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381 H30.10.1 H30.10.15 平成30年夏実施山梨県公立学校教員選考検
査に係る別紙の文書

平成30年夏実施山梨県公立学校教員選考検査に係る別
紙の文書

一部開示 1 1 教委 義務教育課

382 H30.10.1 H30.10.3 実施設計単価表(電子的記録)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)

実施設計単価表(電子的記録)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

383 H30.10.2 H30.10.17 身延町が山梨県知事（身延河川砂防管理課）
に提出した「下山ちびっ子広場」河川占用願い
に係わる（H30年4月版）一切の資料

平成30年3月23日付け山梨県指令峡南建第8612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

384 H30.10.2 H30.10.17 「平成30年度北杜市内産業廃棄物不適正処理
事業案にかかる悪臭調査」委託業務における
提出されたすべての業者の見積書

「産業廃棄物不適正処理事案にかかる悪臭調査委託業務
の契約締結について」のうち、提出のあった見積書（4社共
通）

一部開示 1 1 森林環境 中北林務環境事務所

385 H30.10.3 H30.10.12 治水課18-0007藤川河川工事（一部債務）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。

治水課18-0007藤川河川工事（一部債務）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 治水課

386 H30.10.3 H30.10.15 道路整備課18-0022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
部工事その1(一部債務）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

道路整備課18-0022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)橋梁下部工事その1(一部債務）
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 1 県土整備 道路整備課

387 H30.10.3 H30.10.9 都市計画課18-0004小瀬スポーツ公園陸上競
技場外改修工事に係る実施設計書（金入り設
計書）と見積り参考資料。

都市計画課18-0004小瀬スポーツ公園陸上競技場外改修
工事に係る実施設計書（金入り設計書）と見積り参考資
料。

全部開示 県土整備 都市計画課

388 H30.10.2 H30.10.17 飲食店一覧・理容所一覧・美容所一覧・施術所
一覧・旅館業所一覧山梨県内において、平成
30年9月末日時点

平成30年9月30日時点で許可のある理容所、美容所及び
旅館業施設一覧表・食品営業許可台帳一覧表

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

389 H30.10.2 H30.10.15 飲食店一覧・理容所一覧・美容所一覧・施術所
一覧・旅館業所一覧山梨県内において、平成
30年9月末日時点

中北保健所（峡北支所を除く）管内に係る施術所の開設施
設のうち、施設名、開設年月日、施設所在地、電話番号、
開設者氏名及び業務の種類の部分。ただしいずれも平成
30年9月末日時点のもの

一部開示 1 福祉保健 中北保健福祉事務所

390 H30.10.2 H30.10.5 飲食店一覧・理容所一覧・美容所一覧・施術所
一覧・旅館業所一覧山梨県内において、平成
30年9月末日時点

中北保健所峡北支所管内に係る施術所の開設施設のう
ち、施設名、開設年月日、施設所在地、電話番号、開設者
氏名及び業務の種類の部分。ただしいずれも平成30年9月
末日時点のもの

一部開示 1 福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

391 H30.10.2 H30.10.9 飲食店一覧・理容所一覧・美容所一覧・施術所
一覧・旅館業所一覧山梨県内において、平成
30年9月末日時点

峡東保健所管内に係る施術所の開設施設のうち、施設
名、開設年月日、施設所在地、電話番号、開設者氏名及び
業務の種類の部分。ただしいずれも平成30年9月末日時点
のもの

一部開示 1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

392 H30.10.2 H30.10.9 飲食店一覧・理容所一覧・美容所一覧・施術所
一覧・旅館業所一覧山梨県内において、平成
30年9月末日時点

峡南保健所管内に係る施術所の開設施設のうち、施設
名、開設年月日、施設所在地、電話番号、開設者氏名及び
業務の種類の部分。ただしいずれも平成30年9月末日時点
のもの

一部開示 1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

393 H30.10.2 H30.10.4 飲食店一覧・理容所一覧・美容所一覧・施術所
一覧・旅館業所一覧山梨県内において、平成
30年9月末日時点

富士・東部保健所管内に係る施術所の開設施設のうち、施
設名、開設年月日、施設所在地、電話番号、開設者氏名及
び業務の種類の部分。ただしいずれも平成30年9月末日時
点のもの

一部開示 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所
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394 H30.10.3 H30.10.17 昨年度から今年度10月3日まで、県教育委員
会と北杜市教育委員会でやりとりした、武川中
学校におけるいじめ事案に関する文書、メール
その他書面全て

北杜市いじめ問題専門委員会の委員構成表他 一部開示 1 教委 義務教育課

395 H30.10.3 H30.11.2 ・営繕課営繕課-18-0007県営住宅富士見団地
5号館他解体工事他10件に係る金入り設計書

・営繕課営繕課-18-0007県営住宅富士見団地5号館他解
体工事他10件に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 営繕課

396 H30.10.3 H30.10.18 ・峡南建設事峡南建設事-18-0130南俣川-2砂
防工事他9件に係る金入り設計書

・峡南建設事峡南建設事-18-0130南俣川-2砂防工事他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

397 H30.10.3 H30.10.16 ・富東建設事富東建設事-18-0236一級河川引
の田川災害応急復旧工事他9件に係る金入り
設計書

・富東建設事富東建設事-18-0236一級河川引の田川災害
応急復旧工事他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

398 H30.10.3 H30.10.16 ・富東建設事富東建設事-18-0177朝沢砂防工
事他4件に係る金入り設計書

・富東建設事富東建設事-18-0177朝沢砂防工事他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

399 H30.10.3 H30.10.30 ・峡東建設事峡東建設事-18-0107中の入沢砂
防工事（一部債務）他11件に係る金入り設計書

・峡東建設事峡東建設事-18-0107中の入沢砂防工事（一
部債務）他11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

400 H30.10.3 H30.10.17 ・中北建設事中北建設事-18-0265（主）甲府市
川三郷線歩道設置工事他12件に係る金入り設
計書

・中北建設事中北建設事-18-0265（主）甲府市川三郷線歩
道設置工事他12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

401 H30.10.3 H30.10.22 ・中北建設事中北建設事-18-0230七里岩急傾
斜地崩壊対策工事（一部債務）他10件に係る
金入り設計書

・中北建設事中北建設事-18-0230七里岩急傾斜地崩壊対
策工事（一部債務）他10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

402 H30.10.3 H30.10.12 ・治水課中北建設事治水課-18-0008鎌田川上
流1工区河川工事（一部債務）他7件に係る金
入り設計書

・治水課中北建設事治水課-18-0008鎌田川上流1工区河
川工事（一部債務）他7件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 治水課

403 H30.10.3 H30.10.15 ・道路整備課峡東建設事道路整備課-18-0009
一般県道休息山梨線清水橋橋梁下部工事（一
部債務）他12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-18-0009一般県道休
息山梨線清水橋橋梁下部工事（一部債務）他12件に係る
実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 道路整備課

404 H30.10.3 H30.10.11 ・道路管理課中北建設事道路管理課-18-0006
（主）甲斐早川線信玄橋耐震補強工事（一部債
務）他2件に係る金入り設計書

・道路管理課中北建設事道路管理課-18-0006（主）甲斐早
川線信玄橋耐震補強工事（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

405 H30.10.3 H30.10.11 ・新環状建設新環状建設-18-0061(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

・新環状建設新環状建設-18-0061(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

一部開示 1 県土整備 新環状道路建設事務
所

406 H30.10.3 H30.10.5 ・流域下水道流域下水道-18-0024桂川流域下
水道桂川2号幹線管きょ更生・耐震・空気弁外
改築更新工事他1件に係る金入り設計書

・流域下水道流域下水道-18-0024桂川流域下水道桂川2
号幹線管きょ更生・耐震・空気弁外改築更新工事他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
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407 H30.10.3 H30.10.17 ・砂防課中北建設事砂防課-18-0002増富沢砂
防工事(一部債務)に係る金入り設計書

・砂防課中北建設事砂防課-18-0002増富沢砂防工事(一
部債務)に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 砂防課

408 H30.10.3 H30.10.9 ・荒川ダム管荒川ダム管-18-0007荒川ダム管
理用発電所蓄電池触媒栓取替工事に係る金
入り設計書

・荒川ダム管荒川ダム管-18-0007荒川ダム管理用発電所
蓄電池触媒栓取替工事に係る実施設計書

全部開示 県土整備 荒川ダム管理事務所

409 H30.10.3 H30.10.9 ・都市計画課中北建設事都市計画課-18-0004
小瀬スポーツ公園陸上競技場外改修工事に係
る金入り設計書

・都市計画課中北建設事都市計画課-18-0004小瀬スポー
ツ公園陸上競技場外改修工事に係る実施設計書

全部開示 県土整備 都市計画課

410 H30.10.3 H30.10.12 ・峡東林環事峡東林環事-18-0120林道菱山深
沢線維持修繕工事他1件に係る金入り設計書

・峡東林環事峡東林環事-18-0120林道菱山深沢線維持修
繕工事他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

411 H30.10.3 H30.10.15 ・峡南林環事峡南林環事-18-0092林道井川雨
畑線（稲又北工区）改良工事他1件に係る金入
り設計書

・峡南林環事峡南林環事-18-0092林道井川雨畑線（稲又
北工区）改良工事他1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

412 H30.10.3 H30.10.16 ・中北林環事中北林環事-18-0111林道南アル
プス線景観形成工事他3件に係る金入り設計
書

・中北林環事中北林環事-18-0111林道南アルプス線景観
形成工事他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

413 H30.10.3 H30.10.17 ・峡東農務事峡東農務事-18-0042黒駒東地区
鳥獣害防止柵(坂野・戸倉3工区)設置工事他21
件に係る金入り設計書

・峡東農務事峡東農務事-18-0042黒駒東地区鳥獣害防止
柵(坂野・戸倉3工区)設置工事他21件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

414 H30.10.3 H30.10.16 ・中北農務事中北農務事-18-0084帯那棚田の
里地区支線用排水路5号及び鳥獣害防止柵設
置工事他33件に係る金入り設計書

・中北農務事中北農務事-18-0084帯那棚田の里地区支線
用排水路5号及び鳥獣害防止柵設置工事他33件に係る実
施設計書

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所

415 H30.10.3 H30.10.12 ・富東農務事富東農務事-18-0016富士西麓高
原地区農道13号道路工事他14件に係る金入り
設計書

・富東農務事富東農務事-18-0016富士西麓高原地区農道
13号道路工事他14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

416 H30.10.3 H30.10.16 ・峡南農務事峡南農務事-18-0040富士川北部
地区農業用用排水路第5号第2工区水路工事
他19件に係る金入り設計書

・峡南農務事峡南農務事-18-0040富士川北部地区農業用
用排水路第5号第2工区水路工事他19件に係る実施設計
書

一部開示 1 1 農政 峡南農務事務所

417 H30.10.3 H30.10.10 ・耕地課峡南農務事耕地課-18-0001身延南部
地区農業用用排水路第4号水路トンネル工事
（明許）他3件に係る金入り設計書

・耕地課峡南農務事耕地課-18-0001身延南部地区農業用
用排水路第4号水路トンネル工事（明許）他3件に係る実施
設計書

一部開示 1 1 農政 耕地課

418 H30.10.3 H30.10.11 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30年10月）

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30年10月1日現在）

全部開示 森林環境 治山林道課

419 H30.10.3 H30.10.10 新土木設計積算システムにおける施工単価条
件一覧表(国土交通省歩掛)

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
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420 H30.10.4 H30.10.19 〇〇〇〇〇（甲府市〇〇〇〇〇〇〇〇）の最
新の源泉管理者の変更届

源泉管理者変更届 一部開示 1 1 森林環境 大気水質保全課

421 H30.10.5 H30.10.17 県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平
成30年9月6日から平成30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」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9月6
日から平成30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」または廃止施設一覧

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

422 H30.10.5 H30.10.18 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年9月6日から平成30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」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9月6日から平成30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

423 H30.10.5 H30.10.12 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年9月6日から平成30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」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9月6日から平成30年10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

424 H30.10.5 H30.10.17 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年9月6日から平成30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」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9月6日から平成30年10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

425 H30.10.5 H30.10.15 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年9月6日から平成30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」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9月6日から平成30年10月5日までのもの。

一部開示 1 1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

426 H30.10.5 H30.10.10 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年9月6日から平成30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」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9月6日から平成30年10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

427 H30.10.5 H30.10.19 国土交通省がH27年12月18日付で提出した
H27年度再生活用事業計画書・同上H26年度
再生活用事業計画書

平成26年度再生活用事業事業計画書他 一部開示 1 1 森林環境 峡南林務環境事務所

428 H30.10.9 H30.10.18 平成30年夏実施山梨県公立学校教員選考検
査に係る次の文書筆記試験に関する請求項
目：全校種、教科の問題・解答

山梨県教員採用試験（平成31年度）の筆記試験に関する
問題と解答例

全部開示 教委 義務教育課

429 H30.10.9 H30.10.15 道路整備課-18-0010一般国道139号上和田2
号橋上部工製作架設工事（一部債務）以上1件
の実施設計書（金入り設計書）

道路整備課-18-0010一般国道139号上和田2号橋上部工
製作架設工事（一部債務）以上1件の実施設計書（金入り
設計書）

全部開示 県土整備 道路整備課

430 H30.10.9 H30.11.7 森林計画図データのうち、地番、所有者氏名、
住所、在・不在の別、樹種、林齢、齢級、樹高、
蓄積量及びこれらの情報を含むIDを除く部分

森林計画図データのうち、地番、所有者氏名、住所、在・不
在の別、樹種、林齢、齢級、樹高、蓄積量及びこれらの情
報を含むIDを除く部分

全部開示 森林環境 森林整備課

431 H30.10.9 H30.11.7 森林簿データのうち、地番、森林所有者氏名、
在村不在村の別、樹種、林齢、齢級、平均樹
高、蓄積及びこれらの情報を含むIDを除く部
分。

森林簿データのうち、地番、所有者氏名、在村不在村の
別、樹種、林齢、齢級、平均樹高、蓄積及びこれらの情報
を含むIDを除く部分。

全部開示 森林環境 森林整備課

432 H30.10.9 H30.10.11 社会医療法人〇〇〇の平成29年度（平成30年
3月期）の損益計算書と貸借対照表の写し

社会医療法人〇〇〇の貸借対照表及び損益計算書平成
30年3月期

全部開示 福祉保健 医務課
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433 H30.10.10 H30.10.17 山梨県立科学館の指定管理者選定委員会審
査結果の詳細

第4回山梨県教育委員会指定管理者選定委員会における
集計表

一部開示 1 1 教委 教育庁総務課

434 H30.10.11 H30.11.9 ゴルフ場の開発許可に関する文書（〇〇〇〇
〇〇〇〇〇）申請者(株)〇〇〇〇〇〇又は(株)
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇又は(株)〇〇〇

山梨県ゴルフ場等の造成事業の適正化に関する条例に基
づく工事の廃止届の受理について他

一部開示 1 1 1 森林環境 森林整備課

435 H30.10.12 H30.10.24 特定非営利法人〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇平成18、19、20、21、22、23年度事業
報告書※18年度が保管されている最古と聞い
ていますが、より古いものがあれば全て

特定非営利法人〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇に
係る平成18年度から23年度までの事業報告書等提出書

一部開示 1 1 県民生活 県民生活・男女参画
課

436 H30.10.12 H30.11.12 H30.10.12記者発表富士北麓公園球技場芝生
再施工についての内（1）概要で表記してある協
議関係団体より問題的を受けた文書一切他

富士北麓公園改修事業に係る芝生の張り替え工事の執行
について（依頼）他

一部開示 1 1 県土整備 都市計画課

437 H30.10.12 H30.11.12 H30.10.12記者発表富士北麓公園球技場芝生
再施工についての内（1）概要で表記してある協
議関係団体より問題的を受けた文書一切他

平成29年度委託設計書（当初）他 一部開示 1 1 1 県土整備 富士東部建設事務所

438 H30.10.12 H30.10.29 H30.10.12記者発表富士北麓公園球技場芝生
再施工についての内（1）概要で表記してある協
議関係団体より問題的を受けた文書一切他

富士北麓公園球技場の改修についての口頭受理報告書
（平成30年8月31日）

全部開示 教委 スポーツ健康課

439 H30.10.15 H30.11.13 山梨県営繕課の建築積算における、内訳書の
工事費及び単価の端数処理基準による範囲ま
るめ等

山梨県営繕課で作成した平成30年度建築標準単価運用基
準における単価及び価格の端数処理基準について

全部開示 県土整備 営繕課

440 H30.10.15 H30.11.13 営繕課-18-0101県営住宅南美台団地室内改
修他工事他3件の建築工事の、公告時の金抜
き設計書、金入り設計書、共通費等の算出根
拠または計算過程

営繕課-18-0101県営住宅南美台団地室内改修他工事他3
件の建築工事の、公告時の金抜き設計書、実施設計書、
共通費等の算出根拠または計算過程

一部開示 1 県土整備 営繕課

441 H30.10.15 H30.11.14 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
が提出した平成30年度山梨県笛吹川フルーツ
公園指定管理申請書類(様式1）、(様式2）指定
管理業務の実施に関する計画書他

・指定管理者指定申請書・笛吹川フルーツ公園指定管理者
応募審査表（各委員）・笛吹川フルーツ公園指定管理者応
募者別審査集計表

一部開示 1 1 1 県土整備 都市計画課

442 H30.10.17 - リニア沿線住民が騒音抑制についての要望
を、過去3回にわたって提出しているが、それを
JR東海に伝えた際の関係書類一切

取下げ 1 リニア リニア推進課

443 H30.10.17 H30.10.22 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）

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）

全部開示 県土整備 道路管理課

444 H30.10.17 H30.11.2 平成30年土木工事標準積算基準等運用と解
説平成30年設計業務等標準積算基準の運用

土木工事標準積算基準等運用と解説（平成30年10月）設
計業務等標準積算基準の運用（平成30年10月）

一部開示 1 1 1 県土整備 技術管理課

445 H30.10.17 H30.11.1 平成21年8月懲戒免職処分になった県立学校
の元教諭の男性に対する処分の見直しを求め
る支援者からの嘆願書と署名簿（人数がわか
るもの）

存否応答
拒否

1 人事委 人事委員会
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446 H30.10.18 H30.10.31 H30年度指定管理者を募集した指定管理施設
の選定委員会の審査結果の詳細について

・男女共同参画センター他応募団体採点集計表・男女共同
参画センター応募団体採点表（各委員採点）

一部開示 1 1 県民生活 県民生活・男女参画
課

447 H30.10.18 H30.10.31 H30年度指定管理者を募集した指定管理施設
の選定委員会の審査結果の詳細について

山梨県立リニア見学センター指定管理者選定審査表（集計
表）

一部開示 1 1 1 リニア リニア推進課

448 H30.10.18 H30.11.1 H30年度指定管理者を募集した指定管理施設
の選定委員会の審査結果の詳細について

山梨県立防災センター指定管理者得点集計表 一部開示 1 1 防災 防災危機管理課

449 H30.10.18 H30.11.1 H30年度指定管理者を募集した指定管理施設
の選定委員会の審査結果の詳細について

H30年度指定管理者を募集した指定管理施設の選定委員
会の審査結果の詳細につき、・審査基準及び審査項目（介
護実習普及センター、愛宕山こどもの国、愛宕山少年自然
の家、聴覚障害者情報センター）

一部開示 1 1 福祉保健 福祉保健総務課

450 H30.10.18 H30.10.26 H30年度指定管理者を募集した指定管理施設
の選定委員会の審査結果の詳細について

H30指定管理者審査項目別一覧表 一部開示 1 1 森林環境 みどり自然課

451 H30.10.18 H30.10.26 H30年度指定管理者を募集した指定管理施設
の選定委員会の審査結果の詳細について

H30年度指定管理者を募集した指定管理施設の選定委員
会の審査結果の詳細

一部開示 1 1 森林環境 県有林課

452 H30.10.18 H30.10.25 H30年度指定管理者を募集した指定管理施設
の選定委員会の審査結果の詳細について

・アイメッセ山梨採点集計表・評価ポイント整理表 全部開示 産業労働 産業政策課

453 H30.10.18 H30.10.29 H30年度指定管理者を募集した指定管理施設
の選定委員会の審査結果の詳細について

・富士北麓駐車場選定評価表確認表・国際交流センター選
定評価表確認表

一部開示 1 1 観光 観光企画課

454 H30.10.18 H30.10.31 H30年度指定管理者を募集した指定管理施設
の選定委員会の審査結果の詳細について

・採点集計結果・コメント 一部開示 1 1 1 農政 花き農水産課

455 H30.10.18 H30.11.1 H30年度指定管理者を募集した指定管理施設
の選定委員会の審査結果の詳細について

小瀬スポーツ公園他の指定管理者応募者別審査集計表 一部開示 1 1 県土整備 都市計画課

456 H30.10.18 H30.10.29 H30年度指定管理者を募集した指定管理施設
の選定委員会の審査結果の詳細について

・丘の公園指定管理者選定に係る得点一覧表・丘の公園
指定管理者選定審査票

一部開示 1 1 1 公営企業 企業局総務課

457 H30.10.18 H30.10.29 H30年度指定管理者を募集した指定管理施設
の選定委員会の審査結果の詳細について

第4回山梨県教育委員会指定管理者選定委員会における
集計表

一部開示 1 1 教委 教育庁総務課

458 H30.10.19 H30.10.29 平成30年9月19日に実施された県立科学館の
指定管理者選定委員会における審査内容（各
委員の発言内容が記載された議事録）と審査
結果の詳細他

第2回山梨県教育委員会指定管理者選定委員会の議事概
要と集計表

一部開示 1 1 1 教委 教育庁総務課

6 / 17 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

459 H30.10.19 H30.11.2 平成30年1月11日付文部科学省生涯学習政策
局情報公開課から情報教育に係る調査依頼の
事務連絡、及び山梨県からの回答の一式（決
裁文書等を含む。）

文部科学省生涯学習政策局情報教育課からの事務連絡
「高等学校情報科担当教員の現況等に関する調査研究」
の実施について（平成30年1月11日）他

一部開示 1 1 教委 高校教育課

460 H30.10.19 H30.11.1 道路管理課-18-0010（主）甲府韮崎線千松橋
耐震補強工事（一部債務）の入札時に提出され
た、応札業者全ての施工計画（品質確保）

道路管理課-18-0010（主）甲府韮崎線千松橋耐震補強工
事（一部債務）施工計画書

全部開示 県土整備 道路管理課

461 H30.10.19 H30.11.1 中北建設事-17-0080（都）高畑町昇仙峡線電
線共同溝工事の「工事成績採点の考査項目の
考査項目別運用表」

中北建設事-17-0080（都）高畑町昇仙峡線電線共同溝工
事の「工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表」

全部開示 県土整備 中北建設事務所

462 H30.10.19 H30.10.31 平成30年7月1日から平成30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30年7月～平成30年9月受理分） 一部開示 1 総務 総合県税事務所

463 H30.10.17 H30.10.29 富士河口湖町内にある下記情報を含む旅館業
登録施設の名簿（最新版）①施設名称②施設
住所③施設電話番号④代表者名⑤部屋数⑥
許可年月日⑦種別⑧許可番号

富士河口湖町内の旅館業許可施設における種別、名称、
所在地、電話番号、営業者、法人の場合は代表者名、客室
数、許可年月日、許可番号

一部開示 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

464 H30.10.22 H30.11.21 液状化危険度マップで、忍野村は発生の可能
性が高い所の地質は玄武岩類で、私の住所付
近は元水田地帯ですがノーマークです。その判
定のわかる資料

液状化危険度マップ作成時の資料のうち、忍野村に係る書
類一式

全部開示 防災 防災危機管理課

465 H30.10.22 - 富士・東部林務環境事務所で保管されている
浄化槽設置申請の写し、または、掲載内容。

取下げ 1 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

466 H30.10.24 H30.10.31 液化石油ガス保安の確保及び取引の適正化に
関する法律第23条に基づく液化石油ガス販売
事業廃止届出書2018年4月26日から2018年10
月24日まで

液化石油ガス販売事業の廃止について 一部開示 1 1 防災 消防保安課

467 H30.10.24 H30.11.8 別紙に記載する一切の行政文書（北杜市が実
施した増富地方創生推進事業について山梨県
がやり取りを行った際に作成した行政文書

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

468 H30.10.26 H30.11.6 甲府市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇に係る平成2
年12月7日に届出された住所・氏名変更届出書
（添付文書を除く）

住所、氏名変更届出書 一部開示 1 1 森林環境 大気水質保全課

469 H30.10.26 H30.11.1 中北建設事18-0240（主）甲府昇仙峡線新荒川
橋耐震補強工事（一部債務）他1件に係る金入
り設計書

中北建設事18-0240（主）甲府昇仙峡線新荒川橋耐震補強
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

470 H30.10.26 H30.10.31 中北建設事18-0268(一)増富若神子線新橋橋
梁補修工事に係る金入り設計書

中北建設事18-0268(一)増富若神子線新橋橋梁補修工事
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

471 H30.10.26 H30.11.1 富東建設事道路管理課-18-0008一般国道139
号深城橋外耐震補強工事（一部債務）に係る
金入り設計書

富東建設事道路管理課-18-0008一般国道139号深城橋外
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 道路管理課
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472 H30.10.26 H30.11.9 峡東建設事-18-0137一般県道市之蔵山梨線
矢作橋外補修工事他1件に係る金入り設計書

峡東建設事-18-0137一般県道市之蔵山梨線矢作橋外補
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

473 H30.10.26 H30.11.12 山梨県下全域において平成30年7月1日から平
成30年9月末日までの間に新規営業許可を取
得した営業所のうち、営業の種類が飲食店営
業および喫茶店営業の①屋号、業種他

食品営業許可台帳一覧表（電磁的記録）のうち平成30年7
月1日から平成30年9月末日までに飲食店営業および喫茶
店営業所に係る屋号、業種他

一部開示 1 1 県土整備 衛生薬務課

474 H30.10.26 H30.10.30 医療機能情報提供制度に基づく医療機能やま
なし医療ネットの病院、医科診療所、歯科診療
所のすべてのデータ

やまなし医療ネットに掲載されている病院、診療所（医科・
歯科）の全データ

全部開示 福祉保健 医務課

475 H30.10.30 H30.11.14 山梨県立防災安全センター指定管理者選定に
おける審査結果の詳細。選定委員会の議事録

・山梨県立防災安全センター指定管理者得点集計表・山梨
県防災局指定管理者選定委員会議事録

一部開示 1 1 防災 防災危機管理課

476 H30.10.31 - 平成30年9月14日に実施された笛吹川フルー
ツ公園の指定管理者選考に伴う、応募団体ヒ
アリング、企画提案審査における5人の審査員
による審査得点表の開示

取下げ 1 県土整備 都市計画課

477 H30.11.1 H30.11.7 条件単価一覧表（平成30年11月1日現在）もしく
は最新版※山梨県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（電磁的記録）（平成30年11月1日現在） 全部開示 森林環境 治山林道課

478 H30.11.1 H30.11.12 山梨県県土整備部で使用されている施工単価
名称とそれに対となるコードの一覧表（平成30
年11月以降適用）もしくは平成30年度の最新版

新土木積算システムコード表（平成30年10月適用） 全部開示 県土整備 技術管理課

479 H30.11.1 H30.11.9 環境整備課-18-0003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）東向
地区に係る金入り設計書

環境整備課-18-0003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）東向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

480 H30.11.1 H30.11.7 道路管理課-18-0010（主）甲府韮崎線千松橋
耐震補強工事（一部債務）に係る金入り設計書

道路管理課-18-0010（主）甲府韮崎線千松橋耐震補強工
事（一部債務）に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路管理課

481 H30.11.1 H30.12.3 ・営繕課営繕課-18-0028県営住宅東山梨団地
3号館全面的改善工事（一部債務）他15件に係
る金入り設計書

・営繕課営繕課-18-0028県営住宅東山梨団地3号館全面
的改善工事（一部債務）他15件に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 営繕課

482 H30.11.1 H30.11.15 ・中北建設事中北建設事-18-0324一般国道
358号災害応急復旧工事他24件に係る金入り
設計書

・中北建設事中北建設事-18-0324一般国道358号災害応
急復旧工事他24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

483 H30.11.1 H30.11.8 ・中北建設事中北建設事-18-0203（主）韮崎昇
仙峡線道路改良工事（一部債務）他3件に係る
金入り設計書

・中北建設事中北建設事-18-0203（主）韮崎昇仙峡線道路
改良工事（一部債務）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

484 H30.11.1 H30.11.29 ・峡東建設事峡東建設事-18-0131一般国道
140号道路照明工事他9件に係る金入り設計書

・峡東建設事峡東建設事-18-0131一般国道140号道路照
明工事他9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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485 H30.11.1 H30.11.29 ・峡南建設事峡南建設事-18-0158国道140号
外道路照明灯LED化更新工事他10件に係る金
入り設計書

・峡南建設事峡南建設事-18-0158国道140号外道路照明
灯LED化更新工事他10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

486 H30.11.1 H30.11.14 ・富東建設事富東建設事-18-0219殿畑急傾斜
地崩壊対策工事他14件に係る金入り設計書

・富東建設事富東建設事-18-0219殿畑急傾斜地崩壊対策
工事他14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

487 H30.11.1 H30.11.30 ・富東建設事富東建設事-18-0262主要地方道
河口湖精進線（大石）舗装工事他7件に係る金
入り設計書

・富東建設事富東建設事-18-0262主要地方道河口湖精進
線（大石）舗装工事他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

488 H30.11.1 H30.11.7 ・流域下水道流域下水道-18-0034釜無川流域
下水道富士川2号幹線可とう継手更新工事（明
許）他4件に係る金入り設計書

・流域下水道流域下水道-18-0034釜無川流域下水道富士
川2号幹線可とう継手更新工事（明許）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

489 H30.11.1 H30.11.6 ・道路整備課-18-0016県道上野原丹波山線
（大垣外工区）道路工事（一部債務）他2件に係
る金入り設計書

・道路整備課-18-0016県道上野原丹波山線（大垣外工区）
道路工事（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

490 H30.11.1 H30.11.7 ・都市計画課流域下水道都市計画課-18-0005
釜無川流域下水道双葉ポンプ場施設改築更新
電気設備工事（一部債務）に係る金入り設計書

・都市計画課流域下水道都市計画課-18-0005釜無川流域
下水道双葉ポンプ場施設改築更新電気設備工事（一部債
務）に係る実施設計書

全部開示 県土整備 都市計画課

491 H30.11.1 H30.11.9 ・中部推進中部推進-18-0020一般県道割子切
石線中富ＩＣ下田原44工区電気設備工事に係
る金入り設計書

・中部推進中部推進-18-0020一般県道割子切石線中富ＩＣ
下田原44工区電気設備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

492 H30.11.1 H30.11.7 ・道路管理課-18-0010（主）甲府韮崎線千松橋
耐震補強工事（一部債務）に係る金入り設計書

・道路管理課-18-0010（主）甲府韮崎線千松橋耐震補強工
事（一部債務）に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路管理課

493 H30.11.1 H30.11.6 ・新環状建設新環状建設-18-0055（主）甲府市
川三郷線（田富西ランプ交差点）舗装工事に係
る金入り設計書

・新環状建設新環状建設-18-0055（主）甲府市川三郷線
（田富西ランプ交差点）舗装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

494 H30.11.1 H30.11.8 ・治水課中北建設事治水課-18-0012鎌田川3
工区河川工事（一部債務）に係る金入り設計書

・治水課中北建設事治水課-18-0012鎌田川3工区河川工
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

495 H30.11.1 H30.11.12 ・富東林環事富東林環事-18-0118滝沢2工区
治山工事（一部債務）他1件に係る金入り設計
書

・富東林環事富東林環事-18-0118滝沢2工区治山工事（一
部債務）他1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

496 H30.11.1 H30.11.7 ・中北林環事中北林環事-18-0159清里の森歩
道改修工事に係る金入り設計書

・中北林環事中北林環事-18-0159清里の森歩道改修工事
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

497 H30.11.1 H30.11.9 ・環境整備課環境整備課-18-0003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）東向地区に係る金入り設計書

・環境整備課環境整備課-18-0003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）東向地区に係る
実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 環境整備課
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498 H30.11.1 H30.11.7 ・峡東農務事峡東農務事-18-0091s東八中央
地区水路付帯工事他1件に係る金入り設計書

・峡東農務事峡東農務事-18-0091s東八中央地区水路付
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

499 H30.11.1 H30.11.9 ・富東農務事富東農務事-18-0042桂川西部地
区用排水路第3号工事他1件に係る金入り設計
書

・富東農務事富東農務事-18-0042桂川西部地区用排水路
第3号工事他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

500 H30.11.1 H30.11.12 ・中北農務事中北農務事-18-0103南アルプス
西部地区農用排9号・12号(5工区)水路工事他1
件に係る金入り設計書

・中北農務事中北農務事-18-0103南アルプス西部地区農
用排9号・12号(5工区)水路工事他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

501 H30.11.1 H30.11.6 ・峡南農務事峡南農務事-18-0053富士川西部
地区富士川大橋その3耐震補強工事（明許）に
係る金入り設計書

・峡南農務事峡南農務事-18-0053富士川西部地区富士川
大橋その3耐震補強工事（明許）に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡南農務事務所

502 H30.11.1 H30.11.9 ・耕地課富東農務事耕地課-18-0010上野原南
部地区西部営農飲雑用水施設電気設備工事
に係る金入り設計書

・耕地課富東農務事耕地課-18-0010上野原南部地区西部
営農飲雑用水施設電気設備工事に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 耕地課

503 H30.11.1 H30.11.5 ・山梨県県土整備部実施設計単価表平成30年
7月の全ページ（物価資料掲載単価等を含む）・
山梨県県土整備部実施設計単価表平成30年
10月の全ページ（物価資料掲載単価等を含む）

平成30年実施設計単価表（平成30年7月）平成30年実施設
計単価表（平成30年10月）

一部開示 1 1 県土整備 技術管理課

504 H30.11.5 H30.11.14 百瀬コレクションに関する平成30年以降の山梨
大学との契約書及び山梨大学に返却した品
名・数量がわかるもの

物品貸借契約に関する覚書、山梨大学水晶展示室収蔵品
返却物品一覧

全部開示 産業労働 宝石美術専門学校

505 H30.11.5 H30.11.20 県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平
成30年10月6日から平成30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」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10月
6日から平成30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」または廃止施設一覧

全部開示 福祉保健 衛生薬務課

506 H30.11.5 H30.11.13 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年10月6日から平成30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」または廃止施設一覧

中北保健所管内（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10月6日から平成30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

507 H30.11.5 H30.11.12 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年10月6日から平成30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」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10月6日から平成30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

508 H30.11.5 H30.11.15 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年10月6日から平成30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」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10月6日から平成30年11月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

509 H30.11.5 H30.11.12 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年10月6日から平成30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」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10月6日から平成30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

510 H30.11.5 H30.11.6 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年10月6日から平成30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」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10月6日から平成30年11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
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511 H30.11.5 H30.11.12 最新の山梨県内の飼育動物診療施設の・飼育
動物診療施設の名称・施設郵便番号・施設住
所・施設電話番号他

最新の山梨県内の飼育動物診療施設のうち、施設名・郵
便番号・住所・電話番号他

一部開示 1 農政 畜産課

512 H30.11.2 H30.11.15 河川砂防情報管理システム整備業務委託
（2011/8/26公告）の入札に関わる文書（広告、
入札説明書、入札仕様書、落札結果）

・河川砂防情報管理システム整備業務委託の入札に係わ
る公告・入札説明書・入札仕様書・落札結果資料

全部開示 県土整備 峡東建設事務所

513 H30.11.2 H30.11.14 ・山梨県総合防災情報システム構築業務委託
（2016/5/26公告）他2件の入札に関わる文書
（広告、入札説明書、入札仕様書、落札結果）

・山梨県総合防災情報システム構築業務委託（2016/5/26
公告）他2件の入札に関わる文書（広告、入札説明書、入札
仕様書、落札結果）

全部開示 防災 防災危機管理課

514 H30.11.5 H30.11.12 ・県道714号鳴沢富士河口湖線勝山バイパス富
士河口湖町勝山2018年夏開通300Ｍの道路平
面図

・県道714号鳴沢富士河口湖線勝山バイパス富士河口湖
町勝山2018年夏開通300Ｍの道路平面図

全部開示 県土整備 道路管理課

515 H30.11.5 H30.11.12 ・国道411号大常木Ⅱ期バイパス丹波山村大常
木2018年秋開通予定700Ｍの道路平面図

・国道411号大常木Ⅱ期バイパス丹波山村大常木2018年
秋開通予定700Ｍの道路平面図

全部開示 県土整備 道路整備課

516 H30.11.5 - 毒物劇物取扱責任者変更届複写 取下げ 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

517 H30.11.6 H30.11.21 ・山梨県笛吹川フルーツ公園指定管理者募集
に伴い、応募者の審査を担当した「指定管理者
選定委員」を選定するための「条例」又は「規
則」、「要綱」の開示

・指定管理者の更新等に関する事務手続きガイドライン・県
土整備部指定管理者選定委員会設置要綱・H30年度の指
定管理者募集の際の指定管理選定委員について・平成30
年度予算単価表（抜粋）

一部開示 1 県土整備 都市計画課

518 H30.11.9 H30.12.7 北杜市の中学校の女子生徒がいじめ被害を訴
えた件に関する県教育委員会に行政文書一切
（メール等も含む）

北杜市いじめ問題専門委員会の設置について他 一部開示 1 教委 義務教育課

519 H30.11.6 H30.11.15 平成30年4月時点での県内の介護療養型医療
施設の名称と住所、電話番号、開設者（法人
等）、定員の情報

平成30年4月時点での県内の介護療養型医療施設一覧
（電磁的記録）のうち、「事業所-名称-サービス」。「事業
所ー郵便番号」、「事業所ー所在地」。「事業所ー直通電話
番号」、「申請者-法人名」「定員」に係る部分

全部開示 福祉保健 健康長寿推進課

520 H30.11.6 H30.11.12 〇〇〇〇〇〇学園の学校法人の平成29年度
の財務諸表

事業活動収支計算書 一部開示 1 県民生活 私学・科学振興課

521 H30.11.6 H30.11.19 県道韮崎南アルプス中央線における韮崎市発
注の水道工事に関する道路占用申請書及び上
記工事に関する一切の文書

県道韮崎南アルプス中央線における韮崎市発注の水道工
事に関する道路占用申請書及び上記工事に関する一切の
文書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

522 H30.11.12 H30.12.4 競技馬管理預託等について2017年3月以降の
文書すべて1山梨県馬術競技用馬評価選定委
員会議事録（第1回からすべて）他

平成29年度協議用馬評価選定委員会議事録他 一部開示 1 1 教委 スポーツ健康課

523 H30.11.13 H30.11.21 平成30年9月19日に実施された県立科学館の
指定管理者選定委員会における審査内容（各
委員の発言内容が記載された議事録）と審査
結果の詳細他

・第2回山梨県教育委員会指定管理者選定委員会の議事
概要・第4回山梨県教育委員会指定管理者選定委員会の
議事概要

一部開示 1 1 1 教委 教育庁総務課
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524 H30.11.14 H30.11.19 添付した3件の「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）

添付した3件の「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）

全部開示 県土整備 道路管理課

525 H30.11.14 H30.12.13 指定管理者に選定された団体の応募申請書類
のうち事業計画書、収支計画書（指定管理期
間：H31.4.1～H35.3.31）（森林公園金川の森）

H30指定管理業務の実施に関する計画書 一部開示 1 1 森林環境 県有林課

526 H30.11.14 - 指定管理者に選定された団体の応募申請書類
のうち事業計画書、収支計画書（指定管理期
間：H31.4.1～H35.3.31）（笛吹川フルーツ公園）

取下げ 1 県土整備 都市計画課

527 H30.11.16 H30.11.29 平成10年4月3日㈱〇〇〇〇〇が提出した温泉
利用状況報告書

平成10年4月3日付温泉利用状況報告書 一部開示 1 1 森林環境 大気水質保全課

528 H30.11.16 H30.11.30 流域下水道-18-0039富士北麓浄化センター汚
泥濃縮タンク外壁面補修工事（明許）に係る金
入り設計書

流域下水道-18-0039富士北麓浄化センター汚泥濃縮タン
ク外壁面補修工事（明許）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

529 H30.11.16 H30.11.30 富東建設事-18-0218主要地方道河口湖精進
線外交通量調査業務委託に係る金入り設計書

富東建設事-18-0218主要地方道河口湖精進線外交通量
調査業務委託に係る実施設計書

全部開示 県土整備 富士・東部建設事務
所

530 H30.11.19 H30.12.19 山梨県が保有している溜池の情報について（満
水時1.5ha以上）・ため池・所在地・満水面積・堤
高・管理者名・管理者所在地他

山梨県が保有している溜池の情報について（満水時1.5ha
以上）・ため池の名称・所在地・満水面積・堤高・管理者名・
管理者所在地・所有者名

一部開示 1 1 農政 耕地課

531 H30.11.20 H30.11.26 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）2018・11・19告示343一般国情411号

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（Ｈ30.11.27供用山梨県告示第343
号）一般国道411号（北都留郡丹波山村字大常木1446番地
1地先から北都留郡丹波山村字大常木1446番地まで）

全部開示 県土整備 道路管理課

532 H30.11.22 H30.12.7 29年8月7日の大月市岩殿山での大雨での崩
落後に大月市と山梨県での復旧工事の担当を
決めた会議の議事録

岩殿山の崩壊群復旧における役割分担についての協議
（台風5号災）

一部開示 1 森林環境 富士東部林務環境事
務所

533 H30.11.22 H30.12.4 山梨県〇〇〇〇〇〇〇〇について、2011年3
月県土整備によりコンクリートに関する試験機
関として認定される、他この指定・認定に関す
る書類一式

山梨県県土整備部におけるコンクリートに関する試験機関
の認定について

一部開示 1 1 1 県土整備 技術管理課

534 H30.11.22 H30.11.26 県立中央病院倫理員会名簿 山梨県立中央病院倫理委員会名簿 全部開示 （独）病院機構 山梨県立病院機構

535 H30.11.22 H30.12.4 H30年度〇〇〇〇〇〇（代理：国土交通省富士
川中流出張所）から提出された身延町下山地
先への砂利洗浄汚泥の処理、処分計画に係わ
る一切の資料

平成30年度再生活用事業【下山地区】事業契約書につい
て（提出）

一部開示 1 森林環境 峡南林務環境事務所

536 H30.11.22 H30.12.7 ㈱〇〇〇〇〇〇に係るH30年6月期の「決算変
更届出書」一式

株式会社〇〇〇〇〇〇に係る平成30年6月期の決算変更
届出書一式

一部開示 1 1 県土整備 建設業対策室
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537 H30.11.26 - 2016年分政治資金収支報告書・民進党山梨県
参議院選挙区第2総支部・ゆかネット山梨・後
藤斎後援会

取下げ 1 選管 選挙管理委員会

538 H30.11.27 H30.12.7 平成30年度実施の市町村立学校・県立学校の
管理職試験に関する実施要項・要領・要綱等、
試験問題他

平成30年度実施の市町村立学校・県立学校の管理職試験
に関する実施要項・要領・要綱等、試験問題他

全部開示 教委 義務教育課

539 H30.11.27 H30.12.4 県道山中湖忍野富士吉田線の忍野村から山
中湖村間のルートについて山中湖村からの要
望ルートが県に提出されたと聞きました。その
要望書のコピー他

県道山中湖忍野富士吉田線の忍野村から山中湖村間の
ルートについて山中湖村からの要望ルートが県に提出され
たと聞きました。その要望書のコピー他

不存在に
よる不開
示

1 県土整備 道路整備課

540 H30.11.29 H30.12.12 別紙政治団体の平成29年政治資金収支報告
書に添付された領収書の写し

別紙政治団体の平成29年政治資金収支報告書に添付さ
れた領収書の写し

一部開示 1 1 1 1 選管 選挙管理委員会

541 H30.11.28 H30.12.6 道路管理課-18-0011一般国道140号西沢大橋
耐震補強工事（一部債務）に係る実施設計書
（金入り設計書）

道路管理課-18-0011一般国道140号西沢大橋耐震補強工
事（一部債務）に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路管理課

542 H30.11.28 H30.12.21 学校法人〇〇〇〇〇〇〇〇〇学園の29年度・
28年度の決算書を含む事業報告書学校法人
〇〇〇〇の29年度・28年度の決算書を含む事
業内容

学校法人〇〇〇〇〇〇〇〇〇学園の29年度・28年度の決
算書を含む事業報告書学校法人〇〇〇〇の29年度・28年
度の決算書を含む事業内容

一部開示 1 1 県民生活 私学・科学振興課

543 H30.11.30 H30.12.28 1添付別表の医療法人の決算文書2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26年1月末以降の決算文書他

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、平成30年2月末決算の医療法人〇〇〇
〇〇〇〇〇の本来業務記載ページ

一部開示 1 福祉保健 医務課

544 H30.11.30 H30.12.11 旅館業許可施設の廃業施設一覧（2013～
2018）

富士河口湖町内の旅館業許可施設における廃業施設一
覧（種別、営業施設名称、営業施設所在地、定員、廃止年
月日）（2013.1.1～2018.11.30に届出のあった施設）

一部開示 1 福祉保健 富士東部保健福祉事
務所

545 H30.12.3 H30.12.27 山梨県立科学館の指定管理者の候補者につ
いてすべての提案資料

平成30年度に〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇と（公財）〇〇〇〇
〇〇〇〇が提出した山梨県立科学館指定管理者提案資料
のうち様式2～7及び添付資料

一部開示 1 1 教委 社会教育課

546 H30.12.3 - 山梨県立科学館の指定管理者の候補者につ
いて選定委員会の議事録

取下げ 1 教委 教育庁総務課

547 H30.12.3 H30.12.13 ・富東林環事富東林環事-18-0168林道菅野盛
里線（大旅沢工区）開設工事（明許）他5件に係
る金入り設計書

・富東林環事富東林環事-18-0168林道菅野盛里線（大旅
沢工区）開設工事（明許）他5件に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 富士東部林務事務所

548 H30.12.3 H30.12.11 ・中北林環事中北林環事-18-0156林道南アル
プス線（山の神工区）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-18-0156林道南アルプス線（山
の神工区）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

549 H30.12.3 H30.12.18 ・峡東林環事峡東林環事-18-0178棚小屋沢左
支流小規模治山工事他6件に係る金入り設計
書

・峡東林環事峡東林環事-18-0178棚小屋沢左支流小規模
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 峡東林務環境事務所
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550 H30.12.3 H30.12.14 ・峡南林環事峡南林環事-18-0107遅沢小規模
治山工事に係る金入り設計書

・峡南林環事峡南林環事-18-0107遅沢小規模治山工事に
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

551 H30.12.3 H30.12.13 ・峡東建設事峡東建設事-18-0145主要地方道
笛吹市川三郷線沢橋耐震補修工事（明許）他7
件に係る金入り設計書

・峡東建設事峡東建設事-18-0145主要地方道笛吹市川三
郷線沢橋耐震補修工事（明許）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

552 H30.12.3 H30.12.12 ・峡南建設事峡南建設事-18-0169主要地方道
富士川身延線舗装補修工事他3件に係る金入
り設計書

・峡南建設事峡南建設事-18-0169主要地方道富士川身延
線舗装補修工事他3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

553 H30.12.3 H30.12.10 ・富東建設事富東建設事-18-0300白沢川河川
工事他7件に係る金入り設計書

・富東建設事富東建設事-18-0300白沢川河川工事他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

554 H30.12.3 H30.12.12 ・富東建設事富東建設事-18-0316掛水沢砂防
工事他2件に係る金入り設計書

・富東建設事富東建設事-18-0316掛水沢砂防工事他2件
に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 富士東部建設事務所
吉田支所

555 H30.12.3 H30.12.18 ・中北建設事中北建設事-18-0296(主)甲斐早
川線古屋敷橋橋梁工事（明許）他4件に係る金
入り設計書

・中北建設事中北建設事-18-0296(主)甲斐早川線古屋敷
橋橋梁工事（明許）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

556 H30.12.3 H30.12.14 ・中北建設事中北建設事-18-0323（主）長坂高
根線道路改良工事（明許）他4件に係る金入り
設計書

・中北建設事中北建設事-18-0323（主）長坂高根線道路改
良工事（明許）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

557 H30.12.3 H30.12.14 ・流域下水道流域下水道-18-0037釜無川浄化
センター管理本館建築耐震補強工事（明許）他
2件に係る金入り設計書

・流域下水道流域下水道-18-0037釜無川浄化センター管
理本館建築耐震補強工事（明許）他2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

558 H30.12.3 H30.12.14 ・道路管理課峡東建設事道路管理課-18-0011
一般国道140号西沢大橋耐震補強工事（一部
債務）他1件に係る金入り設計書

・道路管理課峡東建設事道路管理課-18-0011一般国道
140号西沢大橋耐震補強工事（一部債務）他1件に係る実
施設計書

一部開示 1 県土整備 道路管理課

559 H30.12.3 H30.12.13 ・道路整備課新環状建設道路整備課-18-0026
国道140号（新山梨環状道路東部区間1期）（仮
称）落合西ランプ橋梁下部工事その1（一部債
務）他1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-18-0026国道140号
（新山梨環状道路東部区間1期）（仮称）落合西ランプ橋梁
下部工事その1（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

560 H30.12.3 H30.12.5 ・深城ダム管深城ダム管-18-0008深城ダム雨
量計更新工事に係る金入り設計書

・深城ダム管深城ダム管-18-0008深城ダム雨量計更新工
事に係る実施設計書

全部開示 県土整備 深城ダム管理事務所

561 H30.12.3 H30.12.12 ・中部推進中部推進-18-0022県道富士川身延
線身延山ＩＣ和田21工区道路改良工事（明許）
他2件に係る金入り設計書

・中部推進中部推進-18-0022県道富士川身延線身延山ＩＣ
和田21工区道路改良工事（明許）他2件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中部横断自動車道推
進事務所

562 H30.12.3 H30.12.14 ・治水課大門塩川管治水課-18-0018塩川ダム
テレメータ・放流警報設備改良工事（一部債務）
に係る金入り設計書

・治水課大門塩川管治水課-18-0018塩川ダムテレメータ・
放流警報設備改良工事（一部債務）に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 治水課
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563 H30.12.3 H30.12.14 ・大門塩川管大門塩川管-18-0023大門ダム予
備電源設備及び受変電設備点検補修工事北
杜市2018年11月7日（株）滝田電気商会に係る
金入り設計書

・大門塩川管大門塩川管-18-0023大門ダム予備電源設備
及び受変電設備点検補修工事北杜市2018年11月7日（株）
滝田電気商会に係る実施設計書

全部開示 県土整備 大門・塩川ダム管理
事務所

564 H30.12.3 H30.12.5 ・峡東農務事峡東農務事-18-0103日川右岸地
区幹線・支線道路安全施設設置工事他2件に
係る金入り設計書

・峡東農務事峡東農務事-18-0103日川右岸地区幹線・支
線道路安全施設設置工事他2件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

565 H30.12.3 H30.12.12 ・富東農務事富東農務事-18-0047桂川西部地
区用排水路第1号その3工事に係る金入り設計
書

・富東農務事富東農務事-18-0047桂川西部地区用排水路
第1号その3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

566 H30.12.3 H31.1.4 ・営繕課営繕課-18-0082甲府工業高校弓道場
他解体工事他23件に係る金入り設計書

・営繕課営繕課-18-0082甲府工業高校弓道場他解体工事
他23件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

567 H30.12.4 H30.12.28 〇〇〇〇が早川町内で行っているリニア工事
に関する発生土置き場の届出書とそれに類す
る書類

土砂の埋立て等の完了確認について（報告）他 一部開示 1 1 森林環境 森林整備課

568 H30.12.6 H30.12.21 検測確定「北巨摩郡須玉町〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇韮崎測確第37号」に関する添
付書類（図面を含む）の一切カラーコピーで

恩賜県有財産境界査定簿 一部開示 1 森林環境 県有林課

569 H30.12.6 H30.12.19 H29年12月～現在に至るまでの増富地方創生
推進交付金事業について県と国及び北杜市と
の間で授受された全ての文書（メールを含む）

地方創生推進交付金実績報告書他 一部開示 1 1 総務 市町村課

570 H30.12.6 H30.12.10 一級建築士事務所登録簿の写し（株式会社〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇）

一級建築士事務所登録簿の写し（株式会社〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇）

全部開示 県土整備 建築住宅課

571 H30.12.6 H30.12.20 県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平
成30年11月6日から平成30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」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11月
6日から平成30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」または廃止施設一覧

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

572 H30.12.6 H30.12.13 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年11月6日から平成30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」または廃止施設一覧

中北保健所管内（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11月6日から平成30年12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

573 H30.12.6 H30.12.12 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年11月6日から平成30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」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11月6日から平成30年12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

574 H30.12.6 H30.12.19 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年11月6日から平成30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」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11月6日から平成30年12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

575 H30.12.6 H30.12.14 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年11月6日から平成30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」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11月6日から平成30年12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
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576 H30.12.6 H30.12.10 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年11月6日から平成30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」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11月6日から平成30年12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

577 H30.12.6 - 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年11月6日から平成30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」または廃止施設一覧

取下げ 1 福祉保健

578 H30.12.11 H30.12.17 富東建設事-18-0293県道大月上野原線橋梁
補修工事に係る金入り設計書

富東建設事-18-0293県道大月上野原線橋梁補修工事に
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

579 H30.12.11 H30.12.20 峡東建設事-18-0146主要地方道笛吹市川三
郷線天狗橋耐震補修工事(明許）他1件に係る
金入り設計書

峡東建設事-18-0146主要地方道笛吹市川三郷線天狗橋
耐震補修工事(明許）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

580 H30.12.11 H30.12.21 富東農務事-18-0020都留西部地区鳥獣害防
止施設大幡工区1号その2設置工事に係る金入
り設計書

富東農務事-18-0020都留西部地区鳥獣害防止施設大幡
工区1号その2設置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

581 H30.12.11 H30.12.25 飲食業関係、宿泊施設関係、美理容関係、ク
リーニング関係の営業許可施設一覧

飲食業関係、宿泊施設関係、美理容関係、クリーニング関
係の営業許可施設一覧

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

582 H30.12.11 H31.1.9 国交省が申請した林地開発許可に関する中部
横断自動車道建設（江尻窪残土処理場）の関
係書類

林地開発行為に係る連絡調整について 一部開示 1 1 森林環境 峡南林務事務所（森
林整備課）

583 H30.12.12 H30.12.14 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）2018・11・15告示340一般国情411号

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・道路の供用開示H30.11.15供用山梨県告示340号）
一般国情411号

全部開示 県土整備 道路管理課

584 H30.12.12 H30.12.26 県道714号鳴沢富士河口湖線勝山バイパスの
道路平面図富士河口湖町勝山平成30年8月30
日供用開始した区間の西側、県道714号に接
続するまで（今年度完成予定区間）

県道714号鳴沢富士河口湖線勝山バイパスの道路平面図 全部開示 県土整備 道路整備課

585 H30.12.13 H30.12.25 北杜市白州町〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇地先で
計画されている土砂の埋め立て等に関する全
ての資料。

〇〇〇〇〇〇〇〇〇からの通知他 一部開示 1 1 森林環境 中北林務事務所

586 H30.12.13 H31.1.15 平成30年度日本遺産「星降る中部高地の縄文
世界ー数千年を遡る黒曜石鉱山と縄文人に出
会う旅ー」情報発信委託事業公募型プロポー
ザルにおける業務委託候補者の提案書

平成30年度日本遺産「星降る中部高地の縄文世界ー数千
年を遡る黒曜石鉱山と縄文人に出会う旅ー」情報発信委託
事業公募型プロポーザルにおける業務委託候補者株の提
案書一式

一部開示 1 1 教委 学術文化財課

587 H30.12.14 H31.1.15 リニア新駅周辺整備の基本計画・中間とりまと
め案におけるリニアの停車本数と乗降客数の
予測の変更理由と根拠を示す資料

リニア新駅周辺整備の基本計画・中間とりまとめ案におけ
るリニアの停車本数と乗降客数の予測の変更理由と根拠
を示す資料

全部開示 総合政策 リニア環境未来都市
推進室

588 H30.12.14 H30.12.19 山梨県土整備局にて作成している「施工単価
名称とそれと対になるコード一覧表」の最新版

新土木積算システムコード表（平成30年10月適用（最新
版））

全部開示 県土整備 技術管理課
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589 H30.12.17 H30.12.27 建築士法第23条の6の規定による設計等の業
務に関する報告書（25年度から29年度事業年
度分株式会社〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇）

株式会社〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇に係る建築士法第23条
の6の規定による設計等の業務に関する報告書の写し（25
年度から29年度事業年度分）

一部開示 1 県土整備 建築住宅課

590 H30.12.20 H30.12.28 〇〇〇〇（株）直前の建設業許可申請書の「経
営業務の管理責任者証明書」

〇〇〇〇（株）直前の建設業許可申請書の「経営業務の管
理責任者証明書」

一部開示 1 1 県土整備 建設業対策室

591 H30.12.21 H30.12.28 山梨県内における旅館施設台帳のうち、平成
30年12月21日現在までに、営業の許可を受け
た施設(ただし、廃業を除く。)に係る名称営業所
所在地営業所電話番号業態に限る。

平成30年12月21日時点で営業許可のある旅館業施設一
覧（電磁的記録）のうち、営業種別、施設名称、施設所在
地、施設電話番号

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

592 H30.12.25 H31.1.7 大規模行為届出台帳 大規模行為届出台帳 一部開示 1 県土整備 景観づくり推進室

593 H30.12.25 H31.1.7 富東林環事-18-0030林道細野鹿留線（細野工
区）開設工事に係る金入り設計書

富東林環事-18-0030林道細野鹿留線（細野工区）開設工
事に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 富士東部林務環境事
務所

594 H30.12.25 H31.1.7 富東建設事-18-0283県道都留道志線（上谷工
区）通学路安全対策工事（明許）に係る金入り
設計書

富東建設事-18-0283県道都留道志線（上谷工区）通学路
安全対策工事（明許）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

595 H30.12.27 - 県内の「山地災害危険地区」区域図（位置図）
情報の形態：ＧＩＳデータ、ＰＤＦ等の画像デー
タ、紙地図

取下げ 1 森林環境 治山林道課

596 H30.12.27 H31.1.11 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・薬局・旧薬種商
販売業他

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・薬局・旧薬種商販売業他

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

597 H30.12.26 - 山梨県立病院の平成29年3月1日～4月13日ま
で9階に入院していた〇〇〇〇の看護師日誌
（記録）

取下げ 1 （独）病院機構 山梨県立病院機構
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