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194 H30.7.2 H30.7.10 山梨県流域下水道流域下水道工事機械器具
設置工事平成15年～平成27年度までの金入り
設計内訳書、評価調書

別紙1記載の各工事の金入り設計内訳書及び評価調書 一部開示 1 県土整備 流域下水道事務所

195 H30.7.2 H30.7.4 平成30年度に全日制高等学校で使用されてい
る副読本の学校ごとのリスト

平成30年度使用副読本等 全部開示 教委 高校教育課

196 H30.7.2 H30.7.13 添付資料の医療法人の決算年度の事業報告
書・財産目録・損益計算書・貸借対照表・監査
報告書の写し

開示請求書添付資料申請施設リスト記載の医療法人の事
業報告書・財産目録・貸借対照表・・損益計算書・監査報告
書（決算月が平成29年3月及び平成30円3月のもの）

一部開示 1 1 1 福祉保健 医務課

197 H30.7.2 H30.7.4 山梨県県土整備部で使用されている施工単価
名称とそれに対なるコード一覧表（平成30年度
の最新版）

新土木積算システムコード（電磁的記録・平成30年7月適
用）

全部開示 県土整備 技術管理課

198 H30.7.2 H30.7.17 『生活福祉資金（総合支援資金）運営要領』の
「貸付業務の指導及び監督」、「貸付業務の報
告」に関し山梨県社会福祉協議会から山梨県
への平成29年度分の貸付事業報告書他

平成29年度山梨県地域福祉増進事業費補助金事業実績
報告書他

一部開示 1 福祉保健 福祉保健総務課

199 H30.7.3 H30.7.10 1，2級建築士事務所登録名簿（最新のもの） 一級建築士事務所及び二級建築士事務所登録台帳 一部開示 1 県土整備 建築住宅課

200 H30.7.3 H30.7.4 平成29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
のうち○○○議員

全部開示 議会 議会事務局総務課

201 H30.7.3 H30.7.18 平成29年度学校法人の事業活動収支計算書
及び貸借対照表の注記事項を除いたページ

平成29年度学校法人の事業活動収支計算書及び貸借対
照表の注記事項を除いたページ

一部開示 1 1 県民生活 私学・科学振興課

202 H30.7.4 H30.7.4 山梨県議会議員○○○○平成28年度分政務
活動費収支報告書

平成28年度政務活動費収支報告書の閲覧に供する書類
のうち○○○○議員

全部開示 議会 議会事務局総務課

203 H30.7.5 - 建設業許可番号○○会社名㈱○○○住所甲
斐市○○代表者○○○○上記記号のＨ29年5
月期に「決算変更届出書」一式ただし、上記書
類のうち未提出のもがある場合は不要です。

取下げ 1 県土整備 建設業対策室

204 H30.7.5 H30.7.19 県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平
成30年6月6日から平成30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」または廃止施設一覧

県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平成30年6月6
日から平成30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」または廃止施設一覧

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

205 H30.7.9 H30.7.18 中北建設事-13-0146(主)甲府韮崎線(平和通
り)平和歩道橋撤去工事に係る金入り設計書

中北建設事-13-0146(主)甲府韮崎線(平和通り)平和歩道
橋撤去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

206 H30.7.9 H30.7.18 中北建設事-18-0067（主）北杜富士見線道路
防災工事他3件に係る金入り設計書

中北建設事-18-0067（主）北杜富士見線道路防災工事他3
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
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207 H30.7.9 H30.7.13 峡東建設事-18-0061一般国道140号室伏トン
ネル外補修工事に係る金入り設計書

峡東建設事-18-0061一般国道140号室伏トンネル外補修
工事に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡東建設事務所

208 H30.7.9 H30.7.18 峡南林環事18-0034御弟子北外小規模治山工
事に係る金入り設計書

峡南林環事18-0034御弟子北外小規模治山工事に係る実
施設計書

一部開示 1 森林環境 峡南林務環境事務所

209 H30.7.10 H30.7.20 下記（私立高校）学校法人の平成29年度(平成
29年度末決算)の財務諸表（事業活動収支計
算書、貸借対照表の2点）。○○○○○○、○
○○○、○○○○○、○○○○

下記（私立高校）学校法人の平成29年度事業活動収支計
算書、貸借対照表他

一部開示 1 1 県民生活 私学・科学振興課

210 H30.7.10 H30.7.19 H28年10月11日付峡南林環第417号-2に関す
る一切の資料

林地開発行為許可申請の補正事項の回答について（通
知）（平成28年10月11日付、峡南林環第417号-2）

一部開示 1 森林環境 峡南林務環境事務所

211 H30.7.10 H30.7.20 H20年2月4日付け山梨県指令峡南建第6930号
に関する一切の行政文書及び身延町の申請書
類

H20年2月4日付け山梨県指令峡南建第6930号河川法第24
条許可（継続）（不動沢川・身延町・公園）

全部開示 県土整備 峡南建設事務所

212 H30.7.11 H30.7.25 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)

道路の区域変更・供用開始・供用廃止に係る位置図及び
平面図・往路の供用開始（H30.6.7供用）一般国道141号
（H30.6.29供用）主要地方道上野原丹波山線（H30.6.29供
用）主要地方道笛吹市川三郷線

全部開示 県土整備 道路管理課

213 H30.7.12 H30.8.10 主要地方道塩山勝沼線舗装工事（明許）の契
約より現在までの文書一切

主要地方道塩山勝沼線舗装工事（明許）の契約より現在ま
での文書一切

一部開示 1 1 1 県土整備 峡東建設事務所

214 H30.7.13 H30.7.26 ・深城ダム管深城ダム管-18-0003深城ダム昇
降機修繕工事他1件に係る金入り設計書

・深城ダム管深城ダム管-18-0003深城ダム昇降機修繕工
事他1件に係る実施設計書

全部開示 県土整備 深城ダム管理事務所

215 H30.7.13 H30.7.24 ・富東建設事富東建設事-18-0080県道高畑谷
村停車場線新院辺橋床版工事他6件に係る金
入り設計書

・富東建設事富東建設事-18-0080県道高畑谷村停車場線
新院辺橋床版工事他6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

216 H30.7.13 H30.7.26 ・富東建設事富東建設事-18-0075むじな沢砂
防工事他1件に係る金入り設計書

・富東建設事富東建設事-18-0075むじな沢砂防工事他1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

217 H30.7.13 H30.7.23 ・峡南建設事峡南建設事-18-0058戸樋の沢川
砂防工事他2件に係る金入り設計書

・峡南建設事峡南建設事-18-0058戸樋の沢川砂防工事他
2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

218 H30.7.13 H30.7.19 ・中北建設事中北建設事-18-0066（都）田富町
敷島線（大下条2期工区）電線共同溝工事に係
る金入り設計書

・中北建設事中北建設事-18-0066（都）田富町敷島線（大
下条2期工区）電線共同溝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

219 H30.7.13 H30.7.18 ・中北建設事中北建設事-18-0105下原沢砂防
工事他2件に係る金入り設計書

・中北建設事中北建設事-18-0105下原沢砂防工事他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　峡
北支所
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220 H30.7.13 H30.7.26 ・峡東建設事峡東建設事-18-0034一般県道平
沢千野線道路改良工事他5件に係る金入り設
計書

・峡東建設事峡東建設事-18-0034一般県道平沢千野線道
路改良工事他5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

221 H30.7.13 H30.7.30 ・道路管理課峡南建設事道路管理課-18-0001
（主）南アルプス公園線道路災害復旧工事
（H29災42号）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-18-0001（主）南アル
プス公園線道路災害復旧工事（H29災42号）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

222 H30.7.13 H30.7.27 ・道路整備課峡東建設事道路整備課-18-0002
一般国道411号道路改良工事他1件に係る金
入り設計書

・道路整備課峡東建設事道路整備課-18-0002一般国道
411号道路改良工事他1件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

223 H30.7.13 H30.7.17 ・流域下水道流域下水道-18-0008釜無川流域
下水道釜無川浄化センター管理棟既設機器移
設工事他1件に係る金入り設計書

・流域下水道流域下水道-18-0008釜無川流域下水道釜無
川浄化センター管理棟既設機器移設工事他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

224 H30.7.13 H30.7.23 ・峡東林環事峡東林環事-18-0036林道大松沢
線開設工事他8件に係る金入り設計書

・峡東林環事峡東林環事-18-0036林道大松沢線開設工事
他8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

225 H30.7.13 H30.7.30 ・富東林環事富東林環事-18-0063林道和見棚
頭線維持修繕工事他8件に係る金入り設計書

・富東林環事富東林環事-18-0063林道和見棚頭線維持修
繕工事他8件に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 富士東部林務環境事
務所

226 H30.7.13 H30.7.24 ・峡南林環事峡南林環事-18-0043入ノ沢治山
工事他10件に係る金入り設計書

・峡南林環事峡南林環事-18-0043入ノ沢治山工事他10件
に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 峡南林務環境事務所

227 H30.7.13 H30.7.23 ・中北林環事中北林環事-18-0031辰の沢治山
工事他6件に係る金入り設計書

・中北林環事中北林環事-18-0031辰の沢治山工事他6件
に係る実施設計書

一部開示 1 1 1 森林環境 中北林務環境事務所

228 H30.7.13 H30.7.18 ・峡南農務事峡南農務事-18-0009市川三郷地
区下大鳥居（第4-1工区）ほ場整備工事他1件
に係る金入り設計書

・峡南農務事峡南農務事-18-0009市川三郷地区下大鳥居
（第4-1工区）ほ場整備工事他1件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡南農務事務所

229 H30.7.13 H30.7.26 ・中北農務事中北農務事-18-0001茅ヶ岳東部
地区双葉工区付帯工事他1件に係る金入り設
計書

・中北農務事中北農務事-18-0001茅ヶ岳東部地区双葉工
区付帯工事他1件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所

230 H30.7.13 H30.7.23 ・峡東農務事峡東農務事-18-0019玉宮地区上
竹森工区付帯工事他1件に係る金入り設計書

・峡東農務事峡東農務事-18-0019玉宮地区上竹森工区付
帯工事他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

231 H30.7.13 H30.7.20 山梨県立中央病院及び山梨県立北病院の、過
去5年間分の「消防用設備等保守点検業務委
託」の費用と業者様の情報。

山梨県立中央病院が平成24年9月25日付け及び平成27年
10月1日付けで締結した消防用設備等保守点検業務委託
契約書他

一部開示 1 （独）病院機構 山梨県立病院機構

232 H30.7.17 H30.7.27 山梨県下全域において平成30年4月1日から平
成30年6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、店舗
を有する営業所の①屋号、業種他

山梨県下全域において平成30年4月1日から平成30年6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、店舗を有する営業所の①屋号、業種他

一部開示 1 1 1 福祉保健 衛生薬務課

3 / 15 ページ



平成30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

233 H30.7.17 H30.7.31 平成29年度山梨県立県民文化ホール事業報
告書

平成29年度山梨県立県民文化ホール事業報告書 一部開示 1 1 県民生活 生涯学習文化課

234 H30.7.12 H30.7.19 大規模小売店舗立地法届出書のうち、以下の
店舗の「周辺見取図」（1:2000程度）及び「建物
配置図」（1：500程度）・（仮称）○○○○○○○
○店他1店

大規模小売店舗立地法届出書のうち、周辺見取図、建物
配置図」・（仮称）○○○○○○○○他1店

全部開示 産業労働 商業振興金融課

235 H30.7.17 H30.7.31 山梨県内の医療機器製造販売業、医療機器修
理業の許可台帳一覧他

山梨県内の医療機器製造販売業、医療機器修理業の許可
台帳一覧他

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

236 H30.7.18 H30.8.2 平成23年10月1日から平成30年5月末までに、
山梨県内の「サービス付き高齢者向け住宅」他
から山梨県へ提出された「事故報告書」等

平成23年10月1日から平成30年5月末までに、山梨県内の
「サービス付き高齢者向け住宅」他から山梨県へ提出され
た「事故報告書」等

一部開示 1 1 県土整備 建築住宅課

237 H30.7.18 H30.8.2 平成28年度と平成29年度に、山梨県内の
「サービス付き高齢者向け住宅」他から山梨県
へ提出された「定期報告書」等

サービス付き高齢者向け住宅の定期報告書 一部開示 1 1 県土整備 建築住宅課

238 H30.7.18 H30.7.30 峡南建設事-17-0135西根熊急傾斜地崩壊対
策工事（明許）他2件に係る実施設計書（金入り
設計書）と見積参考資料

峡南建設事-17-0135西根熊急傾斜地崩壊対策工事（明
許）他2件に係る実施設計書（金入り設計書）と見積参考資
料

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

239 H30.7.18 H30.8.1 平成30年1月1日から本日までの間の調剤薬局
における処方ミスによる事故の報告書など一切

平成30年1月1日から本日までの間の調剤薬局における処
方ミスによる事故の報告書など一切

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 衛生薬務課

240 H30.7.18 H30.8.2 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.医薬品製造業許可他平成29年7
月1日～平成30年6月30日迄

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
造業許可他平成29年7月1日～平成30年6月30日迄

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

241 H30.7.18 H30.8.2 平成29年度に納品された土木部所管で、グラ
ンドアンカー工（削孔径すべて）を採用した設計
業務について①業務委託契約書他

平成29年度に納品された土木部所管で、グランドアンカー
工（削孔径すべて）を採用した設計業務について①業務委
託契約書他

一部開示 1 1 県土整備 道路整備課

242 H30.7.18 H30.8.1 平成29年度に納品された土木部所管で、グラ
ンドアンカー工（削孔径すべて）を採用した設計
業務について①業務委託契約書他

平成29年度に納品された土木部所管で、グランドアンカー
工（削孔径すべて）を採用した設計業務について①業務委
託契約書他

一部開示 1 1 県土整備 道路管理課

243 H30.7.18 H30.7.31 平成29年度に納品された土木部所管で、グラ
ンドアンカー工（削孔径すべて）を採用した設計
業務について①業務委託契約書他

平成29年度に納品された土木部所管で、グランドアンカー
工（削孔径すべて）を採用した設計業務について①業務委
託契約書他

一部開示 1 1 県土整備 砂防課

244 H30.7.19 H30.7.26 山梨県に直近で登録のある、一級建築士事務
所と二級建築士事務所の登録情報

一級建築士事務所と二級建築士事務所の登録台帳 一部開示 1 県土整備 建築住宅課

245 H30.7.19 H30.7.27 2018年度政務活動費各議員会派（別紙のとお
り）

2018年度政務活動費各議員会派（別紙のとおり） 全部開示 議会 議会事務局総務課
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246 H30.7.20 H30.8.1 峡南建設事-18-0074一般県道折門古関線瀬
戸地内道路災害防除工事に係る金入り設計書

峡南建設事-18-0074一般県道折門古関線瀬戸地内道路
災害防除工事に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

247 H30.7.20 H30.8.6 道路管理課18-0003一般県道栃代常葉線杉山
2工区災害防除工事に係る金入り設計書

道路管理課18-0003一般県道栃代常葉線杉山2工区災害
防除工事に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路管理課

248 H30.7.20 H30.8.6 北杜市須玉町地内不適正処理産業廃棄物対
策技術検討委員会委員名簿、委員会議事録

北杜市須玉町地内不適正処理産業廃棄物対策技術検討
委員会委員名簿、委員会議事録

一部開示 1 1 森林環境 環境整備課

249 H30.7.23 H30.8.2 平成30年4月1日から平成30年6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30年4月～平成30年6月受理分） 一部開示 1 1 総務 総合県税事務所

250 H30.7.23 - ○○○○○○（株）（建設業許可番号第○○○
○号）の下記1～4の文書1.平成14年に提出さ
れた建設業許可申請書の表紙他

取下げ 1 県土整備 建設業対策室

251 H30.7.24 H30.8.3 第二種動物取扱業者の名前住所電話番号取
扱動物の種類・数、譲渡活動の有無

第二種動物取扱業者一覧表 一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

252 H30.7.25 H30.7.30 水質汚濁防止法特定事業場一覧1日最大排水
量がわかるもの（最新）

水質汚濁防止法特定事業場一覧（1日最大排水量を含む）
（H30.3.31現在）

全部開示 森林環境 大気水質保全課

253 H30.7.25 H30.8.8 平成30年6月1日～平成30年6月30日までに新
規に営業許可をした、旅館業の営業施設名称・
営業施設所在地・営業施設電話番号他

平成30年6月1日～平成30年6月30日までに新規に営業許
可をした、旅館業の営業施設名称・営業施設所在地・営業
施設電話番号他

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

254 H30.7.26 - 山梨県知事が保有する「病床機能報告）（2017
年度版）

取下げ 1 福祉保健 医務課

255 H30.7.26 H30.8.10 「土地区画整理事業」で平成27年12月1日から
平成30年4月30日までに換地処分がなされた
事業についての、換地図及び施行地区位置
図、施行地区区域図他

「土地区画整理事業」で平成27年12月1日から平成30年4
月30日までに換地処分がなされた事業についての、換地
図及び施行地区位置図、施行地区区域図他

全部開示 県土整備 都市計画課

256 H30.7.27 H30.8.2 ・山梨県国民健康保険診療報酬審査委員（医
科）

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 1 福祉保健 国保援護課

257 H30.7.27 H30.8.13 平成29年「生活福祉資金における貸付業務に
ついてのアンケート」につき、1.回収したアン
ケートのコピー2.同アンケートの集計及び分析
結果他

平成29年「生活福祉資金における貸付業務についてのア
ンケート」につき、1.回収したアンケートのコピー2.同アン
ケートの集計及び分析結果他

一部開示 1 1 1 福祉保健 福祉保健総務課

258 H30.7.27 H30.8.28 ・山梨県営繕課で作成した平成30年度分単価
表(機械工事、機械設備、建築工事)・建築工事
積算単価平成29年7月（機械工事・機械設備・
電気設備）新営・改修全て

・平成30年5月分単価表（機械設備工事、建築工事）・平成
29年7月分単価表（機械設備工事、電気設備工事）新営・改
修全て

一部開示 1 県土整備 営繕課
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259 H30.7.27 H30.8.10 ○○○○○○（株）（建設業許可番号第○○○
○号）の平成28年度の決算変更届の表紙・工
事経歴書・工事施工金額

○○○○○○（株）の平成28年度の決算変更届の表紙・工
事経歴書・工事施工金額

一部開示 1 県土整備 建設業対策室

260 H30.7.27 - ○○○○○○（株）（建設業許可番号第○○○
○号）の平成15年1月に発行された建設業許可
通知書

取下げ 1 県土整備 建設業対策室

261 H30.7.30 H30.8.1 ①H30年度普通交付税の交付基準額②H30年
度費目別基準財政需要額一覧表他

①H30年度普通交付税の交付基準額②H30年度費目別基
準財政需要額一覧表他

全部開示 総務 市町村課

262 H30.7.31 H30.8.2 山梨県国民健康保険診療報酬審査委員名簿 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 1 福祉保健 国保援護課

263 H30.8.1 H30.8.8 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。一般県道
405号割子切石線中富ICアクセス道

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。一般県道405号割子切石線中富IC
アクセス道

全部開示 県土整備 道路整備課

264 H30.8.1 - 笛吹市○○○○○○○○○先のマンホール埋
設状況のわかる図面

取下げ 1 県土整備 峡東建設事務所

265 H30.8.1 H30.8.15 山梨県知事が保有する「病床機能報告）（2017
年度版）

平成29年度病床機能報告をした医療機関ごとの個票デー
タ

全部開示 福祉保健 医務課

266 H30.8.2 H30.8.7 大規模小売店舗立地法の届出に係る縦覧書
類のうち、2018/6/13新設届出（仮称）○○○○
○○○○○○○○の届出書

大規模小売店舗立地法の届出に係る縦覧書類のうち、
2018/6/13新設届出（仮称）○○○○○○○○○○○○の
届出書

全部開示 産業労働 商業振興金融課

267 H30.8.2 H30.8.24 山梨県内の私立専修学校生徒数但し学校別、
学科別、学年別、男女別2018年7月時点で最新
のもの

平成30年度私立専修学校現員調査（学校別）2018.5.1現在 一部開示 1 県民生活 私学・科学振興課

268 H30.8.3 H30.8.17 営繕課-18-0002県営住宅白州団地天井改修
工事他3件に係る実施設計書（金入り設計書）
と見積参考資料

営繕課-18-0002県営住宅白州団地天井改修工事他3件に
係る実施設計書及び諸経費計算書

一部開示 1 県土整備 営繕課

269 H30.8.3 H30.8.8 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)

道路の区域変更・供用開始・供用廃止に係る位置図及び
平面図・道路の供用開始（Ｈ30.8.2供用）主要地方道河口
湖精進線

全部開示 県土整備 道路管理課

270 H30.8.6 H30.8.21 県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平
成30年7月6日から平成30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」または廃止施設一覧

県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平成30年7月6
日から平成30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」または廃止施設一覧

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

271 H30.8.6 H30.8.17 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年6月6日から平成30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」または廃止施設一覧

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30年6月6日から平成30年8月5日までのも
の。

一部開示 1 1 1 福祉保健 中北保健福祉事務所
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272 H30.8.6 H30.8.15 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年6月6日から平成30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」または廃止施設一覧

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6月6日から平成30年8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

273 H30.8.6 H30.8.17 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年6月6日から平成30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」または廃止施設一覧

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6月6日から平成30年8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

274 H30.8.6 H30.8.10 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年6月6日から平成30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」または廃止施設一覧

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6月6日から平成30年8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

275 H30.8.6 H30.8.8 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年6月6日から平成30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」または廃止施設一覧

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6月6日から平成30年8月5日までのもの。

一部開示 1 1 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

276 H30.8.8 H30.8.20 平成31年度採用山梨県公立学校教員選考検
査第一次試験の試験問題及び解答例一般・教
職教養、小学校、中学[国語、理科、英語]、高
校[国語、世界史、物理、化学、生物、英語]

教員採用試験（平成31年度）一般・教職教養、小学校、中
学[国語、理科、英語]、高校[国語、世界史、物理、化学、生
物、英語]の問題及び解答例

全部開示 教委 義務教育課

277 H30.8.8 H30.8.13 「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)

道路の区域変更・供用開始・供用廃止に係る位置図及び
平面図・道路の供用開始（Ｈ30.7.5供用）一般県道長沢小
淵沢線

全部開示 県土整備 道路管理課

278 H30.8.8 H30.8.17 北杜市須玉町東向地内向沢工事に係るH30年
度分の行政文書全ての開示（メモを含む）

北杜市須玉町東向地内の向沢砂防工事に係る・入札経過
（結果）（平成30年度分）・一般競争入札参加業者「審査整
理表」・総合評価落札方式に関する評価調査書・設計書
（当初）

全部開示 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

279 H30.8.9 H30.8.20 ・峡東農務事峡東農務事-18-0022s東山東部
地区法面付帯工事他1件に係る金入り設計書

・峡東農務事峡東農務事-18-0022s東山東部地区法面付
帯工事他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

280 H30.8.9 H30.8.17 ・峡南農務事峡南農務事-18-0017南部地区成
島5工区ほ場整備工事他4件に係る金入り設計
書

・峡南農務事峡南農務事-18-0017南部地区成島5工区ほ
場整備工事他4件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡南農務事務所

281 H30.8.9 H30.8.23 ・中北農務事中北農務事-18-0024双葉北部地
区2工区ほ場整備支線道路舗装工事他3件に
係る金入り設計書

・中北農務事中北農務事-18-0024双葉北部地区2工区ほ
場整備支線道路舗装工事他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

282 H30.8.9 H30.8.20 ・富東農務事富東農務事-18-0004都留西部地
区鳥獣害防止施設鹿留工区6号その1設置工
事他1件に係る金入り設計書

・富東農務事富東農務事-18-0004都留西部地区鳥獣害防
止施設鹿留工区6号その1設置工事他1件に係る実施設計
書

一部開示 1 1 農政 富士東部農務事務所

283 H30.8.9 H30.8.17 ・営繕課営繕課-18-0002県営住宅白州団地天
井改修工事他2件に係る金入り設計書

・営繕課営繕課-18-0002県営住宅白州団地天井改修工事
他2件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

284 H30.8.9 H30.8.23 ・中北建設事中北建設事-18-0145大和川砂防
工事他6件に係る金入り設計書

・中北建設事中北建設事-18-0145大和川砂防工事他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
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285 H30.8.9 H30.8.15 ・中北建設事中北建設事-18-0150向沢砂防工
事他3件に係る金入り設計書

・中北建設事中北建設事-18-0150向沢砂防工事他3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

286 H30.8.9 H30.8.20 ・富東建設事富東建設事-18-0132沢戸急傾斜
地崩壊対策工事他3件に係る金入り設計書

・富東建設事富東建設事-18-0132沢戸急傾斜地崩壊対策
工事他3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

287 H30.8.9 H30.8.21 ・富東建設事富東建設事-18-0118一般県道鳴
沢富士河口湖線道路改良工事（3工区）他7件
に係る金入り設計書

・富東建設事富東建設事-18-0118一般県道鳴沢富士河口
湖線道路改良工事（3工区）他7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

288 H30.8.9 H30.8.13 ・流域下水道流域下水道-18-0017富士北麓流
域下水道富士北麓浄化センター沈砂池設備外
更新機械工事（一部債務）他4件に係る金入り
設計書

・流域下水道流域下水道-18-0017富士北麓流域下水道富
士北麓浄化センター沈砂池設備外更新機械工事（一部債
務）他4件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 流域下水道事務所

289 H30.8.9 H30.8.21 ・道路整備課富東建設事道路整備課-18-0006
一般国道411号道路工事（一部債務）に係る金
入り設計書

・道路整備課富東建設事道路整備課-18-0006一般国道
411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

290 H30.8.9 H30.8.23 ・峡南建設事峡南建設事-18-0084一般県道十
谷鬼島線鳥屋地内災害防除工事他9件に係る
金入り設計書

・峡南建設事峡南建設事-18-0084一般県道十谷鬼島線鳥
屋地内災害防除工事他9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

291 H30.8.9 H30.8.21 ・新環状建設新環状建設-18-0034国道140号
(新山梨環状道路東部区間2期)道路改良工事
に係る金入り設計書

・新環状建設新環状建設-18-0034国道140号(新山梨環状
道路東部区間2期)道路改良工事に係る実施設計書

全部開示 県土整備 新環状道路建設事務
所

292 H30.8.9 H30.8.20 ・道路管理課峡南建設事道路管理課-18-0003
一般県道栃代常葉線杉山2工区災害防除工事
に係る金入り設計書

・道路管理課峡南建設事道路管理課-18-0003一般県道栃
代常葉線杉山2工区災害防除工事に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路管理課

293 H30.8.9 H30.8.16 ・都市計画課富東建設事都市計画課-18-0001
富士北麓公園球技場グラウンド整備工事に係
る金入り設計書

・都市計画課富東建設事都市計画課-18-0001富士北麓公
園球技場グラウンド整備工事に係る実施設計書

全部開示 県土整備 都市計画課

294 H30.8.9 H30.9.5 ・峡東建設事峡東建設事-18-0033一般県道塩
山停車場大菩薩嶺線新赤尾橋床版工事他4件
に係る金入り設計書

・峡東建設事峡東建設事-18-0033一般県道塩山停車場大
菩薩嶺線新赤尾橋床版工事他4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

295 H30.8.9 H30.8.22 ・中部推進中部推進-18-0007県道富士川身延
線身延山IC和田20工区道路改良工事他1件に
係る金入り設計書

・中部推進中部推進-18-0007県道富士川身延線身延山IC
和田20工区道路改良工事他1件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中部横断自動車道推
進事務所

296 H30.8.9 H30.8.16 ・治水課中北建設事治水課-18-0004古川河川
工事（一部債務）に係る金入り設計書

・治水課中北建設事治水課-18-0004古川河川工事（一部
債務）に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 治水課

297 H30.8.9 H30.8.21 ・峡東林環事峡東林環事-18-0083金川の森橋
梁補修工事他5件に係る金入り設計書

・峡東林環事峡東林環事-18-0083金川の森橋梁補修工事
他5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
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298 H30.8.9 H30.8.20 ・峡南林環事峡南林環事-18-0064上七尾沢上
流治山工事他3件に係る金入り設計書

・峡南林環事峡南林環事-18-0064上七尾沢上流治山工事
他3件に係る実施設計書

一部開示 1 森林環境 峡南林務環境事務所

299 H30.8.9 H30.8.16 ・中北林環事中北林環事-18-0087林業生産基
盤整備道井富2号線（井富口工区）開設工事他
7件に係る金入り設計書

・中北林環事中北林環事-18-0087林業生産基盤整備道井
富2号線（井富口工区）開設工事他7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

300 H30.8.9 H30.8.23 ・富東林環事富東林環事-18-0076林道奈良子
線改良工事他11件に係る金入り設計書

・富東林環事富東林環事-18-0076林道奈良子線改良工事
他11件に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 富士東部林務環境事
務所

301 H30.8.14 H30.8.17 最新の山梨県内の飼育動物診療施設の下記
事項施設名称、施設ごとの獣医師数、診療業
務の種類（小動物、産業動物、他）、施設形態
（施設、往診）、X線装置の届出の有無

山梨県内の飼育動物診療施設のうち施設名称、獣医師
数、診療業務の種類、施設形態、X線装置の届出の有無

全部開示 農政 畜産課

302 H30.8.17 H30.9.14 H30.3.13入札された山梨県本館等及び構内清
掃業務の低入札価格審査委員会が最低入札
者に提出を求めた資料について

・入札時に提出した入札書及び入札金額の内訳・低入札価
格調査提出資料

一部開示 1 1 総務 財産管理課

303 H30.8.16 - 県内の飲食業・理容業・美容業の新規許可台
帳について2018年4月以降に新規で許可を取
得した業者の一覧屋号、住所、電話番号など

取下げ 1 福祉保健 衛生薬務課

304 H30.8.15 H30.8.30 山梨県土砂の埋立て等の規制に関する条例山
梨県指令森整第1541号-5林地開発許可山梨
県指令森整第1707号-3請求内容計画平面図・
計画縦横断図他

平成23年3月29日付け山梨県指令森整第1541号-5で許可
された土砂の埋立て等許可申請書鑑及び添付資料他

一部開示 1 1 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

305 H30.8.17 H30.8.30 旅館業許可台帳施設名称、施設所在地、施設
電話番号、営業者名（法人にあっては名称及び
代表者名）、営業者住所（法人に限る）、施設の
客室数、許可年月日のわかるもの

平成30年8月17日時点で許可のある旅館業施設一覧表の
うち、営業種別、施設名称、施設所在地、施設電話番号、
営業者名（法人にあっては名称及び代表者名）、営業者住
所（法人に限る）、施設の客室数、許可年月日

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

306 H30.8.20 H30.8.27 平成31年度教員採用試験問題・解答様式・解
答等一式

山梨県教員採用試験（平成31年度）の問題、解答用紙、解
答例一式

全部開示 教委 義務教育課

307 H30.8.21 H30.8.23 以下の政治団体名簿。1.平成29年12月31日現
在、選挙管理委員会に届出のある全政治団体
（政党支部含む）の一覧他

1.平成29年12月31日現在、選挙管理委員会に届出のある
全政治団体（政党支部含む）の一覧他

全部開示 選管 選挙管理委員会

308 H30.8.23 H30.9.4 平成12年度工事から平成17年度までの山梨県
発注工事のうち、㈱○○○○○○○が受注し
た工事名・工事概要・工事金額

㈱○○○○○○○受注工事一覧（平成12年度工事から平
成17年度まで）

全部開示 県土整備 中北建設事務所

309 H30.8.22 H30.8.28 高等学校情報科の次期学習指導要領に向け
た教員研修計画がわかる文書（決裁文書を含
む。国とやりとりした内容を含む。）

平成30年度高等学校新教育課程説明会（中央説明会）の
実施について（依頼）平成30年度山梨県高等学校教育課
程研究集会の実施について（通知）

全部開示 教委 高校教育課

310 H30.8.24 H30.9.25 学校法人○○○○高等学校の設置審議およ
び設置認可にかかわる資料。・設置趣意書や
開校年度・学校設置の背景が分かる書類な
ど、学校設置計画に関する資料他

平成15年に設置認可を行った際の私立学校審議会で取り
扱われた資料一式他

一部開示 1 1 1 1 県民生活 私学・科学振興課
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311 H30.8.24 H30.9.4 H30年度向沢工事における概要が分かる設計
図・図面等8/24開示文書以外の文書の開示を
求める

北杜市須玉町東向地内の向沢砂防工事に係る設計図面
（平成30年度分）

全部開示 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

312 H30.8.24 H30.8.28 H30・31年度富士山有料道路料金徴収業務委
託及び雁坂トンネル有料道路料金徴収及び監
視業務委託に係る次の文書・金入業務委託設
計書（特記仕様書を含む）

H30・31年度富士山有料道路料金徴収業務委託及び雁坂
トンネル有料道路料金徴収及び監視業務委託に係る次の
文書・金入業務委託設計書（特記仕様書を含む）

全部開示 道路公社 山梨県道路公社

313 H30.8.27 H30.9.6 平成29年10月～平成30年5月31日までの○○
○○と株式会社○○○の契約書土木関係

峡南建設事17-0109中村沢の2砂防工事（明許）における
工事打合簿のうち、施行体制台帳に係る1次下請（有）○○
○○の注文請書の写し

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

314 H30.8.31 H30.10.1 山梨県の森林計画図の電磁的記録の最新分
※地番の情報が入っているもの・shapeデータ
形式※コード表記等がある場合は、読み替える
ための資料もお願いします。

森林計画図データ 一部開示 1 1 森林環境 森林整備課

315 H30.8.31 H30.10.1 山梨県の森林簿の電磁的記録の最新分※地
番の情報が入っているもの・エクセル形式※
コード表記等がある場合は、読み替えるための
資料もお願いします。

森林簿データ 一部開示 1 1 森林環境 森林整備課

316 H30.8.30 H30.9.5 別紙医療法人の事業報告書、貸借対照表、損
益計算書

開示請求書の医療法人リスト記載の医療法人の事業報
告、貸借対照表及び損益計算書

全部開示 福祉保健 医務課

317 H30.8.30 H30.9.12 環境整備課-18-0001北杜市須玉町地内産業
廃棄物不適正処理事案対策工事（明許）大蔵
地区以上の公共工事の金入り設計書

環境整備課-18-0001北杜市須玉町地内産業廃棄物不適
正処理事案対策工事（明許）大蔵地区に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 環境整備課

318 H30.8.30 H30.9.10 道路管理課-18-0005主要地方道白井甲州線
新祝橋耐震補強工事（一部債務）に係る金入り
設計書

道路管理課-18-0005主要地方道白井甲州線新祝橋耐震
補強工事（一部債務）に係る実施設計書

全部開示 県土整備 道路管理課

319 H30.8.31 H30.9.10 道路整備課-18-0007一般国道358号城山橋上
部工製作架設工事(明許)他1件に係る実施設
計書

道路整備課-18-0007一般国道358号城山橋上部工製作架
設工事(明許)他1件に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 道路整備課

320 H30.9.4 H30.9.14 ・峡東農務事峡東農務事-18-0032一宮南部地
区排水路10号及び市之蔵工区鳥獣害防止柵
設置工事他5件に係る金入り設計書

・峡東農務事峡東農務事-18-0032一宮南部地区排水路10
号及び市之蔵工区鳥獣害防止柵設置工事他5件に係る実
施設計書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

321 H30.9.3 H30.9.14 平成29年8月1日から平成30年7月31日までに
新規に営業許可又は届出し確認された次の業
種の一覧・旅館業・クリーニング業・一般浴場に
係る浴場業

平成29年8月1日から平成30年7月31日までに新規に営業
許可又は届出し確認された次の業種の一覧・旅館業・ク
リーニング業・一般浴場に係る浴場業

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

322 H30.9.4 H30.9.14 ・峡南農務事峡南農務事-18-0026身延北部地
区農道第6号道路工事他2件に係る金入り設計
書

・峡南農務事峡南農務事-18-0026身延北部地区農道第6
号道路工事他2件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡南農務事務所

323 H30.9.4 H30.9.12 ・中北農務事中北農務事-18-0033北伊奈ヶ湖
地区北伊奈ヶ湖改修工事（明許）他8件に係る
金入り設計書

・中北農務事中北農務事-18-0033北伊奈ヶ湖地区北伊
奈ヶ湖改修工事（明許）他8件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所
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324 H30.9.4 H30.9.11 ・富東農務事富東農務事-18-0014富士西麓高
原地区農道10号その2改良工事に係る金入り
設計書

・富東農務事富東農務事-18-0014富士西麓高原地区農道
10号その2改良工事に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 冨士・東部農務事務
所

325 H30.9.4 H30.9.19 ・富東林環事富東林環事-18-0100蛇骨沢川上
流小規模治山工事他9件に係る金入り設計書

・富東林環事富東林環事-18-0100蛇骨沢川上流小規模治
山工事他9件に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 冨士・東部林務環境
事務所

326 H30.9.4 H30.9.13 ・峡南林環事峡南林環事-18-0044相又南沢治
山工事他6件に係る金入り設計書

・峡南林環事峡南林環事-18-0044相又南沢治山工事他6
件に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 峡南林務環境事務所

327 H30.9.4 H30.9.18 ・中北林環事中北林環事-18-0126清里の森舗
装工事他6件に係る金入り設計書

・中北林環事中北林環事-18-0126清里の森舗装工事他6
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

328 H30.9.4 H30.9.13 ・環境整備課環境整備課-18-0001北杜市須玉
町地内産業廃棄物不適正処理事案対策工事
（明許）大蔵地区に係る金入り設計書

・環境整備課環境整備課-18-0001北杜市須玉町地内産業
廃棄物不適正処理事案対策工事（明許）大蔵地区に係る
実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 環境整備課

329 H30.9.4 H30.9.12 ・峡東林環事峡東林環事-18-0084金川の森複
合遊具更新工事他1件に係る金入り設計書

・峡東林環事峡東林環事-18-0084金川の森複合遊具更新
工事他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

330 H30.9.4 H30.9.18 ・峡南建設事峡南建設事-18-0114芦川河川工
事（1工区）他9件に係る金入り設計書

・峡南建設事峡南建設事-18-0114芦川河川工事（1工区）
他9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

331 H30.9.4 H30.9.14 ・中部推進中部推進-18-0017一般県道割子切
石線中富IC下田原49工区舗装工事他3件に係
る金入り設計書

・中部推進中部推進-18-0017一般県道割子切石線中富IC
下田原49工区舗装工事他3件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中部横断自動車道推
進事務所

332 H30.9.4 H30.9.7 ・流域下水道流域下水道-18-0029峡東流域下
水道平等川幹線マンホールポンプ改築更新電
気設備工事（明許）他3件に係る金入り設計書

・流域下水道流域下水道-18-0029峡東流域下水道平等川
幹線マンホールポンプ改築更新電気設備工事（明許）他3
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

333 H30.9.4 H30.9.19 ・中北建設事中北建設事-18-0217鎌田川水門
整備更新工事他11件に係る金入り設計書

・中北建設事中北建設事-18-0217鎌田川水門整備更新工
事他11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

334 H30.9.4 H30.9.19 ・中北建設事中北建設事-18-0167（主）韮崎増
富線道路改良工事他4件に係る金入り設計書

・中北建設事中北建設事-18-0167（主）韮崎増富線道路改
良工事他4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

335 H30.9.4 H30.9.10 ・道路管理課峡東建設事道路管理課-18-0005
主要地方道白井甲州線新祝橋耐震補強工事
（一部債務）に係る金入り設計書

・道路管理課峡東建設事道路管理課-18-0005主要地方道
白井甲州線新祝橋耐震補強工事（一部債務）に係る実施
設計書

全部開示 県土整備 道路管理課

336 H30.9.4 H30.9.11 ・富東建設事富東建設事-18-0197菅野川外危
機管理型水位計設置工事他2件に係る金入り
設計書

・富東建設事富東建設事-18-0197菅野川外危機管理型水
位計設置工事他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
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337 H30.9.4 H30.9.18 ・富東建設事富東建設事-18-0149一般国道
139号電線共同溝工事他6件に係る金入り設計
書

・富東建設事富東建設事-18-0149一般国道139号電線共
同溝工事他6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

338 H30.9.4 H30.9.27 ・峡東建設事峡東建設事-18-0088一般国道
411号道路改良工事他6件に係る金入り設計書

・峡東建設事峡東建設事-18-0088一般国道411号道路改
良工事他6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

339 H30.9.4 H30.9.14 ・新環状建設新環状建設-18-0049（主）甲府市
川三郷線（田富西ランプ交差点）道路改良工事
に係る金入り設計書

・新環状建設新環状建設-18-0049（主）甲府市川三郷線
（田富西ランプ交差点）道路改良工事に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 新環状道路建設事務
所

340 H30.9.4 H30.10.2 ・営繕課営繕課-18-0022富士吉田警察署車庫
他建設電気設備工事他14件に係る金入り設計
書

・営繕課営繕課-18-0022富士吉田警察署車庫他建設電気
設備工事他14件に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 営繕課

341 H30.9.5 H30.9.19 県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平
成30年8月6日から平成30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」または廃止施設一覧

県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平成30年8月6
日から平成30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」または廃止施設一覧

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

342 H30.9.5 H30.9.11 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年8月6日から平成30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」または廃止施設一覧

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30年8月6日から平成30年9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

343 H30.9.5 H30.9.11 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年8月6日から平成30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」または廃止施設一覧

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8月6日から平成30年9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

344 H30.9.5 H30.9.19 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年8月6日から平成30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」または廃止施設一覧

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8月6日から平成30年9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

345 H30.9.5 H30.9.11 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年8月6日から平成30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」または廃止施設一覧

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8月6日から平成30年9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

346 H30.9.5 H30.9.7 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年8月6日から平成30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」または廃止施設一覧

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8月6日から平成30年9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

347 H30.9.5 H30.9.19 直近の○○○○の使用する井戸水揚水ポン
プ・水量等に係る一切の開示

①平成29年4月20日付の「揚水設備設置届出書」②平成29
年6月9日付けの「揚水設備設置工事完了届」③平成29年6
月9日付けの「地下水の涵養に関する計画書④平成30年6
月26日付けの「地下水採取量報告書」

一部開示 1 1 森林環境 峡東林務環境事務所

348 H30.9.6 H30.9.11 添付した「開示請求リストの告示区間に関する
平面図及び位置図甲府山梨線区間始点：甲府
市上積翠寺町字平石1003番1地先終点：甲府
市上積翠寺町字大日影1529番地先

道路の区域変更・供用開始・供用廃止に係る位置図及び
平面図主要地方道甲府山梨線（甲府市上積翠寺町字平石
1003番1地先から甲府市上積翠寺町字大日影1529番地先
まで）

全部開示 県土整備 道路管理課

349 H30.9.7 H30.9.18 峡南建設事-18-0103西根熊急傾斜地崩壊対
策工事に係る実施設計書（金入り設計書）

峡南建設事-18-0103西根熊急傾斜地崩壊対策工事に係
る実施設計書（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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350 H30.9.11 H30.9.25 平成29年10月～平成30年5月31日までの○○
○○と株式会社○○○の契約書

峡南農務事-17-0037身延北部地区農業用用排水路第21
号（3工区）水路工事における工事打合せ簿のうち、施工体
制台帳に係る1次下請（有）○○○○の注文請書の写し

一部開示 1 農政 峡南農務事務所

351 H30.9.11 H30.9.19 平成29年10月～平成30年5月31日までの○○
○○と株式会社○○○の契約書

平成29年10月～平成30年5月31日までの○○○○と株式
会社○○○の契約書

不存在に
よる不開
示

1 森林環境 峡南林務環境事務所

352 H30.9.11 H30.9.25 平成29年10月～平成30年5月31日までの○○
○○と株式会社○○○の契約書

平成29年度に身延町が発注した町道大道市之瀬線道路改
良舗装工事における施工体制台帳の写しに添付された一
次下請（有）○○○○との契約書（注文書、注文請書及び
個別工事下請契約約款）の写し

一部開示 1 県土整備 建設業対策室

353 H30.9.11 H30.9.18 本年6月に文部科学省生涯学習政策局情報教
育課他から山梨県教育委員会に宛てて新学習
指導要領の準備状況についての情報交換を求
められた山梨県教育委員会の回答内容

新学習指導要領の準備状況について（4件）義務教育課
（説明）・（資料）・高校教育課（説明）・（資料）

全部開示 教委 高校教育課

354 H30.9.12 H30.9.20 添付した「開示請求リストの告示区間に関する
平面図及び位置図甲斐中央線区間始点：甲斐
市大下条字御岳田992番1地先終点：甲斐市大
下条字金ノ尾675番9地先他3か所

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
位置図甲斐中央線区間始点：甲斐市大下条字御岳田992
番1地先終点：甲斐市大下条字金ノ尾675番9地先他3か所

全部開示 県土整備 道路管理課

355 H30.9.12 H30.9.13 平成31年度採用山梨県公立学校選考検査第1
次試験下記の試験問題及び回答例中学［家
庭］

山梨県教員採用試験（平成31年度）中学家庭科の問題と
解答例

全部開示 教委 義務教育課

356 H30.9.14 H30.9.28 国土交通省富士川中流出張所が9月14日峡南
林務環境事務所に提出した「身延砂利組合の
砂利洗浄汚泥に係わる資料一式

平成29年度再生活用事業完了報告について他 一部開示 1 森林環境 峡南林務環境事務所

357 H30.9.18 H30.10.3 平成30年3月にまとめられた「児童虐待による
死亡事例検証報告書」

児童虐待による死亡事例検証報告書 全部開示 福祉保健 子育て支援課

358 H30.9.18 H30.9.28 下記の土地の所在の分かる図面又は概略図
①県知事と南関東防衛局長との土地賃貸借契
約②県知事の県有財産使用許可土地南関東
防衛局長あて

下記の土地の所在の分かる図面又は概略図①県知事と南
関東防衛局長との土地賃貸借契約②県知事の県有財産
使用許可土地南関東防衛局長あて

全部開示 森林環境 県有林課

359 H30.9.18 H30.10.2 県道717号線の鳥居地トンネルの通行量調査
の結果表複数年分

平成22年度全国道路・街路交通情勢調査・平成27年度全
国道路・街路交通情勢調査

全部開示 県土整備 道路管理課

360 H30.9.18 H30.9.20 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令
第6条による障害者採用計画通報書

障害者採用計画通報書（平成28年1月1日から平成29年12
月31日）

全部開示 教委 教育庁総務課

361 H30.9.20 H30.9.26 中北建設事-18-0206（主）甲府山梨線舗装工
事他1件に係る実施設計書（金入り設計書）と
見積もり参考資料

中北建設事-18-0206（主）甲府山梨線舗装工事他1件に係
る実施設計書（金入り設計書）と見積もり参考資料

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

362 H30.9.20 H30.9.21 中北建設事-18-0212国道141号舗装工事に係
る実施設計書（金入り設計書）と見積もり参考
資料

中北建設事-18-0212国道141号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
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平成30年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況
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363 H30.9.21 H30.9.28 飼育動物診療施設開設届（診療施設の名称／
開設場所／開設者の氏名／管理者の氏名／
開設の年月日）最新データ

山梨県内の飼育動物診療施設のうち施設名称、開設場
所、開設者氏名、管理者氏名、開設年月日

全部開示 農政 畜産課

364 H30.9.21 - 飲食店・理容所一覧・美容所一覧・施術所一
覧・旅館業所一覧

取下げ 1 福祉保健 衛生薬務課

365 H30.9.21 - 飲食店・理容所一覧・美容所一覧・施術所一
覧・旅館業所一覧

取下げ 1 福祉保健 中北保健福祉事務所

366 H30.9.21 - 飲食店・理容所一覧・美容所一覧・施術所一
覧・旅館業所一覧

取下げ 1 福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

367 H30.9.21 - 飲食店・理容所一覧・美容所一覧・施術所一
覧・旅館業所一覧

取下げ 1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

368 H30.9.21 - 飲食店・理容所一覧・美容所一覧・施術所一
覧・旅館業所一覧

取下げ 1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

369 H30.9.21 - 飲食店・理容所一覧・美容所一覧・施術所一
覧・旅館業所一覧

取下げ 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

370 H30.9.21 - 山梨県北杜市○○○○○○に係る以下の書
類H21.6.1に申請した建設業許可申請書のうち
許可申請書表紙及び経営業務の管理責任者
証明書

取下げ 1 県土整備 建設業対策室

371 H30.9.21 H30.10.9 笛吹市境川町のリニア実験線残土処分場にお
ける○○○○の資材置き場に関し、県と○○
○○との間に取り交わされている貸借関係の
契約書類（期限、貸賃等）

土地賃貸借契約書 一部開示 1 リニア リニア推進課

372 H30.9.25 H30.10.9 中北農務事-18-0069落合・湯沢地区農用排
25-2、27、28号水路工事他4件に係る金入り設
計書

中北農務事-18-0069落合・湯沢地区農用排25-2、27、28
号水路工事他4件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所

373 H30.9.25 H30.10.4 峡南農務事-18-0033富士川西部地区市川大
門高架橋その3耐震補強工事他2件に係る金入
り設計書全て

峡南農務事-18-0033富士川西部地区市川大門高架橋そ
の3耐震補強工事他2件に係る実施設計書全て

一部開示 1 1 農政 峡南農務事務所

374 H30.9.25 H30.10.1 中北建設事-18-0214（主）韮崎増富線駒井橋
耐震補強工事（一部債務）に係る金入り設計書
全て

中北建設事-18-0214（主）韮崎増富線駒井橋耐震補強工
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

375 H30.9.25 H30.10.10 峡東建設事-18-0113一般国道137号線藤の木
（上り）補修工事他1件に係る金入り設計書

峡東建設事-18-0113一般国道137号線藤の木（上り）補修
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
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376 H30.9.25 H30.9.27 県土整備部が定めているH30年度施工パッ
ケージ条件一覧表

平成30年度施行パッケージ条件一覧表 全部開示 県土整備 技術管理課

377 H30.9.25 - 甲府市○○○○の○○さんより猫の件で相談
を受けた内容

取下げ 1 福祉保健 衛生薬務課

378 H30.9.26 H30.10.10 北杜市○○○○○○○○○○○○の建物に
関する、旅館業許可の許可証及び廃業届その
他の旅館業法に基づく旅館業許可を過去に取
得していたことを明らかにする書類

北杜市○○○○○○○○○○○○の建物に関する旅館
業の営業許可指令所及び廃止届書

一部開示 1 福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

379 H30.9.26 H30.10.10 甲府市○○における猫の件で相談を受けた内
容

甲府市○○置いていかれた猫の苦情 一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

380 H30.9.27 H30.9.28 菱山地区鳥獣害防止柵（第5工区）設置工事及
び黒駒東地区鳥獣害防止柵（坂野・戸倉3工
区）設置工事に係る積算書

峡東農務事-18-0084菱山地区鳥獣害防止柵（第5工区）設
置工事他1件に係る積算書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所
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