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

175 H29.7.3

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

H29.7.12 峡南建設事‑16‑0140西根熊急傾斜地崩壊対
策工事（一部債務）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
H29.7.12 平成28年度集計PCB保管事業場保管状況届
出リスト

以下の実施設計書及び見積参考資料峡南建設事‑16‑
0140西根熊急傾斜地崩壊対策工事（一部債務）

全部開示

県土整備 峡南建設事務所

平成28年度集計PCB廃棄物等の保管及び処分状況届出
事業所リスト

全部開示

森林環境 環境整備課

177 H29.7.4

H29.7.11 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

178 H29.7.4

H29.7.10 山梨県県土整備部で使用されている施工単価 新土木積算システムコード表
名称とそれに対なるコード一覧表（平成29年度
の最新版）

全部開示

県土整備 技術管理課

179 H29.7.5

H29.7.19 知事が2017/6/21‑30に送付したメールの本
知事が2017/6/21‑30に送付したメールの本文、タイトル並 不存在に
文、タイトル並びに添付ファイル（いずれも電磁 びに添付ファイル（いずれも電磁的記録に限る）
よる不開
的記録に限る）
示

180 H29.7.5

H29.7.12 ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分
状況等届出書前年度の3月31日に保管してい
たポリ塩化ビフェニル廃棄物廃棄物種類台数
等
H29.7.20 山梨県立中央病院の下記案件の金額入り設計
書平成29年度常用発電設備保守点検業務委
託

平成28年度集計PCB廃棄物等の保管及び処分状況届出
事業者リスト

全部開示

森林環境 環境整備課

平成29年度常用発電設備保守点検業務委託に係る設計
積算書及び明細書

全部開示

（独）病院機構

H29.7.20 県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平
成29年6月6日から平成29年7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
H29.7.13 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年6月6日から平成29年7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
H29.7.11 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年6月6日から平成29年7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
H29.7.18 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年6月6日から平成29年7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
H29.7.12 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年6月6日から平成29年7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
H29.7.11 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年6月6日から平成29年7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6月6 全部開示
日から平成29年7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

176 H29.7.3

181 H29.7.5

182 H29.7.5

183 H29.7.5

184 H29.7.5

185 H29.7.5

186 H29.7.5

187 H29.7.5

議会事務局総務課

1 総合政策 秘書課

山梨県立病院機構

福祉保健 衛生薬務課

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6月6日から平成29年7月5日までのも
の。

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 一部開示
し、平成29年6月6日から平成29年7月5日までのもの。

1

福祉保健 中北保健福祉事務所

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6月6日から平成29年7月5日までのもの。

峡北支所

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6月6日から平成29年7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、 不存在に
平成29年6月6日から平成29年7月5日までのもの。
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

188 H29.7.10 H29.8.9

・山梨県が○○○○に貸している土地のうち、
「山中湖村○○外、林小班○○」他について、
過去から現在に至る毎年度の年額貸付料が分
かる資料他
189 H29.7.10 H29.7.11 平成28年度政務活動費自民党誠心会

190 H29.7.10 H29.7.13 H28.H29年度宝鉱山鉱廃水処理実績表(1月に
開示を受けた以降)、原水分析表、放流水水質
分析表鉱廃水処理作業日誌(1月に開示を受け
た以降)
191 H29.7.11 H29.7.25 山梨県の旅館業営業施設一覧1.営業施設の名
称2.営業施設の所在地他

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

○○○○に交付した北富士演習場に係る地元交付金のう 全部開示
ち、「平成28年度清算分交付金」「平成29年度概算分交付
金」の交付決定通知書

森林環境 県有林課

平成28年度政務活動費自民党誠心会

議会

全部開示

H28.H29年度宝鉱山鉱廃水処理実績表(1月に開示を受け 全部開示
た以降)、原水分析表、放流水水質分析表鉱廃水処理作業
日誌(1月に開示を受けた以降)
旅館業許可取得施設一覧表（電磁的記録）のうち、営業種 一部開示
別・施設名称・施設所在地・経営者氏名（法人にあっては名
称及び代表者名）経営者住所・客室数・許可年月日

192 H29.7.11 H29.7.24 平成27年度ＰＣＢ廃棄物保管及び処分状況等 平成28年度集計PCB廃棄物保管及び処分状況届出事業
届出事業所リスト
所リスト

議会事務局総務課

産業労働 産業政策課

1

福祉保健 衛生薬務課

全部開示

森林環境 環境整備課

193 H29.7.12 H29.7.21 平面図、位置図2017/6/29告示主要地方道34 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
番白井甲州線告示番号210
の区域変更(H29.6.29告示）主要地方道白井甲州線道路の
供用開示(H29.6.29告示)主要地方道白井甲州線

県土整備 道路管理課

194 H29.7.13 H29.7.24 ＰＣＢ廃棄物の保管及び処分状況等届出情報 PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出情報

全部開示

森林環境 環境整備課

195 H29.7.13 H29.7.20 H28年度政務活動費の会派議員の提出資料

全部開示

議会

H28年度政務活動費収支報告書の閲覧に供する書類

議会事務局総務課

196 H29.7.13 H29.7.26 山梨県内の医療機器製造販売業、医療機器修 山梨県内の医療機器製造販売業、医療機器修理業の許可 一部開示
理業の許可台帳一覧及び、医療機器製造業の 台帳一覧及び、医療機器製造業の登録台帳一覧他
登録台帳一覧他

1

197 H29.7.13 H29.7.28 甲府市○○○○に於いて掘削除去した廃棄物
による周辺環境への影響の有無を確認した記
録の一切。上記掘削工事における記録の一
切。
198 H29.7.13 H29.7.28 甲府市○○○○に於いて掘削除去した廃棄物
による周辺環境への影響の有無を確認した記
録の一切。上記掘削工事における記録の一
切。
199 H29.7.14 H29.7.25 峡東建設事‑17‑0048主要地方道笛吹市川三
郷線用地測量調査業務委託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項第何号を適用したのかが判る資料他
200 H29.7.18 H29.8.1 峡東農務事‑17‑0016東八中央東3期地区安全
施設設計業務委託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項第何
号を適用したのかがわかる資料他

甲府市○○○○に於いて掘削除去した廃棄物による周辺 一部開示
環境への影響の有無を確認した記録の一切。上記掘削工
事における記録の一切。

1

1

森林環境 中北林務環境事務所

甲府市○○○○に於いて掘削除去した廃棄物による周辺 一部開示
環境への影響の有無を確認した記録の一切。上記掘削工
事における記録の一切。

1

1

森林環境 環境整備課

峡東建設事‑17‑0048主要地方道笛吹市川三郷線用地測 全部開示
量調査業務委託に係る「工事執行並びに支出負担行為伺
い」のうち、帳票の部分
峡東農務事‑17‑0016東八中央東3期地区安全施設設計業 一部開示
務委託に係る①「工事執行並びに支出負担行為伺い」のう
ち、帳票の部分他
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福祉保健 衛生薬務課

県土整備 峡東建設事務所

1 農政

峡東農務事務所

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

201 H29.7.18 H29.8.1

202 H29.7.18 H29.8.1

203 H29.7.18 H29.8.1

204 H29.7.18 H29.8.1

205 H29.7.18 H29.8.2

206 H29.7.19

請求に係る行政文書の名称又は内容
峡東林環事‑17‑0049林道菱山深沢線測量設
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項第何号を
適用したのかがわかる資料他
峡東林環事‑17‑0059林道大松沢線測量設計
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項第何号を適
用したのかがわかる資料他
峡東林環事‑17‑0060林道源次郎線外積算等
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項第何号を適
用したのかがわかる資料他
峡東林環事‑17‑0075林道塚本山線測量業務
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項第何号を適用した
のかがわかる資料他
山梨県より国に提出された改築追加工事等申
請書、釜無川右岸地区3号幹第2工区管路工事
の文書一切（H26年分）他

対象行政文書の名称

209 H29.7.24 H29.8.7

210 H29.7.25 H29.8.8

211 H29.7.26 H29.8.8

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

1 森林環境 峡東林務環境事務所

峡東林環事‑17‑0059林道大松沢線測量設計業務委託に
係る①「工事執行並びに支出負担行為伺い」のうち、帳票
の部分他

一部開示

1 森林環境 峡東林務環境事務所

峡東林環事‑17‑0060林道源次郎線外積算等業務委託に
係る①「工事執行並びに支出負担行為伺い」のうち、帳票
の部分他

一部開示

1 森林環境 峡東林務環境事務所

峡東林環事‑17‑0075林道塚本山線測量業務委託に係る 一部開示
①「工事執行並びに支出負担行為伺い」のうち、帳票の部
分他

1 森林環境 峡東林務環境事務所

改築、追加工事等申請書南アルプス市との協議文書

一部開示

1

農政

取下げ

山梨県教育委員会の処分一覧（平成25年度）交通事故・違 一部開示
反報告書

解体工事業者登録名簿（平成29年7月26日現在）
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1

森林環境 大気水質保全課

1 福祉保健 衛生薬務課

1

福祉保健 医務課

1

教委

全部開示

次の業務に関する、主に鳥類に関する分布、生息状況およ 一部開示
び生息環境に関わる調査に関する事項契約番号：中北建
設事‑14‑0117委託名：（仮称）早川・芦安連絡道路環境調
査業務委託他2件
契約番号富東林環事16‑0067で契約した林道富士東部
一部開示
（南）線（秋山工区）開設工事の契約より現在までの文書一
切

中北農務事務所

1 福祉保健 医務課

一部開示

平成29年6月30日時点で飲食店営業の許可を
取下げ
受けている全店舗（移動・簡易営業諸等を含む
提供可能な情報すべて）の・屋号、営業所在地
他
山梨県内で平成25年1月1日から平成28年12月 山梨県内で平成25年1月1日から平成28年12月31日までに 一部開示
31日までに新規開設及び廃止届のあった歯科 新規開設及び廃止届のあった歯科技工所の名簿一覧
技工所の名簿一覧

山梨県知事より解体工事業の登録を受けた、
登録業者全ての確認がとれる一覧（登録番号、
商号（または氏名）、登録年月、住所、電話番
号）
212 H29.7.26 H29.8.10 次の業務に関する、主に鳥類に関する分布、
生息状況および生息環境に関わる調査に関す
る事項中北建設事‑14‑0117（仮称）早川・芦安
連絡道路環境調査業務他
213 H29.7.27 H29.8.14 契約番号富東林環事16‑0067で契約した林道
富士東部（南）線（秋山工区）開設工事の契約
より現在までの文書一切

８条
２号

一部開示

山梨県知事が保有する「病床機能報告」(2016
年版）

平成25年度懲戒処分一覧・事故報告書

８条
１号

峡東林環事‑17‑0049林道菱山深沢線測量設計業務委託
に係る①「工事執行並びに支出負担行為伺い」のうち、帳
票の部分他

207 H29.7.20 H29.7.27 大気汚染防止法に基づく煤煙発生施設一覧、 大気汚染防止法に基づく煤煙発生施設一覧のうち、事業
事業所名称、事業場所、施設種類、使用燃料 所名称、事業場所、施設種類、使用燃料

208 H29.7.21

決定内容

高校教育課

県土整備 建設業対策室

1

1

県土整備 中北建設事務所

1

森林環境 富士・東部林務環境

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

214 H29.7.27 H29.8.8

平成29年4月1日から平成29年6月30日の間に 法人設立届一覧（平成29年4月〜平成29年6月受理分）
県内全県税事務所にて届出を受理した「法人
設立届出書」

一部開示

215 H29.7.27 H29.8.4

平成28年分の政治団体名簿

216 H29.7.27 H29.8.4

８条
１号

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

担当部局

担当課等

総務

総合県税事務所

全部開示

選管

選挙管理委員会

①H29年度普通交付税の交付基準②H29年度 ①H29年度普通交付税の交付基準②H29年度費目別基準 全部開示
費目別基準財政需要額一覧表他
財政需要額一覧表他

総務

市町村課

217 H29.7.27 H29.8.14 峡東建設事17‑0056凰山川外測量調査設計業
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3号適用した
理由がわかる資料
218 H29.7.27 H29.8.9 峡東建設事17‑0056凰山川外測量調査設計業
務委託②山梨県建設工事等指名選定要領第3
条に基づいて128社から5社に指名業者を絞り
込んだ過程がわかる資料
219 H29.7.27 H29.8.9 峡東建設事17‑0056凰山川外測量調査設計業
務委託①「指名新選定理由書」の「コンサル部
門登録:物件」が必要とされることがわかる資
料。
220 H29.7.28 H29.8.14 富東農務事‑17‑0010都留西部地区農業用用
排水路1号測量設計用地調査業務委託①指名
競争入札の根拠として地方自治法施行令第
167条第1項第3号を適用した理由が判る資料
221 H29.7.28 H29.8.14 富東農務事‑17‑0010都留西部地区農業用用
排水路1号測量設計用地調査業務委託①山梨
県建設工事等指名選定要領第3条に基づいて
指名業者を絞り込んだ過程が判る資料
222 H29.7.28 H29.8.14 富東農務事‑17‑0011桂川西部地区用排水路
第2号測量設計用地調査業務委託①指名競争
入札の根拠として地方自治法施行令第167条
第1項第3号を適用した理由が判る資料
223 H29.7.28 H29.8.14 富東農務事‑17‑0011桂川西部地区用排水路
第2号測量設計用地調査業務委託①山梨県建
設工事等指名選定要領第3条に基づいて、指
名業者を絞り込んだ過程が判る資料
224 H29.7.28 H29.8.8 峡東林環事‑17‑0061林道焼山沢真木線改良
工事他1件に係る公共工事の金入り設計書

平成28年分の政治団体名簿

1

その
他

峡東建設事17‑0056凰山川外測量調査設計業務委託①指 不存在に
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 よる不開
第1項第3号適用した理由がわかる資料
示

1 県土整備 峡東建設事務所

峡東建設事17‑0056凰山川外測量調査設計業務委託②山 全部開示
梨県建設工事等指名選定要領第3条に基づいて128社から
5社に指名業者を絞り込んだ過程がわかる資料

県土整備 峡東建設事務所

峡東建設事17‑0056凰山川外測量調査設計業務委託①
全部開示
「指名新選定理由書」の「コンサル部門登録:物件」が必要と
されることがわかる資料。

県土整備 峡東建設事務所

富東農務事‑17‑0010都留西部地区農業用用排水路1号測
量設計用地調査業務委託①指名競争入札の根拠として地
方自治法施行令第167条第1項第3号を適用した理由が判
る資料
富東農務事‑17‑0010都留西部地区農業用用排水路1号測
量設計用地調査業務委託に係る入札執行会議議事録

不存在に
よる不開
示

1 農政

富士・東部農務事務
所

全部開示

農政

富士・東部農務事務
所

富東農務事‑17‑0011桂川西部地区用排水路第2号（第2工
区）測量設計用地調査業務委託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3号を適用し
た理由が判る資料
富東農務事‑17‑0011桂川西部地区用排水路第2号（第2工
区）測量設計用地調査業務委託に係る入札執行会議議事
録

不存在に
よる不開
示

1 農政

富士・東部農務事務
所

全部開示

農政

富士・東部農務事務
所

峡東林環事‑17‑0061林道焼山沢真木線改良工事他1件に 一部開示
係る公共工事の実施設計書

1

1

1

森林環境 峡東林務環境事務所

225 H29.7.28 H29.8.24 峡東建設事‑16‑0131主要地方道白井甲州線 峡東建設事‑16‑0131主要地方道白井甲州線市之蔵橋耐
市之蔵橋耐震補修工事の3（明許）に係る公共 震補修工事の3（明許）に係る公共工事の実施設計書
工事の金入り設計書

一部開示

1

県土整備 峡東建設事務所

226 H29.7.28 H29.8.10 峡南建設事‑17‑0074主要地方道南アルプス公 峡南建設事‑17‑0074主要地方道南アルプス公園線増野
園線増野橋外2橋耐荷補強工事に係る公共工 橋外2橋耐荷補強工事に係る公共工事の実施設計書
事の金入り設計書

一部開示

1

県土整備 峡南建設事務所
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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

227 H29.7.28 H29.8.10 添付別表の医療法人の指定会計期末の決算
文書別表にない法人でも、新規法人を含み、県
所管の医療法人の平成25年1月末以降の決算
文書
228 H29.7.31 H29.8.14 貴県における医薬品等の製造販売(製造・輸
入)業許可に関する新規許可、登録又は承認分
のみの情報1.医薬品製造業許可2.医薬品製造
販売業許可他
229 H29.7.31
山梨県下ホテルの旅館業法の営業許可に関す
る次の事項・営業施設の名称および所在地・営
業許可主体の名称（会社名・代表者名）・営業
者の住所・営業許可の日付・客室数
230 H29.8.2 H29.8.8 森林経営計画認定書の写し認定番号24‑1

231 H29.8.2

H29.8.16 農政部で使用されている施工単価名称とそれ
についとなるコードの一覧表

232 H29.8.2

食品衛生許可台帳（新規）期間2016年7月1日
〜2017年7月31日

対象行政文書の名称
別紙1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

決定内容
一部開示

８条
１号

1

８条
２号

1

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

1

一部開示

農政部で使用されている施工単価名称とそれについとなる 部分開示
コードの一覧表
も行えな
い不開示
取下げ

担当部局

担当課等

1 福祉保健 医務課

平成28年7月1日〜平成29年6月30日に新規許可（登録）又 一部開示
は承認した事業者に係る次の一覧のうち、許可（登録）年
月日、許可（登録）番号、申請者名、施設名称、施設所在
地、承認年月日・承認番号他
取下げ

森林経営計画認定書の写し

その
他

1 福祉保健 衛生薬務課

1 福祉保健 衛生薬務課

1

森林環境 県有林課

1

1

農政

耕地課

1 福祉保健 衛生薬務課

233 H29.8.3

H29.8.9

主要地方道河口湖精進湖線の計画中、整備中 現在計画及び整備中の下記区間の、道路完成後の形状が 全部開示
の完成後の形状が把握できる計画平面図、な 把握できる計画平面図主要地方道21号線河口湖精進湖線
い場合は、工事図面もしくは区域決定図面

234 H29.8.3

H29.8.8

「○○○○」の施術所開設届または「○○○
中北保健所管内に係る（峡北支所管内を除く）「○○○○」 不存在に
○」が施術者として出張施術業務を行う、出張 の施術所開設届または「○○○○」が施術者として出張施 よる不開
施術業務開始届
術業務を行う、出張施術業務開始届
示

1 福祉保健 中北保健福祉事務所

235 H29.8.3

H29.8.8

「○○○○」の施術所開設届または「○○○
中北保健所峡北支所管内に係る「○○○○」の施術所開 不存在に
○」が施術者として出張施術業務を行う、出張 設届または「○○○○」が施術者として出張施術業務を行 よる不開
施術業務開始届
う出張施術業務開始届の写し
示

1 福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

236 H29.8.3

H29.8.10 「○○○○」の施術所開設届または「○○○
峡東保健所管内に係る「○○○○」の施術所開設届または 不存在に
○」が施術者として出張施術業務を行う、出張 「○○○○」が施術者として出張施術業務を行う、出張施術 よる不開
施術業務開始届
業務開始届
示

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

237 H29.8.3

H29.8.8

1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

238 H29.8.3

H29.8.10 「○○○○」の施術所開設届または「○○○
富士・東部保健所管内に係る「○○○○」の施術所開設届 不存在に
○」が施術者として出張施術業務を行う、出張 または「○○○○」が施術者として出張施術業務を行う、出 よる不開
施術業務開始届
張施術業務開始届
示

239 H29.8.3

H29.8.9

「○○○○」の施術所開設届または「○○○
峡南保健所管内に係る「○○○○」の施術所開設届または 不存在に
○」が施術者として出張施術業務を行う、出張 「○○○○」が施術者として出張施術業務を行う、出張施術 よる不開
施術業務開始届
業務開始届
示

平成30年度採用山梨県公立学校教員選考検 山梨県教員採用試験（平成30年度）一般・教職教養、小学 全部開示
査第一次試験下記の試験問題・及び解答例試 校、中学国語、英語、高校国語、政経、物理、家庭、英語の
験問題一般教職教養他
問題中学音楽解答例
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県土整備 道路整備課

1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

教委

義務教育課

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

240 H29.8.3

決定日

請求に係る行政文書の名称又は内容

H29.8.17 身延町下山地先の砂利洗浄汚泥移動（再生利 平成28年度再生活用事業（下山地区）の工期延伸につい
用）H29年7月上旬に国土交通省富士川中流出 て
張所長が知事あて提出

241 H29.8.4

県の居宅サービス、居宅介護支援事業所一覧

242 H29.8.7

H29.8.21 県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平
成29年7月6日から平成29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」等
H29.8.16 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年7月6日から平成29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」等
H29.8.17 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年7月6日から平成29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」等
H29.8.10 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年7月6日から平成29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」等
H29.8.17 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年7月6日から平成29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」等
H29.8.10 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年7月6日から平成29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」等
県所管（政令市・中核市を除く）の平成29年1月
1日から平成29年7月31日で開設の届け出の
あった理容所一覧と美容所一覧の施設名称施
設所在地他
H29.8.16 県所管（政令市・中核市を除く）の平成29年1月
1日から平成29年7月31日で新規開設の届け出
のあった施術所一覧の施設名称、所在地他

243 H29.8.7

244 H29.8.7

245 H29.8.7

246 H29.8.7

247 H29.8.7

248 H29.8.7

249 H29.8.7

対象行政文書の名称

決定内容

８条
１号

８条
２号

全部開示

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 峡南林務環境事務所

取下げ

1 福祉保健 健康長寿推進課

県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平成29年7月6 全部開示
日から平成29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」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7月6日から平成29年8月5日までのも
の。

８条
３号

福祉保健 衛生薬務課

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 一部開示
し、平成29年7月6日から平成29年8月5日までのもの。

1

福祉保健 中北保健福祉事務所

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7月6日から平成29年8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 一部開示
年7月6日から平成29年8月5日までのもの。

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7月6日から平成29年8月5日までのもの。

1

福祉保健 富士・東部保健福祉

峡北支所

事務所

取下げ

1 福祉保健 衛生薬務課

中北保健所（峡北支所を除く）管内に係る下記電磁的記録 一部開示
のうち施術所名称、所在地他ただし、いずれも平成29年1
月1日から平成29年7月31日までのもので、廃業施設を除く

1

福祉保健 中北保健福祉事務所

H29.8.17 県所管（政令市・中核市を除く）の平成29年1月 中北保健所峡北支所管内に係る下記電磁的記録のうち施 一部開示
1日から平成29年7月31日で新規開設の届け出 術所名称、所在地他ただし、いずれも平成29年1月1日から
のあった施術所一覧の施設名称、所在地他
平成29年7月31日までのもので、廃業施設を除く

1

福祉保健 中北保健福祉事務所

251 H29.8.7

H29.8.10 県所管（政令市・中核市を除く）の平成29年1月 峡東保健所管内に係る下記電磁的記録のうち施術所名
一部開示
1日から平成29年7月31日で新規開設の届け出 称、所在地他ただし、いずれも平成29年1月1日から平成29
のあった施術所一覧の施設名称、所在地他
年7月31日までのもので、廃業施設を除く

1

福祉保健 峡東保健福祉事務所

252 H29.8.7

H29.8.17 県所管（政令市・中核市を除く）の平成29年1月 峡南保健所管内に係る下記電磁的記録のうち施術所名
一部開示
1日から平成29年7月31日で新規開設の届け出 称、所在地他ただし、いずれも平成29年1月1日から平成29
のあった施術所一覧の施設名称、所在地他
年7月31日までのもので、廃業施設を除く

1

福祉保健 峡南保健福祉事務所

250 H29.8.7
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峡北支所

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

253 H29.8.7

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

H29.8.10 県所管（政令市・中核市を除く）の平成29年1月 富士・東部保健所管内に係る下記電磁的記録のうち施術 一部開示
1日から平成29年7月31日で新規開設の届け出 所名称、所在地他ただし、いずれも平成29年1月1日から平
のあった施術所一覧の施設名称、所在地他
成29年7月31日までのもので、廃業施設を除く

1

254 H29.8.7

H29.9.6

255 H29.8.7

H29.8.21 甲州市○○○○の井戸設置届に関する書面
全部公開

256 H29.8.8

H29.8.14 広瀬琴川ダ広瀬琴川ダ‑17‑0018広瀬ダム堆積 広瀬琴川ダ広瀬琴川ダ‑17‑0018広瀬ダム堆積土除去工
土除去工事に係る金入り設計書
事に係る実施設計書

全部開示

H29.8.14 新環状建設新環状建設‑17‑0025（主）韮崎南
アルプス中央線外区画線工事他1件に係る金
入り設計書

全部開示

257 H29.8.8

中北農務事務所発注工事落合上線管路工事
の契約より現在までの文書一切

1

1

平成29年4月20日付けの「揚水設備設置届出書」

一部開示

1

1

H29.8.17 中北建設事中北建設事‑17‑0122（一）小荒間
長坂停車場線道路工事他1件に係る金入り設
計書

263 H29.8.8

264 H29.8.8

265 H29.8.8

中北建設事中北建設事‑17‑0122（一）小荒間長坂停車場
線道路工事他1件に係る実施設計書

全部開示

H29.8.17 中部推進中部推進‑17‑0004県道富士川身延 中部推進中部推進‑17‑0004県道富士川身延線身延山IC
線身延山IC和田19工区道路改良工事に係る金 和田19工区道路改良工事に係る実施設計書
入り設計書

全部開示

富東建設事富東建設事‑17‑0043一般県道精進湖畔線災
害防除工事に係る実施設計書

全部開示

H29.9.6

峡南建設事峡南建設事‑17‑0041船久保急傾斜地崩壊対
策工事に係る実施設計書

一部開示

1
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農政

中北農務事務所

森林環境 峡東林務環境事務所

県土整備 広瀬・琴川ダム管理

県土整備 新環状・西関東道路

1

県土整備 中北建設事務所

県土整備 中北建設事務所峡北

県土整備 中部横断自動車道推

1

県土整備 富士・東部建設事務

所

県土整備 富士・東部建設事務

所吉田支所

1

取下げ

H29.8.23 都市計画課中北建設事都市計画課‑17‑0002 都市計画課中北建設事都市計画課‑17‑0002（主）甲府韮
（主）甲府韮崎線（平和通り）道路改良工事に係 崎線（平和通り）道路改良工事に係る実施設計書
る金入り設計書

担当課等

担当部局

進事務所

H29.8.21 富東建設事富東建設事‑17‑0043一般県道精
進湖畔線災害防除工事に係る金入り設計書

峡南建設事峡南建設事‑17‑0041船久保急傾
斜地崩壊対策工事に係る金入り設計書

その
他

支所

H29.8.18 富東建設事富東建設事‑17‑0068桂川ウェルネ 富東建設事富東建設事‑17‑0068桂川ウェルネスパーク舗 一部開示
スパーク舗装工事他1件に係る金入り設計書 装工事他1件に係る実施設計書

峡南建設事峡南建設事‑17‑0041船久保急傾
斜地崩壊対策工事に係る金入り設計書

８条
６号

建設事務所

259 H29.8.8

262 H29.8.8

８条
５号

事務所

H29.8.23 中北建設事中北建設事‑17‑0099(都)滝坂下今 中北建設事中北建設事‑17‑0099(都)滝坂下今井線(2期工 一部開示
井線(2期工区)電線共同溝工事他1件に係る金 区)電線共同溝工事他1件に係る実施設計書
入り設計書

261 H29.8.8

８条
４号

事務所

一部開示

新環状建設新環状建設‑17‑0025（主）韮崎南アルプス中
央線外区画線工事他1件に係る実施設計書

８条
３号

福祉保健 富士・東部保健福祉

中北農務事‑15‑0046釜無川右岸地区落合上線管路工事
に係る次の書類・設計書一式・完成書類・工事打合せ簿・
工事写真

258 H29.8.8

260 H29.8.8

８条
２号

一部開示

県土整備 峡南建設事務所

1 県土整備 峡南建設事務所

1

県土整備 都市計画課

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

266 H29.8.8

H29.8.17 流域下水道流域下水道‑17‑0027富士北麓流
域下水道富士北麓2号幹線管きょ耐震工事（2
工区）他7件に係る金入り設計書

267 H29.8.8

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

流域下水道流域下水道‑17‑0027富士北麓流域下水道富
士北麓2号幹線管きょ耐震工事（2工区）他7件に係る実施
設計書

一部開示

1

県土整備 流域下水道事務所

H29.9.6

峡南建設事峡南建設事‑17‑0074主要地方道 峡南建設事峡南建設事‑17‑0074主要地方道南アルプス
南アルプス公園線増野橋外2橋耐荷補強工事 公園線増野橋外2橋耐荷補強工事他6件に係る実施設計
他6件に係る金入り設計書
書

一部開示

1

県土整備 峡南建設事務所

268 H29.8.8

H29.9.5

峡東建設事峡東建設事‑17‑0044主要地方道 峡東建設事峡東建設事‑17‑0044主要地方道笛吹市川三
笛吹市川三郷線道路改良工事他2件に係る金 郷線道路改良工事他2件に係る実施設計書
入り設計書

一部開示

1

県土整備 峡東建設事務所

269 H29.8.8

H29.8.23 中北建設事中北建設事‑17‑0141（一）南アル
プス甲斐線舗装工事他2件に係る金入り設計
書

中北建設事中北建設事‑17‑0141（一）南アルプス甲斐線
舗装工事他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

270 H29.8.8

H29.8.17 中北建設事中北建設事‑17‑0095向沢砂防工
事他4件に係る金入り設計書

中北建設事中北建設事‑17‑0095向沢砂防工事他4件に係 一部開示
る実施設計書

1

県土整備 中北建設事務所峡北

H29.8.18 富東建設事富東建設事‑17‑0108富士北麓公
園広場改修工事他3件に係る金入り設計書

富東建設事富東建設事‑17‑0108富士北麓公園広場改修
工事他3件に係る実施設計書

一部開示

1

H29.8.21 富東建設事富東建設事‑17‑0112一般県道富 富東建設事富東建設事‑17‑0112一般県道富士吉田西桂
士吉田西桂線道路改良工事他1件に係る金入 線道路改良工事他1件に係る実施設計書
り設計書

一部開示

H29.8.14 新環状建設新環状建設‑17‑0029国道140号
新環状建設新環状建設‑17‑0029国道140号（西関東連絡
（西関東連絡道路）舗装工事その他3件に係る 道路）舗装工事その他3件に係る実施設計書
金入り設計書

一部開示

H29.8.17 中部推進中部推進‑17‑0006一般県道割子切
石線（仮称）藤の木沢橋下田原29工区床版工
事に係る金入り設計書

一部開示

271 H29.8.8

272 H29.8.8

273 H29.8.8

274 H29.8.8

中部推進中部推進‑17‑0006一般県道割子切石線（仮称）
藤の木沢橋下田原29工区床版工事に係る実施設計書

1

支所

県土整備 富士・東部建設事務

所

1

県土整備 富士・東部建設事務

所吉田支所

1

県土整備 新環状・西関東道路

建設事務所

1

県土整備 中部横断自動車道推

進事務所

275 H29.8.8

H29.8.23 中北建設事中北建設事‑17‑0128(主)笛吹市川 中北建設事中北建設事‑17‑0128(主)笛吹市川三郷線道路 一部開示
三郷線道路防災工事に係る金入り設計書
防災工事に係る実施設計書

1

県土整備 中北建設事務所

276 H29.8.8

H29.8.17 道路整備課峡南建設事道路整備課‑17‑0002 道路整備課峡南建設事道路整備課‑17‑0002国道300号灯 一部開示
国道300号灯第一トンネル舗装工事他2件に係 第一トンネル舗装工事他2件に係る実施設計書
る金入り設計書

1

県土整備 道路整備課

277 H29.8.8

H29.9.5

1

県土整備 営繕課

278 H29.8.8

H29.8.17 中北林環事中北林環事‑17‑0108中の沢小規
模治山工事他7件に係る金入り設計書

1

森林環境 中北林務環境事務所

営繕課営繕課‑17‑0012主要地方道河口湖精 営繕課営繕課‑17‑0012主要地方道河口湖精進線防災備
進線防災備蓄倉庫建設工事他9件に係る金入 蓄倉庫建設工事他9件に係る実施設計書
り設計書
中北林環事中北林環事‑17‑0108中の沢小規模治山工事
他7件に係る実施設計書
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一部開示

一部開示

1

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

279 H29.8.8

H29.8.17 峡東林環事峡東林環事‑17‑0054北洞沢支流
治山工事他7件に係る金入り設計書

峡東林環事峡東林環事‑17‑0054北洞沢支流治山工事他7 一部開示
件に係る実施設計書

280 H29.8.8

H29.8.23 峡南林環事峡南林環事‑17‑0034林道大島峠
線開設工事他24件に係る金入り設計書

峡南林環事峡南林環事‑17‑0034林道大島峠線開設工事
他24件に係る実施設計書

一部開示

281 H29.8.8

H29.8.22 富東林環事富東林環事‑17‑0050大の入治山
工事他16件に係る金入り設計書

富東林環事富東林環事‑17‑0050大の入治山工事他16件
に係る実施設計書

一部開示

H29.8.22 富東林環事富東林環事‑17‑0093林道細野鹿
留線（御正体山西工区）開設工事他10件に係
る金入り設計書

富東林環事富東林環事‑17‑0093林道細野鹿留線（御正体 一部開示
山西工区）開設工事他10件に係る実施設計書

1

283 H29.8.8

H29.8.17 峡東林環事峡東林環事‑17‑0063林業専用道 峡東林環事峡東林環事‑17‑0063林業専用道鈴庫山1号支 一部開示
鈴庫山1号支線開設工事他2件に係る金入り設 線開設工事他2件に係る金入り設計書
計書

1

1

森林環境 峡東林務環境事務所

284 H29.8.8

H29.8.23 峡南林環事峡南林環事‑17‑0040小田船原小
規模治山工事他3件に係る金入り設計書

一部開示

1

1

森林環境 峡南林務環境事務所

285 H29.8.8

H29.8.17 中北林環事中北林環事‑17‑0102林道本谷釜 中北林環事中北林環事‑17‑0102林道本谷釜瀬線外1路線 一部開示
瀬線外1路線維持修繕工事他4件に係る金入り 維持修繕工事他4件に係る実施設計書
設計書

1

1

森林環境 中北林務環境事務所

286 H29.8.8

H29.8.17 峡東農務事峡東農務事‑17‑0017万力地区農 峡東農務事峡東農務事‑17‑0017万力地区農道1号第3・4
道1号第3・4工区舗装工事に係る金入り設計書 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

287 H29.8.8

H29.8.23 中北農務事中北農務事‑17‑0008大草地区中 中北農務事中北農務事‑17‑0008大草地区中割工区ほ場
割工区ほ場整備（その5）工事他1件に係る金入 整備（その5）工事他1件に係る実施設計書
り設計書

一部開示

1

1

農政

中北農務事務所

288 H29.8.8

H29.8.23 中北農務事中北農務事‑17‑0027寺所地区揚
水施設工事他3件に係る金入り設計書

中北農務事中北農務事‑17‑0027寺所地区揚水施設工事
他3件に係る実施設計書

一部開示

1

1

農政

中北農務事務所

289 H29.8.8

H29.9.6

工事番号：峡東建設事‑16‑0125工事名称：天 工事番号：峡東建設事‑16‑0125工事名称：天川水位観測
川水位観測局外改修工事開示図書：実施設計 局外改修工事開示図書：実施設計書（金入り）、見積参考
書（金入り）、見積参考資料（金抜き）
資料（金抜き）

全部開示

290 H29.8.8

H29.8.23 県道、市町村道、カルバート、アンダーパス、バ
イパス等のトンネルに設置してある換気機器等
の数量の分かるトンネル設備台帳、若しくは、
それに準じるデータ
H29.8.24 懲戒審査委員会議事録職員を懲戒処分するか
否かの判断基準（規則、規定など）

282 H29.8.8

291 H29.8.9

峡南林環事峡南林環事‑17‑0040小田船原小規模治山工
事他3件に係る実施設計書

1

森林環境 峡東林務環境事務所

1

1

森林環境 峡南林務環境事務所

1

1

森林環境 富士・東部林務環境

事務所
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一部開示

森林環境 富士・東部林務環境

事務所

県土整備 峡東建設事務所

県道、市町村道、カルバート、アンダーパス、バイパス等の 全部開示
トンネルに設置してある換気機器等の数量の分かるトンネ
ル設備台帳
懲戒審査委員会議事録職員を懲戒処分するか否かの判
断基準（規則、規定など）

1

県土整備 道路管理課

1

教委

高校教育課

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

公務災害にかかわる一切の文書(起案用紙、
取下げ
送付状、封筒等全て)公務災害「うつ病」にかか
る一切の文書(起案用紙、送付状、封筒等全て)
○○○○本人
293 H29.8.9 H29.8.22 県内カップ式自動販売機ロケーションリスト
食品営業許可台帳一覧表（電磁的記録）のうち平成29年7 一部開示
月31日現在の飲食店営業及び喫茶店営業（自動販売機に
限る）の営業所に係る業種大分類、屋号、営業所住所、営
業所電話番号、営業車氏名の各欄
294 H29.8.10 H29.8.15 添付した「開示請求リスト」の告示区間に関する 道路の供用開始に係る位置図及び平面図・道路の供用開 全部開示
平面図及び位置図（平面図縮尺：1/500〜
始（H29.7.27告示）一般県道富士吉田西桂線・道路の供用
1/2000程度）
開始（H29.8.3告示）一般国道411号

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

292 H29.8.9

その
他

1 教委

1

担当課等

担当部局

福利給与課

福祉保健 衛生薬務課

県土整備 道路管理課

295 H29.8.14 H29.8.24 大規模小売店舗法縦覧書類中、2017/6/21新 大規模小売店舗法縦覧書類中、2017/6/21新設市○○○ 全部開示
設○○○○店他の届出書広域見取り図周辺見 ○店他の届出書広域見取り図周辺見取り図、平面・建物配
取り図、平面・建物配置図
置図

産業労働 商業振興金融課

296 H29.8.14 H29.8.24 別紙の建設工事の金入り設計書の全て

別紙の建設工事の実施設計書の全て

一部開示

1

県土整備 峡南建設事務所

297 H29.8.14 H29.8.23 別紙の建設工事の金入り設計書の全て

別紙の建設工事の実施設計書の全て

一部開示

1

県土整備 富士・東部建設事務

所

298 H29.8.14 H29.8.23 別紙の建設工事の金入り設計書の全て

別紙の建設工事の実施設計書の全て

一部開示

1

県土整備 富士・東部建設事務

所吉田支所

299 H29.8.14 H29.8.17 別紙の建設工事の金入り設計書の全て

別紙の建設工事の実施設計書の全て

一部開示

1

県土整備 新環状・西関東道路

建設事務所

300 H29.7.28 H29.8.28 北杜市須玉町東向地内の向沢工事における平 北杜市須玉町東向地内の向沢砂防工事に係る・入札経過 全部開示
成29年度分の工事費用、工期、入札状況に関 （結果）（平成29年度分）・一般競争入札参加業者「審査整
する全ての文書(メモ含む)
理表」・総合評価落札方式に関する評価調書・設計書（当
初）
301 H29.8.16 H29.8.29 土壌汚染対策法第3条第1項但し書きの規定に 土壌汚染対策法第3条第1項ただし書き確認の一覧
一部開示
よる確認申請書の表紙、または同申請書を提
出している事業所リスト(平成15年2月15日〜現
在まで)
302 H29.8.18 H29.8.21 新環状建設‑17‑0028国道140号(西関東連絡 新環状建設‑17‑0028国道140号(西関東連絡道路)岩手桜 一部開示
道路)岩手桜橋床版工事に係る金入り設計書 橋床版工事に係る実施設計書

303 H29.8.18 H29.8.25 一般県道高畑谷村停車場線金井トンネル（仮
称）建設工事（一部債務）に係る金入り設計書

県土整備 中北建設事務所峡北

支所

1

森林環境 大気水質保全課

1

県土整備 新環状・西関東道路

建設事務所

一般県道高畑谷村停車場線金井トンネル（仮称）建設工事 一部開示
（一部債務）に係る実施設計書

1

県土整備 道路整備課

304 H29.8.18 H29.8.24 工事番号：笛吹発管理‑17‑0012工事名称：下 笛吹発管理‑17‑0012下釜口発電所予備電源装置取替工 一部開示
釜口発電所予備電源装置取替工事開示図書： 事に係る実施設計書（金入り）及び見積参考資料（金抜き）
実施設計書（金入り）、見積参考資料（金抜き）

1

公営企業 笛吹川水系発電管理
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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

その
他

担当部局

担当課等

305 H29.8.21 H29.9.20 山梨県内の公立小・中・高・養護・盲学校に関
する体罰事故報告書（加害教師の反省文、顛
末書、診断書、事情聴取記録、その他一切の
添付文書等を含む）（平成24年度分）
306 H29.8.21 H29.9.20 山梨県内の公立小・中・高・養護・盲学校に関
する体罰事故報告書（加害教師の反省文、顛
末書、診断書、事情聴取記録、その他一切の
添付文書等を含む）（平成24年度分）
307 H29.8.22 H29.9.5 平成28年度再生活用事業（下山地区）の事業
計画一切国交省富士川中流出張所長が知事
あて提出

山梨県内の公立小・中・高・養護・盲学校に関する体罰事 一部開示
故報告書（加害教師の反省文、顛末書、診断書、事情聴取
記録、その他一切の添付文書等を含む）（平成24年度分）

1

教委

義務教育課

山梨県内の公立小・中・高・養護・盲学校に関する体罰事 一部開示
故報告書（加害教師の反省文、顛末書、診断書、事情聴取
記録、その他一切の添付文書等を含む）（平成24年度分）

1

教委

高校教育課

平成28年度再生活用事業【下山地区】事業計画書提出に 一部開示
ついて平成28年度再生活用事業【下山地区】事業計画（変
更）について

1

森林環境 峡南林務環境事務所

308 H29.8.22 H29.8.25 平成5年以降、山梨県南都留郡道志村内にお
いて「○○○○」もしくは「○○○○」という屋号
にて、食品営業許可を受けた施設の、次の事
項一覧・指令番号、業種大分類他
309 H29.8.24 H29.9.25 北富士演習場の県有地に関する資料で、○○
○○に対する交付金と○○○○からの賃料過
去20年分についてわかる資料と、昭和42年度
の演習場交付金の算定にかかる資料
310 H29.8.29 H29.9.13 文部科学省の「学校施設等における吹き付け
アスベスト等使用実態調査」につき、「山梨県立
甲府高等技能専門学院」について記載のある
文書すべて。
311 H29.8.31 H29.9.12 中北建設事務所に道路境界確定申請中。中北
建設事務所に保管の従前土地境界図及び座
標値の複写請求。所在：甲斐市○○、○○。平
成18年9月作製
312 H29.9.1 H29.9.13 H26.8月に出された環境影響評価書に対する山
梨県知事の「観光振興の観点から走行するリ
ニア車両を一定の区間見えるようにしてほし
い」との内容を含む意見書全て。
313 H29.9.4 H29.9.13 平成28年7月1日から平成29年8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、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他
314 H29.9.5 H29.9.19 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）富東建設
事‑17‑0044/県道四日市場上野原線道路工
事・四日市場上野原線他
315 H29.9.5 H29.9.15 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）国道411
号/甲府市朝気1丁目/平成29年8月9日供用/
城東バイパス二期工事
316 H29.9.5 H29.9.19 H28.8.1からH29.7.31までに新規に営業許可又
は届出した次の業種の一覧旅館業法に基づき
許可を受けた旅館業クリーニング業法に基づき
届出したクリーニング業
317 H29.9.6 H29.9.19 峡南建設事‑17‑0064（主）笛吹市川三郷線道
路改良工事の公共工事の金入り設計書全て

食品営業許可施設一覧

全部開示

福祉保健 富士・東部保健福祉

事務所

恩賜県有財産賃貸借契約書他

一部開示

1

1

森林環境 県有林課

①吹き付けアスベスト使用施設及び処理状況の実態調査 全部開示
及び調査に関わる説明会開催について（依頼）②吹き付け
アスベスト使用施設及び処理状況の調査について（依頼）
③調査結果一覧
境界調査申請図面（甲斐市○○、○○）
全部開示

総務

県土整備 中北建設事務所

H26.8月に出された環境影響評価書に対する山梨県知事 不存在に
の「観光振興の観点から走行するリニア車両を一定の区間 よる不開
見えるようにしてほしい」との内容を含む意見書全て。
示
食品営業許可台帳一覧表（電磁的記録）のうち平成28年7 一部開示
月1日から平成29年8月末日まで飲食店営業及び喫茶店営
業の許可を受けた営業所に係る業種大分類他

1 森林環境 大気水質保全課

1

1

福祉保健 衛生薬務課

下記の路線の道路形状が分かる平面図・主要地方道河口 全部開示
湖精進線（富士河口湖町河口）河口アクセス・主要地方道
四日市場上野原線（上野原市鶴島）・主要地方道四日市場
上野原線（上野原市新田）
次の路線の道路形状が分かる平面図・国道411号/平成29 全部開示
年8月9日供用/城東バイパス二期工事

県土整備 道路整備課

県土整備 道路管理課

H28.8.1からH29.7.31までに新規に営業許可又は届出した 一部開示
次の業種の一覧旅館業法に基づき許可を受けた旅館業ク
リーニング業法に基づき届出したクリーニング業

1

峡南建設事‑17‑0064（主）笛吹市川三郷線道路改良工事
の公共工事の実施設計書

1
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一部開示

財産管理課

福祉保健 衛生薬務課

1

県土整備 峡南建設事務所

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

318 H29.9.6

H29.9.19 峡南農務事‑17‑0021市川三郷地区農道第2号 峡南農務事‑17‑0021市川三郷地区農道第2号道路工事の 一部開示
道路工事の公共工事の金入り設計書全て
公共工事の実施設計書

319 H29.9.6

H29.9.21 県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平
成29年8月6日から平成29年9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
H29.9.15 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年8月6日から平成29年9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
H29.9.19 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年8月6日から平成29年9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
H29.9.11 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年8月6日から平成29年9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
H29.9.11 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年8月6日から平成29年9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
H29.9.14 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年8月6日から平成29年9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
H29.10.6 優生保護審査会に関する文書一切

320 H29.9.6

321 H29.9.6

322 H29.9.6

323 H29.9.6

324 H29.9.6

325 H29.9.6

326 H29.9.6

327 H29.9.7

328 H29.9.7

329 H29.9.7

330 H29.9.8

８条
１号

1

県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平成29年8月6 全部開示
日から平成29年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8月6日から平成29年9月5日までのも
の。

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

1

その
他

担当部局

農政

担当課等
峡南農務事務所

福祉保健 衛生薬務課

1

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29年8月6日から平成29年9月5日までのもの。

福祉保健 中北保健福祉事務所

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8月6日から平成29年9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8月6日から平成29年9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8月6日から平成29年9月5日までのもの。

1

・起案文書「昭和50年第1回優生保護審査会の開催につい 一部開示
て」・昭和50年度第1回優生保護審査会議事録・起案文書
「昭和50年度第2回優生保護審査会結果について」・訪問
記録
山梨市長が選挙管理委員会に提出している選
取下げ
挙関連文書

1

H29.9.21 平成29年8月31日時点で理容・美容業の営業
許可を受けている全店舗の1.店舗名2.店舗所
在地3.店舗電話番号4.申請者名5.申請者所在
地6.申請者電話番号
H29.9.20 平成29年8月31日時点で医薬品卸売業の許可
を受けている全店舗の1.店舗名2.店舗所在地3.
店舗電話番号4.申請者名5.申請者所在地6.申
請者電話番号他
H29.9.12 H24,25,26,27年度の○○○○議員の政務調査
費に関する報告書

８条
２号

平成29年8月31日時点で届出のある理容所開設届出施設 一部開示
一覧表（電磁的記録）及び美容所開設届で施設一覧表（電
磁的記録）のうち、施設名称、施設所在地、施設電話番
号、開設者名、開設者所在地及び開設者電話番号
平成29年8月31日時点で卸売業一覧（電磁的記録）のうち、 一部開示
「施設名称」、「施設所在地」、「施設電話番号」、「申請者
（法人にあってはその名称）」、「申請者住所」他

1

事務所

福祉保健 健康増進課

1 選管

1

1
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一部開示

選挙管理委員会事務
局

福祉保健 衛生薬務課

福祉保健 衛生薬務課

H24,25,26,27年度の○○○○議員の政務調査費に関する 全部開示
報告書

H29.9.12 H29生活保護法等診療報酬明細書点検業務に ・福保総第1040号平成29年度生活保護レセプト点検業務
おける①入札もしくは見積もり合わせ説明書② 委託について・見積点検表・委託契約書
入札もしくは見積もり合わせ参加業者及び各業
者の応札額他

福祉保健 富士・東部保健福祉

議会

1

議会事務局総務課

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

331 H29.9.8

332 H29.9.8

決定日

請求に係る行政文書の名称又は内容

H29.9.14 道路整備課‑17‑0003一般県道塩山停車場大
菩薩嶺線新赤尾橋(仮称)上部工製作架設工事
（一部債務）他1件に係る実施設計書（金入り）、
見積参考資料（金抜き）
H29.9.19 平成29年7月度実施設計単価表（山梨県土整
備部管理）の全開示（処分費も含む）

対象行政文書の名称

決定内容

道路整備課‑17‑0003一般県道塩山停車場大菩薩嶺線新 一部開示
赤尾橋(仮称)上部工製作架設工事（一部債務）他1件に係
る実施設計書（金入り）、見積参考資料（金抜き）

８条
１号

８条
２号

1

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

1

その
他

担当部局

担当課等

県土整備 道路整備課

平成29年度実施設計単価表（平成29年7月）

全部開示

県土整備 技術管理課

平成23年度〜25年度○○○○県議の政務調査費収支報
告書

全部開示

議会

全部開示

県土整備 技術管理課

335 H29.9.13 H29.9.15 37南アルプス公園線早川町、35四日市場上野 道路の供用開始に係る位置図及び平面図・道路の供用開 全部開示
原線、38塩山勝沼線上於曽の平面図、位置図 始主要地方道南アルプス公園線早川町・道路の供用開始
主要地方道四日市場上野原線・道路の供用開始塩山勝沼
線上於曽
336 H29.9.13 H29.9.14 平成24年度政務活動費収支報告書（○○○○ 平成24年度政務活動費収支報告書（○○○○県議）のう 全部開示
県議）のうち、3〜5、74、75、87〜93ページ平成 ち、3〜5、74、75、87〜93ページ平成25年度政務活動費収
25年度政務活動費収支報告書（○○○○県
支報告書（○○○○県議）のうち5、10、71〜74ページ
議）のうち5、10、71〜74ページ
337 H29.9.13 H29.9.21 ポリ塩化ビフェニール廃棄物等の保管状況電 ポリ塩化ビフェニール廃棄物等の保管状況電子ファイル
全部開示
子ファイル

県土整備 道路管理課

333 H29.9.11 H29.9.13 平成23年度〜25年度○○○○県議の政務調
査費収支報告書

334 H29.9.13 H29.9.14 山梨県土整備部管理の積算システムの施工歩 新土木積算システムコード表（施行パッケージのみ）
掛のコード一覧表（施工パッケージ箇所のみ）
の全開示

議会

議会事務局総務課

議会事務局総務課

森林環境 環境整備課

338 H29.9.14 H29.9.28 景品表示法の不当表示に該当，または該当す エステティックサロン運営、美容機器、美容用品、化粧品販 不存在に
るおそれがあるとして，エステティックサロン運 売事業者に対する行政指導関連文書及び措置命令関連 よる不開
営，あるいは美容機器等販売事業者に対し， 文書
示
行政指導を行った際の報告書他
339 H29.9.14
山梨県土整備部管理の積算システムの施工歩
取下げ
掛のコード一覧表（下水道）の開示

1 県民生活 消費生活安全課

1 県土整備 技術管理課

340 H29.9.14 H29.9.20 ○○○○氏の山梨県議会議員在任期間中
（2002年7月〜2013年12月）の政務活動報告書
に関する書類全て（報告書、領収書、見本な
ど）
341 H29.9.15 H29.9.19 道路整備課16‑0041県道上野原丹波山線道路
工事（一部債務）の公共工事の金入り設計書

○○○○に関する「平成24年度政務調査費収支報告書の 全部開示
閲覧に供する書類」「平成25年度政務調査費収支報告書
の閲覧に供する書類」

342 H29.9.15 H29.9.21 平成30年度公立学校教員選考検査（小中高）
の一次・二次試験問題、解答用紙、解答

山梨県教員採用試験（平成30年度）第1次・2次全教科の問 全部開示
題解答解答例

教委

義務教育課

343 H29.9.15 H29.9.21 平成30年度公立学校教員選考検査（小中高）
の一次・二次試験問題、解答用紙、解答

山梨県教員採用試験（平成30年度）第1次・2次全教科の問 全部開示
題解答解答例

教委

高校教育課

道路整備課16‑0041県道上野原丹波山線道路工事（一部
債務）の公共工事の実施設計書
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一部開示

議会

1

1

議会事務局総務課

県土整備 道路整備課

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

344 H29.9.19 H29.9.29 県所管（政令市・中核市を除く）の平成29年8月
1日から平成29年8月31日で新規開設の届け出
のあった施術所一覧の施設名称、所在地、電
話番号他
345 H29.9.19 H29.9.20 県所管（政令市・中核市を除く）の平成29年8月
1日から平成29年8月31日で新規開設の届け出
のあった施術所一覧の施設名称、所在地、電
話番号他
346 H29.9.19 H29.9.27 県所管（政令市・中核市を除く）の平成29年8月
1日から平成29年8月31日で新規開設の届け出
のあった施術所一覧の施設名称、所在地、電
話番号他
347 H29.9.19 H29.9.22 県所管（政令市・中核市を除く）の平成29年8月
1日から平成29年8月31日で新規開設の届け出
のあった施術所一覧の施設名称、所在地、電
話番号他
348 H29.9.19 H29.9.22 県所管（政令市・中核市を除く）の平成29年8月
1日から平成29年8月31日で新規開設の届け出
のあった施術所一覧の施設名称、所在地、電
話番号他
349 H29.9.19 H29.9.21 工事番号：治水課‑17‑0003工事名称：藤川河
川工事（一部債務）開示図書：実施設計書（金
入り）、見積参考資料（金抜き）

対象行政文書の名称

決定内容

中北保健所（峡北支所を除く）管内に係る施術所名称、所
在地、電話番号他新規開設の届け出があった施術所ただ
し、いずれも平成29年8月1日から平成29年8月31日までの
もので、廃業施設を除く
中北保健所峡北支所管内に係る施術所名称、所在地、電
話番号他新規開設の届け出があった施術所ただし、いず
れも平成29年8月1日から平成29年8月31日までのもので、
廃業施設を除く
峡東保健所管内に係る施術所名称、所在地、電話番号他
新規開設の届け出があった施術所ただし、いずれも平成29
年8月1日から平成29年8月31日までのもので、廃業施設を
除く
峡南保健所管内に係る施術所名称、所在地、電話番号他
新規開設の届け出があった施術所ただし、いずれも平成29
年8月1日から平成29年8月31日までのもので、廃業施設を
除く
富士・東部保健所管内に係る施術所名称、所在地、電話番
号他新規開設の届け出があった施術所ただし、いずれも平
成29年8月1日から平成29年8月31日までのもので、廃業施
設を除く
工事番号：治水課‑17‑0003工事名称：藤川河川工事（一部
債務）開示図書：実施設計書（金入り）、見積参考資料（金
抜き）

一部開示

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

担当課等

担当部局

福祉保健 中北保健福祉事務所

不存在に
よる不開
示
一部開示

その
他

1 福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

1

福祉保健 峡東保健福祉事務所

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

一部開示

1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

一部開示

1

県土整備 治水課

350 H29.9.19 H29.9.25 1.山梨県庁舎内、出張所、出先機関で公的に 平成24年度ないし平成29年度分「新聞購読内訳」及び「新 全部開示
購読している、政党機関紙の購読部数が分か 聞購読場所内訳」
るもの他

総合政策 政策企画課

351 H29.9.19 H29.9.27 1.山梨県庁舎内、出張所、出先機関で公的に 平成24年度から平成27年度までの企画県民部の支出負担 全部開示
購読している、政党機関紙の購読部数が分か 行為伺い（新聞購読に要する経費）のうち、各年度企画県
るもの他
民部新聞等購読状況表他

県民生活 県民生活・男女参画

352 H29.9.19 H29.9.26 1.山梨県庁舎内、出張所、出先機関で公的に 平成24〜29年度におけるリニア交通局新聞購読料につい 全部開示
購読している、政党機関紙の購読部数が分か ての支出負担行為伺いのうちリニア交通局新聞購読料一
るもの他
覧表

リニア

リニア推進課

353 H29.9.19 H29.9.27 1.山梨県庁舎内、出張所、出先機関で公的に 平成24年度から平成29年度における総務部の新聞購読料 全部開示
購読している、政党機関紙の購読部数が分か の刺繍負担行為伺い添付資料（H24〜H29新聞購読料
るもの他

総務

人事課

354 H29.9.19 H29.9.25 1.山梨県庁舎内、出張所、出先機関で公的に 山梨県防災局で公的に購読している、政党機関紙の購読
購読している、政党機関紙の購読部数が分か 部数が分かるもの他
るもの他

不存在に
よる不開
示

課

1 防災

防災危機管理課

355 H29.9.19 H29.9.26 1.山梨県庁舎内、出張所、出先機関で公的に 平成24年度から平成29年度における支出負担行為伺い
全部開示
購読している、政党機関紙の購読部数が分か （福祉保健部新聞（日刊紙）購入に要する経費他のうち、平
るもの他
成24年度〜平成29年度福祉保健部購読新聞一覧

福祉保健 福祉保健総務課

356 H29.9.19 H29.9.26 1.山梨県庁舎内、出張所、出先機関で公的に 平成24年4月1日付け支出負担行為伺い1200010（平成24 全部開示
購読している、政党機関紙の購読部数が分か 年度本庁各課における新聞購読に要する経費）のうち、平
るもの他
成24年度新聞等購読一覧（本庁各課）他5件

森林環境 森林環境総務課
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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

357 H29.9.19 H29.9.21 1.山梨県庁舎内、出張所、出先機関で公的に 山梨県エネルギー局で公的に購読している、政党機関紙
購読している、政党機関紙の購読部数が分か の購読部数が分かるもの他
るもの他

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

不存在に
よる不開
示

その
他

担当部局

担当課等

1 ｴﾈﾙｷﾞｰ局 エネルギー政策課

358 H29.9.19 H29.9.27 1.山梨県庁舎内、出張所、出先機関で公的に 支出負担行為1200060うち、新聞購読料課別内訳（平成24 全部開示
購読している、政党機関紙の購読部数が分か 年度〜29年度）他
るもの他

産業労働 産業政策課

359 H29.9.19 H29.9.22 1.山梨県庁舎内、出張所、出先機関で公的に 平成24年4月1日付け支出負担行為伺い1200004（平成24 全部開示
購読している、政党機関紙の購読部数が分か 年度新聞・定期刊行物購読に要する経費）のうち平成24年
るもの他
度定期刊行物購読一覧他

観光

観光企画課

360 H29.9.19 H29.9.28 1.山梨県庁舎内、出張所、出先機関で公的に 平成24年4月1日付け支出負担行為伺い1200006（平成24 全部開示
購読している、政党機関紙の購読部数が分か 年度新聞購読に要する経費）のうち「平成24年度新聞負担
るもの他
行為」（農政部）

農政

農政総務課

361 H29.9.19 H29.9.28 1.山梨県庁舎内、出張所、出先機関で公的に 平成24年度から平成29年度までの支出負担行為伺い新聞 全部開示
購読している、政党機関紙の購読部数が分か の購入に要する経費のうち新聞購読一覧（県土整備部）
るもの他

県土整備 県土整備総務課

362 H29.9.19 H29.9.29 1.山梨県庁舎内、出張所、出先機関で公的に 出納局における新聞購読に要する経費に係る支出負担行 全部開示
購読している、政党機関紙の購読部数が分か 為伺いのうち、購読新聞内訳（平成24年度〜平成29年度）
るもの他

出納

出納局会計課

363 H29.9.21 H29.10.5 平成28年度から現在までの内部処分を含む職 懲戒処分一覧、人事管理上の処分一覧
員の処分内容と数（知事部局、県教育委員会）

一部開示

1

総務

人事課

364 H29.9.21 H29.10.6 平成28年度から現在までの内部処分を含む職 懲戒処分一覧、人事管理上の処分一覧
員の処分内容と数（知事部局、県教育委員会）

一部開示

1

教委

教育庁総務課

365 H29.9.21 H29.10.6 平成27年度、28年度29年度で県が立入検査を ①介護保険法第83条の2に基づく勧告について（通知）②
した高齢者施設、介護施設、保育所の一覧と、 業務管理体制の整備について（勧告）③介護保険指定介
その理由と検査内容
護予防サービス事業者の監査の実施結果について他

一部開示

366 H29.9.21 H29.10.4 平成29年度分パワーアップ事業対象事業一
平成29年度産地パワーアップ事業計画承認一覧
覧。市町村名、事業実施主体、利用主体名、対
象作物、機械施設名、規格、能力、数量他

一部開示

1

福祉保健 健康長寿推進課

1

農政

果樹・6次産業振興課

367 H29.9.22 H29.10.4 ・峡東農務事峡東農務事‑17‑0026岩手地区農 ・峡東農務事峡東農務事‑17‑0026岩手地区農道2号第3工 一部開示
道2号第3工区道路工事他5件に係る金入り設 区道路工事他5件に係る実施設計書
計書

1

1

農政

峡東農務事務所

368 H29.9.22 H29.10.4 ・峡南農務事峡南農務事‑17‑0023南部地区農 ・峡南農務事峡南農務事‑17‑0023南部地区農道第3号道
道第3号道路、農業用用排水路第5号水路工 路、農業用用排水路第5号水路工事）他5件に係る実施設
事）他5件に係る金入り設計書
計書

一部開示

1

1

農政

峡南農務事務所

369 H29.9.22 H29.10.10 ・中北農務事中北農務事‑17‑0022釜無川右岸 ・中北農務事中北農務事‑17‑0022釜無川右岸地区2‑4‑R 一部開示
地区2‑4‑R管路工事他4件に係る金入り設計書 管路工事他4件に係る実施設計書

1

1

農政

中北農務事務所
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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

370 H29.9.22 H29.10.10 ・富東農務事富東農務事‑17‑0021鳴沢地区畑
地かんがい施設舗装復旧その2工事・富東農
務事富東農務事‑17‑0028大月北部地区駒宮
農道舗装工事の金入り設計書
371 H29.9.22 H29.10.4 ・中北林環事中北林環事‑17‑0127祖母石林業
施設景観形成工事他8件に係る金入り設計書

・富東農務事富東農務事‑17‑0021鳴沢地区畑地かんがい 一部開示
施設舗装復旧その2工事他1件の実施設計書

・中北林環事中北林環事‑17‑0127祖母石林業施設景観形 一部開示
成工事他8件に係る実施設計書

372 H29.9.22 H29.10.6 ・峡東林環事峡東林環事‑17‑0080林道京戸岩
崎山線整備工事・峡東林環事峡東林環事‑17‑
0109林業専用道砥山1号支線維持修繕工事上
記工事の金入り設計書
373 H29.9.22 H29.9.29 ・峡南林環事峡南林環事‑17‑0083林業専用道
足馴峠1号支線開設工事・峡南林環事峡南林
環事‑17‑0084大塩外治山施設維持工事上記
工事の金入り設計書
374 H29.9.22 H29.9.28 ・富東林環事富東林環事‑17‑0112林業専用道
大田和1号支線開設工事他4件に係る金入り設
計書

８条
１号

８条
２号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

その
他

担当課等

担当部局

1

農政

1

1

森林環境 中北林務環境事務所

・峡東林環事峡東林環事‑17‑0080林道京戸岩崎山線整備 一部開示
工事・峡東林環事峡東林環事‑17‑0109林業専用道砥山1
号支線維持修繕工事上記工事の実施設計書

1

1

森林環境 峡東林務環境事務所

・峡南林環事峡南林環事‑17‑0083林業専用道足馴峠1号 一部開示
支線開設工事・峡南林環事峡南林環事‑17‑0084大塩外治
山施設維持工事上記工事の実施設計書

1

1

森林環境 峡南林務環境事務所

・富東林環事富東林環事‑17‑0112林業専用道大田和1号
支線開設工事他4件に係る実施設計書

1

1

森林環境 富士・東部林務環境

一部開示

1

８条
３号

富士・東部農務事務
所

事務所

375 H29.9.22 H29.10.6 ・峡南建設事峡南建設事‑17‑0094榎島急傾斜 ・峡南建設事峡南建設事‑17‑0094榎島急傾斜地崩壊対策 一部開示
地崩壊対策工事他2件に係る金入り設計書
工事他2件に係る実施設計書

1

県土整備 峡南建設事務所

376 H29.9.22 H29.9.26 ・中北建設事中北建設事‑17‑0205（主）甲斐中 ・中北建設事中北建設事‑17‑0205（主）甲斐中央線道路工 一部開示
央線道路工事上記工事の金入り設計書
事上記工事の実施設計書

1

県土整備 中北建設事務所

377 H29.9.22 H29.10.5 ・中北建設事中北建設事‑17‑0161七里岩急傾 ・中北建設事中北建設事‑17‑0161七里岩急傾斜地崩壊対 一部開示
斜地崩壊対策工事(一部債務)他2件に係る金 策工事(一部債務)他2件に係る実施設計書
入り設計書

1

県土整備 中北建設事務所峡北

378 H29.9.22 H29.10.3 ・富東建設事富東建設事‑17‑0171国道139号
橋梁塗装工事（念橋）・富東建設事富東建設事
‑17‑0135国道139号橋面舗装補修工事（険橋）
上記工事の金入り設計書
379 H29.9.22 H29.10.4 ・富東建設事富東建設事‑17‑0148一般県道鳴
沢富士河口湖線道路改良工事他3件上記工事
の金入り設計書

・富東建設事‑17‑0135国道139号橋面舗装補修工事（険
一部開示
橋）・富東建設事‑17‑0171国道139号橋梁塗装工事（念橋）
上記工事に係る実施設計書

1

・富東建設事富東建設事‑17‑0148一般県道鳴沢富士河口 一部開示
湖線道路改良工事他3件上記工事の実施設計書

1

支所

所

県土整備 富士・東部建設事務

所吉田支所

380 H29.9.22 H29.9.28 ・大門塩川管大門塩川管‑17‑0015大門ダム管 ・大門塩川管大門塩川管‑17‑0015大門ダム管理用発電設 全部開示
理用発電設備分解点検工事上記工事の金入り 備分解点検工事上記工事の実施設計書
設計書
381 H29.9.22 H29.9.26 ・治水課中北建設事治水課‑17‑0003藤川河川 ・治水課中北建設事治水課‑17‑0003藤川河川工事（一部
工事（一部債務）上記工事の金入り設計書
債務）上記工事の実施設計書

県土整備 富士・東部建設事務

県土整備 大門・塩川ダム管理

事務所

一部開示

1

県土整備 治水課

382 H29.9.22 H29.9.27 ・道路整備課新環状建設道路整備課‑17‑0008 ・道路整備課新環状建設道路整備課‑17‑0008（主）甲府市 一部開示
（主）甲府市川三郷線（田富西ランプ交差点）道 川三郷線（田富西ランプ交差点）道路改良工事（一部債務）
路改良工事（一部債務）上記工事の金入り設計 上記工事の実施設計書
書

1

県土整備 道路整備課
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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

383 H29.9.22 H29.10.19 ・営繕課営繕課‑17‑0038わかば支援学校改築 ・営繕課営繕課‑17‑0038わかば支援学校改築グラウンド
グラウンド整備工事他10件に係る金入り設計 整備工事他10件に係る実施設計書
書

一部開示

384 H29.9.22 H29.10.3 筆記試験に関する請求項目1.教養試験の実施 平成30年度採用教員選考検査実施内容他
時間・配点2.教科専門試験の実施時間・配点
（全校種・全学科）3.全校種、教科の問題・解答

一部開示

1

385 H29.9.25 H29.10.18 身延町小田船原字清水1601‑7、1601‑8,1601‑ 不動産鑑定評価書（平成29年8月31日発行）
10の不動産鑑定評価書

一部開示

1

386 H29.9.25 H29.9.28 県立病院が管轄の労働基準監督署から交付さ
れた是正勧告書、指示票及び同労働基準監督
署に提出した是正勧告書、それらに関する監
督復命書（2014年4月〜2017年5月）
387 H29.9.26 H29.10.11 甲府市○○○○番地の温泉掘削許可申請書
及び完了届一式

県立病院が管轄の労働基準監督署から交付された是正勧 不存在に
告書、指示票及び同労働基準監督署に提出した是正勧告 よる不開
書、それらに関する監督復命書（2014年4月〜2017年5月） 示

388 H29.9.27 H29.10.11 請求日時点の山梨県内の医薬品卸売販売業
者に関する次の情報1施設名称2施設所在地と
郵便番号3開設者名4許可番号5施設の電話番
号が記載されたエクセルデータ
389 H29.9.27 H29.10.6 「管第729‑2号（平成17年9月9日）吹付けアスベ
スト使用施設及び処理状況の調査について
（依頼）」の「調査結果一覧」「アスベスト使用の
有無」につき「有（天井）」とした根拠となる文書
390 H29.9.27 H29.9.28 山梨県土整備部管理の「積算システムの施工
歩掛のコード一覧表」の全開示

平成29年9月27日現在で許可を取得している山梨県内の
医薬品卸売販売業者に係る次の一覧（電磁的記録）1施設
名称2施設所在地と郵便番号3開設者名4許可番号5施設
の電話番号が記載されたデータ
「管第729‑2号（平成17年9月9日）吹付けアスベスト使用施
設及び処理状況の調査について（依頼）」の「調査結果一
覧」にある調査結果につき、「アスベスト使用の有無」につき
「有（天井）」とした根拠となる文書
新土木積算システムの施行歩掛コード一覧表

・昭和44年6月2日付け供覧温泉掘さく許可申請・昭和44年 一部開示
6月27日付け温泉掘さく許可について（通知）・昭和48年11
月30日付け供覧温泉掘さく（増掘動力装置）工事完了届書

８条
２号

1

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

1

1

1 教委

義務教育課

県土整備 用地課

1

1

担当課等

担当部局

県土整備 営繕課

1

1

（独）病院機構

山梨県立病院機構

森林環境 大気水質保全課

全部開示

福祉保健 衛生薬務課

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 医務課

全部開示

391 H29.9.27 H29.10.27 「県営畑地帯総合整備事業」の「韮崎市中田町 中北農務事‑08‑0029中条地区第1工区圃場整備実施計画 一部開示
中條地区圃場整備」について、平成20年以降 作成業務委託報告書中北農務事‑09‑0114中条地区中条1
現在までに作成され、又は取得されたもの全部 工区圃場整備及び支線道路2号改良工事実施設計書中条
地区第1工区換地計画書
392 H29.9.28 H29.10.11 山梨県知事の許可を受けた医薬品卸売販売業 平成29年9月27日現在で許可を取得している山梨県内の 一部開示
許可業者の電磁台帳のうち、以下に関する情 医薬品卸売販売業許可業者に係る次の一覧①施設氏名、
報①施設氏名、②施設所在地、③開設者氏名 ②施設所在地、③開設者氏名他
他
393 H29.9.28 H29.10.3 国道411号城東バイパス（2017年8月9日開通 国道411号城東バイパス（2017年8月9日開通0.7km）の道路 全部開示
0.7km）の道路平面図
平面図

その
他

県土整備 技術管理課

1

1

農政

1

中北農務事務所

福祉保健 衛生薬務課

県土整備 道路管理課

394 H29.9.29 H29.10.6 道路管理課‑17‑0006主要地方道南アルプス公 道路管理課‑17‑0006主要地方道南アルプス公園線早川 一部開示
園線早川大橋（下部工）耐荷補強工事他1件の 大橋（下部工）耐荷補強工事他1件の公共工事の実施設計
公共工事の金入り設計書
書

1

県土整備 道路管理課

395 H29.9.29 H29.10.4 富東建設事‑17‑0194県道小和田猿橋線橋梁 富東建設事‑17‑0194県道小和田猿橋線橋梁補修工事（新 一部開示
補修工事（新猿橋）以上の公共工事の金入り設 猿橋）以上の公共工事の実施設計書
計書

1

県土整備 富士・東部建設事務
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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

396 H29.9.29 H29.10.13 峡南建設事‑17‑0101芝草沢砂防工事（明許）
以上の公共工事の金入り設書

対象行政文書の名称
峡南建設事‑17‑0101芝草沢砂防工事（明許）以上の公共
工事の実施設書
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決定内容
一部開示

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

その
他

担当部局

担当課等

県土整備 峡南建設事務所

備考

