
平成29年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況
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８条
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８条
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８条
６号

その
他

607H30.1.5 H30.1.18 県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平
成29年12月6日から平成30年01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

平成29年12月6日から平成30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、
施設名称等

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

608H30.1.5 H30.1.11 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年12月6日から平成30年01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
等。ただし、平成29年12月6日から平成30年1月5日までの
もの。

一部開示 1 福祉保健 中北保健福祉事務所

609H30.1.5 H30.1.16 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年12月6日から平成30年01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管内における病院廃止届け等。ただ
し、平成29年12月6日から平成30年1月5日までのもの。

一部開示 1 福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

610H30.1.5 H30.1.12 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年12月6日から平成30年01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

峡東保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成29
年12月6日から平成30年1月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1福祉保健 峡東保健福祉事務所

611H30.1.5 H30.1.10 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年12月6日から平成30年01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

峡南保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成29
年12月6日から平成30年1月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1福祉保健 峡南保健福祉事務所

612H30.1.5 H30.1.15 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年12月6日から平成30年01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

富士・東部保健所管内における病院廃止届け等。ただし、
平成29年12月6日から平成30年1月5日までのもの。

一部開示 1 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

613H30.1.9 H30.1.24 H29.10.22衆議院議員総選挙の選挙運動収支
報告書。○○○○、○○○○、○○○○、○○
○○○

H29.10.22実施の衆議院議員総選挙における以下の候補
者の選挙運動収支報告書（提出の全回分、領収書は除
く）。○○○○、○○○○、○○○○、○○○○○

一部開示 1 選管 選挙管理委員会事務
局

614H30.1.11 H30.1.24 平成29年10月22日執行の衆議院議員総選挙
にかかる選挙運動費用収支報告書（下記3名
分）・○○○○（自民・比例南関東）・○○○○
（無・山梨1）・○○○○（自民・山梨2）

平成29年10月22日執行の衆議院議員総選挙にかかる選
挙運動費用収支報告書（下記3名分）・○○○○・○○○
○・○○○○

一部開示 1 選管 選挙管理委員会事務
局

615H30.1.12 H30.2.5 上野原市に譲渡した上野原市消防本部用地
(松留514-8)に関する不動産鑑定書と鑑定依頼
日を示す書類

不動産鑑定書（平成24年3月23日発行）意見書（平成25年4
月15日発行）及びこれらの委託に係る請書

一部開示 1 1 県土整備 用地課

616H30.1.11 H30.1.23 大規模小売店舗立地法の届出の内、下記の店
舗の周辺見取図（1：2，000程度）及び建物配置
図1階部分○○○○○○店・○○○○○○店、
○○○○○○(北エリア)以上3店舗

次の大規模小売店舗新設届出書のうち、周辺見取図、建
物配置図1階部分○○○○○○店住宅地図図面2建物配
置図図面3他

全部開示 産業労働 商業振興金融課

617H30.1.17 H30.2.13 1.山梨リニア沿線の会から県あてに出された要
望書の閲覧2.要望書提出時口頭で行われた要
望書等の議事録(記録)の閲覧3.リニア沿線に
おける県れの騒音調査結果の報告書他

・平成30年1月10日付け山梨リニア沿線住民の会提出要請
書・平成30年1月18日付け供覧「山梨リニア沿線住民の会
（再々要請）」対応状況他

一部開示 1 1 森林環境 大気水質保全課

618H30.1.18 H30.1.29 道路整備課-17-0016主要地方道富士川身延
線道路改良工事（一部債務）に係る金入り積算
設計書

道路整備課-17-0016主要地方道富士川身延線道路改良
工事（一部債務）に係る金入り積算設計書

全部開示 県土整備 道路整備課

619H30.1.18 H30.1.25 道路管理課-17-0020主要地方道南アルプス公
園線慶雲橋（上部工）耐荷補強工事（明許）他1
件に係る金入り積算設計書

道路管理課-17-0020主要地方道南アルプス公園線慶雲
橋（上部工）耐荷補強工事（明許）他1件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路管理課

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

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考
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620H30.1.18 H30.1.22 道路工事平面図、位置図1.一般国道140号甲
府市小曲町字下五割1029番41～下五割1029
番112.主要地方道四日市場上野原線上野原市
鶴島字飯米場4486番31～4492番1

道路の区域変更及び供用開始に係る位置図及び平面図
道路の区域変更（H29.12.14告示）一般国道140号道路の供
用開始（H29.12.21告示）主要地方道四日市場上野原線

全部開示 県土整備 道路管理課

621H30.1.18 H30.2.16 山梨県県土整備部営繕課で、解体工事事業者
に『建設資材価格・工事費調査票』もって委託
調査した結果で確定した、解体工事単価表平
成28年度版

山梨県県土整備部営繕課で作成した平成29年度版単価表
のうち、営繕課から解体工事事業者に委託調査した結果で
確定した、建築物解体費、内部造作解体費及び土間コンク
リート解体費の単価が記載されているページ

一部開示 1 県土整備 営繕課

622H30.1.19 H30.2.19 ・営繕課営繕課-17-0140県営住宅山王団地1
号館全面的改善機械設備工事（一部債務）他
22件に係る工事の金入り設計書

・営繕課営繕課-17-0140県営住宅山王団地1号館全面的
改善機械設備工事（一部債務）他22件に係る工事の実施
設計書

一部開示 1 1 1 県土整備 営繕課

623H30.1.19 H30.1.25 ・中部推進中部推進-17-0016一般県道割子切
石線中富IC下田原35工区舗装工事他2件に係
る工事の金入り設計書

・中部推進中部推進-17-0016一般県道割子切石線中富IC
下田原35工区舗装工事他2件に係る工事の実施設計書

一部開示 1 県土整備 中部横断自動車道推
進事務所

624H30.1.19 H30.1.31 ・中北建設事中北建設事-17-0283稲川河川工
事他9件に係る金入り設計書

・中北建設事中北建設事-17-0283稲川河川工事他9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

625H30.1.19 H30.1.22 ・中北建設事中北建設事-17-0307原浅尾韮崎
線道路工事他2件に係る金入り設計書

・中北建設事中北建設事-17-0307原浅尾韮崎線道路工事
他2件に係る金入り設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

626H30.1.19 H30.1.25 ・道路管理課峡南建設事道路管理課-17-0018
主要地方道南アルプス公園線早川大橋（上部
工）耐荷補強工事（明許）他1件に係る金入り設
計書

・道路管理課峡南建設事道路管理課-17-0018主要地方道
南アルプス公園線早川大橋（上部工）耐荷補強工事（明
許）他1件に係る設計書

全部開示 県土整備 道路管理課

627H30.1.19 H30.1.24 ・流域下水道流域下水道-17-0048峡東流域下
水道峡東浄化センター汚泥脱水設備外更新電
気工事（一部債務）他1件に係る金入り設計書

・流域下水道流域下水道-17-0048峡東流域下水道峡東浄
化センター汚泥脱水設備外更新電気工事（一部債務）他1
件に係る実施設計書

全部開示 県土整備 流域下水道事務所

628H30.1.19 H30.1.29 ・道路整備課中北建設事道路整備課-17-
0017(主)甲斐早川線道路工事(一部債務)他1件
に係る金入り設計書

・道路整備課中北建設事道路整備課-17-0017(主)甲斐早
川線道路工事(一部債務)他1件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

629H30.1.19 H30.1.24 ・荒川ダム管荒川ダム管-17-0012荒川ダム管
理用発電設備改修工事（明許）に係る金入り設
計書

・荒川ダム管荒川ダム管-17-0012荒川ダム管理用発電設
備改修工事（明許）に係る実施設計書

全部開示 県土整備 荒川ダム管理事務所

630H30.1.19 H30.1.26 ・富東建設事富東建設事-17-0315一級河川小
菅川河川工事他5件に係る金入り設計書

・富東建設事富東建設事-17-0315一級河川小菅川河川工
事他5件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

631H30.1.19 H30.1.29 ・富東建設事富東建設事-17-0303一般県道富
士吉田西桂線舗装工事（明許）他4件に係る金
入り設計書

・富東建設事富東建設事-17-0303一般県道富士吉田西桂
線舗装工事（明許）他4件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

632H30.1.19 H30.2.2 ・峡南建設事峡南建設事-17-0149s主要地方
道市川三郷身延線標識工事他5件に係る金入
り設計書

・峡南建設事峡南建設事-17-0149s主要地方道市川三郷
身延線標識工事他5件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所
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633H30.1.19 H30.1.22 ・治水課大門塩川管治水課-17-0009塩川ダム
管理用制御処理設備改良工事(一部債務)に係
る金入り設計書

・治水課大門塩川管治水課-17-0009塩川ダム管理用制御
処理設備改良工事(一部債務)に係る実施設計書

全部開示 県土整備 治水課

634H30.1.19 H30.1.24 ・新環状建設新環状建設-17-0055国道140号
（西関東連絡道路）道路改良工事その38（明
許）に係る金入り設計書

・新環状建設新環状建設-17-0055国道140号（西関東連絡
道路）道路改良工事その38（明許）に係る実施設計書

全部開示 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所

635H30.1.19 H30.2.15 ・峡東建設事峡東建設事-17-0117主要地方道
白井甲州線道路工事他2件に係る金入り設計
書

・峡東建設事峡東建設事-17-0117主要地方道白井甲州線
道路工事他2件に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 峡東建設事務所

636H30.1.19 H30.1.26 ・中北林環事中北林環事-17-0187林道南アル
プス線景観形成工事他1件に係る金入り設計
書

・中北林環事中北林環事-17-0187林道南アルプス線景観
形成工事他1件に係る実施設計書

一部開示 1 森林環境 中北林務環境事務所

637H30.1.19 H30.1.25 ・富東林環事富東林環事-17-0154葛野治山工
事（明許）他2件に係る金入り設計書

・富東林環事富東林環事-17-0154葛野治山工事（明許）他
2件に係る実施設計書

一部開示 1 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

638H30.1.19 H30.2.5 ・中北農務事中北農務事-17-0112御勅使川沿
岸地区農道3号舗装工事他2件に係る金入り設
計書

・中北農務事中北農務事-17-0112御勅使川沿岸地区農道
3号舗装工事他2件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所

639H30.1.19 H30.1.30 ・峡南農務事峡南農務事-17-0061南部地区農
道第6号舗装工事南巨摩郡南部町他3件に係
る金入り設計書

・峡南農務事峡南農務事-17-0061南部地区農道第6号舗
装工事南巨摩郡南部町他3件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡南農務事務所

640H30.1.19 H30.2.5 平成29年12月31日現在の理容業営業店リスト
（項目）営業所名、郵便番号、所在地、電話番
号、営業者名、許可日他

平成29年12月31日現在の理容業営業店リスト（項目）営業
所名、郵便番号、所在地、電話番号、営業者名、許可日他

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

641H30.1.25 H30.1.31 平成29年10月1日から平成29年12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」

法人設立届一覧（平成29年10月～平成29年12月受理分） 一部開示 1 総務 総合県税事務所

642H30.1.26 H30.2.2 工事名：主要地方道甲斐早川線道路工事（一
部債務）工事番号：道路整備課-17-0005に係
る実施設計書（金入り）と見積参考資料（金抜
き）

工事名：主要地方道甲斐早川線道路工事（一部債務）工事
番号：道路整備課-17-0005に係る実施設計書（金入り）と
見積参考資料（金抜き）

一部開示 1 県土整備 道路整備課

643H30.1.26 H30.2.5 工事名：主要地方道白井甲州線市之蔵橋耐震
補修工事の4（一部債務）工事番号：道路管理
課-17-0010に係る実施設計書（金入り）と見積
参考資料（金抜き）

工事名：主要地方道白井甲州線市之蔵橋耐震補修工事の
4（一部債務）工事番号：道路管理課-17-0010に係る実施
設計書（金入り）と見積参考資料（金抜き）

一部開示 1 県土整備 道路管理課

644H30.1.29 － 道路管理課-17-0020主要地方道南アルプス公
園線慶雲橋（上部工）耐荷補強工事（明許）に
係る金入り設計書

取下げ 1県土整備 道路管理課

645H30.1.29 H30.1.30 中北建設事-17-0330釜無川外伐木・浚渫業務
委託（その1）（明許）に係る金入り設計書

中北建設事-17-0330釜無川外伐木・浚渫業務委託（その
1）（明許）に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所
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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

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

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

646H30.1.29 H30.1.31 富東建設事-17-0290県道上野原あきる野線橋
梁耐震補強工事（棡原大橋）（明許）に係る金
入り設計書

富東建設事-17-0290県道上野原あきる野線橋梁耐震補強
工事（棡原大橋）（明許）に係る実施設計書

全部開示 県土整備 富士・東部建設事務
所

647H30.1.29 H30.2.5 道路管理課-17-0020主要地方道南アルプス公
園線慶雲橋(上部工)耐荷補強工事(明許)に係
る実施設計書(金入り設計書の全て)

道路管理課-17-0020主要地方道南アルプス公園線慶雲
橋(上部工)耐荷補強工事(明許)に係る実施設計書(金入り
設計書の全て)

一部開示 1 県土整備 道路管理課

648H30.1.30 H30.2.13 ○○○○○○店の特定建築物変更届（建築物
環境衛生管理技術者の変更届出た文書）

○○○○○○店特定建築物変更届 一部開示 1 1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

649H30.1.31 － 2012年の○○○○県議の政務活動費報告書 取下げ 1議会 議会事務局総務課

650H30.1.31 H30.2.13 平成29年度から現在までに後藤知事が送受信
した電子メールのすべて

平成29年度から現在までに後藤知事が送受信した電子
メールのすべて

一部開示 1 1 総合政策 秘書課

651H30.1.31 － 平成19年度の○○○○議員に係る資産、負債 取下げ 1議会 議会事務局総務課

652H30.1.31 H30.2.6 山梨県所管（政令市・中核市を除く）の平成29
年9月1日から平成29年12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他但
し、廃業施設を除く

中北保健所管内に係る下記電磁的記録のうち施術所名称
他の各欄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9月1日から平成29年12月31日までのもの
で、廃業施設を除く

一部開示 1 福祉保健 中北保健福祉事務所

653H30.1.31 H30.2.5 山梨県所管（政令市・中核市を除く）の平成29
年9月1日から平成29年12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他但
し、廃業施設を除く

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
術所名称他の各欄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9月1日から平成29年12月31日まで
のもので、廃業施設を除く

一部開示 1 福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

654H30.1.31 H30.2.7 山梨県所管（政令市・中核市を除く）の平成29
年9月1日から平成29年12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他但
し、廃業施設を除く

峡東保健所管内に係る下記電磁的記録のうち施術所名称
他の各欄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9月1日から平成29年12月31日までのもの
で、廃業施設を除く

一部開示 1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

655H30.1.31 H30.2.7 山梨県所管（政令市・中核市を除く）の平成29
年9月1日から平成29年12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他但
し、廃業施設を除く

峡南保健所管内に係る下記電磁的記録のうち施術所名称
他の各欄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9月1日から平成29年12月31日までのもの
で、廃業施設を除く

不存在に
よる不開
示

1福祉保健 峡南保健福祉事務所

656H30.1.31 H30.2.7 山梨県所管（政令市・中核市を除く）の平成29
年9月1日から平成29年12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他但
し、廃業施設を除く

富士・東部保健所管内に係る下記電磁的記録のうち施術
所名称他の各欄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9月1日から平成29年12月31日まで
のもので、廃業施設を除く

一部開示 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

657H30.2.1 H30.2.7 道路管理課-17-0018主要地方道南アルプス公
園線早川大橋(上部工)耐荷補強工事(明許)実
施設計書(金入り設計書の全て)

道路管理課-17-0018主要地方道南アルプス公園線早川
大橋(上部工)耐荷補強工事(明許)実施設計書

全部開示 県土整備 道路管理課

658H30.2.1 H30.2.7 道路管理課-17-0019主要地方道南アルプス公
園線奈良田橋(上部工)耐荷補強工事(明許)実
施設計書(金入り設計書の全て)

道路管理課-17-0019主要地方道南アルプス公園線奈良
田橋(上部工)耐荷補強工事(明許)実施設計書

全部開示 県土整備 道路管理課
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平成29年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況

８条
１号

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

その
他

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

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

659H30.2.1 － 開発許可と確認済証と検査済証申請地山梨県
北杜市○○○○建築主○○○○開発と確認
の年月日：1988年前後

取下げ 1土地開発公社 山梨県土地開発公社

660H30.2.2 H30.2.13 大規模小売店舗立地法の届出に係る縦覧書
類のうち2017/12/20新設届出○○○○○○
(北エリア）の届出書「基本届出事項について記
載された概要部分」

次の大規模小売店舗新設届出書のうち、基本届出事項に
ついて記載された概要部分、広域見取図、周辺見取図、平
面・建物配置図○○○○○○(北エリア）

全部開示 産業労働 商業振興金融課

661H30.2.5 H30.2.19 工事番号：都市計画課-17-0010工事名：（主）
甲府韮崎線（平和通り）道路改良工事（一部債
務）に係る金額入り設計書と見積参考資料

都市計画課-17-0010（主）甲府韮崎線（平和通り）道路改
良工事（一部債務）に係る金額入り設計書及び見積参考資
料

一部開示 1 1 県土整備 都市計画課

662H30.2.5 H30.2.13 工事番号：峡南建設事-17-0192工事名：主要
地方道市川三郷富士川線舗装補修工事に係
る金額入り設計書と見積参考資料

峡南建設事-17-0192主要地方道市川三郷富士川線舗装
補修工事に係る実施設計書と見積参考資料

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

663H30.2.5 H30.2.7 工事番号：中北建設事-17-0351工事名：一般
国道358号舗装工事に係る金額入り設計書と
見積参考資

工事番号：中北建設事-17-0351工事名：一般国道358号舗
装工事に係る実施設計書と見積参考資

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

664H30.2.5 H30.2.23 工事番号：峡東建設事-17-0129工事名：一般
国道140号舗装工事に係る金額入り設計書と
見積参考資料

峡東建設事-17-0129一般国道140号舗装工事に係る実施
設計書と見積参考資料

一部開示 1 県土整備 峡東建設事務所

665H30.2.5 H30.2.15 平成29年度中に実施された、または実施が予
定されている、山梨県または山梨県児童相談
所が主催する児童相談所一時保護所職員向
けの研修に関する研修会実施要領等の文書。

平成29年度中に実施された、または実施が予定されてい
る、山梨県または山梨県児童相談所が主催する児童相談
所一時保護所職員向けの研修に関する研修会実施要領
等の文書。

不存在に
よる不開
示

1福祉保健 子育て支援課

666H30.2.5 H30.2.19 県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平
成30年1月6日から平成30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｣等

平成30年1月6日から平成30年2月5日までの間の薬局、医
薬品販売業の廃止施設一覧（電磁的記録）のうち業種、施
設名称、施設所在地、開設者氏名、開設者住所（法人の場
合）、廃止日、届出受理日に係る部分

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

667H30.2.5 H30.2.13 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年1月6日から平成30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｣等

中北保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成30
年1月6日から平成30年2月5日までのもの。

一部開示 1 1福祉保健 中北保健福祉事務所

668H30.2.5 H30.2.8 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年1月6日から平成30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｣等

中北保健所峡北支所管内における病院廃止届け等。ただ
し、平成30年1月6日から平成30年2月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

669H30.2.5 H30.2.7 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年1月6日から平成30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｣等

峡東保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成30
年1月6日から平成30年2月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1福祉保健 峡東保健福祉事務所

670H30.2.5 H30.2.7 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年1月6日から平成30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｣等

峡南保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成30
年1月6日から平成30年2月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1福祉保健 峡南保健福祉事務所

671H30.2.5 H30.2.9 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年1月6日から平成30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｣等

富士・東部保健所管内における病院廃止届け等。ただし、
平成30年1月6日から平成30年2月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所
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平成29年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況

８条
１号

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

その
他

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

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

672H30.2.6 H30.2.19 中北林環事-17-0196松尾外森林整備(県造林
525ほ3外)中北林環事-17-0171清里の森森林
整備業務に係る金入り設計書全て

中北林環事-17-0196松尾外森林整備(県造林525ほ3外)中
北林環事-17-0171清里の森森林整備業務に係る実施設
計書全て

一部開示 1 1 森林環境 中北林務環境事務所

673H30.2.6 H30.2.19 中北林環事-17-0014日向矢窪外森林整備(県
造林522い7外)に係る金入り設計書全て

中北林環事-17-0014日向矢窪外森林整備(県造林522い7
外)に係る実施設計書全て

一部開示 1 森林環境 中北林務環境事務所

674H30.2.6 H30.2.21 林業公社役員の責任に関する弁護士との相談
記録

相談件名歴代理事長の責任等について 一部開示 1 1 森林環境 県有林課

675H30.2.9 H30.2.26 山梨県下全域において平成28年9月1日から平
成30年1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飲食店営業および
喫茶店営業について、①屋号、業種等

山梨県下全域において平成28年9月1日から平成30年1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
した飲食店営業および喫茶店営業について、①屋号、業種
等

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

676H30.2.14 H30.2.27 道路整備課17-0018国道300号道路工事（一部
債務）以上の公共工事の金入り設計書

道路整備課17-0018国道300号道路工事（一部債務）に係
る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

677H30.2.14 H30.2.27 峡東建設事-16-0148一般国道140号鶏冠山大
橋耐震補強工事（2工区）（明許）以上の公共工
事の金入り設計書

峡東建設事-16-0148一般国道140号鶏冠山大橋耐震補強
工事（2工区）（明許）に係る金入り設計書

一部開示 1 県土整備 峡東建設事務所

678H30.2.14 H30.2.26 峡南建設事-17-0200一般県道雨畑大島線奥
沢橋橋梁補修工事（明許）以上の公共工事の
金入り設計書

峡南建設事-17-0200一般県道雨畑大島線奥沢橋橋梁補
修工事（明許）の実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

679H30.2.14 H30.2.21 県流域下水道にて2007年から2017年に行われ
た入札結果：機械器具設置工事のもの

山梨県流域下水道にて2007年から2017年に行われた機械
器具設置工事に係る入札結果

全部開示 県土整備 流域下水道事務所

680H30.2.14 H30.2.16 添付した「開示請求リスト」の告示区間に関する
平面図及び位置図（平面図縮尺：1／500～1／
2000程度）

道路の供用開始に係る位置図及び平面図・道路の供用開
始（H30.1.22告示）一般県道高畑谷村停車場線・道路の供
用開始（H30.2.1告示）一般県道中下条甲府線

全部開示 県土整備 道路管理課

681H30.2.15 H30.3.1 病院のレセプト保険請求を審査する社会保険
支払い基金、国保保険支払い基金で審査を
行っている委員の先生の名前

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 1 福祉保健 国保援護課

682H30.2.16 H30.3.2 山梨県から買収した上野原市消防本部（現住
所：上野原市松留514番地8）に関する、上野原
市の買取価格が半額になった根拠を示す、お
よび経緯を示す公文書一式。

・廃道・廃川敷地譲渡価格評価方針・県有財産の交換、譲
与・減額譲渡とする場合の基準・普通財産（廃川敷地）譲渡
申請書

全部開示 県土整備 用地課

683H30.2.19 H30.3.1 「○○○○○○株式会社」に関する山梨県内
の消費生活相談情報：山梨県県民生活セン
ター及び山梨県県民生活センター地方相談室
それぞれの受付年月日と相談内容

「○○○○○○株式会社」に関する山梨県内の消費生活
相談情報：山梨県県民生活センター及び山梨県県民生活
センター地方相談室それぞれの受付年月日と相談内容

不存在に
よる不開
示

1県民生活 県民生活センター

684H30.2.19 － H24～H28年度で消防記録表(基本情報)、救急
活動記録中乳幼児窒息事案のうち、死亡、もし
くは中等症以上のものの5歳児未満の急病また
は一般負傷で室内での睡眠中の事故

取下げ 1防災 消防保安課
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平成29年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況

８条
１号

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

その
他

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

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

685H30.2.20 H30.3.1 H30.4月からの国民健康保険の広域化に伴う
納付金額に関して①市町村ごとの医療分、後
期分、介護分の納付金額②医療分の納付金額
の算出に用いられた市町村ごとの医療費

・平成30年度納付金額（確定）・診療費総額の算出・平成30
年度納付金等本算定過程

全部開示 福祉保健 国保援護課

686H30.2.20 H30.3.1 登録建設業者(有)○○○○(忍野村○○○○
○○)の「変更届け出書」一式H23年3月期から
H25年3月期の3期分

有限会社○○○○に係るH23年3月期、平成25年3月期及
びH25年3月期の変更届出書一式

一部開示 1 県土整備 建設業対策室

687H30.2.20 H30.3.5 丘の公園アクアリゾート清里温水ヒータ修繕工
事(企業局本庁発注)の施工体制台帳、再下請
通知書、施工体系図

丘の公園アクアリゾート清里温水ヒータ修繕工事(企業局本
庁発注)の施工体制台帳、再下請通知書、施工体系図

不存在に
よる不開
示

1公営企業 企業局総務課

688H30.2.22 H30.2.28 平成29年12月1日から平成30年1月31日までの
山梨県内において届け出を受理した法人事業
所の設立届出書の一覧①法人名②所在地③
電話番号④資本金⑤設立⑥代表者⑦業種

法人設立届一覧（平成29年12月～平成30年1月受理分） 一部開示 1 総務 総合県税事務所

689H30.2.22 H30.3.9 山梨県優生保護審査会に関する一切の記録 ・起案文書「昭和50年第1回優生保護審査会の開催につい
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

一部開示 1 福祉保健 健康増進課

690H30.2.23 H30.2.27 工事番号：道路整備課-17-0017工事名：（主）
甲斐早川線道路工事（一部債務）上記工事の
金入り設計書と見積参考資料

道路整備課-17-0017（主）甲斐早川線道路工事（一部債
務）に係る実施設計書と見積参考資料

一部開示 1 県土整備 道路整備課

691H30.2.26 － 山梨県介護基盤開設準備等事業費補助金に
ついての資料すべて（H26～H30現在）

取下げ 1福祉保健 健康長寿推進課

692H30.2.27 H30.3.2 中北建設事-17-0371（主）北杜八ヶ岳公園線
念場橋補修工事（一部債務）他1件に係る金入
り設計書

中北建設事-17-0371（主）北杜八ヶ岳公園線念場橋補修
工事（一部債務）他1件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

693H30.2.27 H30.3.23 峡東建設事-17-0134一般国道140号鶏冠山大
橋耐震補強工事（明許）に係る金入り設計書

峡東建設事-17-0134一般国道140号鶏冠山大橋耐震補強
工事（明許）に係る実施設計書

全部開示 県土整備 峡東建設事務所

694H30.2.28 H30.3.15 旧優生保護法に係る県資料すべて ・起案文書「昭和50年第1回優生保護審査会の開催につい
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

一部開示 1 福祉保健 健康増進課

695H30.2.28 H30.3.13 H28.H29年度地方創生推進交付金のうち北杜
市地域再生協議会に関する文書、領収書、報
告書等全て

地方創生推進交付金交付申請書について（進達）他 一部開示 1 1 1 総務 市町村課

696H30.2.23 H30.3.9 ・林地開発許可申請書北杜市○○○○○○○
○事業者○○○○社他

・林地開発許可申請書北杜市○○○○○○○○事業者○
○○○社他

不存在に
よる不開
示

1森林環境 中北林務環境事務所

697H30.2.28 H30.3.22 ・営繕課営繕課-17-0156市川三郷町民会館他
解体工事（明許）他17件に係る金入り設計書

・営繕課営繕課-17-0156市川三郷町民会館他解体工事
（明許）他17件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課
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平成29年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況

８条
１号

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

その
他

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

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

698H30.2.28 H30.3.2 ・峡南林環事峡南林環事-17-0134林道足馴峠
線（池の茶屋工区）開設工事（明許）に係る金
入り設計書

・峡南林環事峡南林環事-17-0134林道足馴峠線（池の茶
屋工区）開設工事（明許）に係る実施設計書

一部開示 1 森林環境 峡南林務環境事務所

699H30.2.28 H30.3.5 ・峡東林環事峡東林環事-17-0125林道塩平徳
和線開設工事（明許）他1件に係る金入り設計
書

・峡東林環事峡東林環事-17-0125林道塩平徳和線開設工
事（明許）他1件に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 峡東林務環境事務所

700H30.2.28 H30.3.14 ・中北林環事中北林環事-17-0185林道南アル
プス線（タツノ沢工区）改良工事（明許）に係る
金入り設計書

・中北林環事中北林環事-17-0185林道南アルプス線（タツ
ノ沢工区）改良工事（明許）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

701H30.2.28 H30.3.14 ・富東林環事富東林環事-17-0165林宝山災害
関連緊急治山工事（明許）に係る金入り設計書

・富東林環事富東林環事-17-0165林宝山災害関連緊急治
山工事（明許）に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

702H30.2.28 H30.3.6 ・富東建設事富東建設事-17-0370一級河川浅
利川災害応急復旧工事（H29年災第36号）他9
件に係る金入り設計書

・富東建設事富東建設事-17-0370一級河川浅利川災害応
急復旧工事（H29年災第36号）他9件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

703H30.2.28 H30.3.8 ・富東建設事富東建設事-17-0342一般県道山
中湖忍野富士吉田線舗装工事の1他10件に係
る金入り設計書

・富東建設事富東建設事-17-0342一般県道山中湖忍野富
士吉田線舗装工事の1他10件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

704H30.2.28 H30.3.28 ・峡東建設事峡東建設事-17-0129一般国道
140号舗装工事他3件に係る金入り設計書

・峡東建設事峡東建設事-17-0129一般国道140号舗装工
事他3件に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 峡東建設事務所

705H30.2.28 H30.3.28 ・峡南建設事峡南建設事-17-0186主要地方道
市川三郷身延線1工区舗装補修工事他11件に
係る金入り設計書

・峡南建設事峡南建設事-17-0186主要地方道市川三郷身
延線1工区舗装補修工事他11件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

706H30.2.28 H30.3.9 ・中北建設事中北建設事-17-0341国道141号
舗装工事(その3)他8件に係る金入り設計書

・中北建設事中北建設事-17-0341国道141号舗装工事(そ
の3)他8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

707H30.2.28 H30.3.12 ・中北建設事中北建設事-17-0329(一)甘利山
公園線道路工事(明許）他6件に係る金入り設
計書

・中北建設事中北建設事-17-0329(一)甘利山公園線道路
工事(明許）他6件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

708H30.2.28 H30.3.8 ・都市計画課中北建設事都市計画課-17-0010
（主）甲府韮崎線（平和通り）道路改良工事（一
部債務）に係る金入り設計書

・都市計画課中北建設事都市計画課-17-0010（主）甲府韮
崎線（平和通り）道路改良工事（一部債務）に係る実施設計
書

一部開示 1 1 県土整備 都市計画課

709H30.2.28 H30.3.7 ・道路整備課富東建設事道路整備課-17-0019
一般県道富士吉田西桂線笹子橋上部工製作
架設工事（一部債務）他4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-17-0019一般県道富
士吉田西桂線笹子橋上部工製作架設工事（一部債務）他4
件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

710H30.2.28 H30.3.5 ・新環状建設新環状建設-17-0073国道140号
（新山梨環状道路東部区間1期）西下条ランプ
交通安全施設設置工事他1件に係る金入り設
計書

・新環状建設新環状建設-17-0073国道140号（新山梨環状
道路東部区間1期）西下条ランプ交通安全施設設置工事他
1件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所
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平成29年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況

８条
１号

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

その
他

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

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

711H30.2.28 H30.3.2 ・流域下水道流域下水道-17-0047桂川流域下
水道桂川2号幹線管きょ防護工事（明許）他1件
に係る金入り設計書

・流域下水道流域下水道-17-0047桂川流域下水道桂川2
号幹線管きょ防護工事（明許）他1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

712H30.2.28 H30.3.6 ・中部推進中部推進-17-0018一般県道割子切
石線中富IC下田原37工区舗装工事（明許）に
係る金入り設計書

・中部推進中部推進-17-0018一般県道割子切石線中富IC
下田原37工区舗装工事（明許）に係る実施設計書

全部開示 県土整備 中部横断自動車道推
進事務所

713H30.2.28 H30.3.6 ・荒川ダム管荒川ダム管-17-0014荒川ダム管
理施設監視設備設置工事他1件に係る金入り
設計書

・荒川ダム管荒川ダム管-17-0014荒川ダム管理施設監視
設備設置工事他1件に係る実施設計書

全部開示 県土整備 荒川ダム管理事務所

714H30.2.28 H30.3.8 ・道路管理課峡南建設事道路管理課-17-0020
主要地方道南アルプス公園線慶雲橋（上部工）
耐荷補強工事（明許）に係る金入り設計書

・道路管理課峡南建設事道路管理課-17-0020主要地方道
南アルプス公園線慶雲橋（上部工）耐荷補強工事（明許）に
係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路管理課

715H30.2.28 H30.3.15 ・中北農務事中北農務事-17-0117八ヶ岳南地
区長坂第4工区舗装その3工事（明許）に係る金
入り設計書

・中北農務事中北農務事-17-0117八ヶ岳南地区長坂第4
工区舗装その3工事（明許）に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所

716H30.2.28 H30.3.6 ・峡東農務事峡東農務事-17-0098日川右岸地
区排水路3号付帯工事に係る金入り設計書

・峡東農務事峡東農務事-17-0098日川右岸地区排水路3
号付帯工事に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

717H30.2.28 H30.3.12 ・峡南農務事峡南農務事-17-0055s身延北部
地区集落道第5号（2-2工区）道路工事他3件に
係る金入り設計書

・峡南農務事峡南農務事-17-0055s身延北部地区集落道
第5号（2-2工区）道路工事他3件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡南農務事務所

718H30.2.28 H30.3.2 ・耕地課中北農務事耕地課-17-0007茅ヶ岳西
麓地区2工区区画整理工事（明許）に係る金入
り設計書

・耕地課中北農務事耕地課-17-0007茅ヶ岳西麓地区2工
区区画整理工事（明許）に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 耕地課

719H30.3.1 H30.3.16 旧優生保護法で県内で手術を受けた人の人
数、男女別、年齢、手術理由がわかる資料す
べて

旧優生保護法で県内で手術を受けた人の人数、男女別、
年齢、手術理由がわかる資料すべて

不存在に
よる不開
示

1福祉保健 健康増進課

720H30.3.1 H30.3.16 優生保護法に関する資料のすべて ・起案文書「昭和50年第1回優生保護審査会の開催につい
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

一部開示 1 福祉保健 健康増進課

721H30.3.1 H30.3.16 旧優生保護法下の不妊手術に関する審議会
の議事録

・起案文書「昭和50年第1回優生保護審査会の開催につい
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

一部開示 1 福祉保健 健康増進課

722H30.3.2 H30.3.5 全ての県立病院について、平成29年度分で現
在有効な時間外勤務及び休日勤務に関する労
使協定書。

平成29年3月24日付で締結した時間外労働及び今日実勤
務に関する協定書

一部開示 1 1 （独）病院機構 山梨県立病院機構

723H30.3.5 H30.3.16 下記の工事の金入設計書、金抜き設計書、特
記仕様書中北建設事務所発注一般国道358号
道路改良工事（明許）他3件

下記の工事実施設計書中北建設事務所発注一般国道358
号道路改良工事（明許）他3件

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所
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平成29年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況

８条
１号

８条
２号

８条
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８条
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５号

８条
６号
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他

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

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

724H30.3.5 H30.3.12 下記の工事の金入設計書、金抜き設計書、特
記仕様書中北建設事務所発注国道141号道路
改良工事（明許）他2件

下記の工事の金入設計書、実施設計書、特記仕様書中北
建設事務所発注国道141号道路改良工事（明許）他2件

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

725H30.2.28 H30.3.8 平成29年5月21日～同年12月31日までの富士
スバルライン気象観測データ（管理事務所、料
金所、4合目、5合目等）

平成29年5月21日～同年12月31日までの富士スバルライ
ン気象観測データ（管理事務所、料金所、4合目、5合目等）

全部開示 道路公社 山梨県道路公社

726H30.3.5 H30.3.20 須玉町東向地内道路工事施工承認申請書及
び関連文書・メモ等全ての開示

・道路工事施工承認申請について（協議）（回答）17883他2
件

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

727H30.3.6 H30.3.14 県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平
成30年2月6日から平成30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

平成30年2月6日から平成30年3月5日までの間の薬局、医
薬品販売業の廃止施設一覧（電磁的記録）のうち業種、施
設名称、施設所在地、開設者氏名、開設者住所（法人の場
合）、廃止日、届出受理日に係る部分

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

728H30.3.6 H30.3.14 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年2月6日から平成30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」等

中北保健所（峡北支所を除く）における病院廃止届け等。
ただし、平成30年2月6日から平成30年3月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1福祉保健 中北保健福祉事務所

729H30.3.6 H30.3.14 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年2月6日から平成30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」等

中北保健所峡北支所管内における病院廃止届け等。ただ
し、平成30年2月6日から平成30年3月5日までのもの。

一部開示 1 福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

730H30.3.6 H30.3.9 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年2月6日から平成30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」等

峡東保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成30
年2月6日から平成30年3月5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

731H30.3.6 H30.3.8 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年2月6日から平成30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」等

峡南保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成30
年2月6日から平成30年3月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1福祉保健 峡南保健福祉事務所

732H30.3.6 H30.3.13 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年2月6日から平成30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」等

富士・東部保健所管内における病院廃止届け等。ただし、
平成30年2月6日から平成30年3月5日までのもの。

一部開示 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

733H30.3.6 H30.3.22 リニア環境未来都市プロポーザル結果選考審
査内容について

リニア駅周辺整備基本計画策定業務委託業者の選定に係
る・公募型プロポーザル方式評価採点集計表・基礎審査評
価結果

一部開示 1 総合政策 リニア環境未来都市
推進室

734H30.3.6 H30.3.22 総合球戯場プロポーザル結果選考審査内容に
ついて

山梨県総合球技場基本計画策定業務委託業者の選定に
係る・公募型プロポーザル方式評価採点集計表・業務履行
能力及び見積価格の評価結果

一部開示 1 総合政策 リニア環境未来都市
推進室

735H30.3.6 H30.3.22 児童養護施設内で起きた児童間及び職員の性
暴力の件数と内容過去5年分

児童養護施設内で起きた児童間及び職員の性暴力の件数
と内容過去5年分

不存在に
よる不開
示

1福祉保健 子育て支援課

736H30.3.6 H30.3.9 ・道路整備課-16-0017一般国道411号上萩原
バイパス(仮称)上萩原3号橋下部工事(一部債
務)他1件の見積参考資料一式、実施設計書類

・道路整備課-16-0017一般国道411号上萩原バイパス(仮
称)上萩原3号橋下部工事(一部債務)他1件の見積参考資
料一式、実施設計書類

一部開示 1 1 県土整備 道路整備課

10 / 13 ページ



平成29年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況

８条
１号

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

その
他

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

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

737H30.3.6 H30.3.20 以下の工事の施工体制台帳、再下請通知書，
施工体系図五明川排水機場ポンプ設備更新工
事(明許)五明川排水機場排水ポンプ原動機更
新工事(一部債務)

以下の工事の施工体制台帳、再下請通知書，施工体系図
五明川排水機場ポンプ設備更新工事(明許)五明川排水機
場排水ポンプ原動機更新工事(一部債務)

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

738H30.3.6 H30.3.16 以下の工事の施工体制台帳、再下請通知書，
施工体系図大門ダム曝気装置空気圧縮機更
新工事

以下の工事の施工体制台帳、再下請通知書，施工体系図
大門ダム曝気装置空気圧縮機更新工事

一部開示 1 1 県土整備 大門・塩川ダム管理
事務所

739H30.3.6 H30.3.15 以下の工事他3件の施工体制台帳、再下請通
知書，施工体系図桂川流域下水道桂川2-1号
幹線機械設備工事(明許)

以下の工事他3件の施工体制台帳、再下請通知書，施工
体系図桂川流域下水道桂川2-1号幹線機械設備工事(明
許)

一部開示 1 1 県土整備 流域下水道事務所

740H30.3.6 H30.3.22 以下の工事の施工体制台帳、再下請通知書，
施工体系図寺所地区揚水設備工事天王原地
区3号加圧機場設備工事(明許)

以下の工事の施工体制台帳、再下請通知書，施工体系図
寺所地区揚水設備工事天王原地区3号加圧機場設備工事
(明許)

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所

741H30.3.6 H30.3.19 以下の工事の施工体制台帳、再下請通知書，
施工体系図野呂川発電所小樺取水口除塵機
緊急補修工事他3件

以下の工事の施工体制台帳、再下請通知書，施工体系図
野呂川発電所小樺取水口除塵機緊急補修工事他3件

一部開示 1 1 公営企業 企業局電気課

742H30.3.7 H30.3.20 工事名：韮崎射撃場Ｃ-1工区汚染土壌除去工
事（明許）工事番号：スポーツ健-17-0002上記
工事の金入り設計書、及び見積参考資料

スポーツ健-17-0002韮崎射撃場Ｃ-1工区汚染土壌除去工
事（明許）に係る実施設計書、及び見積参考資料

一部開示 1 教委 スポーツ健康課

743H30.3.8 H30.3.22 山畑総幹線道路の完成後の形状が把握できる
計画平面図

八ヶ岳南広域農道の計画平面図 全部開示 農政 中北農務事務所

744H30.3.8 － 山梨県内全域の食品営業許可台帳のうち、平
成30年2月29日時点で許可または届出のある、
集団給食施設一覧（営業許可、条例届出対象）

取下げ 1福祉保健 衛生薬務課

745H30.3.12 H30.3.23 平成30年2月28日時点で旅館業の許可を受け
ている全施設（ホテル、旅館、簡易宿泊所を含
む）の、・業種区分、施設名称、施設所在地他
についての資料一覧

平成30年2月28日時点の旅館業許可取得施設一覧表のう
ち、・営業種別、施設名称、施設所在地他

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

746H30.3.12 H30.3.27 山梨リニア環境未来都市推進室発行の「リニア
で変わるやまなしの姿」の発行部数とその主た
る内訳(例小学校**部)と、作成に費やされた経
費とその主な内訳(例印刷費**円)について

・「リニアで変わるやまなしの姿」配布先・リニアで変わるや
まなしの姿業務委託契約書（5件）

一部開示 1 総合政策 リニア環境未来都市
推進室

747H30.3.13 H30.3.16 平成28年以降現在までの大門ダム流入量時間
データ

大門ダム流入量時間データ 全部開示 県土整備 大門・塩川ダム管理
事務所

748H30.3.13 H30.3.27 山梨県内の医療機器製造販売業（一種から三
種）の許可台帳のうち、次の事項に係る情報の
提供（請求日時点）・業態・製造販売業許可番
号・事業所名称・事業所所在地他

平成30年3月13日現在の医療機器製造販売業許可一覧の
うち、「業態」「製造販売業許可番号」「提出者法人名」「事
務所名称」「事業所所在地」「事務所電話番後う」「許可有
効年月日」

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

749H30.3.14 H30.3.23 高濃度ＰＣＢ廃棄物収集運搬業務委託（入札年
月日：平成29年6月14日）（企業局電気課）の金
入設計書特記仕様書報告書（写真を含む）

高濃度ＰＣＢ廃棄物収集運搬業務委託の実施設計書特記
仕様書報告書（産業廃棄物管理票及び写真）

一部開示 1 公営企業 企業局電気課
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平成29年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況

８条
１号

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

その
他

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

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

750H30.3.14 H30.3.23 添付した「開示請求リストの告示区間に関する
平面図及び位置図(平面図縮尺1/500-1/2000
程度)①一般国道140号甲府市桜井町字久保
田641-11他

道路の供用開始に係る位置図及び平面図・道路の供用開
始（Ｈ30.3.1告示）一般国道140号他

全部開示 県土整備 道路管理課

751H30.3.14 H30.3.19 道路整備課17-0030国道300号道路工事（一部
債務）の公共工事の金入り設計書

道路整備課17-0030国道300号道路工事（一部債務）の公
共工事の実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

752H30.3.14 H30.3.23 道路管理課-17-0011主要地方道南アルプス公
園線野猿橋外1橋耐荷補強工事（明許）他1件
に係る公共工事の金入り設計書

道路管理課-17-0011主要地方道南アルプス公園線野猿
橋外1橋耐荷補強工事（明許）他1件に係る公共工事の実
施設計書

一部開示 1 県土整備 道路管理課

753H30.3.16 H30.3.28 管轄内の食品営業許可台帳のうち、申請日現
在、営業の許可を受けている施設に係る、1屋
号、2営業所所在地、3営業所所在地（建物名
以降）、4営業所電話番号、5営業の種類

食品営業許可台帳一覧表のうち平成30年3月15日現在に
許可がある営業所（移動販売車、自動販売機を除く）に係
る業種大分類、業種小分類、屋号、営業所住所、営業所電
話番号の各欄

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

754H30.3.16 H30.3.26 昭和48年登記関係船津土地改良区確定図○
○○○番地、従前図○○○○番○○、○○○
○各筆換地等明細書

昭和48年登記関係船津土地改良区確定図○○○○番地、
従前図○○○○番○○、○○○○各筆換地等明細書

全部開示 農政 耕地課

755H30.3.16 H30.3.22 治水課-16-0012五明川排水機場ポンプ設備更
新工事について入札説明書（公告内容や入札
条件が分かる資料）A特記仕様書

以下の工事に係る入札説明書、特記仕様書治水課-16-
0012五明川排水機場ポンプ設備更新工事（明許）

全部開示 県土整備 治水課

756H30.3.16 H30.3.30 建設許可番号○○㈱○○○○のH29,5月期の
決算変更届書一式

建設許可番号○○㈱○○○○のH29,5月期の決算変更届
書一式

不存在に
よる不開
示

1県土整備 建設業対策室

757H30.3.16 H30.3.30 建設許可番号○○㈱○○のH29,8月期の決算
変更届書一式

株式会社○○に係る平成29年8月期の決算変更届出書一
式

一部開示 1 県土整備 建設業対策室

758H30.3.19 － 政務活動費収支報告書に添付された領収書の
写し。たたし、現議長の人件費、事務所資料に
関するもので2016年度分

取下げ 1議会 議会事務局総務課

759H30.3.20 H30.3.22 ・優生保護法審査会の議事録など・旧優生保
護法に関し不妊手術の実施を審査した内容

・起案文書「昭和50年第1回優生保護審査会の開催につい
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

一部開示 1 福祉保健 健康増進課

760H30.3.20 H30.3.23 添付した「開示請求リストの告示区間に関する
平面図及び位置図(平面図縮尺1/500-1/2000
程度)一般国道140号山梨市東字中島四84番
地1から山梨市北字下久保田943番4

添付した「開示請求リストの告示区間に関する平面図及び
位置図(平面図縮尺1/500-1/2000程度)一般国道140号山
梨市東字中島四84番地1から山梨市北字下久保田943番4

全部開示 県土整備 道路管理課

761H30.3.20 H30.3.22 旧優生保護法に関する県資料全て ・起案文書「昭和50年第1回優生保護審査会の開催につい
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

一部開示 1 福祉保健 健康増進課

762H30.3.20 H30.3.22 旧優生保護法に関する審査会資料全て ・起案文書「昭和50年第1回優生保護審査会の開催につい
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

一部開示 1 福祉保健 健康増進課
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平成29年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況

８条
１号

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

その
他

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

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考

763H30.3.20 － 国が県内の公立小中学校及び公立高校で個
別の授業内容を調べたことがわかる資料のす
べて

取下げ 1教委 義務教育課

764H30.3.20 － 国が県内の公立小中学校及び公立高校で個
別の授業内容を調べたことがわかる資料のす
べて

取下げ 1教委 高校教育課

765H30.3.26 － 低濃度ＰＣＢＰＣＢ廃棄物保管及び処分状況等
届出事業所リスト（平成28年度最新版）

取下げ 1森林環境 環境整備課

766H30.3.28 H30.3.30 ○○○○医院の次の情報①廃止年月日②廃
止時の所在地③正式名称④保健所へのカルテ
引継ぎの有無

富士・東部保健所管内に係る「○○○○医院」の正式名
称、所在地、廃止年月日、保健所へのカルテ引継の有無
の各欄

全部開示 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

767H30.3.30 H30.4.5 峡南農務事-17-0069南部地区成島4工区ほ場
整備工事（明許）の公共工事の金入り設計書全
て

峡南農務事-17-0069南部地区成島4工区ほ場整備工事
（明許）の公共工事の実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡南農務事務所

768H30.3.30 H30.4.6 峡南林環事-17-0149福原治山工事（明許）の
公共工事の金入り設計書

峡南林環事-17-0149福原治山工事（明許）の公共工事の
実施設計書

一部開示 1 森林環境 峡南林務環境事務所

769H30.3.30 H30.4.9 中北建設事-18-0007国道141号外8路線道路
管理業務委託(3工区)他5件に係る金入り設計
書

中北建設事-18-0007国道141号外8路線道路管理業務委
託(3工区)他5件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

770H30.3.30 H30.4.9 耕地課-17-0015茅ヶ岳西麓地区1工区区画整
理（その1）工事（明許）の公共工事の金入り設
計書

耕地課-17-0015茅ヶ岳西麓地区1工区区画整理（その1）
工事（明許）の公共工事の実施設計書

一部開示 1 1 農政 耕地課

771H30.3.30 H30.4.25 ○○○○○○林地開発行為許可申請（Ｈ30年
1月11日許可）に関わる資料

○○○○○○林地開発行為許可申請書他 一部開示 1 1 森林環境 峡南林務環境事務所
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