
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

397H29.10.2 H29.10.6 下記の路線の完成後の道路形状および周辺
道路との接続が把握できる平面図・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、延長752.0m

次の路線道路形状がわかる平面図（A3版1枚に縮小せず、
縮尺1/500図面をA3版で複数枚）・国道411号/平成29年8
月9日供用/城東バイパス二期工事（甲府市朝気1丁目）

全部開示 県土整備 道路管理課

398H29.10.2 H29.10.4 治水課-17-0004工事名：鎌田川1工区河川工
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）

治水課-17-0004工事名：鎌田川1工区河川工事（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 1 県土整備 治水課

399H29.10.2 H29.10.17山梨県で管轄している医薬品・医療機器等の
品質・有効性及び安全性の確保等に関する法
律に基づく下記許可業者一覧※平成29年9月
29日現在・薬局・旧薬種商販売業他

平成29年9月29日現在で許可を取得している事業者に係る
次の一覧（電磁的記録）のうち、許可業種、店舗名称、店舗
所在地他

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

400H29.10.3 H29.10.4 社会医療法人○○○の平成28年度（平成29年
3月期）の貸借対照表と損益計算書

社会医療法人○○○の貸借対照表及び損益計算書平成
29年3月期分

全部開示 福祉保健 医務課

401H29.10.3 H29.11.1 峡南地域単位制･総合制高校設計業務委託の
プロポーザルに関する下記の内容についての
情報公開を請求する。・他共同企業体の技術
提案書

峡南地域単位制･総合制高校設計業務委託に係る公募型
プロポーザルに使用した技術提案書

一部開示 1 1 教委 学校施設課

402H29.10.3 H29.10.4 平成29年度実施設計単価表(電磁的記録)のう
ち、産業廃棄物処理単価が掲載された部分(最
新のもの)

平成29年度実施設計単価表(電磁的記録)のうち、産業廃
棄物処理単価が掲載された部分(最新のもの)

一部開示 1 県土整備 技術管理課

403H29.10.4 H29.10.6 社会医療法人○○○○の平成28年度事業報
告書、貸借対照表、損益計算書（財産目録、監
事監査報告書および社会医療法人の要件該
当説明書類は不要）

社会医療法人○○○○の平成28年度事業報告書、貸借対
照表、損益計算書

全部開示 福祉保健 医務課

404H29.10.5 H29.10.13耕地課-17-0005朝穂堰地区漆戸水路トンネル
（第3工区）工事以上の公共工事の金入り設計
書

耕地課-17-0005朝穂堰地区漆戸水路トンネル（第3工区）
工事以上の公共工事の実施設計書

一部開示 1 1 農政 耕地課

405H29.10.5 H29.10.20中北農務事-17-0057長坂地区長坂活性化農
道鳩川橋梁Ａ2橋台工事他3件以上の公共工事
の金入り設計書

中北農務事-17-0057長坂地区長坂活性化農道鳩川橋梁
Ａ2橋台工事他3件以上の公共工事の実施設計書

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所

406H29.10.5 H29.10.12富東農務事-17-0030都留西部地区鳥獣害防
止施設1号設置工事以上の公共工事の金入り
設計書

富東農務事-17-0030都留西部地区鳥獣害防止施設1号設
置工事以上の公共工事の実施設計書

一部開示 1 1 農政 富士・東部農務事務
所

407H29.10.5 H29.10.18富東建設事-17-0221桂川（富士吉田2工区）用
地測量業務委託以上の公共工事の金入り設計
書

富東建設事-17-0221桂川（富士吉田2工区）用地測量業務
委託以上の公共工事の実施設計書

全部開示 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

408H29.10.6 H29.10.23県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平
成29年9月6日から平成29年10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9月6
日から平成29年10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

409H29.10.6 H29.10.20県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年9月6日から平成29年10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9月6日から平成29年10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
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410H29.10.6 H29.10.11県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年9月6日から平成29年10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9月6日から平成29年10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

411H29.10.6 H29.10.13県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年9月6日から平成29年10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9月6日から平成29年10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

412H29.10.6 H29.10.20県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年9月6日から平成29年10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9月6日から平成29年10月5日までのもの。

一部開示 1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

413H29.10.6 H29.10.16県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年9月6日から平成29年10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9月6日から平成29年10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

414H29.10.6 H29.10.10契約番号：富士東部建設事務所17-0232工事
名称：国道411号1路線道路維持管理業務委託
(その2)開示図書：実施設計書（金入り）、見積
参考資料（金抜き）

富士東部建設事務所17-0232国道411号1路線道路維持管
理業務委託(その2)に係る実施設計書（金入り）、見積参考
資料（金抜き）

全部開示 県土整備 富士・東部建設事務
所

415H29.10.6 H29.10.11山梨県土木工事標準積算基準書における・平
成29年度施工パッケージ条件施工単価コード
一覧表

平成29年度施行パッケージ条件施工単価コード一覧表 全部開示 県土整備 技術管理課

416H29.10.6 H29.10.20平成19年度○○○○強い農業づくり交付金事
業申請書の全ての内容の開示

平成19年度やまなし果樹産地施設等整備事業(旧時代へ
つなぐ果樹産地再編整備事業）費補助金交付申請書①事
業経費内容書②次代へつなぐ果樹産地再編整備事業実施
計画書他

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

417H29.10.10H29.10.162017年6月30日改札の調達案件番号：広瀬琴
川ダ-17-0019（管理コード：OIＡ33-0019）の琴
川ダム浮桟橋等点検業務委託の金入り工事設
計書（積算書）一式

広瀬琴川ダ-17-0019琴川ダム浮桟橋等点検業務委託の
実施設計書

全部開示 県土整備 広瀬・琴川ダム管理
事務所

418H29.10.10 1.新築時の再建築批評点数の算出根拠が判る
計算書等(富士吉田市下吉田○○○○)

取下げ 1総務 総合県税事務所

419H29.10.11H29.10.16○○○○店の周辺見取り図、建物配置図1階
部分

次の大型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）の○○○○

全部開示 産業労働 商業振興金融課

420H29.10.11H29.11.10・学校法人○○○○高等学校における通信制
課程の設置認可（平成11年認可）を行った際の
私立学校審議会議事録および審議会で取り扱
われた資料一式他

・上記設置認可に関して、学校法人○○○○から県、私立
学校審議会などに提出された書類他

一部開示 1 1 1 県民生活 私学・科学振興課

421H29.10.11H29.11.10・学校法人○○○○高等学校における通信制
課程の設置（平成12年設置）認可を行った際の
私立学校審議会議事録および審議会で取り扱
われた資料一式他

・上記設置認可に関して、学校法人○○○○から県、私立
学校審議会などに提出された書類他

一部開示 1 1 1 県民生活 私学・科学振興課

422H29.10.11H29.10.25・「山梨県私立高等学校通信制課程の設置等
の認可に係る審査基準」の施行当初（平成17
年）の基準・上記「基準」の制定経緯が分かる
文書ないし説明書き

・「山梨県私立高等学校通信制課程の設置等の認可に係
る審査基準」の施行当初（平成17年）の基準・上記「基準」
の制定経緯が分かる文書ないし説明書き

不存在に
よる不開
示

1県民生活 私学・科学振興課
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423H29.10.12H29.10.17平成29年山梨県議会9月定例議会で採択され
た「中学校で使用する歴史教科書の採択に関
し、県教委の指導強化を求める請願」

平成29年山梨県議会9月定例議会に提出のあった「中学校
で使用する歴史教科書の採択に関し、県教委の指導強化
を求める請願書」

一部開示 1 1 議会 議事調査課

424H29.10.12 1.新築時の再建築批評点数の算出根拠が判る
計算書等(甲府市向町○○○○)

取下げ 1総務 総合県税事務所

425H29.10.13H29.10.19平成29年度公的に購読している政党機関紙の
部数県庁舎内（部や課ごと）。出張所、出先機
関。

平成29年度分「新聞購読内訳」及び「新聞購読場所内訳」 全部開示 総合政策 政策企画課

426H29.10.13H29.10.16平成29年度公的に購読している政党機関紙の
部数県庁舎内（部や課ごと）。出張所、出先機
関。

平成29年度の県民生活部の支出負担行為伺い（新聞購読
に要する経費）のうち、県民生活部新聞等購読状況表

全部開示 県民生活 県民生活・男女参画
課

427H29.10.13H29.10.26平成29年度公的に購読している政党機関紙の
部数県庁舎内（部や課ごと）。出張所、出先機
関。

平成29年度におけるリニア交通局新聞購読料についての
支出負担行為伺いのうちリニア交通局新聞購読料一覧表

全部開示 リニア リニア推進課

428H29.10.13H29.10.16平成29年度公的に購読している政党機関紙の
部数県庁舎内（部や課ごと）。出張所、出先機
関。

平成29年度における総務部の新聞購読料の刺繍負担行
為伺い添付資料

全部開示 総務 人事課

429H29.10.13H29.10.17平成29年度公的に購読している政党機関紙の
部数県庁舎内（部や課ごと）。出張所、出先機
関。

平成29年度、公的に購読している政党機関紙の部数（山梨
県防災局分）

不存在に
よる不開
示

1防災 防災危機管理課

430H29.10.13H29.10.20平成29年度公的に購読している政党機関紙の
部数県庁舎内（部や課ごと）。出張所、出先機
関。

平成29年度における支出負担行為伺い（福祉保健部新聞
（日刊紙）購入に要する経費及び福祉保健部新聞（日刊紙
以外）購入に要する経費）のうち、平成29年度福祉保健部
購読新聞一覧

全部開示 福祉保健 福祉保健総務課

431H29.10.13H29.10.17平成29年度公的に購読している政党機関紙の
部数県庁舎内（部や課ごと）。出張所、出先機
関。

平成29年4月1日付け支出負担行為伺い1700017（平成29
年度本庁各課における新聞購読に要する経費）のうち平成
29年度新聞等購読一覧（本庁各課）

全部開示 森林環境 森林環境総務課

432H29.10.13H29.10.17平成29年度公的に購読している政党機関紙の
部数県庁舎内（部や課ごと）。出張所、出先機
関。

平成29年度山梨県エネルギー局で公的に購読している政
党機関紙の部数県庁舎内（部や課ごと）・出張所・出先機関

不存在に
よる不開
示

1ｴﾈﾙｷﾞｰ局 エネルギー政策課

433H29.10.13H29.10.30平成29年度公的に購読している政党機関紙の
部数県庁舎内（部や課ごと）。出張所、出先機
関。

支出負担行為1700015（新聞の購読に要する経費）のうち、
新聞購読料課別内訳（平成29年度）

全部開示 産業労働 産業政策課

434H29.10.13H29.10.17平成29年度公的に購読している政党機関紙の
部数県庁舎内（部や課ごと）。出張所、出先機
関。

平成29年4月1日付け支出負担行為伺い1700011（平成29
年度新聞・定期刊行物購読に要する経費）のうち平成29年
度新聞・定期刊行物購読に要する経費

全部開示 観光 観光企画課

435H29.10.13H29.10.18平成29年度公的に購読している政党機関紙の
部数県庁舎内（部や課ごと）。出張所、出先機
関。

平成29年4月1日付け支出負担行為伺い1700005（平成29
年度新聞購読に要する経費）のうち、「支出負担行為伺い
平成29年度新聞購読料に要する経費（農政部）

全部開示 農政 農政総務課
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436H29.10.13H29.10.23平成29年度公的に購読している政党機関紙の
部数県庁舎内（部や課ごと）。出張所、出先機
関。

平成29年度の支出負担行為伺い新聞の購入に要する経
費のうち新聞購読一覧（県土整備部）

全部開示 県土整備 県土整備総務課

437H29.10.13H29.10.23平成29年度公的に購読している政党機関紙の
部数県庁舎内（部や課ごと）。出張所、出先機
関。

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
為伺いのうち、購読新聞内訳（平成29年度）

全部開示 出納 出納局会計課

438H29.10.16H29.10.27新築時の対象家屋の再建築費評点数計算書
①富士吉田市○○○○床面積○○○○㎡他

新築時の対象家屋の再建築費評点数計算書①富士吉田
市○○○○床面積○○○○他

部分開示
も行えな
い不開示

1 総務 総合県税事務所

439H29.10.16H29.10.19峡東農務事-17-0073菱山地区農道9号測量設
計用地調査業務委託当初設計書

峡東農務事-17-0073菱山地区農道9号測量設計用地調査
業務委託当初設計書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

440H29.10.18H29.10.24決算期間がH27年4月からH28年3月末までの
医療法人の事業報告書(様式1)、財産目録(様
式2)、貸借対照表(様式3)、損益計算書(様式
4)27件分

別紙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（決算期間が平成27年4月から平成28年3月
末までのもの

一部開示 1福祉保健 医務課

441H29.10.20H29.11.1 『山梨県エリアの平成29年10月1日現在、高度
管理医療機器等販売業許可証を取得している
全ての施設の一覧

高度管理医療機器等販売業許可一覧（電磁的記録）のうち
「業種」「許可番号」「営業所名称」「営業所郵便番号」「営業
者氏名（法人にあってはその名称）」「営業所所在地」「営業
所電話番号」「許可年月日」「許可満了年月日」

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

442H29.10.23H29.11.2 道路完成後の形状が把握できる計画平面図。
ない場合は工事図面①主要地方道20号線甲
斐芦安線②一般国道140号線③一般国道411
号線④一般県道705号線高畑谷村停車場線

現在計画及び整備中の下記区間の道路完成後の形状が
把握できる計画平面図。①主要地方道20号線甲斐芦安線
②一般国道140号線③一般国道411号線④一般県道705号
線高畑谷村停車場線

全部開示 県土整備 道路整備課

443H29.10.23 第4次山梨県男女共同参画計画を策定する
際、審議会や専門部会などの会議の議事録や
使用した資料一式。またパブリックコメントや答
申、庁議の内容が分かるもの。

取下げ 1県民生活 県民生活・男女参画
課

444H29.10.23H29.11.7 選挙運動費用収支報告書①H26.12.14衆議院
議員選挙②H25.7.21参議院議員選挙③
H28.7.10参議院議員選挙④H27.1.25山梨県知
事選挙

選挙運動費用収支報告書①H26.12.14衆議院議員選挙②
H25.7.21参議院議員選挙③H28.7.10参議院議員選挙④
H27.1.25山梨県知事選挙

一部開示 1 1選管 選挙管理委員会事務
局

445H29.10.23H29.11.14峡東農務事-17-0033日川右岸地区支線道路6
号(第3工区)道路工事他16件の金入設計書の
すべて鑑～単価表、諸経費計算書）また、金抜
設計書、特記仕様書

峡東農務事-17-0033日川右岸地区支線道路6号(第3工区)
道路工事他16件の実施設計書のすべて鑑～単価表、諸経
費計算書）また、金抜設計書、特記仕様書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

446H29.10.23H29.11.1 峡南農務事-17-0058鰍沢地区農業用用排水
路第2･3号水路工事他6件の金入設計書のす
べて鑑～単価表、諸経費計算書）また、金抜設
計書、特記仕様書

峡南農務事-17-0058鰍沢地区農業用用排水路第2･3号水
路工事他6件の金入設計書のすべて（表紙・鑑・内訳書・明
細・単価表）、金抜設計書、特記仕様書

一部開示 1 1 農政 峡南農務事務所

447H29.10.23H29.11.22中北農務事-17-0068天王原地区3-1号ファー
ムポンド制御設備工事他30件の金入設計書の
すべて鑑～単価表、諸経費計算書）また、金抜
設計書、特記仕様書

中北農務事-17-0068天王原地区3-1号ファームポンド制御
設備工事他30件の実施設計書のすべて鑑～単価表、諸経
費計算書）また、金抜設計書、特記仕様書

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所

448H29.10.23H29.11.6 富東農務事-17-0026北富士地区小佐野川用
水路工事他4件の金入設計書のすべて鑑～単
価表、諸経費計算書）また、金抜設計書、特記
仕様書

富東農務事-17-0026北富士地区小佐野川用水路工事他4
件の実施設計書、工事数量表及び特記仕様書

一部開示 1 1 農政 富士・東部農務事務
所
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449H29.10.23H29.11.1 峡東林環事-17-0096林道日川左岸線改築工
事他5件の金入設計書のすべて鑑～単価表、
諸経費計算書）また、金抜設計書、特記仕様書

峡東林環事-17-0096林道日川左岸線改築工事他5件の実
施設計書、工事数量総括表、特記仕様書

一部開示 1 1 森林環境 峡東林務環境事務所

450H29.10.23H29.10.30峡南林環事-17-0065小縄治山施設維持工事
他7件の金入設計書のすべて(鑑～単価表、諸
経費計算書）また、金抜設計書、特記仕様書

峡南林環事-17-0065小縄治山施設維持工事他7件の実施
設計書一式、工事数量総括表及び特記仕様書

一部開示 1 1 森林環境 峡南林務環境事務所

451H29.10.23H29.10.31中北林環事-17-0114高尾山小規模治山工事
他11件の金入設計書のすべて(鑑～単価表、
諸経費計算書）また、金抜設計書、特記仕様書

中北林環事-17-0114高尾山小規模治山工事他11件の実
施設計書、工事数量総括表、特記仕様書

一部開示 1 1 森林環境 中北林務環境事務所

452H29.10.23H29.10.31富東林環事-17-0145高根沢小規模治山工事
他13件の金入設計書のすべて(鑑～単価表、
諸経費計算書）また、金抜設計書、特記仕様書

富東林環事-17-0145高根沢小規模治山工事他13件の実
施設計書、工事数量総括表、特記仕様書

一部開示 1 1 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

453H29.10.23H29.11.7 道路管理課-17-0010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）の金入
設計書のすべて(鑑～単価表、諸経費計算書）
また、金抜設計書、特記仕様書

道路管理課-17-0010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）の実施設計書、金抜設計書、
特記仕様書

一部開示 1 1 県土整備 道路管理課

454H29.10.23H29.11.20峡東建設事-17-0096渋川水門修繕工事他4件
の金入設計書のすべて(鑑～単価表、諸経費
計算書）また、金抜設計書、特記仕様書

峡東建設事-17-0096渋川水門修繕工事他4件の実施設計
書のすべて(鑑～単価表、諸経費計算書）また、金抜設計
書、特記仕様書

一部開示 1 1 県土整備 峡東建設事務所

455H29.10.23H29.11.7 道路管理課-17-0016主要地方道南アルプス公
園線滝見橋耐荷補強工事（明許）他2件の金入
設計書のすべて(鑑～単価表、諸経費計算書）
また、金抜設計書、特記仕様書

道路管理課-17-0016主要地方道南アルプス公園線滝見
橋耐荷補強工事（明許）他2件の実施設計書、金抜設計
書、特記仕様書

一部開示 1 1 県土整備 道路管理課

456H29.10.23H29.11.20峡南建設事-17-0121谷津川砂防工事他9件の
金入設計書のすべて(鑑～単価表、諸経費計
算書）また、金抜設計書、特記仕様書

峡南建設事-17-0121谷津川砂防工事他9件の実施設計書
のすべて(鑑～単価表、諸経費計算書）また、金抜設計書、
特記仕様書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

457H29.10.23H29.11.7 道路管理課-17-0014（主）甲府韮崎線千松橋
耐震補強工事（一部債務）の金入設計書のす
べて(鑑～単価表、諸経費計算書）また、金抜
設計書、特記仕様書

道路管理課-17-0014（主）甲府韮崎線千松橋耐震補強工
事（一部債務）の実施設計書のすべて、金抜設計書、特記
仕様書

一部開示 1 1 県土整備 道路管理課

458H29.10.23H29.11.2 中北建設事-17-0266小瀬スポーツ公園テニス
場フェンス改修工事他9件の金入設計書のす
べて(鑑～単価表、諸経費計算書）また、金抜
設計書、特記仕様書

中北建設事-17-0266小瀬スポーツ公園テニス場フェンス
改修工事他9件の実施設計書、金抜設計書、特記仕様書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

459H29.10.23H29.10.30中北建設事-17-0261大林寺川河川工事他2件
の金入設計書のすべて(鑑～単価表、諸経費
計算書）また、金抜設計書、特記仕様書

中北建設事-17-0261大林寺川河川工事他2件の実施設計
書のすべて(鑑～単価表、諸経費計算書）また、金抜設計
書、特記仕様書

全部開示 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

460H29.10.23H29.11.2 富東建設事-17-0203県道日影笹子線橋梁下
部工建設工事（山口橋）（一部債務）他11件の
金入設計書のすべて(鑑～単価表、諸経費計
算書）また、金抜設計書、特記仕様書

富東建設事-17-0203県道日影笹子線橋梁下部工建設工
事（山口橋）（一部債務）他11件の実施設計書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

461H29.10.23H29.10.31富東建設事-17-0213一般県道富士河口湖富
士線橋梁補修工事他1件の金入設計書のすべ
て(鑑～単価表、諸経費計算書）また、金抜設
計書、特記仕様書

富東建設事-17-0213一般県道富士河口湖富士線橋梁補
修工事他1件の実施設計書、見積参考資料、特記仕様書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所
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462H29.10.25H29.11.7 峡南建設事務所発注工事主要地方道南ｱﾙﾌﾟｽ
公園線野猿橋外1橋梁耐荷補強工事（明許）当
初の詳細金額入り設計書

道路管理課17-0011主要地方道南ｱﾙﾌﾟｽ公園線野猿橋外1
橋梁耐荷補強工事（明許）に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路管理課

463H29.10.25H29.11.7 山梨県道南アルプス公園線及び山梨県道大島
雨畑線における通行規制並びに通行止めの記
録。範囲：存在が確認できる限り最古まで。特
に知りたい情報：規制内容・規制期間

通行規制及び通行止めの記録（規制内容・規制期間）・路
線名：南アルプス公園線、雨畑大島線・範囲：存在が確認
できる限り最古まで

全部開示 県土整備 道路管理課

464H29.10.26H29.11.2 平成29年7月1日から平成29年9月30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7月～平成29年9月受理分 一部開示 1 1総務 総合県税事務所

465H29.10.30H29.11.14中北農務事-17-0062武田の里地区農業集落
排水路1号(その2)工事他6件の金入り設計書

中北農務事-17-0062武田の里地区農業集落排水路1号
(その2)工事他6件の実施設計書

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所

466H29.10.31H29.11.9 工事施工中における受発注者間の情報共有シ
ステムの利用に関する内部文書（通知文含む）
全て（重複は除く）他

工事施工中における受発注者間の情報共有システムの利
用に関する内部文書（通知文含む）全て（重複は除く）等

一部開示 1 県土整備 技術管理課

467H29.11.1 H29.11.16「○○○○別荘敷ほか貸付料内訳表」のうち、
使用目的「演習場内別荘」（面積17.5766）の項
目部分：平成24～29年度分

○○○○別荘敷他貸付料内訳表 全部開示 森林環境 県有林課

468H29.11.1 H29.11.8 山梨県県土整備部で使用されている施工単価
名称と対になるコードの一覧表[平成29年度11
月以降適用]

新土木積算システムコード表 全部開示 県土整備 技術管理課

469H29.11.1 H29.11.8 「条件単価一覧表」（平成29年11月1日現在）※
森林環境部の工事設計書に記載されている
コード（Ｓコード）入りの単価一覧表

「条件単価一覧表」（平成29年11月1日現在） 全部開示 森林環境 治山林道課

470H29.11.2 第一種動物取扱業登録業者の名簿「保管」区
分のみ対応日の最新版

取下げ 1福祉保健 衛生薬務課

471H29.11.2 H29.11.8 新土木設計積算システムにおける平成29年度
施工単価条件一覧表(国土交通省歩掛)の開示

山梨県県土整備部新土木設計積算システムにおける施工
単価条件一覧表

全部開示 県土整備 技術管理課

472H29.11.2 H29.11.8 治山林道工事の積算システムにおける施工単
価条件表（平成29年10月）の開示

施工単価条件表（平成29年10月） 全部開示 森林環境 治山林道課

473H29.11.2 H29.11.27・峡東農務事峡東農務事-17-0033日川右岸地
区支線道路6号(第3工区)道路工事他31件の金
入り設計書

・峡東農務事峡東農務事-17-0033日川右岸地区支線道路
6号(第3工区)道路工事他31件の実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

474H29.11.2 H29.12.4 ・中北農務事中北農務事-17-0068天王原地区
3-1号ファームポンド制御設備工事他39件の金
入り設計書

・中北農務事中北農務事-17-0068天王原地区3-1号ファー
ムポンド制御設備工事他39件の実施設計書

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所
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475H29.11.2 H29.11.16・富東農務事富東農務事-17-0026北富士地区
小佐野川用水路工事他14件の金入り設計書

・富東農務事富東農務事-17-0026北富士地区小佐野川用
水路工事他14件の実施設計書

一部開示 1 1 農政 富士・東部農務事務
所

476H29.11.2 H29.11.14・峡南農務事峡南農務事-17-0033市川三郷地
区下大鳥居（第2工区）ほ場整備工事他22件の
金入り設計書

・峡南農務事峡南農務事-17-0033市川三郷地区下大鳥居
（第2工区）ほ場整備工事他22件の実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡南農務事務所

477H29.11.2 H29.11.13・耕地課中北農務事耕地課-17-0005朝穂堰地
区漆戸水路トンネル（第3工区）工事他3件の金
入り設計書

・耕地課中北農務事耕地課-17-0005朝穂堰地区漆戸水路
トンネル（第3工区）工事他3件の実施設計書

一部開示 1 1 農政 耕地課

478H29.11.2 H29.11.30・峡東建設事峡東建設事-17-0077宮ヶ入沢砂
防工事他15件の金入り設計書

・峡東建設事峡東建設事-17-0077宮ヶ入沢砂防工事他15
件の実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 峡東建設事務所

479H29.11.2 H29.11.30・峡南建設事峡南建設事-17-0106下部川砂防
工事（明許他11件の金入り設計書

・峡南建設事峡南建設事-17-0106下部川砂防工事（明許
他11件の実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

480H29.11.2 H29.11.10・新環状建設新環状建設-17-0043国道140号
（西関東連絡道路）舗装工事その8他5件の金
入り設計書

・新環状建設新環状建設-17-0043国道140号（西関東連絡
道路）舗装工事その8他5件の実施設計書

一部開示 1 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所

481H29.11.2 H29.11.15・中北建設事中北建設事-17-0172鎌田川2工
区河川工事（一部債務）他14件の金入り設計書

・中北建設事中北建設事-17-0172鎌田川2工区河川工事
（一部債務）他14件の実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

482H29.11.2 H29.11.13・中北建設事中北建設事-17-0193倉の沢砂防
工事（一部債務）他6件の金入り設計書

・中北建設事中北建設事-17-0193倉の沢砂防工事（一部
債務）他6件の実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

483H29.11.2 H29.11.16・富東建設事富東建設事-17-0239国道139号
災害復旧工事他9件の金入り設計書

・富東建設事富東建設事-17-0239国道139号災害復旧工
事他9件の実施設計書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

484H29.11.2 H29.11.14・富東建設事富東建設事-17-0169大石急傾斜
地崩壊対策工事（明許）他11件の金入り設計書

・富東建設事富東建設事-17-0169大石急傾斜地崩壊対策
工事（明許）他11件の実施設計書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

485H29.11.2 H29.11.10・流域下水道流域下水道-17-0036峡東流域下
水道日川幹線外管きょ耐震工事の金入り設計
書

・流域下水道流域下水道-17-0036峡東流域下水道日川幹
線外管きょ耐震工事の実施設計書

一部開示 1 県土整備 流域下水道事務所

486H29.11.2 H29.11.10・治水課中北建設事治水課-17-0004鎌田川1
工区河川工事（一部債務）他1件の金入り設計
書

・治水課中北建設事治水課-17-0004鎌田川1工区河川工
事（一部債務）他1件の実施設計書

一部開示 1 県土整備 治水課

487H29.11.2 H29.11.16・道路管理課中北建設事道路管理課-17-0005
（主）甲斐早川線信玄橋耐震補強工事(一部債
務)他2件の金入り設計書

・道路管理課中北建設事道路管理課-17-0005（主）甲斐早
川線信玄橋耐震補強工事(一部債務)他2件の実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路管理課
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488H29.11.2 H29.11.6 ・道路整備課峡南建設事道路整備課-17-0009
国道300号新中之倉橋下部工事（明許）他1件
の金入り設計書

・道路整備課峡南建設事道路整備課-17-0009国道300号
新中之倉橋下部工事（明許）他1件の実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

489H29.11.2 H29.11.9 ・荒川ダム管荒川ダム管-17-0008荒川ダム制
水門ワイヤーロープ取替工事の金入り設計書

・荒川ダム管荒川ダム管-17-0008荒川ダム制水門ワイ
ヤーロープ取替工事の実施設計書

全部開示 県土整備 荒川ダム管理事務所

490H29.11.2 H29.11.15・峡南林環事峡南林環事-17-0101林道足馴峠
線（五開北工区）開設工事（明許）他1件の金入
り設計書

・峡南林環事峡南林環事-17-0101林道足馴峠線（五開北
工区）開設工事（明許）他1件の実施設計書

一部開示 1 森林環境 峡南林務環境事務所

491H29.11.2 H29.11.10・峡東林環事峡東林環事-17-0096林道日川左
岸線改築工事の金入り設計書

・峡東林環事峡東林環事-17-0096林道日川左岸線改築工
事の実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 峡東林務環境事務所

492H29.11.2 H29.11.15・中北林環事中北林環事-17-0144清里の森舗
装工事の金入り設計書

・中北林環事中北林環事-17-0144清里の森舗装工事の実
施設計書

一部開示 1 1 森林環境 中北林務環境事務所

493H29.11.2 H29.11.29・営繕課営繕課-17-0044清里の森森の工房改
修工事他11件の金入り設計書

・営繕課営繕課-17-0044清里の森森の工房改修工事他11
件の実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

494H29.11.2 H29.11.16・富東農務事富東農務事-17-0049上野原南部
地区営農飲雑用水施設付帯工事他1件の金入
り設計書

・富東農務事富東農務事-17-0049上野原南部地区営農飲
雑用水施設付帯工事他1件の実施設計書

一部開示 1 1 農政 富士・東部農務事務
所

495H29.11.2 H29.11.27・峡東農務事峡東農務事-17-0078藤垈地区農
道1号（第1工区）改良・1-2工区ほ場整備（その
2）工事の金入り設計書

・峡東農務事峡東農務事-17-0078藤垈地区農道1号（第1
工区）改良・1-2工区ほ場整備（その2）工事の実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

496H29.11.2 H29.11.17・中北農務事中北農務事-17-0103八ヶ岳東部
地区長原工区ほ場整備付帯工事の金入り設計
書

・中北農務事中北農務事-17-0103八ヶ岳東部地区長原工
区ほ場整備付帯工事の実施設計書

一部開示 1 農政 中北農務事務所

497H29.11.2 H29.11.14・峡南農務事峡南農務事-17-0058鰍沢地区農
業用用排水路第2・3号水路工事の金入り設計
書

・峡南農務事峡南農務事-17-0058鰍沢地区農業用用排水
路第2・3号水路工事の実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡南農務事務所

498H29.11.2 H29.11.10・峡東林環事峡東林環事-17-0140嵯峨塩治山
施設維持工事他2件の金入り設計書

・峡東林環事峡東林環事-17-0140嵯峨塩治山施設維持工
事他2件の実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 峡東林務環境事務所

499H29.11.2 H29.11.9 ・中北林環事中北林環事-17-0159林業専用道
小字沢1号支線開設工事他4件の金入り設計書

・中北林環事中北林環事-17-0159林業専用道小字沢1号
支線開設工事他4件の実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 中北林務環境事務所

500H29.11.2 H29.11.15・峡南林環事峡南林環事-17-0065小縄治山施
設維持工事他2件の金入り設計書

・峡南林環事峡南林環事-17-0065小縄治山施設維持工事
他2件の実施設計書

一部開示 1 森林環境 峡南林務環境事務所
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501H29.11.2 H29.11.9 ・富東林環事富東林環事-17-0145高根沢小規
模治山工事の金入り設計書

・富東林環事富東林環事-17-0145高根沢小規模治山工事
の実施設計書

一部開示 1 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

502H29.11.2 H29.11.14・中北建設事中北建設事-17-0257一般国道
358号城山橋下部工事(一部債務)他13件の金
入り設計書

・中北建設事中北建設事-17-0257一般国道358号城山橋
下部工事(一部債務)他13件の実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

503H29.11.2 H29.11.13・中北建設事中北建設事-17-0200竪沢川砂防
工事他4件の金入り設計書

・中北建設事中北建設事-17-0200竪沢川砂防工事他4件
の実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

504H29.11.2 H29.11.16・富東建設事富東建設事-17-0243県道都留イ
ンター線原因者復旧舗装工事他16件の金入り
設計書

・富東建設事富東建設事-17-0243県道都留インター線原
因者復旧舗装工事他16件の実施設計書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

505H29.11.2 H29.11.13・富東建設事富東建設事-17-0213一般県道富
士河口湖富士線橋梁補修工事他1件の金入り
設計書

・富東建設事富東建設事-17-0213一般県道富士河口湖富
士線橋梁補修工事他1件の実施設計書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

506H29.11.2 H29.11.30・峡南建設事峡南建設事-17-0128波木井急傾
斜地崩壊対策工事（一部債務）他10件の金入り
設計書

・峡南建設事峡南建設事-17-0128波木井急傾斜地崩壊対
策工事（一部債務）他10件の実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

507H29.11.2 H29.11.30・峡東建設事峡東建設事-17-0102主要地方道
白井甲州線外路面標示修繕工事他5件の金入
り設計書

・峡東建設事峡東建設事-17-0102主要地方道白井甲州線
外路面標示修繕工事他5件の実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 峡東建設事務所

508H29.11.2 H29.11.10・流域下水道流域下水道-17-0045釜無川流域
下水道釜無川浄化センター管理棟外消防設備
更新工事他1件の金入り設計書

・流域下水道流域下水道-17-0045釜無川流域下水道釜無
川浄化センター管理棟外消防設備更新工事他1件の実施
設計書

一部開示 1 県土整備 流域下水道事務所

509H29.11.2 H29.11.13・新環状建設新環状建設-17-0046（主）韮崎南
アルプス中央線橋梁補修工事他1件の金入り
設計書

・新環状建設新環状建設-17-0046（主）韮崎南アルプス中
央線橋梁補修工事他1件の実施設計書

一部開示 1 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所

510H29.11.2 H29.11.16・道路管理課峡東建設事道路管理課-17-0010
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）他4件の金入り設計書

・道路管理課峡東建設事道路管理課-17-0010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）他4件
の実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路管理課

511H29.11.2 H29.11.15・都市計画課流域下水道都市計画課-17-0005
桂川流域下水道桂川清流センター中央監視設
備更新電気工事（一部債務）の金入り設計書

・都市計画課流域下水道都市計画課-17-0005桂川流域下
水道桂川清流センター中央監視設備更新電気工事（一部
債務）の実施設計書

全部開示 県土整備 都市計画課

512H29.11.2 H29.11.8 ・中部推進中部推進-17-0010一般県道割子切
石線（仮称）中富橋下田原32工区舗装工事の
金入り設計書

・中部推進中部推進-17-0010一般県道割子切石線（仮称）
中富橋下田原32工区舗装工事の実施設計書

全部開示 県土整備 中部横断自動車道推
進事務所

513H29.11.2 H29.11.29・営繕課営繕課-17-0072富士技術支援セン
ター研究開発支援棟建設工事他18件の金入り
設計書

・営繕課営繕課-17-0072富士技術支援センター究開発支
援棟建設工事他18件の実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

9 / 17 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

不開示の根拠条号

担当部局 担当課等 備考対象行政文書の名称番号 請求日 決定日 請求に係る行政文書の名称又は内容 決定内容

514H29.11.2 H29.11.14大規模小売店舗立地法の届出に係る縦覧書
類のうち2017/9/29新設届出○○○○店他1店
の届出書

○○○○店他1店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」添付資料「広域
見取図」「周辺見取図」「平面・建物配置図」

全部開示 産業労働 商業振興金融課

515H29.11.8 H29.12.8 山梨県全医療法人の事業報告書平成28・27・
26年度分（未提出分は除く）

山梨県全医療法人の事業報告書・財産目録・貸借対照表・
損益計算書・監査報告書（未提出分は除く）決算月が平成
26年4月から平成29年3月までのもの）

一部開示 1 1 1 福祉保健 医務課

516H29.11.8 H29.11.21県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平
成29年10月6日から平成29年11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10月6日から平成29年11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

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

517H29.11.8 H29.11.16県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年10月6日から平成29年11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10月6日から平成29年11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

518H29.11.8 H29.11.10県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年10月6日から平成29年11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10月6日から平成29年11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

519H29.11.8 H29.11.15県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年10月6日から平成29年11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10月6日から平成29年11月5日までのもの。

一部開示 1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

520H29.11.8 H29.11.16県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年10月6日から平成29年11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10月6日から平成29年11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

521H29.11.8 H29.11.13県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年10月6日から平成29年11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10月6日から平成29年11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

522H29.11.9 H29.11.15笛吹市○○○○に存在する建物に関する旅館
業法上の許可について①許可番号、②許可年
月日、③営業の種類。④許可を受けた者の名
称

旅館業経営許可台帳のうち次の施設（山梨県笛吹市○○
○○）に係る①許可番号②許可年月日③営業の種類④営
業者（法人にあっては、法人の名称）

全部開示 福祉保健 峡東保健福祉事務所

523H29.11.9 H29.11.24生活保護審査請求裁決の情報開示2016年度
及び2017年4月～9月に出された生活保護裁決
書（請求が認容されたもののみ）

・裁決書（平成29年6月1日付け福保総第1088号）・裁決書
（平成29年9月6日付け福保総第2539号）

一部開示 1 福祉保健 福祉保健総務課

524H29.11.13H29.11.28「リニアの見える化」に向けてのJR東海、沿線
市町、県との協議の議事録（保存されている期
間すべて）

「リニアの見える化」に向けてのJR東海、沿線市町、県との
協議の議事録（保存されている期間すべて）

不存在に
よる不開
示

1リニア リニア推進課

525H29.11.13H29.12.8 山梨県立第1商業高校の吹付アスベストに係る
資料一切（建築設計図書、石綿除去工事書
類、吹付アスベスト管理台帳など）

山梨県立第一商業高校の文化創造館以外の設計図面の
うち、吹付石綿等の使用の有無が確認できる部分他

不存在に
よる不開
示

1県土整備 営繕課

526H29.11.13H29.12.8 山梨県立第1商業高校の吹付アスベストに係る
資料一切（建築設計図書、石綿除去工事書
類、吹付アスベスト管理台帳など）

第一商業高校文化創造館新築工事設計図（短形図、特記
仕様書）

全部開示 教委 社会教育課
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527H29.11.13H29.12.13H27年度における別紙学校法人の消費支出計
算書と貸借対照表ならびにH28年度における別
紙学校法人の事業活動収支計算書と貸借対
照表

消費収支計算書、事業活動収支報告書、貸借対照表 一部開示 1 県民生活 私学・科学振興課

528H29.11.14 医療法施行規則別表第一の医科の医療機関
関係の全ての項目他

取下げ 1福祉保健 医務課

529H29.11.14H29.12.8 営繕課-17-0100富士吉田警察署庁舎建設弱
電設備工事（継続）他1件の金入り設計書

営繕課-17-0100富士吉田警察署庁舎建設弱電設備工事
（継続）他1件の実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 営繕課

530H29.11.15H29.11.22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（H29.10.26告示）一般県道富士吉田西桂線・道路の供用
開始（H29.11.6告示）一般県道鶯宿上曽根線

全部開示 県土整備 道路管理課

531H29.11.15H29.11.29○○○○のH29年6月期の「決算変更届出書」
一式。及び、直近の「建設業許可申請書」一
式。

○○○○に係る平成29年6月期の決算変更届出書一式及
び平成29年5月1日提出の建設業許可申請書一式

一部開示 1 1 県土整備 建設業対策室

532H29.11.15H29.11.29○○○○のH29年5月期の「決算変更届出書」
一式。及び、直近の「建設業許可申請書」一
式。

○○○○に係る平成29年5月期の決算変更届出書一式 不存在に
よる不開
示

1県土整備 建設業対策室

533H29.11.17H29.11.30峡南建設事-17-0119主要地方道南アルプス公
園線蓬来橋耐荷補強工事(明許)実施設計書
(金入り設計書の全て)

峡南建設事-17-0119主要地方道南アルプス公園線蓬来
橋耐荷補強工事(明許)実施設計書

全部開示 県土整備 峡南建設事務所

534H29.11.17H29.11.22中部推進-17-0011一般県道割子切石線(仮称)
中富橋下田原31工区階段工事実施設計書(金
入り設計書の全て)

中部推進-17-0011一般県道割子切石線(仮称)中富橋下田
原31工区階段工事に係る実施設計書

全部開示 県土整備 中部横断自動車道推
進事務所

535H29.11.17H29.11.27主要地方道21号河口湖精進線（延伸部）2018
年3月開通予定の道路平面図富士河口湖町河
口600ｍ

道路平面図・主要地方道21号河口湖精進線（延伸部） 全部開示 県土整備 道路整備課

536H29.11.21H29.11.30・道路管理課-17-0017国道300号1号桟道橋耐
震補強工事（一部債務）他2件に係る金入り設
計書

・道路管理課-17-0017国道300号1号桟道橋耐震補強工事
（一部債務）他2件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路管理課

537H29.11.21H29.12.18・峡東建設事-17-0085主要地方道笛吹市川三
郷線奈良原橋耐震補強工事・峡東建設事-17-
0089一般県道一宮山梨線桑戸正徳寺跨線橋
補強工事に係る金入り設計書

・峡東建設事-17-0085主要地方道笛吹市川三郷線奈良原
橋耐震補強工事他1件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡東建設事務所

538H29.11.21H29.11.27富東農務事-17-0024道志地区大栗橋耐震補
強工事に係る金入り設計書

富東農務事-17-0024道志地区大栗橋耐震補強工事に係
る実施設計書

一部開示 1 1 農政 富士・東部農務事務
所

539H29.11.21H29.11.28中北建設事-17-0227（主）甲府中央右左口線
万才橋外耐震補強工事（一部債務）に係る金
入り設計書

中北建設事-17-0227（主）甲府中央右左口線万才橋外耐
震補強工事（一部債務）に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所
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540H29.11.21H29.12.4 H29年度再生活用事業（下山地区）事業計画書
（国交省が富士川中流出張所長が知事あて提
出）

平成29年度再生活用事業【下山地区】事業計画書につい
て（提出）

一部開示 1 森林環境 峡南林務環境事務所

541H29.11.27H29.11.30飼育動物診療施設管理台帳の診療施設名、市
区町村名、施設住所、開設者名

飼育動物診療施設管理台帳の診療施設名、市区町村名、
施設住所、開設者名

一部開示 1農政 畜産課

542H29.11.27H29.12.11峡南建設事17-0119主要地方道南アルプス公
園線蓬来橋耐荷補強工事（明許）に係る金入り
設計書

峡南建設事17-0119主要地方道南アルプス公園線蓬来橋
耐荷補強工事（明許）に係る実施設計書

全部開示 県土整備 峡南建設事務所

543H29.11.30H29.12.8 甲斐市菖蒲澤地内で平成29年11月8日付け山
梨県指令森整備第1138号-1で許可した林地開
発許可申請書に関する書類の内、次の書類・
造成計画図・防災施設設計画図

甲斐市菖蒲澤地内で平成29年11月8日付け山梨県指令森
整備第1138号-1で許可した林地開発許可申請書に関する
書類の内、次の書類・造成計画図・防災施設設計画図（設
計根拠資料及び設計図）

一部開示 1 森林環境 森林整備課

544H29.11.30H29.12.14別紙政治団体の平成28年政治資金収支報告
書に添付された領収書の写し

別紙の政治団体に係る平成28年分政治資金収支報告書
添付の領収書

一部開示 1 1 1 選管 選挙管理委員会事務
局

545H29.12.1 H29.12.22「峡南建設事-16-0218（主）甲斐早川線早川地
区猛禽類調査業務委託（明許）」に関する、主
に鳥類に関する分布、生息状況および生息環
境の調査に関する事項

「峡南建設事-16-0218（主）甲斐早川線早川地区猛禽類調
査業務委託（明許）」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の調査に関する事項

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

546H29.12.1 H29.12.11峡南建設事-17-0118主要地方道南アルプス公
園線北野沢橋外2橋耐荷補強工事以上の公共
工事の金入り設計書

峡南建設事-17-0118主要地方道南アルプス公園線北野
沢橋外2橋耐荷補強工事以上の公共工事の実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

547H29.12.4 H29.12.15工事番号：峡南建設事-17-0135工事名称：西
根熊急傾斜地崩壊対策工事（明許）開示図書：
実施設計書（金入り）、見積参考資料（金抜き）

工事番号：峡南建設事-17-0135工事名称：西根熊急傾斜
地崩壊対策工事（明許）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 1 県土整備 峡南建設事務所

548H29.12.4 H29.12.12旧山梨県蚕業試験場跡地に設置された「やま
なしメガソーラー」に関し、山梨県に施設を稼働
する会社が月にいくらの地代を支払っているか
他

民間メガソーラー発電所設置事業企画提案募集要領(平成
23年10月)他

一部開示 1 ｴﾈﾙｷﾞｰ局 エネルギー政策課

549H29.12.4 H29.12.11平成28年7月の参議院議員選挙に係る選挙運
動費用収支報告書、○○○○、○○○○両候
補分

平成28年7月10日執行の参議院山梨県選出議員選挙にお
ける候補者○○○○、○○○○の選挙運動費用収支報告
書

一部開示 1 選管 選挙管理委員会事務
局

550H29.12.4 H29.12.8 平成29年度実施の市町村立学校・県立学校の
管理職試験（校長、副校長、教頭、主幹教諭、
指導教諭、指導主事、等）に関する実施要項他

平成29年度採用・昇任管理職登用について山梨県公立小
中学校の校長及び教頭候補者の選考に関する要綱他

全部開示 教委 義務教育課

551H29.12.5 H29.12.20旧優生保護法（4条5条12条等）に基づき、行わ
れた手術に関して以下の文章・優生手術申請
書・優生手術同意書他

旧優生保護法（4条5条12条等）に基づき、行われた手術に
関して以下の文章・優生手術申請書・優生手術同意書他

不存在に
よる不開
示

1福祉保健 健康増進課

552H29.12.5 ○○○○株式会社様の26年度、27年度、28年
度の産業廃棄物処理実績報告書

取下げ 1森林環境 環境整備課
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553H29.12.5 山梨県環境整備センター（明野最終処分場）平
成24年度（平成24年4月～平成24年12月）の産
業廃棄物処理実績報告書

取下げ 1森林環境 環境整備課

554H29.12.5 H29.12.20県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平
成29年11月6日から平成29年12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施設一覧。ただし、
平成29年11月6日から平成29年12月5日までのもの。

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

555H29.12.5 H29.12.13県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年11月6日から平成29年12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29
年11月6日から平成29年12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

556H29.12.5 H29.12.7 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年11月6日から平成29年12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11月6日から平成29年12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
峡北支所

557H29.12.5 H29.12.11県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年11月6日から平成29年12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11月6日から平成29年12月5日までのもの。

一部開示 1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

558H29.12.5 H29.12.11県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年11月6日から平成29年12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11月6日から平成29年12月5日までのもの。

全部開示 福祉保健 峡南保健福祉事務所

559H29.12.5 H29.12.15県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成29年11月6日から平成29年12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11月6日から平成29年12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

560H29.12.6 H29.12.19H26、H27、H28年度再生活用事業（下山地区）
事業計画に記述されている。7事業報告につい
て国から県に提出されている資料の開示

H26、H27、H28年度再生活用事業（下山地区）事業完了報
告について

一部開示 1 1 森林環境 峡南林務環境事務所

561H29.12.7 H29.12.19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

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

一部開示 1 1 福祉保健 医務課

562H29.12.7 H29.12.18平成29年9月26日付け建設工事に係る再資源
化等に関する法律第11条の規定により「甲府
河川国道事務所長」から知事に提出された一
切の書類

平成29年9月26日付け建設工事に係る資材の再資源化等
に関する法律第11条の規定に基づく通知書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

563H29.12.7 H29.12.15工事名：国道140号(西関東連絡道路)照明工事
その5入札日：9/7工事名：国道140号（西関東
連絡道路）照明工事その4入札日：7/19上記1
件の工事の金入り設計書全て

新環状建設17-0030国道140号(西関東連絡道路)照明工事
その4他1件の工事の実施設計書全て

全部開示 県土整備 新環状・西関東道路
建設事務所

564H29.12.8 H29.12.21・中北林環事中北林環事-17-0174林道南アル
プス線整備工事他3件に係る金入り設計書

・中北林環事中北林環事-17-0174林道南アルプス線整備
工事他3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

565H29.12.8 H29.12.21・富東林環事富東林環事-17-0147林道菅野盛
里線（菅野工区）開設工事（明許に係る金入り
設計書

・富東林環事富東林環事-17-0147林道菅野盛里線（菅野
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 富士・東部林務環境
事務所
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566H29.12.8 H29.12.19・峡南林環事峡南林環事-17-0121室草里治山
工事（明許）に係る金入り設計書

・峡南林環事峡南林環事-17-0121室草里治山工事（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

567H29.12.8 H29.12.20・峡東林環事峡東林環事-17-0127相沢川治山
工事(明許）他3件に係る金入り設計書

・峡東林環事峡東林環事-17-0127相沢川治山工事(明許）
他3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

568H29.12.8 H30.1.5 ・峡南建設事峡南建設事-17-0145早川河川工
事南巨摩郡早川町他6件に係る金入り設計書

・峡南建設事峡南建設事-17-0145早川河川工事南巨摩郡
早川町他6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

569H29.12.8 H29.12.21・大門塩川管大門塩川管-17-0022大門ダム予
備電源設備及び受変電設備点検補修工事他1
件の金入り設計書

・大門塩川管大門塩川管-17-0022大門ダム予備電源設備
及び受変電設備点検補修工事他1件の実施設計書

全部開示 県土整備 大門・塩川ダム管理
事務所

570H29.12.8 H29.12.21・中北建設事中北建設事-17-0298八糸川災害
復旧工事・中北建設事中北建設事-17-0293
（主）茅野北杜韮崎線舗装工事上記工事の金
入り設計書

・中北建設事中北建設事-17-0298八糸川災害復旧工事上
記工事の実施設計書

全部開示 県土整備 中北建設事務所

571H29.12.8 H29.12.15・中北建設事中北建設事-17-0293（主）茅野北
杜韮崎線舗装工事に係る金入り設計書

・中北建設事中北建設事-17-0293（主）茅野北杜韮崎線舗
装工事に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

572H29.12.8 H29.12.14・中部推進中部推進-17-0014一般県道割子切
石線中富IC下田原34工区標識設置工事（明
許）に係る金入り設計書

・中部推進中部推進-17-0014一般県道割子切石線中富IC
下田原34工区標識設置工事（明許）に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中部横断自動車道推
進事務所

573H29.12.8 H29.12.13・流域下水道流域下水道-17-0044釜無川流域
下水道釜無川2号幹線管きょ耐震工事（明許）
他1件に係る金入り設計書

・流域下水道流域下水道-17-0044釜無川流域下水道釜無
川2号幹線管きょ耐震工事（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

574H29.12.8 H29.12.14・富東建設事富東建設事-17-0297一級河川桂
川外災害復旧工事（Ｈ29年災第1・6号）他2件に
係る金入り設計書

・富東建設事富東建設事-17-0297一級河川桂川外災害復
旧工事（Ｈ29年災第1・6号）他2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

575H29.12.8 H29.12.25・中北建設事中北建設事-17-0299(主)甲府山
梨線外道路植栽工事他8件に係る金入り設計
書

・中北建設事中北建設事-17-0299(主)甲府山梨線外道路
植栽工事他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

576H29.12.8 H29.12.13・中北建設事中北建設事-17-0235古川河川工
事（明許）他2件に係る金入り設計書

・中北建設事中北建設事-17-0235古川河川工事（明許）他
2件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

577H29.12.8 H29.12.27・峡東建設事峡東建設事-17-0111一般県道藤
垈石和線道路附属施設設置工事他3件に係る
金入り設計書

・峡東建設事峡東建設事-17-0111一般県道藤垈石和線道
路附属施設設置工事他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

578H29.12.8 H29.12.20・道路整備課新環状建設道路整備課-17-0014
国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）濁
川・平等川橋（仮称）橋梁下部工事（一部債務）
他2件に係る金入り設計書

・道路整備課新環状建設道路整備課-17-0014国道140号
（新山梨環状道路東部区間2期）濁川・平等川橋（仮称）橋
梁下部工事（一部債務）他2件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課
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579H29.12.8 H29.12.14・富東建設事富東建設事-17-0261県道高畑谷
村停車場線仮設構造物撤去工事の金入り設計
書

・富東建設事富東建設事-17-0261県道高畑谷村停車場線
仮設構造物撤去工事の実施設計書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

580H29.12.8 H29.12.20・新環状建設新環状建設-17-0053国道140号
（西関東連絡道路）安全施設工事その2他5件
に係る金入り設計書

・新環状建設新環状建設-17-0053国道140号（西関東連絡
道路）安全施設工事その2他5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

581H29.12.8 H29.12.20・都市計画課中北建設事都市計画課-17-0008
小瀬スポーツ公園野球場防水工事に係る金入
り設計書

・都市計画課中北建設事都市計画課-17-0008小瀬スポー
ツ公園野球場防水工事に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 都市計画課

582H29.12.8 H29.12.21・道路管理課峡南建設事道路管理課-17-0017
国道300号1号桟道橋耐震補強工事（一部債
務）の金入り設計書

・道路管理課峡南建設事道路管理課-17-0017国道300号1
号桟道橋耐震補強工事（一部債務）の実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路管理課

583H29.12.8 H29.12.19・峡東農務事峡東農務事-17-0084みさか桃源
の郷地区農道19号（第2工区）改良工事（明許）
他1件に係る金入り設計書

峡東農務事峡東農務事-17-0084みさか桃源の郷地区農
道19号（第2工区）改良工事（明許）他1件に係る実施設計
書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

584H29.12.8 H29.12.25・中北農務事中北農務事-17-0105龍岡地区支
線道路1号改良（その2）工事他3件に係る金入
り設計書

・中北農務事中北農務事-17-0105龍岡地区支線道路1号
改良（その2）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

585H29.12.8 H30.1.4 ・営繕課営繕課-17-0049清里の森森の工房改
修電気設備工事ほか25件に係る金入り設計書

・営繕課営繕課-17-0049清里の森森の工房改修電気設備
工事ほか25件に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 営繕課

586H29.12.11 歯科診療所の開設届一覧（施設名、住所、電
話番号、開設日、開設者名）歯科技工所の開
設届一覧（施設名、住所、電話番号、開設日、
開設者名）

取下げ 1福祉保健 中北保健福祉事務所

587H29.12.11 歯科診療所の開設届一覧（施設名、住所、電
話番号、開設日、開設者名）歯科技工所の開
設届一覧（施設名、住所、電話番号、開設日、
開設者名）

取下げ 1福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

588H29.12.11 歯科診療所の開設届一覧（施設名、住所、電
話番号、開設日、開設者名）歯科技工所の開
設届一覧（施設名、住所、電話番号、開設日、
開設者名）

取下げ 1福祉保健 峡東保健福祉事務所

589H29.12.11 歯科診療所の開設届一覧（施設名、住所、電
話番号、開設日、開設者名）歯科技工所の開
設届一覧（施設名、住所、電話番号、開設日、
開設者名）

取下げ 1福祉保健 峡南保健福祉事務所

590H29.12.11 歯科診療所の開設届一覧（施設名、住所、電
話番号、開設日、開設者名）歯科技工所の開
設届一覧（施設名、住所、電話番号、開設日、
開設者名）

取下げ 1福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

591H29.12.11H29.12.20山梨県内の飲食店・理容所・美容所の営業許
可帳のうち、平成29年8月1日から平成29年11
月30日までに、新規に営業を確認した施設の1
施設、2住所他

山梨県内の飲食店・理容所・美容所の営業許可帳のうち、
平成29年8月1日から平成29年11月30日までに、新規に営
業を確認した施設の1施設、2住所他

一部開示 1 1福祉保健 衛生薬務課
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592H29.12.11H29.12.18国道300号中之倉バイパスに伴う建設発生土
の仮置について河川法第24条許可申請につい
て

河川法24条許可申請書について 全部開示 県土整備 峡南建設事務所

593H29.12.11H29.12.18国道300号中之倉バイパスに伴う建設発生土
の仮置について河川法第24条許可申請（変更）
について

河川法24条許可申請（変更）について 全部開示 県土整備 峡南建設事務所

594H29.12.11H29.12.18国道300号中之倉バイパスに伴う建設発生土
の仮置について（覚書）国道300号中之倉バイ
パスの建設発生土の移設についての覚書

身延町下山地先の河川区域内の国道300号中之倉バイパ
スの建設発生土仮置き場について

全部開示 県土整備 峡南建設事務所

595H29.12.12H29.12.20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）他1件に係る
金入り設計書

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）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

596H29.12.13H29.12.19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／
200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（Ｈ29.11.27告示）一般県道日影笹子線・道路の供用開
始（Ｈ29.12.4告示）主要地方道今諏訪北村線

全部開示 県土整備 道路管理課

597H29.12.15 政治資金収支報告書山梨県医師連盟平成26
年分・平成27年分・平成28年分

取下げ 1選管 選挙管理委員会事務
局

598H29.12.18H29.12.20道路整備課-17-0014国道140号（新山梨環状
道路東部区間2期）濁川・平等川橋（仮称）橋梁
下部工事（一部債務）実施設計書（金入り）、見
積参考資料（金抜き）

道路整備課-17-0014国道140号（新山梨環状道路東部区
間2期）濁川・平等川橋（仮称）橋梁下部工事（一部債務）に
係る実施設計書（金入り）、見積参考資料（金抜き）

一部開示 1 県土整備 道路整備課

599H29.12.18H30.1.4 北富士演習場に貸している県有地のうち、○○
○○に貸している土地について、県が得ている
料金と、○○○○に払っている金額がわかる
昭和48年度から平成9年度までの資料

北富士演習場に貸している県有地のうち、○○○○に貸し
ている土地について、県が○○○○から得ている賃貸料な
どの料金と、○○○○に払っている地元交付金などの金額
がわかる昭和48年度から平成9年度までの資料

全部開示 森林環境 県有林課

600H29.12.18 これまで公表した「退職時に本庁課長級以上の
職位にあった者のうち再就職したもの」がわか
る資料

取下げ 1総務 人事課

601H29.12.18H29.12.28・名称：旅館業営業許可施設一覧・対象：ホテ
ル及び旅館（簡易宿所と下宿を除く）・項目：業
種、施設名、所在地他・期間：平成29年12月18
日現在

平成29年12月18日現在の旅館業許可取得施設一覧表の
うち、営業種別（ホテル営業及び旅館営業）、施設名称、施
設所在地、施設電話番号、経営者氏名、客室数、許可年月
日

一部開示 1福祉保健 衛生薬務課

602H29.12.20H30.1.4 平成27年4月1日より平成29年12月20日までに
山梨県税事務所で届け出を受理した法人事業
所の届出書法人名、所在地、電話番号、資本
金、設立年月日、代表者名、業種

法人設立届一覧（平成27年4月～平成29年11月受理分） 一部開示 1 1総務 総合県税事務所

603H29.12.25H30.1.4 中北建設事-17-0276(都)滝坂下今井線(2期工
区)電線共同溝工事の1(明許)他3件に係る公共
工事の金入り設計書

中北建設事-17-0276(都)滝坂下今井線(2期工区)電線共
同溝工事の1(明許)他3件に係る公共工事の実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

604H29.12.25H30.1.4 富東建設事-17-0299一級河川小俣川災害復
旧工事（H29災第3・4・5号）他1件に係る公共工
事の金入り設計書

富東建設事-17-0299一級河川小俣川災害復旧工事（H29
災第3・4・5号）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 富士・東部建設事務
所
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他
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担当部局 担当課等 備考対象行政文書の名称番号 請求日 決定日 請求に係る行政文書の名称又は内容 決定内容

605H29.12.25H29.12.278月4日～10月27日までの車種別時間帯利用
台数（富士スバルライン）

富士スバルライン車種別時間帯別利用台数データ（平成29
年8月4日～平成29年10月27日（85日分））

全部開示 道路公社 山梨県道路公社

606H29.12.28H30.1.5 下記工事における、最終変更の内訳が分か
る、金入り設計書一般県道高畑谷村停車場線
新院辺橋（仮称）橋梁上部工製作・架設工事
（一部債務）

・道路整備課-14-0048一般県道高畑谷村停車場線新院辺
橋（仮称）橋梁上部工製作・架設工事（一部債務）に係る最
終変更の内訳が分かる金入り設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課
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