計書

721 H29.3.16

H29.3.28

一般県道358号線(151分の88～90付近)の計画 以下の道路工事平面図のデータ国道358号道路改良工事 全部開示
図のデジタルデータ(sfc形式）

722 H29.3.16

H29.3.27

平成21年7月から同年12月までの間に「○○自 平成21年7月から同年12月までの間に「○○自治会連合
治会連合会」又は○○第1第2、第3、第4自治 会」又は○○第1第2、第3、第4自治会が作成・提出した資
会が作成・提出した資料全て
料全て

不存在によ
る不開示

723 H29.3.17

H29.3.30

「開示請求リスト」の告示区間に関する平面図 道路の供用開始に係る位置図及び平面図
および位置図（平面図縮尺：1／500～1／2000
程度）・一般県道光子沢大野線

全部開示

724 H29.3.21

H29.3.23

道路整備課-16-0034国道411号道路改良工事 道路整備課-16-0034国道411号道路改良工事（明許）に係 一部開示
（明許）に係る金入り設計書及び積算根拠とな る実施設計書及び数量計算書
る数量計算書、諸経費計算書一式

725 H29.3.21

H29.3.24

治水課-16-0010鎌田川3工区河川工事（明許） 治水課-16-0010鎌田川3工区河川工事（明許）に係るの実 全部開示
に係るの金入り設計書及び積算根拠となる数 施設計書
量計算書、諸経費計算書一式

県土整備 治水課

726 H29.3.21

H29.3.27

峡南建設事-16-0255下湯島の1急傾斜地崩壊 峡南建設事-16-0255下湯島の1急傾斜地崩壊対策工事
対策工事（明許）に係る金入り設計書及び積算 （明許）に係る実施設計書及び積算根拠となる数量計算
根拠となる数量計算書、諸経費計算書一式
書、諸経費計算書一式

県土整備 峡南建設事務所

727 H29.3.21

H29.3.27

峡南林環-16-0146大城治山工事（明許）に係
る金入り設計書及び積算根拠となる数量計算
書、諸経費計算書一式

峡南林環-16-0146大城治山工事（明許）に係る金入り設計 一部開示
書及び積算根拠となる数量計算書、諸経費計算書一式

1

728 H29.3.21

H29.3.27

峡東林環事-16-0176林道塩平徳和線（小楢山東工区）開 一部開示
設工事（明許）に係る実施設計書及び積算根拠となる数量
計算書、諸経費計算書一式

1

729 H29.3.21

H29.4.4

峡東林環事-16-0176林道塩平徳和線（小楢山
東工区）開設工事（明許）に係る金入り設計書
及び積算根拠となる数量計算書、諸経費計算
書一式
中北林環事-16-0223林道南アルプス線災害復
旧工事（明許）に係る金入り設計書及び積算根
拠となる数量計算書、諸経費計算書一式

中北林環事-16-0223林道南アルプス線災害復旧工事（明 一部開示
許）に係る実施設計書及び積算根拠となる数量計算書、諸
経費計算書一式

1

730 H29.3.21

H29.4.5

平成27年3月10日付行政文書開示請求（県民
情報センター受付番号552）に係わる該当事業
で土地所有者に渡した承諾書の説明等の解る
文書及び土地所有者より提出された承諾書一
切（中北農務事務所管内のもの）

平成27年3月10日付行政文書開示請求（県民情報センター 一部開示
受付番号552）に係わる該当事業で土地所有者に渡した承
諾書の説明等の解る文書及び土地所有者より提出された
承諾書一切（中北農務事務所管内のもの）

1

731 H29.3.21

H29.3.31

山梨県立中央病院等が労働基準監督署から
交付された是正勧告書、指導表等。

安全衛生指導書等

1

８条
１号

営繕課-16-0127笛吹高校テニスコート改修工事他5件に係 一部開示
る実施設計書

８条
４号

８条
５号

担当課等
８条 その 担当部局
６号
他
県土整備 営繕課
1

県土整備 中北建設事務所

1

住宅供給公社

住宅供給公社

県土整備 道路管理課

1

県土整備 道路整備課

1

全部開示

一部開示
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８条 ８条
２号 ３号
1

森林環境 峡南林務環境事務所

1

森林環境 峡東林務環境事務所

1

1

森林環境 中北林務環境事務所

1

1

農政

中北農務事務所

（独）病院機構

（独）病院機構

備考

平成28年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
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

732 H29.3.22

H29.4.6

富東建設事-15-0077一般県道富士上吉田線 富東建設事-15-0077一般県道富士上吉田線災害防除工
災害防除工事（H27.7.14～H27.11.3）の契約か 事（H27.7.14～H27.11.3）の契約から現在までの文書一切
ら現在までの文書一切

一部開示

733 H29.3.23

-

平成28年度「成長分野就業体験支援事業」業
務委託契約書・仕様書

取下げ

734 H29.3.24

H29.3.28

中北建設事-16-0369古杣西沢砂防工事（明
中北建設事-16-0369古杣西沢砂防工事（明許）に係る実
許）以上の工事の金入り設計書全て（図面は不 施設計書
要）

全部開示

８条 ８条 ８条
１号 ２号 ３号
1
1

８条
４号

８条
５号

担当課等
８条 その 担当部局
６号
他
県土整備 富士・東部建設事務
1
所吉田支所
1 産業労働 労政雇用課

県土整備 中北建設事務所峡北

支所

735 H29.3.24

H29.4.6

平成29年2月末日現在、山梨県内で許可のあ 食品営業許可台帳一覧表(電磁的記録)のうち平成29年2月 一部開示
る食品衛生法に基づく飲食店営業の一覧表。 28日現在の営業所に係る業種大分類、屋号、営業所住
但し自動車営業、自動販売機営業、臨時営業、 所、営業所電話番号の各欄。
季節営業を除く。対象項目は施設名称、施設
所在地、施設電話番号

736 H29.3.24

H29.3.30

中北建設事16-0333国道141号外路面下空洞
調査業務委託に係る完成書類

中北建設事16-0333国道141号外路面下空洞調査業務委
託に係る完成書類（調査結果分）

一部開示

1

福祉保健 衛生薬務課

県土整備 中北建設事務所峡北

1

支所

737 H29.3.27

H29.4.24

峡東建設事-13-0234一般県道柳平塩山線用
地調査業務委託（明許）に係る成果品一式

峡東建設事-13-0234一般県道柳平塩山線用地調査業務
委託（明許）に係る成果品一式のうち、報告書の鑑及び作
業実施数量比較表

全部開示

県土整備 峡東建設事務所

738 H29.3.27

H29.4.24

峡東建設事-14-0157一般県道柳平塩山線用
地調査業務委託（明許）に係る成果品一式

峡東建設事-14-0157一般県道柳平塩山線用地調査業務
委託（明許）に係る成果品一式のうち、報告書の鑑及び作
業実施数量比較表

全部開示

県土整備 峡東建設事務所

739 H29.3.27

H29.4.24

峡東建設事-14-0085一般県道一宮山梨線外
設計業務委託（明許）に係る契約書類一式

峡東建設事-14-0085一般県道一宮山梨線外設計業務委
託（明許）に係る契約書類一式のうち、当初契約書

一部開示

1

県土整備 峡東建設事務所

740 H29.3.27

H29.4.24

峡東建設事-14-0052一般国道140号道路構造 峡東建設事-14-0052一般国道140号道路構造物設計業務 一部開示
物設計業務委託（明許）に係る契約書類一式 委託（明許）に係る契約書類一式のうち、当初契約書

1

県土整備 峡東建設事務所

741 H29.3.27

H29.4.24

峡東建設事-14-0074一般県道山梨市停車場
線外橋梁点検業務委託に係る契約書類一式

峡東建設事-14-0074一般県道山梨市停車場線外橋梁点
検業務委託に係る契約書類一式のうち、当初契約書

一部開示

1

県土整備 峡東建設事務所

742 H29.3.27

H29.4.26

林業公社に関する改革プラン等

分収林施業転換促進事業調査業務委託報告書他

一部開示

1

743 H29.3.27

H29.4.26

林業公社に関する収穫5カ年計画対象林分調
査等

収穫5カ年計画対象林分調査要領等

一部開示

1

1

森林環境 県有林課

744 H29.3.27

H29.4.24

予算説明及び資料

予算説明書及び資料森林環境部森林整備課の分掌業務
のうち、山梨県林業公社に関する事務に係る平成13年度
当初予算見積書

一部開示

1

1

総務
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森林環境 森林整備課

財政課

備考

平成28年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
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

745 H29.3.27

H29.4.24

峡東建設事-14-0085一般県道一宮山梨線外
設計業務委託（明許）に係る成果品一式

全部開示

県土整備 峡東建設事務所

746 H29.3.27

H29.4.24

峡東建設事-16-0052一般国道140号道路構造 峡東建設事-16-0052一般国道140号道路構造物設計業務 全部開示
物設計業務委託（明許）に係る成果品一式
委託（明許）に係る成果品一式のうち、報告書の鑑及び作
業実施数量比較表

県土整備 峡東建設事務所

747 H29.3.27

H29.4.24

峡東建設事-16-0074一般県道山梨市停車場
線外橋梁点検業務委託に係る成果品一式

県土整備 峡東建設事務所

748 H29.3.28

H29.4.24

峡東建設事15-0061主要地方道笛吹市川三郷 峡東建設事15-0061主要地方道笛吹市川三郷線測量調査 一部開示
線測量調査調査業務委託に係る契約書類一 調査業務委託に係る契約書類一式のうち、当初契約書
式

749 H29.3.28

H29.4.24

峡東建設事15-0061主要地方道笛吹市川三郷 峡東建設事15-0061主要地方道笛吹市川三郷線測量調査 全部開示
線測量調査業務委託に係る成果品一式
業務委託に係る成果品一式のうち、報告書の鑑及び作業
実施数量比較表

750 H29.3.28

H29.4.24

峡東建設事15-0167一般県道鶯宿上曽根線用 峡東建設事15-0167一般県道鶯宿上曽根線用地測量調査 一部開示
地測量調査業務委託に係る契約書類一式
業務委託に係る契約書類一式のうち、当初契約書

751 H29.3.28

H29.4.24

峡東建設事15-0167一般県道鶯宿上曽根線用 峡東建設事15-0167一般県道鶯宿上曽根線用地測量調査 全部開示
地測量調査業務委託に係る成果品一式
業務委託に係る成果品一式のうち、報告書の鑑及び作業
実施数量比較表

752 H29.3.28

H29.4.24

峡東建設事16-0014一般国道137号外測量調
査業務委託に係る契約書類一式

峡東建設事15-0167一般県道鶯宿上曽根線用地測量調査 一部開示
業務委託に係る契約書類一式のうち、変更契約書

753 H29.3.28

H29.4.24

峡東建設事16-0014一般国道137号外測量調
査業務委託に係る成果品一式

峡東建設事16-0014一般国道137号外測量調査業務委託
に係る成果品一式のうち、報告書の鑑及び作業実施数量
比較表

全部開示

754 H29.3.28

H29.4.24

峡東建設事16-0041一般国道140号外補償調
査（再算定）業務委託に係る契約書類一式

峡東建設事16-0041一般国道140号外補償調査（再算定）
業務委託に係る契約書類一式のうち、当初契約書

一部開示

755 H29.3.28

H29.4.24

峡東建設事16-0041一般国道140号外補償調
査（再算定）業務委託に係る成果品一式

峡東建設事16-0041一般国道140号外補償調査（再算定）
業務委託に係る成果品一式のうち、報告書の鑑及び作業
実施数量比較表

全部開示

756 H29.3.28

H29.4.24

峡東建設事16-0043主要地方道笛吹市川三郷 峡東建設事16-0043主要地方道笛吹市川三郷線外測量調 一部開示
線外測量調査業務委託に係る契約書類一式 査業務委託に係る契約書類一式のうち、当初契約書

757 H29.3.28

H29.4.24

峡東建設事16-0043主要地方道笛吹市川三郷 峡東建設事16-0043主要地方道笛吹市川三郷線外測量調 全部開示
線外測量調査業務委託に係る成果品一式
査業務委託に係る成果品一式のうち、報告書の鑑及び作
業実施数量比較表

峡東建設事-14-0085一般県道一宮山梨線外設計業務委
託（明許）に係る成果品一式のうち、報告書の鑑及び作業
実施数量比較表

峡東建設事-16-0074一般県道山梨市停車場線外橋梁点
検業務委託に係る成果品一式のうち、報告書の鑑及び作
業実施数量比較表
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決定内容

８条
１号

８条
２号

全部開示

1

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

その 担当部局
他

担当課等

県土整備 峡東建設事務所

県土整備 峡東建設事務所

1

県土整備 峡東建設事務所

県土整備 峡東建設事務所

1

県土整備 峡東建設事務所

県土整備 峡東建設事務所

1

県土整備 峡東建設事務所

県土整備 峡東建設事務所

1

県土整備 峡東建設事務所

県土整備 峡東建設事務所

備考

平成28年度 行政文書開示請求の内容及び処理状況
不開示の根拠条号
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

758 H29.3.28

H29.4.24

峡東建設事16-0054主要地方道白井甲州線測 峡東建設事16-0054主要地方道白井甲州線測量業務委託 一部開示
量業務委託に係る契約書類一式
に係る契約書類一式のうち、当初契約書

759 H29.3.28

H29.4.24

峡東建設事16-0054主要地方道白井甲州線測 峡東建設事16-0054主要地方道白井甲州線測量業務委託 全部開示
量業務委託に係る成果品一式
に係る成果品一式のうち、報告書の鑑及び比較対象表

760 H29.3.28

H29.4.24

峡東建設事16-0118一般国道137号測量業務
委託に係る契約書類一式

峡東建設事16-0118一般国道137号測量業務委託に係る
契約書類一式のうち、当初契約書

761 H29.3.28

H29.4.24

峡東建設事16-0118一般国道137号測量業務
委託に係る成果品一式

峡東建設事16-0118一般国道137号測量業務委託に係る 全部開示
成果品一式のうち、報告書の鑑及び作業実施数量比較表

762 H29.3.28

H29.4.24

峡東建設事16-0124主要地方道白井甲州線測 峡東建設事16-0124主要地方道白井甲州線測量業務委託 一部開示
量業務委託に係る契約書類一式
に係る契約書類一式のうち、当初契約書

763 H29.3.28

H29.4.24

峡東建設事16-0124主要地方道白井甲州線測 峡東建設事16-0124主要地方道白井甲州線測量業務委託 全部開示
量業務委託に係る成果品一式
に係る成果品一式のうち、報告書の鑑及び作業実施数量
比較表

764 H29.3.29

H29.4.13

○○病院への立入検査に関する検査表他(平成26～28年 一部開示
度)

765 H29.3.29

H29.4.13

766 H29.3.31

H29.4.11

山梨県甲府市○○○-○-○、○○○病院に係
る平成25年8月から、平成28年度12月までにお
いて、立ち入り検査をした内容の情報開示一
式。
山梨県甲府市○○○-○-○、○○○病院に係
る平成25年8月から、平成28年度12月までにお
いて、立ち入り検査をした内容の情報開示一
式。
峡南建設事-16-0285主要地方道南アルプス公
園線尾白川橋耐荷補強工事に係る金入り設計
書

767 H29.3.31

H29.4.27

峡東建設事務所一般国道140号鶏冠山大橋耐
震補強工事（1工区）一般国道140号鶏冠山大
橋耐震補強工事（2工区）一般国道140号鶏冠
山大橋耐震補強工事（3工区以上の工事の金
入り設計書全て（当初設計のもので、図面は不
要）

峡東建設事務所一般国道140号鶏冠山大橋耐震補強工事 一部開示
（1工区）一般国道140号鶏冠山大橋耐震補強工事（2工区）
一般国道140号鶏冠山大橋耐震補強工事（3工区以上の工
事の実施設計書

８条
１号

８条 ８条
２号 ３号
1

８条
５号

８条
６号

その 担当部局
他

担当課等

県土整備 峡東建設事務所

県土整備 峡東建設事務所

一部開示

県土整備 峡東建設事務所

1

県土整備 峡東建設事務所

県土整備 峡東建設事務所

1

県土整備 峡東建設事務所

1

福祉保健 医務課

1

○○病院の病床数の変更並びに診察内容の変更などに関 不存在によ
する次の書類(平成25年8月～平成28年12月まで)①使用 る不開示
前検査に関する検査復命書②使用前検査に関する医療従
事者名簿
峡南建設事-16-0285主要地方道南アルプス公園線尾白川 一部開示
橋耐荷補強工事に係る実施設計書
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８条
４号

1 福祉保健 中北保健福祉事務所

1

1

県土整備 峡南建設事務所

1

県土整備 峡東建設事務所

備考

