平成29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

1 H29.4.3

H29.4.4

2 H29.4.4

H29.4.18 平成28年度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管
及び処分状況等届出書

平成28年度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状
況等届出書

全部開示

3 H29.4.4

H29.4.7

平成29年度実施設計単価表(電磁的記録)のうち、廃棄物
処理単価が掲載された部分

一部開示

4 H29.4.4

H29.4.17 平成24年4月1日〜本日の○○○○から県に提 平成26年6月3日付け不祥事件の概要、平成28年2月9日付 一部開示
出された不祥事件等の概要報告書
け不祥事件の概要、平成28年11月24日付け不祥事件の概
要、平成28年11月24日付け不祥事件の概要等

5 H29.4.4

H29.4.7

6 H29.4.5

H29.4.14 道路管理課‑16‑0008(主)甲府中央右左口線万
才橋耐震補強工事に係る金入り設計書道路管
理課‑16‑0011(主)甲斐早川線箴言橋耐震補強
工事に係る金入り設計書
H29.4.11 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年3月6日から平成29年4月5日まで
に受理した廃止届の写し等

7 H29.4.6

８条
１号

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

道路整備課‑16‑0042(主)甲斐早川線道路工事 道路整備課‑16‑0042(主)甲斐早川線道路工事(全部債務) 全部開示
(全部債務)に係る金入り設計書
に係る実施設計書

平成29年度（最新のもの）廃棄物処理単価一
覧表

平成29年4月度実施設計単価表（処分費含む） 平成29年実施設計単価表（平成29年4月）(電磁的記録)

その
他

担当部局

担当課等

県土整備 中北建設事務所

森林環境 環境整備課

1

1

1

県土整備 技術管理課

農政

農政総務課

一部開示

1

1

県土整備 技術管理課

道路管理課‑16‑0008(主)甲府中央右左口線万才橋耐震補 一部開示
強工事に係る実施設計書道路管理課‑16‑0011(主)甲斐早
川線箴言橋耐震補強工事に係る実施設計書

1

1

県土整備 技術管理課

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3月6日から平成29年4月5日までのも
の。

1

福祉保健 中北保健福祉事務所

8 H29.4.6

H29.4.13 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止 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
情報平成29年3月6日から平成29年4月5日まで し、平成29年3月6日から平成29年4月5日までのもの。
よる不開
に受理した廃止届の写し等
示

9 H29.4.6

H29.4.11 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止 峡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
情報平成29年3月6日から平成29年4月5日まで 年3月6日から平成29年4月5日までのもの。
に受理した廃止届の写し等

10 H29.4.6

H29.4.10 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止 峡南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
情報平成29年3月6日から平成29年4月5日まで 年3月6日から平成29年4月5日までのもの。
よる不開
に受理した廃止届の写し等
示

1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

11 H29.4.6

H29.4.17 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止 富士・東部保健所管内における病院廃止届け等。ただし、 不存在に
情報平成29年3月6日から平成29年4月5日まで 平成29年3月6日から平成29年4月5日までのもの。
よる不開
に受理した廃止届の写し等
示

1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

12 H29.4.6

H29.4.20 県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平 県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平成29年3月6 一部開示
成29年3月6日から平成29年4月5日までに受理 日から平成29年4月5日までに受理した｢廃止届の写し、ま
した廃止届の写し等
たは廃止がわかる書面の写し｣等

13 H29.4.7

H29.4.18 大規模小売店舗立地法の届出の内、下記の店 大規模小売店舗立地法の届出の内、次の店舗の周辺見取 全部開示
舗の周辺見取図（1：2，000程度）及び建物配置 図（1：2，000程度）及び建物配置図南アルプス市○○1住
図
宅地図図面2建物配置図図面3
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1 福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

1

1

福祉保健 峡東保健福祉事務所

福祉保健 衛生薬務課

産業労働 商業振興金融課

備考

平成29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

14 H29.4.10 H29.5.10 山梨県立科学館の平成26年4月1日から平成
31年3月31日までの指定管理者募集に対して
応募した二つの団体から提出された様式2指定
管理業務の実施に関する計画書
15 H29.4.10 H29.4.25 山梨県甲府市○○におけるペットショップ○○
○○の動物取扱責任者開示請求

対象行政文書の名称

決定内容

○○○○及び○○○○が提出した山梨県立科学館指定管 一部開示
理者申請書のうち、（様式2）指定管理者業務の実施に関す
る計画書
第一種動物取扱業者登録簿

８条
１号

1

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

1

その
他

教委

全部開示

担当課等

担当部局

社会教育課

福祉保健 動物愛護指導セン

ター

16 H29.4.11 H29.4.19 平成23年度県議会議員(当時)○○○○氏の政 ○○○○に関する「平成23年度政務調査費収支報告書の 全部開示
務調査費に関する報告書
閲覧に供する書類

議会

17 H29.4.11 H29.4.21 道路整備課‑26‑0038一般県道割子切石線(仮 道路整備課‑26‑0038一般県道割子切石線(仮称)下田原高 一部開示
称)下田原高架橋下田原28工区橋梁上部工事 架橋下田原28工区橋梁上部工事(一部債務)の見積参考資
(一部債務)の見積参考資料一式
料一式

1

18 H29.4.12 H29.4.27 大月警察署都留分庁舎署近隣の旧都留警察 大月警察署都留分庁舎署近隣の旧都留警察署幹部官舎
署幹部官舎他3件の特定粉じん排出等作業実 他3件の特定粉じん排出等作業実施届出書と工事施工計
施届出書と工事施工計画書一式
画書一式

一部開示

19 H29.4.13 H29.4.24 添付した「開示請求リスト」の告示区間に関する 添付した「開示請求リスト」の告示区間に関する平面図及
平面図及び位置図(平面図縮尺:1／500〜1／ び位置図(平面図縮尺:1／500〜1／2000程度）
2000程度）

全部開示

20 H29.4.13 H29.4.27 社会医療法人○○○○病院の平成27年度の
事業報告書等

一部開示

1

一部開示

1

社会医療法人○○○○病院の平成27年度の事業報告書
等

21 H29.4.14 H29.4.18 建築基準法第12条に基づく定期報告台帳平成 建築基準法に基づく定期報告台帳（平成29年3月31日時
29年3月31日時点の特定建築物の建物名称、 点）（電磁的記録）
建物所在地が記載されたリスト

1

1

議会事務局総務課

県土整備 道路整備課

森林環境 大気水質保全課

県土整備 道路管理課

1

1

福祉保健 医務課

県土整備 建築住宅課

22 H29.4.14 H29.4.21 峡東農務事‑16‑0073山地区農道第5・6号舗装 峡東農務事‑16‑0073山地区農道第5・6号舗装工事（明許） 一部開示
工事（明許）他2件に係る金入り設計書
他2件に係る実施設計書

1

1

農政

峡東農務事務所

23 H29.4.14 H29.4.26 富東農務事‑16‑0047道志地区湯本土砂崩落 富東農務事‑16‑0047道志地区湯本土砂崩落防止施設工
防止施設工事（全部債務）南都留郡道志村他1 事（全部債務）南都留郡道志村他1件に係る実施設計書
件に係る金入り設計書

一部開示

1

1

農政

富士・東部農務事務
所

中北農務事‑16‑0119御勅使川沿岸地区第3工 中北農務事‑16‑0119御勅使川沿岸地区第3工区畑かん施 一部開示
区畑かん施設整備工事（明許）に係る金入り設 設整備工事（明許）に係る実施設計書
計書

1

1

農政

中北農務事務所

1

1

農政

耕地課

24 H29.4.14 H29.5.1

25 H29.4.14 H29.4.25 耕地課富東農務事耕地課‑16‑0003山風呂地
区上野原用水路トンネル掘削設備工事（一部
債務）に係る金入り設計書

耕地課富東農務事耕地課‑16‑0003山風呂地区上野原用 一部開示
水路トンネル掘削設備工事（一部債務）に係る実施設計書

26 H29.4.14 H29.4.24 峡東林環事‑16‑0175林道塩平徳和線（杣口工 峡東林環事‑16‑0175林道塩平徳和線（杣口工区）開設工
区）開設工事（明許）他5件に係る金入り設計書 事（明許）他5件に係る実施設計書
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一部開示

1

森林環境 峡東林務環境事務所

備考

平成29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
１号

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

担当課等

担当部局

27 H29.4.14 H29.4.25 中北林環事‑16‑0237林業専用道奥仙丈2号支 中北林環事‑16‑0237林業専用道奥仙丈2号支線開設工事 一部開示
線開設工事（全部債務）他5件に係る金入り設 （全部債務）他5件に係る実施設計書
計書

1

28 H29.4.14 H29.4.26 峡南林環事‑16‑0155林業専用道足馴峠2号支 峡南林環事‑16‑0155林業専用道足馴峠2号支線開設工事 一部開示
線開設工事（全部債務）他1件に係る金入り設 （全部債務）他1件に係る実施設計書
計書

1

森林環境 峡南林務環境事務所

29 H29.4.14 H29.4.28 富東林環事‑16‑0209林業専用道滝沢1号支線 富東林環事‑16‑0209林業専用道滝沢1号支線開設工事
開設工事（全部債務）他1件に係る金入り設計 （全部債務）他1件に係る実施設計書
書

一部開示

1

森林環境 富士・東部林務環境

30 H29.4.14 H29.4.25 富東建設事‑16‑0348大桑沢砂防工事（明許）
他25件に係る金入り設計書

富東建設事‑16‑0348大桑沢砂防工事（明許）他25件に係
る実施設計書

一部開示

31 H29.4.14 H29.4.26 富東建設事‑16‑0348大桑沢砂防工事（明許）
他25件に係る金入り設計書

富東建設事‑16‑0348大桑沢砂防工事（明許）他25件に係
る実施設計書

一部開示

32 H29.4.14 H29.4.24 峡南建設事‑16‑0272主要地方道富士川身延 峡南建設事‑16‑0272主要地方道富士川身延線内船地内
線内船地内舗装補修工事(明許)他12件に係る 舗装補修工事(明許)他12件に係る実施設計書
金入り設計書

一部開示

1

1

県土整備 峡南建設事務所

中北建設事‑16‑0356沼川水門整備更新工事
(明許)他13件に係る金入り設計書

中北建設事‑16‑0356沼川水門整備更新工事(明許)他13件 一部開示
に係る実施設計書

1

1

県土整備 中北建設事務所

34 H29.4.14 H29.4.28 中北建設事‑16‑0356沼川水門整備更新工事
(明許)他13件に係る金入り設計書

中北建設事‑16‑0356沼川水門整備更新工事(明許)他13件 一部開示
に係る実施設計書

1

1

県土整備 中北建設事務所峡北

35 H29.4.14 H29.5.10 峡東建設事‑16‑0147一般国道140号鶏冠山大 峡東建設事‑16‑0147一般国道140号鶏冠山大橋耐震補強 一部開示
橋耐震補強工事（1工区）（明許）他10件に係る 工事（1工区）（明許）他10件に係る実施設計書
金入り設計書

1

1

県土整備 峡東建設事務所

36 H29.4.14 H29.4.25 道路整備課富東建設事道路整備課‑16‑0028
国道139号道路工事（一部債務）他5件に係る
金入り設計書

道路整備課富東建設事道路整備課‑16‑0028国道139号道 一部開示
路工事（一部債務）他5件に係る実施設計書

1

1

県土整備 道路整備課

37 H29.4.14 H29.4.25 都市計画課流域下水道都市計画課‑16‑0012
富士北麓流域下水道富士北麓1号幹線管きょ
更生工事1工区（明許）他3件に係る金入り設計
書
38 H29.4.14 H29.4.28 都市計画課流域下水道都市計画課‑16‑0012
富士北麓流域下水道富士北麓1号幹線管きょ
更生工事1工区（明許）他3件に係る金入り設計
書
39 H29.4.14 H29.4.24 道路管理課中北建設事道路管理課‑16‑0012
（主）北杜八ヶ岳公園線白樺橋耐震補強工事
（一部債務）他2件に係る金入り設計書

都市計画課‑16‑0012富士北麓流域下水道富士北麓1号幹 全部開示
線管きょ更生工事1工区（明許）に係る実施設計書

33 H29.4.14 H29.5.1

1

その
他

森林環境 中北林務環境事務所

事務所

1

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

支所

県土整備 下水道室

都市計画課流域下水道都市計画課‑16‑0012富士北麓流 一部開示
域下水道富士北麓1号幹線管きょ更生工事1工区（明許）他
3件に係る実施設計書

1

1

県土整備 都市計画課

道路管理課中北建設事道路管理課‑16‑0012（主）北杜
一部開示
八ヶ岳公園線白樺橋耐震補強工事（一部債務）他2件に係
る実施設計書

1

1

県土整備 道路管理課
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備考

平成29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
１号

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

担当課等

担当部局

40 H29.4.14 H29.4.18 流域下水道‑16‑0050富士北麓流域下水道富 流域下水道‑16‑0050富士北麓流域下水道富士北麓1号幹 一部開示
士北麓1号幹線管きょ更生工事2工区（明許）他 線管きょ更生工事2工区（明許）他2件に係る実施設計書
2件に係る金入り設計書

1

41 H29.4.14 H29.4.25 荒川ダム管‑16‑0013荒川ダム水道管補修工
事（明許）他1件に係る金入り設計書

1

1

県土整備 荒川ダム管理事務所

1

1

県土整備 治水課

一部開示

43 H29.4.14 H29.5.15 ・森林総合利用協議会会議録及びその附属資 調査報告書他
料（平成19年度及び同20年度）・恩賜県有財産
貸付料適正化調査にかかる調査報告書（別冊
含む）これまでのもの全て等
43 H29.4.14 H29.4.19 新環状建設‑16‑0073（主）韮崎南アルプス中央 新環状建設‑16‑0073（主）韮崎南アルプス中央線外舗装
線外舗装補修工事（明許）他1件に係る金入り 補修工事（明許）他1件に係る実施設計書
設計書

一部開示

1

一部開示

1

1

砂防課富東建設事砂防課‑16‑0004奥野川砂防工事(一部 一部開示
債務)に係る実施設計書

45 H29.4.14 H29.4.25 営繕課‑16‑0149日下部警察署神金駐在所建
設工事（明許）他1件に係る金入り設計書

営繕課‑16‑0149日下部警察署神金駐在所建設工事（明
許）他1件に係る実施設計書

一部開示

47 H29.4.17 H29.4.19 「私立通信制高校の設置などの認可に関する
審査基準」私立通信制高校の認可に関する行
政上の扱い○○○○高校他3校の高校(通信
制)の学則等
48 H29.4.17 H29.5.2 平成29年3月27日11：00から実施された、公益
財団法○○○○理事会における参加者氏名
（名簿）又は役職、議事録及び山梨県○○○○
代表理事から提出・配布された資料（意見書）
49 H29.4.19 H29.5.8 学校法人○○○○高校の法人会計等指導検
査、指導内容、検査調書、講評、検査結果通知
書と改善報告書、指導検査自己点検リストの過
去5年間もしくは5回
50 H29.4.19 ‑
飲食店営業で下記の期間に新規営業許可した
ものの屋号、申請者指名、許可年月日、営業
所所在地、営業所電話番号、業種名を記した
一覧期間：2017年3月1日〜4月18日
51 H29.4.19 H29.5.1 やまなし農業・農村総合支援事業費補助金平
成29年度、28年度対象事業一覧

○○○○高校他3校の高校(通信制)の学則

一部開示

52 H29.4.19 H29.5.8

平成27〜29年度活力ある水田農業支援事業費補助金事
業実施一覧

平成29年3月27日11：00から実施された、公益財団法人○ 一部開示
○○○理事会における参加者氏名（名簿）又は役職、議事
録及び山梨県○○○○代表理事から提出・配布された資
料（意見書）
学校法人○○○○高校の法人会計等指導検査平成24年 一部開示
度〜28年度学校法人検査指導結果について（通知）平成
24年度〜28年度学校法人会計等指導検査調書等

1

1

県土整備 新環状・西関東道路

平成28年度やまなし農業・農村総合支援事業費補助金事 一部開示
業実績、平成29年度要望一覧

一部開示

1

県土整備 砂防課

1

県土整備 営繕課

1

県民生活 私学・科学振興課

1

1

農政

1

1

取下げ
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森林環境 県有林課

建設事務所

44 H29.4.14 H29.4.18 砂防課富東建設事砂防課‑16‑0004奥野川砂
防工事(一部債務)に係る金入り設計書

活力ある水田農業支援事業費補助金平成29
年度、28年度、27年度対象事業一覧

県土整備 流域下水道建設事務

所

荒川ダム管‑16‑0013荒川ダム水道管補修工事（明許）他1 一部開示
件に係る実施設計書

42 H29.4.14 H29.4.25 治水課中北建設事治水課‑16‑0012五明川排 治水課中北建設事治水課‑16‑0012五明川排水機場ポン
水機場ポンプ設備更新工事（明許）他1件に係 プ設備更新工事（明許）他1件に係る実施設計書
る金入り設計書

1

その
他

1

畜産課

県民生活 私学・科学振興課

1 福祉保健 衛生薬務課

1

農政

1 農政

農村振興課

花き農水産課

備考

平成29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

53 H29.4.19 H29.5.8

産地パワーアップ事業平成29年度予定、平成 ・平成28年度産地パワーアップ事業交付決定知覧、平成29 全部開示
28年度実施分対象事業一覧
年度計画申請一覧

54 H29.4.20 H29.5.2

スポーツ健康課所掌で計画している山梨県○ ・平成29年度強化指定馬選定に関する収受資料他2件
○○○に対する「民間馬への助成事業（正規
名は不明）」に関わる書類（資料、メモ及び山梨
県○○○○から提出された書類関係を含む。）
H25.7.21実施の参議院選挙における森屋宏候 H25.7.21実施の参議院選挙における森屋宏候補者の「選
補者の「選挙運動費用収支報告書」
挙運動費用収支報告書」

55 H29.4.21 H29.5.1

一部開示

1

８条
２号

笛吹市の社会福祉法人「○○○○」に対する 平成19年度から平成28年度社会福祉法人等指導監査の 一部開示
平成19年から平成28年までの県からの指導改 結果について社会福祉法人「○○○○」に対する県からの
善点指摘及びそれに準じる書類
指導改善指摘部分

57 H29.4.25 H29.5.9

山梨県歯科技工士会開設届2017年4月現在に 2017年4月25日現在、開設届のあった県内歯科技工所一
収集された開設届の氏名、開設年月日、施設 覧
名称、開設の場所(郵便番号、住所)

58 H29.4.26 H29.5.9

4月26日山日新聞記載のミサイル想定県訓練
の実施方針を固めるためにした話し合いの（防
災危機管理課と知事の）議事内容を書いてあ
る文書を請求します。
一般県道割子切石線(仮称)中富橋下田原16工
区橋梁上部工製作工事(1部債務)他4件の金入
り設計書

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

1

一部開示

56 H29.4.25 H29.5.9

59 H29.4.26 H29.5.8

８条
１号

1

1

その
他

担当部局

担当課等

農政

果樹・6次産業振興課

教委

スポーツ健康課

選管

選挙管理委員会

福祉保健 監査指導室

全部開示

福祉保健 医務課

【消防庁・県】弾道ミサイルを想定した住民避難訓練の実施 全部開示
について知事コメント知事記者会見資料

防災

一般県道割子切石線(仮称)中富橋下田原16工区橋梁上部 一部開示
工製作工事(1部債務)他4件の実施設計書

1

1

防災危機管理課

県土整備 道路整備課

60 H29.4.26 H29.5.9

スポーツ健康課所掌で実施された、第1回競技 平成29年度第1回強化会議において収受した資料
用馬選定委員会に関係する資料

全部開示

教委

61 H29.4.27 H29.5.8

積雪寒冷地域表（土木工事標準積算基準にお 山梨県県土整備部積雪寒冷地域表
ける積雪寒冷地域の範囲が分かるもの

全部開示

県土整備 技術管理課

62 H29.4.27 H29.5.10 峡南林環事‑16‑0161室草里2工区治山工事
（明許）他2件に係る金入り設計書

峡南林環事‑16‑0161室草里2工区治山工事（明許）他2件
に係る実施設計書

一部開示

1

63 H29.4.27 H29.5.8

峡東林環事‑16‑0179大城治山工事（明許）他2 峡東林環事‑16‑0179大城治山工事（明許）他2件に係る実 一部開示
件に係る金入り設計書
施設計書

1

森林環境 峡東林務環境事務所

64 H29.4.27 H29.5.8

建築士事務所登録台帳

一部開示

1

県土整備 建築住宅課

一部開示

1

建築士事務所登録台帳

65 H29.4.27 H29.5.29 道路管理課16‑002の一般県道精進湖湖畔線 道路管理課16‑002の一般県道精進湖湖畔線災害防除工
災害防除工事の契約より現在までの文書一切 事の契約より現在までの文書一切
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1

スポーツ健康課

1

1

森林環境 峡南林務環境事務所

県土整備 道路管理課

備考

平成29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

66 H29.4.27 H29.5.29 北杜市長坂町渋沢地内○○○○の太陽光発
電に係る林地開発の申請書類

対象行政文書の名称

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

担当部局

担当課等

一部開示

1

1

森林環境 中北林務環境事務所

67 H29.4.28 H29.5.12 水質汚濁防止法にかかる事業者から提出され 水質汚濁防止法にかかる事業者から提出された様式一式 一部開示
た様式一式

1

1

森林環境 中北林務環境事務所

68 H29.5.1

H29.5.31 一般財団法人○○○○に関する，・特例財団 一般財団法人○○○○に関する，・特例財団法人からの
法人からの移行認可申請書及びその添付書類 移行認可申請書及びその添付書類他財務諸表
他財務諸表

1

1

県民生活 私学・科学振興課

69 H29.5.1

H29.5.8

70 H29.5.1

71 H29.5.1

72 H29.5.1

73 H29.5.1

74 H29.5.1

75 H29.5.1

76 H29.5.1

77 H29.5.2

78 H29.5.8

北杜市長坂町渋沢地内○○○○の太陽光発電に係る林
地開発の申請書類

決定内容

一部開示

道路整備課ー16‐0038：一般県道割子切石線
(仮称)下田原高架橋下田原28工区橋梁上部工
事(一部債務)に係る実施設計書（金入り設計
書）、工事数量総括表（金抜き設計書）等
H29.5.15 道路管理課‑16‑0012（主）北杜八ヶ岳公園線
白樺橋耐震補強工事（一部債務）他1件に係る
実施設計書（金入り設計書）、工事数量総括表
（金抜き設計書）等
H29.5.11 平成29年1月1日から平成29年3月31日の間に
県内全県税事務所にて届出を受理した「法人
設立届出書」1.法人名2.所在地3.設立年月日等

道路整備課ー16‐0038：一般県道割子切石線(仮称)下田原 一部開示
高架橋下田原28工区橋梁上部工事(一部債務)に係る実施
設計書、工事数量総括表（金抜き設計書）、工種明細書、
施工単価表含む
道路管理課‑16‑0012（主）北杜八ヶ岳公園線白樺橋耐震 一部開示
補強工事（一部債務）他1件に係る実施設計書、工事数量
総括表、工種明細書、施工単価表

H29.5.11 平成29年1/1〜平成29年4/30の間に各保健所
管轄内において、開設の届出をうけた施術所
（あはき柔）の次の情報。施設屋号、施設電話
番号他
H29.5.9 平成29年1/1〜平成29年4/30の間に各保健所
管轄内において、開設の届出をうけた施術所
（あはき柔）の次の情報。施設屋号、施設電話
番号他
H29.5.9 平成29年1/1〜平成29年4/30の間に各保健所
管轄内において、開設の届出をうけた施術所
（あはき柔）の次の情報。施設屋号、施設電話
番号他
H29.5.11 平成29年1/1〜平成29年4/30の間に各保健所
管轄内において、開設の届出をうけた施術所
（あはき柔）の次の情報。施設屋号、施設電話
番号他
H29.5.11 平成29年1/1〜平成29年4/30の間に各保健所
管轄内において、開設の届出をうけた施術所
（あはき柔）の次の情報。施設屋号、施設電話
番号他
H29.5.10 大規模小売店舗立地法の届出の内、下記の店
舗の「基本届出事項について記載された概要
部分」等○○○○

中北保健福祉事務所（峡北支所を除く）施術所の名称、電 一部開示
話番号・所在地・申請者・開設届日。ただし、平成29年1月1
日から平成29年4月30日までのもの。

1

福祉保健 中北保健福祉事務所

中北保健福祉事務所峡北支所に係る施術所開設届。ただ 一部開示
し、平成29年1月1日から平成29年4月30日までのもの。

1

福祉保健 中北保健福祉事務所

峡東保健福祉事務所に係る施術所開設届。ただし、平成
29年1月1日から平成29年4月30日までのもの。

一部開示

1

1

福祉保健 峡東保健福祉事務所

峡南保健福祉事務所管内において、平成29年1月1日から 一部開示
平成29年4月30日の間に開設の届け出のあった施術所（あ
ん摩・はり・きゅう・柔道整復）の施設屋号、施設電話番号、
施設所在地、申請者名および開設届日
富士・東部保健福祉事務所に係る施術所開設届。ただし、 不存在に
平成29年1月1日から平成29年4月30日までのもの。
よる不開
示

1

1

福祉保健 峡南保健福祉事務所

法人設立届一覧（平成29年1月〜平成29年3月受理分）

1

一部開示

1
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一部開示

県土整備 道路整備課

1

県土整備 道路管理課

総務

総合県税事務所

峡北支所

1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

大規模小売店舗立地法の届出の内、下記の店舗の「基本 全部開示
届出事項について記載された概要部分」等○○○○

H29.5.19 ○○○○(株)に係る建設業許可申請書及び変 ○○○○(株)に係る建設業許可申請書及び変更届出書
更届出書

1

産業労働 商業振興金融課

1

1

県土整備 建設業対策室

備考

平成29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

79 H29.5.8

H29.5.22 山梨県内の「病院」「診療所」「歯科病院」「歯科 山梨県内の「病院」「診療所」「歯科病院」「歯科診療所」の
診療所」の施設名称、所在地、開設者、電話番 施設名称、所在地、開設者、電話番号に係る部分
号の4項目。

80 H29.5.8

H29.5.17 山梨県内の「薬局」「高度管理医療機器等販売
業貸与業」「薬局製造販売医薬品の製造販売
業」「毒物劇物一般販売業」「医薬品卸売販売
業」の施設名称、所在地等
H29.5.11 工事完了を証明する書式が社内管理会計上必
要になったため（契約番号中北16‑0023）

81 H29.5.8

82 H29.5.8

‑

83 H29.5.10 H29.5.18

84 H29.5.10 H29.5.15

85 H29.5.10 H29.5.15

86 H29.5.10 H29.5.12

87 H29.5.10 H29.5.17

88 H29.5.10 H29.5.23

89 H29.5.10 H29.5.24

90 H29.5.10 H29.5.24

91 H29.5.10 H29.5.25

県立図書館の新聞の中に寄贈されている赤旗
が一般新聞と同じように一週間分陳列されてい
たので、その経緯と理由、時期、なぜ有料でな
く寄贈なのか等
県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年4月6日から平成29年5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」等
県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年4月6日から平成29年5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」等
県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年4月6日から平成29年5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」等
県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年4月6日から平成29年5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」等
県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年4月6日から平成29年5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」等
県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平
成29年4月6日から平成29年5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」等
現時点で許可のある山梨県内の旅館業の一覧
の、施設名称・所在地・電話番号・営業者名・営
業者住所(個人は除く法人のみ)・種別・許可年
月日・許可番号
過去2回分1)富士山有料道路料金徴収業務委
託2)雁坂トンネル有料道路料金徴収及び監視
業務委託各業務の入札公告、仕様書、特記仕
様書等
甲州市○○○○の排水・検査結果及び上記に
関する指導記録の全て

決定内容

８条
１号

８条
２号

全部開示

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

その
他

担当部局

担当課等

福祉保健 医務課

山梨県内の「薬局」「高度管理医療機器等販売業貸与業」 一部開示
「薬局製造販売医薬品の製造販売業」「毒物劇物一般販売
業」「医薬品卸売販売業」の施設名称、所在地等

1

福祉保健 衛生薬務課

中北農務事‑16‑0023寺所地区区画整理及び用排水路工
事の完成届

1

農政

一部開示

取下げ

中北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4月6日から平成29年5月5日までのもの。

1 教委

1

中北農務事務所

図書館

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
し、平成29年4月6日から平成29年5月5日までのもの。
よる不開
示

1 福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

峡東保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成29 不存在に
年4月6日から平成29年5月5日までのもの。
よる不開
示

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

峡南保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成29 不存在に
年4月6日から平成29年5月5日までのもの。
よる不開
示

1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

富士・東部保健所管内における病院廃止届け等。ただし、 一部開示
平成29年4月6日から平成29年5月5日までのもの。

平成29年4月6日から平成29年5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、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
旅館業許可取得施設一覧表のうち、営業種別・施設名称・ 一部開示
施設所在地・施設の電話番号・経営者氏名・経営者住所
(法人のみ)・許可年月日
平成28・29年度)富士山有料道路料金徴収業務委託及び 全部開示
雁坂トンネル有料道路料金徴収及び監視業務①入札点検
表②一般競争入札公告及び入札参加資格確認資料作成
要領③特記仕様書④金入り業務委託設計書
甲州市○○○○の排水・検査結果及び上記に関する指導 一部開示
記録の全て
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1

福祉保健 富士・東部保健福祉

事務所

1

福祉保健 衛生薬務課

1

福祉保健 衛生薬務課

道路公社 山梨県道路公社

1

1

森林環境 峡東林務環境事務所

備考

平成29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

92 H29.5.11 H29.5.26 昭和22年2月27日の山梨県会で「県立医科大
学及附属医院」特別会計設置が可決され、そ
れを受けて3月7日までに文部省に提出された
「山梨県立医科大学設置認可申請書」の写し
93 H29.5.12 H29.6.12 山梨県が○○○○に貸し付けている土地の土
地台帳（価格、面積、使用区分、地番、林班、
小班が分かるもの）、山梨県が防衛省に貸して
いる土地の面積と賃料が分かる資料他1件
94 H29.5.15 H29.5.22 工事番号：富東林環事ー17‑0005工事名称：林
道細野鹿留線外維持修繕業務委託開示図書：
実施設計書（金入り）、工事数量総括表（金抜き
設計書）、工種明細書、施工単価表含む
95 H29.5.15 H29.5.29 富士東部16‑0158（契約番号）一般国道139号
電線共同溝工事の契約より現在までの文書一
切

対象行政文書の名称

決定内容

医科大学設立認可申請、医学専門学校生徒処理案許可申 一部開示
請の件他6件

恩賜県有財産土地貸付台帳他4件

８条
１号

８条
２号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

1

1

富士東部16‑0158（契約番号）一般国道139号電線共同溝
工事の契約より現在までの文書一切

1

97 H29.5.16 H29.5.24 国道140号西沢大橋,鶏冠山大橋の橋梁一般図 国道140号西沢大橋,鶏冠山大橋の橋梁一般図(側面平面
(側面平面桁断面図)
桁断面図)

担当課等

森林環境 富士・東部林務環境

事務所

1

1

県土整備 富士・東部建設事務

所吉田支所

1

1 県土整備 建設業対策室

全部開示

県土整備 道路管理課

98 H29.5.17 H29.5.29 中北建設事‑16‑0075鎌田川除草業務委託他3 中北建設事‑16‑0075鎌田川除草業務委託他3件に係る実 一部開示
件に係る金入り設計書
施設計書

99 H29.5.17 H29.5.24 添付した「開示請求リスト」の告示区間に関する 道路の区域変更・供用開始に係る位置図・平面図
平面図及び位置図(平面図縮尺:1／500〜1／
2000程度）

担当部局

森林環境 県有林課

富東林環事ー17‑0005林道細野鹿留線外維持修繕業務委 一部開示
託に係る実施設計書、工事数量総括表及び見積参考資料

一部開示

その
他

県民生活 私学・科学振興課

全部開示

96 H29.5.15 H29.5.25 ○○○○株式会社に係るＨ10.5.1〜Ｈ27.4.30決 ○○○○株式会社に係るＨ10.5.1〜Ｈ27.4.30決算期建設 一部開示
算期建設業決算変更届出書のうち、届出書表 業決算変更届出書のうち、届出書表紙及び工事経歴書全
紙及び工事経歴書全ページ
ページ

1

全部開示

101 H29.5.17 H29.5.29 有限会社○○○○許可番号○○○○直前の 有限会社○○○○許可番号○○○○直前の建設業許可 一部開示
建設業許可更新申請書の内、経営業務の管理 更新申請書の内、経営業務の管理責任者証明書（様式第7
責任者証明書（様式第7号）
号）

県土整備 中北建設事務所

県土整備 道路管理課

100 H29.5.17 H29.5.25 株式会社○○○○に係るH17.11.1〜H20.10.31 株式会社○○○○に係るH17.11.1〜H20.10.31決算期建設 不存在に
決算期建設業決算変更届出書のうち、届出書 業決算変更届出書のうち、届出書表紙及び工事経歴書全 よる不開
表紙及び工事経歴書全ページ
ページ
示

102 H29.5.18 H29.5.31 中北建設事‑16‑0357横川分水堰整備更新工
事(明許)実施設計書(金入り設計書の全て)(本
工事費内訳書・工事明細書・科目明細書・施工
単価表・諸経費計算書)
103 H29.5.18 H29.5.25 中北建設事‑16‑0356沼川水門整備更新工事
(明許)実施設計書(金入り設計書の全て)(本工
事費内訳書・工事明細書・科目明細書・施工単
価表・諸経費計算書)
104 H29.5.19 H29.5.29 政務活動費報告書○○○○のもの（平成23年
度〜平成27年度）

８条
３号

1 県土整備 建設業対策室

1

県土整備 建設業対策室

中北建設事‑16‑0357横川分水堰整備更新工事(明許)に係 全部開示
る実施設計書

県土整備 中北建設事務所

中北建設事‑16‑0356沼川水門整備更新工事(明許)に係る 全部開示
実施設計書

県土整備 中北建設事務所

○○○○に関する政務活動費報告書（平成23年度〜平成 全部開示
25年度）

議会
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議会事務局総務課

備考

平成29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

105 H29.5.20 H29.6.1

請求に係る行政文書の名称又は内容

富士スバルライン気象観測地点4ヶ所気象観測 富士スバルライン気象観測地点4ヶ所気象観測データ（気
データ（気温、風向風速、積雪、降水量）
温、風向風速、積雪、降水量）（H29.2.19〜H29.5.30)
（H29.2.19〜H29.5.30)

106 H29.5.22 H29.6.2

工事番号：営繕課‑16‑0147工事名称：曽根丘
陵公園研修センター他改修工事（明許）開示図
書：実施設計書（金入り）、工事数量総括表（金
抜き設計書）、工種明細書、施工単価表含む他
107 H29.5.22 H29.5.24 都留市の○○○○に係る平成22年度変更時
の樹林地等がわかる資料（図面、書面）

108 H29.5.22 ‑

109 H29.5.22 H29.5.26

110 H29.5.23 H29.5.29

111 H29.5.23 H29.6.2

112 H29.5.25 H29.5.31

113 H29.5.25 H29.5.31

114 H29.5.25 H29.6.9

営繕課‑16‑0147曽根丘陵公園研修センター他改修工事
（明許）他2件に係る実施設計書及び諸経費計算書

決定内容

釜無川右岸地区3号幹線及び県営1‑3号の管路工事にお
ける市道山寺60号線及び市道百田41号線125号線、110号
線、126号線、市道白根14号線で撤去不可能となった既設
管のわかる文書一切
恩賜県有財産土地貸付台帳

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

不存在に
よる不開
示
全部開示

117 H29.5.22 H29.5.24 平成28・29年度富士山有料道路料金徴収業務 平成28・29年度富士山有料道路料金徴収業務委託及び雁 全部開示
委託入札結果及び金入り設計書他1件
坂トンネル有料道路料金徴収及び監視業務入札結果及び
金入り設計書他1件

その
他

担当部局

担当課等

道路公社 山梨県道路公社

一部開示

医療法人燦生会直近3期分（平成28年平成27 医療法人燦生会事業報告書・財産目録・貸借対照表・及び 全部開示
年平成26年）事業報告書・貸借対照表・資金収 損益計算書平成28年3月期分、平成27年3月期分及び平成
支計算書・事業活動計算書・財産目録
26年3月期分
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８条
１号

全部開示

平成22年12月8日付け山梨県ゴルフ場等造成事業の適正 全部開示
化に関する条例施行規則第9条第3項の規定に準じて届け
出た変更届のうち、次の文書1変更内容のまとめ2土地利
用計画の説明3土地利用計画図(変更前、変更後）
富士・東部保健所による「山梨県都留市○○○
取下げ
○」に在宅中の○○○○氏の飼い猫の糞尿被
害の対応状況の開示請求の件過去に保健所
が対応した回数・日付・対応内容の開示の請求
事業報告書・貸借対照表・損益計算書※財産 県内全域において病院を経営する医療法人の事業報告
全部開示
目録と監事監査報告書は不要【対象】・全域の 書、貸借対照表及び損益計算書
病院を経営する医療法人すべて・27期の1か年
分
中北林環事中北林環事‑17‑0034清里の森
・中北林環事中北林環事‑17‑0034清里の森パークゴルフ 一部開示
パークゴルフ場改修工事上記工事の金入り設 場改修工事上記工事の実施設計書
計書【表紙から単価表レベル全て及び諸経費
計算書】
営繕課営繕課‑16‑0133曽根丘陵公園研修セ 営繕課‑16‑0133曽根丘陵公園研修センター他改修機械設 一部開示
ンター他改修機械設備工事（明許）他8件に係 備工事（明許）他8件に係る実施設計書及び諸経費計算書
る金入り設計書【表紙から単価表レベル全て及
び諸経費計算書】
山梨県道路台帳図道路名称：一般県道敷島竜 山梨県道路台帳図道路名称：一般県道敷島竜王線図番： 全部開示
王線図番：
(11/49)(12/49)(13/49)(14/49)(15/49)(16/49)(17/49)(18/49
(11/49)(12/49)(13/49)(14/49)(15/49)(16/49)(1 )
7/49)(18/49)図面枚数：8枚
H28年度中に開設した飼育動物診療施設一覧 H28年度中に開設した飼育動物診療施設一覧H28年度中 全部開示
H28年度中に廃止した飼育動物診療施設一覧 に廃止した飼育動物診療施設一覧

釜無川右岸地区3号幹線及び県営1‑3号の管
路工事における市道山寺60号線及び市道百田
41号線125号線等で撤去不可能となった既設
管のわかる文書一切
115 H29.5.29 H29.6.13 ○○○○(株)が県有林を別荘敷として借りてい
る箇所の内、演習場と重複する箇所の貸付料
単価、推移がわかる資料
116 H29.5.29 H29.6.1

対象行政文書の名称

1

県土整備 営繕課

森林環境 森林整備課

1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

福祉保健 医務課

1

森林環境 中北林務環境事務所

1

1

県土整備 営繕課

県土整備 中北建設事務所

農政

1 農政

畜産課

中北農務事務所

森林環境 県有林課

福祉保健 医務課

道路公社 山梨県道路公社

備考

平成29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

118 H29.6.1

H29.6.16 中北農務事務所発注工事釜無川右岸地区3号 中北農務事務所発注工事釜無川右岸地区3号幹線工事に 一部開示
幹線工事におけるL=259.4mの工事写真一切 おけるL=259.4mの工事写真一切

119 H29.6.6

H29.6.19 県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平
成29年5月6日から平成29年6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」等
H29.6.16 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年5月6日から平成29年6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」等
H29.6.16 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年5月6日から平成29年6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」等
H29.6.14 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年5月6日から平成29年6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」等
H29.6.12 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年5月6日から平成29年6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」等
H29.6.12 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年5月6日から平成29年6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」等
H29.7.5 山梨県立美術館、山梨県立文学館、山梨芸術
の森公園の平成25年度指定管理者公募時に、
○○○○が提出した事業計画書及び収支計画
書
‑
平成29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関する資料

県内全域の廃止情報平成29年5月6日から平成29年6月5 全部開示
日までの間の薬局、医薬品販売業の廃止施設一覧のう
ち、業種、施設名称、施設所在地、開設者氏名、開設者住
所等
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5月6日から平成29年6月5日までのも
の。

H29.6.20 平成28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アンカー工・鉄筋挿入工の数量総括表等
H29.7.3 平成28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アンカー工・鉄筋挿入工の数量総括表等
H29.6.20 平成28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アンカー工・鉄筋挿入工の数量総括表等
H29.6.16 峡東建設事‑17‑0030一般県道鴬宿上曽根線
道路改良工事他3件に係る公共工事の金入り
設計書全て

平成28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アンカー工・鉄筋挿入工の数量
総括表等
平成28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アンカー工・鉄筋挿入工の数量
総括表等
平成28年度発注の砂防課所管のグランドアンカー工・鉄筋
挿入工（削孔径Φ90以上）を採用した設計業務委託に係る
①土木設計業務等委託契約書かがみ②グランドアンカー
工及び鉄筋挿入工（削孔径Φ90以上）の数量総括表等
峡東建設事‑17‑0030一般県道鴬宿上曽根線道路改良工
事他3件に係る公共工事の実施設計書

120 H29.6.6

121 H29.6.6

122 H29.6.6

123 H29.6.6

124 H29.6.6

125 H29.6.6

126 H29.6.6

127 H29.6.7

128 H29.6.7

129 H29.6.7

130 H29.6.8

８条
１号

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

1

担当部局

農政

担当課等
中北農務事務所

福祉保健 衛生薬務課

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
し、平成29年5月6日から平成29年6月5日までのもの。
よる不開
示

1 福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

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

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 不存在に
年5月6日から平成29年6月5日までのもの。
よる不開
示

1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

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

1

山梨県立美術館、山梨県立文学館、山梨芸術の森公園の 一部開示
平成25年度指定管理者公募時に、○○○○が提出した事
業計画書及び収支計画書

1

1

福祉保健 富士・東部保健福祉

事務所

1

教委

取下げ
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その
他

1 教委

学術文化財課

高校教育課

一部開示

1

1

県土整備 道路整備課

一部開示

1

1

県土整備 道路管理課

一部開示

1

1

一部開示

1

1 県土整備 砂防課

1

県土整備 峡東建設事務所

備考

平成29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

131 H29.6.8

H29.6.21 森林環境部発注の公共工事の積算のなかで、 「治山林道事業における共通仮設費率及び現場管理比率 全部開示
施工地域区分で設定されている、『山間僻地及 の補正について」の一部改正について（通知）
び離島』の条件に該当する地域表

132 H29.6.8

H29.7.10 峡東建設事‑17‑0030一般県道鴬宿上曽根線
道路改良工事に係る金入り設計書

峡東建設事‑17‑0030一般県道鴬宿上曽根線道路改良工
事に係る実施設計書

一部開示

133 H29.6.8

H29.6.22 峡南建設事‑17‑0043西沢砂防工事に係る金
入り設計書

峡南建設事‑17‑0043西沢砂防工事に係る実施設計書

134 H29.6.8

H29.6.15 中北建設事‑17‑0080（都）高畑町昇仙峡線電
線共同溝工事他1件に係る金入り設計書

135 H29.6.8

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

担当部局

担当課等

森林環境 治山林道課

1

県土整備 峡東建設事務所

一部開示

1

県土整備 峡南建設事務所

中北建設事‑17‑0080（都）高畑町昇仙峡線電線共同溝工
事他1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

H29.6.13 富東建設事‑17‑0039富士北麓公園高圧線張
替工事に係る金入り設計書

富東建設事‑17‑0039富士北麓公園高圧線張替工事に係
る実施設計書

全部開示

136 H29.6.8

H29.6.12 峡東農務事‑17‑0001日川右岸地区支線道路
第3・5号舗装工事他1件に係る金入り設計書

峡東農務事‑17‑0001日川右岸地区支線道路第3・5号舗装 一部開示
工事他1件に係る実施設計書

137 H29.6.8

H29.7.4

営繕課‑16‑0164富士山6合目安全指導セン
ター改修工事（明許）他2件に係る金入り設計
書

営繕課‑16‑0164富士山6合目安全指導センター改修工事
（明許）他2件に係る実施設計書及び諸経費計算書

一部開示

138 H29.6.8

H29.6.15 峡東林環事‑17‑0007室床川上流治山工事に
係る金入り設計書

峡東林環事‑17‑0007室床川上流治山工事に係る実施設
計書

一部開示

1

139 H29.6.8

H29.6.13 峡南林環事‑17‑0068林業専用道赤石高下支
線1号支線開設工事に係る金入り設計書

峡南林環事‑17‑0068林業専用道赤石高下支線1号支線開 一部開示
設工事に係る実施設計書

1

140 H29.6.8

H29.6.13 中北林環事‑17‑0037塩沢西治山工事他10件
に係る金入り設計書

中北林環事‑17‑0037塩沢西治山工事他10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

141 H29.6.8

H29.6.13 富東林環事‑17‑0074上の原小規模治山工事
に係る金入り設計書

富東林環事‑17‑0074上の原小規模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

142 H29.6.9
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県土整備 富士・東部建設事務

所吉田支所

1

1

農政

峡東農務事務所

1

県土整備 営繕課

1

森林環境 峡東林務環境事務所

森林環境 峡南林務環境事務所

事務所

H29.6.21 2016年度と2017年4月1日から6月9日までの期 2016年度と2017年4月1日から6月9日までの期間中におけ 一部開示
間中における県職員の処分（懲戒処分も含む） る県職員の処分（懲戒処分も含む）に関する一切の文書
に関する一切の文書

143 H29.6.12 H29.6.20 富東建設事‑16‑0283主要地方道河口湖精進 富東建設事‑16‑0283主要地方道河口湖精進線測量業務
線測量業務委託他2件の業務委託の積算の金 委託他2件の業務委託の積算の実施設計書全て
入り設計書全て

1

全部開示

1

総務

人事課

県土整備 富士・東部建設事務

所吉田支所

備考

平成29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

144 H29.6.12 H29.6.27 恩賜県有林のうち、演習場として国に貸与して
いる土地がわかる資料と、その賃料およびその
算出根拠恩賜県有林のうち、○○○○に貸与
している土地がわかる具体的な資料等
145 H29.6.13 H29.6.28 平成26年度貸付料適正化調査調査報告書のう
ち○○○○別荘地にかかる部分について

対象行政文書の名称

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
他

担当課等

担当部局

北富士演習場位置図、土地賃貸借契約書、指令所、改定 一部開示
契約書、調査報告書（平成26年度恩賜県有財産貸付料適
正化調査）他

1

1

森林環境 県有林課

調査報告書（平成26年度恩賜県有財産貸付料適正化調
査）

一部開示

1

1

森林環境 県有林課

146 H29.6.14 H29.6.19 富東建設事‑16‑0207国道411号かたなばトン 富東建設事‑16‑0207国道411号かたなばトンネル照明設
ネル照明設備工事以上の公共工事の金入り設 備工事以上の公共工事の実施設計書
計書

一部開示

147 H29.6.14 H29.6.16 平面図、位置図告示番号、路線名168、国道
411号173、国道139号174、国道139号

1

1

県土整備 富士・東部建設事務

所

道路の区域変更・供用開始に係る位置図及び平面図道路 全部開示
の供用開始一般国道411号道路の区域変更一般国道139
号道路の供用開始一般国道139号

県土整備 道路管理課

148 H29.6.16 H29.6.28 平成28年度（平成27年度保管状況分）ポリ塩化 平成28年度（平成27年度保管状況分）ポリ塩化ビフェニル
ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出 廃棄物の保管及び処分状況等届出書にかかる事業場別
書にかかる事業場別集計表
集計表

全部開示

149 H29.6.19 H29.6.30 工事番号：峡南建設事‑17‑0041工事名称：船 工事番号：峡南建設事‑17‑0041工事名称：船久保急傾斜
久保急傾斜地崩壊対策工事開示図書：実施設 地崩壊対策工事開示図書：実施設計書、見積参考資料
計書（金入り）、見積参考資料（金抜き）

一部開示

1

県土整備 峡南建設事務所

150 H29.6.19 H29.6.26 工事番号：富東建設事‑17‑0044工事名称：県 工事番号：富東建設事‑17‑0044工事名称：県道四日市場
道四日市場上野原線道路工事開示図書：実施 上野原線道路工事開示図書：実施設計書（金入り）、見積
設計書（金入り）、見積参考資料（金抜き）
参考資料（金抜き）

一部開示

1

県土整備 富士・東部建設事務

151 H29.6.21 H29.7.6

一部開示

1

1

1

県土整備 道路管理課

H29.2.9付富東建第14239号他で決定された文
書のうち（開示）、契約、施工、検査にあたり準
拠すべき基準を満たしている文書及び開示請
求後該当工事における文書一切（現在まで）
153 H29.6.22 H29.7.20 平成27年度・平成28年度における山梨県峡東
建設事務所管内の測量業務等の指名競争入
札・一般競争入札等入札の入札予定価格・入
札参加業者及び契約業者が判る資料
154 H29.6.23 H29.6.30 平成28年度政務活動費収支報告書の閲覧に
供する書類

H29.2.9付富東建第14239号他で決定された文書のうち（開 一部開示
示）、契約、施工、検査にあたり準拠すべき基準を満たして
いる文書及び開示請求後該当工事における文書一切（現
在まで）
平成27年度における山梨県峡東建設事務所管内の測量 全部開示
業務・補償コンサルタント業務等の指名競争入札・一般競
争入札及び随意契約入札の入札予定価格・入札参加業者
及び契約業者が判る資料
平成28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

1

1

1

県土整備 富士・東部建設事務

155 H29.6.23 H29.6.30 平成28年度政務活動費収支報告書の閲覧に
供する書類

平成28年度政務活動費収支報告書の閲覧に供する書類

156 H29.6.23 H29.6.30 平成28年度政務活動費収支報告書の閲覧に
供する書類

平成28年度政務活動費収支報告書の閲覧に供する書類

道管第810号平成29年5月22日付で決定された 工事執行伺い並びに支出負担行為伺他
文書でこの工事の施工にあたり準拠すべき基
準を満たした文書

152 H29.6.21 H29.7.3
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森林環境 環境整備課

所

所吉田支所

県土整備 峡東建設事務所

議会

議会事務局総務課

全部開示

議会

議会事務局総務課

全部開示

議会

議会事務局総務課

備考

平成29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
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

担当部局

担当課等

157 H29.6.23 H29.6.30 平成28年度政務活動費収支報告書の閲覧に
供する書類

平成28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

158 H29.6.23 H29.6.30 平成28年度政務活動費収支報告書の閲覧に
供する書類

平成28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

159 H29.6.23 H29.6.30 平成28年度政務活動費収支報告書の閲覧に
供する書類

平成28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

160 H29.6.26 H29.7.4

営繕課‑16‑0155富士北麓公園陸上競技場夜
間照明設置工事（明許）他2件に係る金入り設
計書

営繕課‑16‑0155富士北麓公園陸上競技場夜間照明設置
工事（明許）他2件に係る実施設計書

一部開示

161 H29.6.26 H29.7.6

峡南林環事‑17‑0036林道豊岡梅ヶ島線改良
工事他1件に係る金入り設計書

峡南林環事‑17‑0036林道豊岡梅ヶ島線改良工事他1件に 一部開示
係る実施設計書

1

162 H29.6.26 H29.7.5

富東林環事‑17‑0079林道真木小金沢線改良
工事に係る金入り設計書

富東林環事‑17‑0079林道真木小金沢線改良工事に係る
実施設計書

1

163 H29.6.26 ‑

平成28年度政務活動費収支報告書の閲覧に
供する書類

164 H29.6.26 H29.7.3

工事番号：峡南林環事‑17‑0044工事名称：峯
治山工事開示図書：実施設計書（金入り設計
書）、工事数量総括表（金抜き設計書）他

一部開示

1

1

県土整備 営繕課

1

森林環境 峡南林務環境事務所

1

森林環境 富士・東部林務環境

事務所

取下げ

工事番号：峡南林環事‑17‑0044他1件工事名称：峯治山工 一部開示
事開示図書：実施設計書、工事数量総括表

1 議会

1

議会事務局総務課

森林環境 峡南林務環境事務所

165 H29.6.27 H29.6.30 平成28年度政務活動費収支報告書の閲覧に
供する書類

平成28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

166 H29.6.26 H29.7.11 社会医療法人○○○○の平成26年度及び同
27年度の事業報告書等のうち貸借対照表・損
益計算書又は収支計算書

社会医療法人○○○○の貸借対照表及び損益計算書平
成27年3月期分及び平成28年3月期分

全部開示

福祉保健 医務課

167 H29.6.27 H29.7.10 山梨県中央市○○○○を東西にはしる新山梨 新山梨環状道路の道路台帳付図（山梨県中央市○○○○ 全部開示
環状道路の道路台帳付図のデータ地番（東端： 付近〜山王川）
○○○○付近、西端：○○○○付近（山王川））
の区域。
168 H29.6.28 H29.7.6 富士スバルライン全線の道路台帳の開示
富士スバルライン全線の道路台帳の開示
全部開示

169 H29.6.28 ‑

社会福祉法人○○○○平成28年度決算報告
資料(平成28年4月1日から平成29年3月31日）
貸借対照表資金収支計算書事業活動計算書
現況報告書

取下げ
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議会事務局総務課

県土整備 道路管理課

道路公社 山梨県道路公社

1 福祉保健 福祉保健総務課

備考

平成29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

170 H29.6.28 H29.7.11 以下のホテルに対して申請されている営業許
可情報ホテル○○○○開示して欲しい情報：営
業許可申請者（個人or法人）/営業許可申請者
住所/有効期間
171 H29.6.29 H29.7.4 教職員など教育委員会所管の人員について、
懲戒処分など処分に関する書類一切

対象行政文書の名称

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
他

両勧業経営許可台帳のうちホテル○○○○に係る営業許 全部開示
可申請者（個人or法人）/営業許可申請者住所/営業許可
年月日/廃業の場合その廃業年月日

担当部局

担当課等

福祉保健 峡東保健福祉事務所

懲戒処分一覧（H28)懲戒処分一覧（H29年6月末現在）人事 一部開示
管理上の処分一覧（H28)平成28年度事件、事故等一覧平
成28年度交通事故・違反等一覧

1

教委

教育庁総務課

172 H29.6.29 H29.7.13 平成28年4月から平成29年6月28日の間に、山 平成28年4月から平成29年6月28日の間に、山梨県立病院 一部開示
梨県立病院機構の所管する人員について、懲 機構の所管する人員について、懲戒処分など処分に関す
戒処分など処分に関する書類一切
る書類一切

1

（独）病院機構

山梨県立病院機構

(公大）県立大

山梨県立大学

教委

高校教育課

173 H29.6.29 H29.7.6

174 H29.6.29 H29.7.6

平成28年4月1日から平成29年6月28日の間
に、公立大学法人山梨県立大学の所管する人
員について、懲戒処分など処分に関する一切
の書類
平成29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ごとのリスト

平成28年4月1日から平成29年6月28日の間に、公立大学 不存在に
法人山梨県立大学の所管する人員について、懲戒処分な よる不開
ど処分に関する一切の書類
示
平成29年度使用副読本等

全部開示

14 / 14 ページ

1

備考

