
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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８条
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他

598 H31.1.4 H31.1.21 平成12年6月16日設計〇〇〇カントリークラブ
新旧対照図

平成12年6月16日設計〇〇〇カントリークラブ新旧対照図 一部開示 1 森林環境 中北林務環境事務所

599 H31.1.7 H31.1.22 県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平
成30年12月6日から平成31年1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12月
6日から平成31年1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

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 衛生薬務課

600 H31.1.7 H31.1.18 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年12月6日から平成31年1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12月6日から平成31年1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

601 H31.1.7 H31.1.9 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年12月6日から平成31年1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12月6日から平成31年1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

602 H31.1.7 H31.1.18 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年12月6日から平成31年1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12月6日から平成31年1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

603 H31.1.7 H31.1.11 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年12月6日から平成31年1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12月6日から平成31年1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

604 H31.1.7 H31.1.9 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年12月6日から平成31年1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12月6日から平成31年1月5日までのもの。

一部開示 1 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

605 H31.1.8 H31.1.11 工事番号：道路整備課-17-0034工事名：一般
国道411号金運橋（仮称）上部工事の1（明許）
他2件に係る金入設計書(当初)

工事番号：道路整備課-17-0034工事名：一般国道411号金
運橋（仮称）上部工事の1（明許）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

606 H31.1.10 H31.1.21 山梨県・山中湖村の旅館業法に基づく許可施
設一覧

山梨県・山中湖村の旅館業法に基づく許可施設一覧 一部開示 1 1 森林環境 富士・東部保健福祉
事務所

607 H31.1.10 H31.2.12 平成30年度山梨県笛吹川フルーツ公園の指定
管理者募集に申請した団体のうち、〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の提出した指定申請書
の様式2（事業計画書）の部分。

様式2指定管理業務の実施に関する計画書 一部開示 1 1 県土整備 都市計画課

608 H31.1.11 H31.1.24 2019年1月11日時点で山梨県内で届出申請を
受理された住宅民泊事業者に事業者名、事業
者住所、届出事業施設住所、電話番号、メール
アドレス、届出番号

住宅宿泊事業者一覧 一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

609 H31.1.15 H31.1.28 「一部事務組合に対する住民監査請求の可
否」に関する行政実例のうち、山梨県総務部長
から自治省行政課長宛て照会文書及び自治省
行政課長から山梨県総務部長宛て回答文書。

住民監査請求に係る疑義について（照会）昭和44年11月25
日付け地第11‐36号住民監査請求に係る疑義について（回
答）昭和45年7月14日付け自治行第44号

全部開示 総務 市町村課

610 H31.1.15 H31.2.6 ・営繕課営繕課-18-0126県営住宅貢川団地36
号館全面的改善機械設備工事（一部債務）他
21件に係る金入り設計書

・営繕課営繕課-18-0126県営住宅貢川団地36号館全面的
改善機械設備工事（一部債務）他21件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

決定内容

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
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611 H31.1.15 H31.1.28 ・中北建設事中北建設事-18-0375（一）中下条
甲府線道路改良工事（明許）他4件に係る金入
り設計書

・中北建設事中北建設事-18-0375（一）中下条甲府線道路
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

612 H31.1.15 H31.1.21 ・中北建設事中北建設事-18-0410須玉川河川
災害復旧工事（H30災第17号）他3件に係る金
入り設計書

・中北建設事中北建設事-18-0410須玉川河川災害復旧工
事（H30災第17号）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

613 H31.1.15 H31.1.24 ・富東建設事富東建設事-18-0345一級河川高
川河川災害復旧工事（H30年災第4号）他5件に
係る金入り設計書

・富東建設事富東建設事-18-0345一級河川高川河川災害
復旧工事（H30年災第4号）他5件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 富士東部建設事務所

614 H31.1.15 H31.1.25 ・富東建設事富東建設事-18-0315一般国道
413号外道路工事（明許）他1件に係る金入り設
計書

・富東建設事富東建設事-18-0315一般国道413号外道路
工事（明許）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

615 H31.1.15 H31.1.24 ・峡南建設事峡南建設事-18-0179大和地すべ
り対策工事他3件に係る金入り設計書

・峡南建設事峡南建設事-18-0179大和地すべり対策工事
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

616 H31.1.15 H31.1.28 ・峡東建設事峡東建設事-18-0173主要地方道
甲府笛吹線標識設置工事他6件に係る金入り
設計書

・峡東建設事峡東建設事-18-0173主要地方道甲府笛吹線
標識設置工事他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

617 H31.1.15 H31.1.28 ・道路整備課峡南建設事道路整備課-18-0033
国道300号灯第二トンネル建設工事（一部債
務）に係る金入り設計書

・道路整備課峡南建設事道路整備課-18-0033国道300号
灯第二トンネル建設工事（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

618 H31.1.15 H31.1.25 ・富東林環事富東林環事-18-0229登下沢（災
害）小規模治山工事他3件に係る金入り設計書

・富東林環事富東林環事-18-0229登下沢（災害）小規模治
山工事他3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

619 H31.1.15 H31.1.25 ・峡東林環事峡東林環事-18-0191林道黒坂里
道線外整備工事に係る金入り設計書

・峡東林環事峡東林環事-18-0191林道黒坂里道線外整備
工事に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 峡東林務環境事務所

620 H31.1.15 H31.1.24 ・峡南農務事峡南農務事-18-0068富士川西部
地区富士川大橋その5耐震補強工事に係る金
入り設計書

・峡南農務事峡南農務事-18-0068富士川西部地区富士川
大橋その5耐震補強工事に係る実施設計書

一部開示 1 農政 峡南農務事務所

621 H31.1.15 H31.1.25 ・中北農務事中北農務事-18-0112茅ヶ岳西麓
地区2工区区画整理水路工事他3件に係る金
入り設計書

・中北農務事中北農務事-18-0112茅ヶ岳西麓地区2工区
区画整理水路工事他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

622 H31.1.15 H31.1.30 建設業許可番号：〇〇〇〇会社名：（株）〇〇
住所：富士吉田市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇代表
者：〇〇〇上記企業にH30年8月期の「決算変
更届出書」一式

株式会社〇〇に係る平成30年8月期の決算変更届出書一
式

一部開示 1 県土整備 建設業対策室

623 H31.1.10 H31.2.12 山梨県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（中富ＩＣ取付道路）の関係
書類

林地開発行為に係る連絡調整変更届について（進達）他 一部開示 1 1 森林環境 峡南林務環境事務所
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624 H31.1.10 H31.2.12 （株）〇〇〇〇〇〇〇〇が申請した林地開発許
可に関する「岩石採取」（身延町〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇）の関係書類

森林法第10条の2第1項の規定に基づく林地開発行為の変
更許可における留意事項について（通知）

一部開示 1 1 森林環境 峡南林務環境事務所

625 H31.1.17 H31.1.22 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）2018・12・3告示350主要地方道20号
甲斐早川線他

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・道路の区域変更H30.12.3告示山梨県告示350号）
主要地方道20号

全部開示 県土整備 道路管理課

626 H31.1.17 H31.1.21 早川町内で行っている中央新幹線工事に関す
る発生土置き場の届出書とそれに類する書類
（H20～H30年度）

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

627 H31.1.18 H31.1.31 平成30年10月1日から平成30年12月31日の間
に県内全県税事務所にて届出を受理した「法
人設立届出書」

法人設立届一覧（平成30年10月～平成30年12月受理分） 一部開示 1 1 総務 総合県税事務所

628 H31.1.18 H31.1.23 株式会社〇〇〇〇一級建築士事務所に係る
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（事業年度平成25，
26，27，28，29年度分）

株式会社〇〇〇〇一級建築士事務所に係る建築士法第
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（事業年度平成25，26，27，28，29年度分）

一部開示 1 県土整備 建築住宅課

629 H31.1.18 H31.1.28 道路整備課-18-0033国道300号灯第二トンネ
ル建設工事（一部債務）他1件に係る実施設計
書（金入り設計書）と見積参考資料

道路整備課-18-0033国道300号灯第二トンネル建設工事
（一部債務）他1件に係る実施設計書（金入り設計書）と見
積参考資料

一部開示 1 県土整備 道路整備課

630 H31.1.22 H31.1.31 2019年山梨県知事選挙における全県下の開票
区別投票所（27市町村）の記帳台に掲示されて
いる候補者名記載の文書を開票区別に見せて
いただきたい。

平成31年1月27日執行山梨県知事選挙における、各開票
区別、投票所の記載台に提示されている氏名等掲示文書
（27市町村分）

全部開示 選管 選挙管理委員会

631 H31.1.25 H31.1.29 富東建設事-18-0327県道上野原丹波山線橋
梁耐震補強工事（明許）に係る金入り設計書

富東建設事-18-0327県道上野原丹波山線橋梁耐震補強
工事（明許）に係る実施設計書

全部開示 県土整備 富士・東部建設事務
所

632 H31.1.25 H31.2.6 中北建設事-18-0455大深沢川河川災害復旧
工事(H30災第33号)(その1)(明許)に係る金入り
設計書

中北建設事-18-0455大深沢川河川災害復旧工事(H30災
第33号)(その1)(明許)に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

633 H31.1.29 H31.2.12 山梨県県民生活センターに寄せられた、弊社
へのクレームについて詳細の開示をお願いし
ます。

消費生活相談情報 一部開示 1 1 県民生活 県民生活センター

634 H31.1.29 H31.2.13 平成30年10月1日から12月末日までの間新規
営業許可を取得した飲食店営業および喫茶店
営業について、店舗を有する営業所の①屋
号、業種②営業所所在地③営業所電話番号他

食品営業許可台帳一覧表のうち平成30年10月1日から12
月末日までに飲食店営業及び喫茶店営業の許可を受けた
営業所（営業自動車、自動販売機は除く）に係る業種大分
類、屋号、営業所所在地③営業所電話番号他

一部開示 1 1 1 福祉保健 衛生薬務課

635 H31.1.25 H31.2.12 H29年度分の特定疾患更新手続に関する書類
（日付がわかるもの）

特定医療費（指定難病）受給者証の更新手続きについて
（通知）

全部開示 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

636 H31.1.30 H31.2.12 山梨県立科学館指定管理者施設事業計画書
過去2年分（平成29年度・平成30年度）

・平成29年度山梨県立科学館指定管理者の事業計画書・
平成30年度山梨県立科学館指定管理者の事業計画書

一部開示 1 1 教委 社会教育課
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637 H31.1.31 H31.2.5 流域下水道18-0017他3件に係る金入り設計書 流域下水道18-0017他3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

638 H31.2.1 H31.2.6 山梨県公立学校教員選考検査高等学校工業
（機械）の問題平成29～31年度採用分

山梨県公立学校教員選考検査高等学校工業（機械）の問
題平成29～31年度採用分

全部開示 教委 義務教育課

639 H31.2.5 H31.2.12 一級建築士事務所登録簿の2019年2月1日現
在の全登録事務所の全記載事項の写し

一級建築士事務所登録台帳の写し（2019年2月1日現在） 一部開示 1 県土整備 建築住宅課

640 H31.2.5 H31.2.20 県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平
成31年1月6日から平成31年2月5日までに受理
した「廃止届の写し、または廃止がわかる書面
の写し」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31年1月6
日から平成31年2月5日までに受理した「廃止届の写し、ま
たは廃止がわかる書面の写し」または廃止施設一覧

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

641 H31.2.5 H31.2.12 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成31年1月6日から平成31年2月5日まで
に受理した「廃止届の写し、または廃止がわか
る書面の写し」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31年1月6日から平成31年2月5日までのも
の。

一部開示 1 1 福祉保健 中北保健福祉事務所

642 H31.2.5 H31.2.7 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成31年1月6日から平成31年2月5日まで
に受理した「廃止届の写し、または廃止がわか
る書面の写し」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31年1月6日から平成31年2月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

643 H31.2.5 H31.2.12 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成31年1月6日から平成31年2月5日まで
に受理した「廃止届の写し、または廃止がわか
る書面の写し」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31
年1月6日から平成31年2月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

644 H31.2.5 H31.2.8 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成31年1月6日から平成31年2月5日まで
に受理した「廃止届の写し、または廃止がわか
る書面の写し」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31
年1月6日から平成31年2月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

645 H31.2.5 H31.2.8 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成31年1月6日から平成31年2月5日まで
に受理した「廃止届の写し、または廃止がわか
る書面の写し」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31年1月6日から平成31年2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

646 H31.2.5 H31.2.6 平成30年11月27日供用開始一般国道411号
「大常木バイパスⅡ期」北都留郡丹波山村大常
木地内、の完成後の道路形状と周辺道路との
接続が確認できる平面図

次の路線の道路形状と周辺道路との接続が確認できる平
面図一般国道411号（北都留郡丹波山村字大常木1446番1
地先からH30.11.27供用山梨県告示第343号大常木バイパ
スⅡ期

全部開示 県土整備 道路管理課

647 H31.2.5 H31.2.18 災害対策基本法第42条の2にある「地区防災計
画」に関し、平成30年6月1日付け「地区防災計
画の策定状況等の調査について」について山
梨県の回答内容がわかるもの他

地区防災計画の策定状況等調査調査個票・新たに策定さ
れた市町村、策定件数一覧表

一部開示 1 防災 防災危機管理課

648 H31.2.6 H31.2.14 H30年8月3日付「国関整甲工二第480号」にて
協議のあった資料一式

河川法第95条の変更協議について（一級河川常葉川常葉
橋）

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

649 H31.2.6 H31.2.18 仮称「早川・芦安連絡道路」の公表済み資料で
図面、数量、概算事業費等の解かる資料

平成29年度公共事業再評価調書（仮称）早川・芦安連絡道
路整備計画の変更について（お知らせ）

全部開示 県土整備 中北建設事務所
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650 H31.2.12 H31.2.14 ・富東林環事富東林環事-18-0185新倉災害関
連緊急治山工事（明許）他3件に係る金入り設
計書

・富東林環事富東林環事-18-0185新倉災害関連緊急治山
工事（明許）他3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

651 H31.2.12 H31.2.20 ・中北林環事中北林環事-18-0212清里の森（2
工区）舗装工事に係る金入り設計書

・中北林環事中北林環事-18-0212清里の森（2工区）舗装
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

652 H31.2.12 H31.2.27 ・峡東林環事峡東林環事-18-0189鶯宿新倉災
害関連緊急治山工事（明許）他1件に係る金入
り設計書

・峡東林環事峡東林環事-18-0189鶯宿新倉災害関連緊急
治山工事（明許）他1件に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 峡東林務環境事務所

653 H31.2.12 H31.2.21 ・峡南林環事峡南林環事-18-0143西川地すべ
り防止工事（明許）他1件に係る金入り設計書

・峡南林環事峡南林環事-18-0143西川地すべり防止工事
（明許）他1件に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 峡南林務環境事務所

654 H31.2.12 H31.3.13 ・営繕課営繕課-18-0119県営住宅貢川団地36
号館全面的改善工事（一部債務）他17件に係
る金入り設計書

・営繕課営繕課-18-0119県営住宅貢川団地36号館全面的
改善工事（一部債務）他17件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

655 H31.2.12 H31.2.20 ・峡東農務事峡東農務事-18-01013一宮南部
地区農道20号付帯工事他3件に係る金入り設
計書

・峡東農務事峡東農務事-18-01013一宮南部地区農道20
号付帯工事他3件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

656 H31.2.12 H31.2.21 ・中北農務事中北農務事-18-0080寺所地区排
水路（その2）工事他5件に係る金入り設計書

・中北農務事中北農務事-18-0080寺所地区排水路（その
2）工事他5件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所

657 H31.2.12 H31.2.18 ・峡南農務事峡南農務事-18-0070ゆずの郷地
区農道第5号道路工事に係る金入り設計書

・峡南農務事峡南農務事-18-0070ゆずの郷地区農道第5
号道路工事に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡南農務事務所

658 H31.2.12 H31.2.20 ・峡南建設事峡南建設事-18-0197印川河川工
事（明許）他4件に係る金入り設計書

・峡南建設事峡南建設事-18-0197印川河川工事（明許）他
4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

659 H31.2.12 H31.2.25 ・中北建設事中北建設事-18-0381(主)甲府中
央右左口線舗装工事（明許）他7件に係る金入
り設計書

・中北建設事中北建設事-18-0381(主)甲府中央右左口線
舗装工事（明許）他7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

660 H31.2.12 H31.2.22 ・中北建設事中北建設事-18-0387国道141号
舗装工事（その3）他25件に係る金入り設計書

・中北建設事中北建設事-18-0387国道141号舗装工事（そ
の3）他25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

661 H31.2.12 H31.2.14 ・流域下水道流域下水道-18-0047峡東流域下
水道笛吹川幹線流量計更新工事（明許）他2件
に係る金入り設計書

・流域下水道流域下水道-18-0047峡東流域下水道笛吹川
幹線流量計更新工事（明許）他2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

662 H31.2.12 H31.2.18 ・中部推進中部推進-18-0024一般県道割子切
石線中富IC下田原51工区道路安全施設工事
他1件に係る金入り設計書

・中部推進中部推進-18-0024一般県道割子切石線中富IC
下田原51工区道路安全施設工事他1件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中部横断自動車推進
事務所
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663 H31.2.12 H31.2.21 ・富東建設事富東建設事-18-0321県道梁川猿
橋線道路工事(明許)他3件に係る金入り設計書

・富東建設事富東建設事-18-0321県道梁川猿橋線道路工
事(明許)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

664 H31.2.12 H31.2.22 ・富東建設事富東建設事-18-0298主要地方道
河口湖精進線（扇崎）道路改良工事（明許）他1
件に係る金入り設計書

・富東建設事富東建設事-18-0298主要地方道河口湖精進
線（扇崎）道路改良工事（明許）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

665 H31.2.12 H31.2.27 ・峡東建設事峡東建設事-18-0177一般国道
411号道路改良工事（明許）他4件に係る金入り
設計書

・峡東建設事峡東建設事-18-0177一般国道411号道路改
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 峡東建設事務所

666 H31.2.12 H31.2.22 ・道路整備課峡東建設事道路整備課-18-0030
一般県道塩山停車場大菩薩嶺線道路改良工
事（明許）他2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-18-0030一般県道塩
山停車場大菩薩嶺線道路改良工事（明許）他2件に係る実
施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

667 H31.2.12 H31.2.20 ・大門塩川管大門塩川管-18-0030大門ダム飲
用水濾過滅菌装置改修工事に係る金入り設計
書

・大門塩川管大門塩川管-18-0030大門ダム飲用水濾過滅
菌装置改修工事に係る実施設計書

全部開示 県土整備 大門・塩川ダム管理
事務所

668 H31.2.12 H31.2.19 ・広瀬琴川ダ広瀬琴川ダ-18-0031広瀬ダム横
越流堤補修工事に係る金入り設計書

・広瀬琴川ダ広瀬琴川ダ-18-0031広瀬ダム横越流堤補修
工事に係る実施設計書

全部開示 県土整備 広瀬・琴川ダム管理
事務所

669 H31.2.12 H31.2.21 ・治水課広瀬琴川ダ治水課-18-0020広瀬ダム
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

・治水課広瀬琴川ダ治水課-18-0020広瀬ダムテレメータ・
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

670 H31.2.12 H31.2.21 山梨県内において営業している旅館業法の営
業許可に関して、1.施設名称2.施設所在地3.営
業所電話番号4.種別5.代表者氏名の情報（平
成31年2月8日現在）

平成31年2月8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、
施設電話番号及び代表者名

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

671 H31.2.12 H31.2.21 浄化槽の種類と人槽（韮崎市下祖母石2067番
地）

浄化槽台帳内の登録情報 全部開示 森林環境 中北林務環境事務所

672 H31.2.20 H31.3.5 外国人と生活保護に関し、1.被保護者調査の
年次調査「世帯主が外国籍の被保護世帯数、
世帯主の国籍・世帯人員・世帯類型別」等の統
計の①山梨県、②山梨県下の市別の統計他

・被保護者調査【年次調査】（基礎調査）第8表・被保護者調
査【月次調査】第1表

一部開示 1 福祉保健 福祉保健総務課

673 H31.2.20 H31.3.1 南アルプスのリニア新幹線のトンネルの掘削状
況（略地図併載）と出水についての処理方法
（処理施設、排水口の位置など）について

中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価【山梨県
（平成26年8月）】に基づく中間報告書（その1）他

全部開示 森林環境 大気水質保全課

674 H31.2.20 H31.3.1 南アルプスのリニア新幹線のトンネルの掘削状
況（略地図併載）と出水についての処理方法
（処理施設、排水口の位置など）について

特定施設変更届出書（入件日：平成29年1月19日）特定施
設設置届出書（入件日：平成29年5月19日）

一部開示 1 1 森林環境 峡南林務環境事務所

675 H31.2.21 H31.3.8 中部横断自動車道（長坂ー八千穂）に関する道
路事業の計画段階評価に係る国交省からの地
方公共団体への意見照会についてのの決裁文
書又はそれに類する文書他

中部横断自動車道（長坂ー八千穂）に関する道路事業の
計画段階評価に係る国交省からの地方公共団体への意見
照会についてのの決裁文書又はそれに類する文書

一部開示 1 県土整備 高速道路推進課
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676 H31.2.25 H31.3.7 中北建設事-18-0418（主）北杜八ヶ岳公園線
白樺橋補修工事（明許）他6件に係る金入り設
計書

中北建設事-18-0418（主）北杜八ヶ岳公園線白樺橋補修
工事（明許）他6件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

677 H31.2.25 - 南都留郡富士河口湖町〇〇〇〇〇〇〇〇の
建物における「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」の旅館
業の営業許可指令書。

取下げ 1 福祉保健 富士東部保健福祉事
務所

678 H31.2.26 H31.3.28 平成29年度精神保健福祉資料【630調査】を提
出された全病院分を病院ごとに・シート病院・診
療所1（施設の概要について）他

平成29年度630調査について（自治体・医療機関） 一部開示 1 1 福祉保健 障害福祉課

679 H31.2.26 H31.3.11 平成30年1月1日から平成30年12月31日の間に
山梨県内で新規開設及び廃止届でのあった歯
科技工所名簿一覧

山梨県内で平成30年1月1日から平成30年12月31日までに
新規開設及び廃止届のあった歯科技工所名簿一覧

一部開示 1 福祉保健 医務課

680 H31.2.27 - 〇〇〇〇〇〇〇〇〇の「いじめ」に関する情報
全て〇〇〇〇〇〇〇〇〇の「〇〇事件」に関
する情報全て

取下げ 1 教委 義務教育課

681 H31.2.28 H31.3.5 一級・二級・木造建築士事務所台帳（平成31年
1月31日現在）

一級・二級・木造建築士事務所台帳の写し（平成31年1月
31日現在）

一部開示 1 県土整備 建築住宅課

682 H31.2.28 H31.4.1 平成30年12月10日に提出された市川三郷町議
会議員の選挙の当選の効力に関する審査の
申し立て及び現在までの文書

市川三郷町議会議員の選挙の当選の効力に関する審査
の申立て他

一部開示 1 1 選管 選挙管理委員会

683 H31.3.1 H31.3.7 峡東建設事-18-0201一般国道411号小田原橋
外補修工事（明許）他1件に係る金入り設計書

峡東建設事-18-0201一般国道411号小田原橋外補修工事
（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

684 H31.3.1 H31.3.18 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・監査報告書決算月
が平成29年4月から平成30年3月までのもの決
算月が平成30年4月のもの

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
29年4月以降のもの

一部開示 1 1 福祉保健 医務課

685 H31.3.4 H31.3.5 峡南建設事務所さんが所持している「根子川荒
廃砂防ダム」のスナップ写真

砂防設備台帳（ダム工） 全部開示 県土整備 峡南建設事務所

686 H31.3.5 H31.3.20 県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平
成31年2月6日から平成31年3月5日までに受理
した「廃止届の写し、または廃止がわかる書面
の写し」または廃止施設一覧情報範囲

県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平成31年2月6
日から平成31年3月5日までに受理した「廃止届の写し、ま
たは廃止がわかる書面の写し」または廃止施設一覧

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

687 H31.3.5 H31.3.15 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成31年2月6日から平成31年3月5日まで
に受理した「廃止届の写し、または廃止がわか
る書面の写し」または廃止施設一覧情報範囲

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31年2月6日から平成31年3月5日までのも
の。

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 中北保健福祉事務所

688 H31.3.5 H31.3.7 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成31年2月6日から平成31年3月5日まで
に受理した「廃止届の写し、または廃止がわか
る書面の写し」または廃止施設一覧情報範囲

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31年2月6日から平成31年3月5日までのもの。

一部開示 1 福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所
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689 H31.3.5 H31.3.15 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成31年2月6日から平成31年3月5日まで
に受理した「廃止届の写し、または廃止がわか
る書面の写し」または廃止施設一覧情報範囲

峡東保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成31
年2月6日から平成31年3月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 峡東保健福祉事務所

690 H31.3.5 H31.3.14 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成31年2月6日から平成31年3月5日まで
に受理した「廃止届の写し、または廃止がわか
る書面の写し」または廃止施設一覧情報範囲

峡南保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成31
年2月6日から平成31年3月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

691 H31.3.5 H31.3.6 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成31年2月6日から平成31年3月5日まで
に受理した「廃止届の写し、または廃止がわか
る書面の写し」または廃止施設一覧情報範囲

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31年2月6日から平成31年3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

692 H31.3.8 H31.3.22 ・峡東建設事峡東建設事-18-0216一般国道
137号道路工事（明許）他6件に係る金入り設計
書

・峡東建設事峡東建設事-18-0216一般国道137号道路工
事（明許）他6件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡東建設事務所

693 H31.3.8 H31.3.20 ・中北建設事中北建設事-18-0473（都）高畑町
昇仙峡線道路照明設置工事（明許）他5件に係
る金入り設計書

・中北建設事中北建設事-18-0473（都）高畑町昇仙峡線道
路照明設置工事（明許）他5件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

694 H31.3.8 H31.3.18 ・中北建設事中北建設事-18-0461和入沢砂防
工事(明許)他5件に係る金入り設計書

・中北建設事中北建設事-18-0461和入沢砂防工事(明許)
他5件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

695 H31.3.8 H31.3.15 ・富東建設事富東建設事-18-0371主要地方道
大月上野原線災害復旧工事（Ｈ30災第11号）
（明許）他4件に係る金入り設計書

・富東建設事富東建設事-18-0371主要地方道大月上野原
線災害復旧工事（Ｈ30災第11号）（明許）他4件に係る実施
設計書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

696 H31.3.8 H31.3.22 ・富東建設事富東建設事-18-0367一般県道富
士吉田西桂線舗装工事（明許）他3件に係る金
入り設計書

・富東建設事富東建設事-18-0367一般県道富士吉田西桂
線舗装工事（明許）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
所吉田支所

697 H31.3.8 H31.3.20 ・峡南建設事峡南建設事-18-0228主要地方道
富士川身延線大沢洞門補修工事（明許）他4件
に係る金入り設計書

・峡南建設事峡南建設事-18-0228主要地方道富士川身延
線大沢洞門補修工事（明許）他4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

698 H31.3.8 H31.3.13 ・中部推進中部推進-18-0027一般県道割子切
石線中富ＩＣ下田原53工区舗装工事（明許）に
係る金入り設計書

・中部推進中部推進-18-0027一般県道割子切石線中富ＩＣ
下田原53工区舗装工事（明許）に係る実施設計書

全部開示 県土整備 中部横断自動車道推
進事務所

699 H31.3.8 H31.3.12 ・流域下水道流域下水道-18-0054富士北麓流
域下水道富士北麓2号幹線マンホール蓋更新
工事3工区（明許）に係る金入り設計書

・流域下水道流域下水道-18-0054富士北麓流域下水道富
士北麓2号幹線マンホール蓋更新工事3工区（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

700 H31.3.8 H31.3.22 ・道路整備課中北建設事道路整備課-18-0035
（主）甲府昇仙峡線新長とろ橋下部工事（一部
債務）に係る金入り設計書

・道路整備課中北建設事道路整備課-18-0035（主）甲府昇
仙峡線新長とろ橋下部工事（一部債務）に係る実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 道路整備課

701 H31.3.8 H31.3.28 ・営繕課営繕課-18-0193県営住宅富士見団地
Ａ号館他外構電気設備工事他13件に係る金入
り設計書

・営繕課営繕課-18-0193県営住宅富士見団地Ａ号館他外
構電気設備工事他13件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課
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702 H31.3.8 H31.3.15 ・峡南林環事峡南林環事-18-0171林道足馴峠
線（五開北工区）開設工事（明許）他3件に係る
金入り設計書

・峡南林環事峡南林環事-18-0171林道足馴峠線（五開北
工区）開設工事（明許）他3件に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 峡南林務環境事務所

703 H31.3.8 H31.3.13 ・峡東林環事峡東林環事-18-0185日川左支治
山工事（明許）に係る金入り設計書

・峡東林環事峡東林環事-18-0185日川左支治山工事（明
許）に係る実施設計書

一部開示 1 森林環境 峡東林務環境事務所

704 H31.3.8 H31.3.11 ・中北林環事中北林環事-18-0199甘利沢治山
工事（明許）他1件に係る金入り設計書

・中北林環事中北林環事-18-0199甘利沢治山工事（明許）
他1件に係る実施設計書

一部開示 1 森林環境 中北林務環境事務所

705 H31.3.8 H31.3.19 ・富東林環事富東林環事-18-0213三ツ石沢治
山工事（明許）他1件に係る金入り設計書

・富東林環事富東林環事-18-0213三ツ石沢治山工事（明
許）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

706 H31.3.11 H31.3.12 旧優生保護法（1948～96年）の法令に基づく資
料のうち・審査に関する資料（優生手術申請
書、健康診断書、遺伝調査書、同意書など）他

・起案文書「昭和50年第1回優生保護審査会の開催につい
て」・昭和50年度第1回優生保護審査会議事録・起案文書
「昭和50年度第2回優生保護審査会結果について」・訪問
記録

一部開示 1 福祉保健 健康増進課

707 H31.3.8 H31.3.11 ・峡東農務事峡東農務事-18-0104上栗原地区
農道2号舗装工事に係る金入り設計書

・峡東農務事峡東農務事-18-0104上栗原地区農道2号舗
装工事に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

708 H31.3.8 H31.3.12 ・治水課-16-0012「五明川排水機場ポンプ設備
更新工事(明許)」に係る実施設計書

・治水課-16-0012「五明川排水機場ポンプ設備更新工事
(明許)」に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 治水課

709 H31.3.11 H31.3.20 土対法に基づく要措置区域等（整理番号：27-
04～06，29-01～03，30-01～05）に係る最新又
は消除直前の区域台帳一式及び解除台帳（様
式のみ）の写し他

土壌汚染対策法の要措置区域等に係る最新又は削除直
前の区域台帳一式及び解除台帳他

一部開示 1 1 1 森林環境 大気水質保全課

710 H31.3.11 - 北杜市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇において
届け出ている、「山梨県生活環境の保全に関す
る条例の指定工場と特定施設（水質・汚水に係
るもの）」

取下げ 1 森林環境 中北林務環境事務所

711 H31.3.12 - 塩川、黒沢観測局の流量観測データ（2013年
から2019年）

取下げ 1 県土整備 大門・塩川ダム管理
事務所

712 H31.3.13 H31.3.19 開示請求リストの区間に関する平面図及び位
置図2019・2・25告示31主要地方道3号甲府市
川三郷線始点：中央市山之神字居村3561番地
先終点：中央市臼井阿原字上阿原59番3地先

開示請求リストの区間に関する平面図及び位置図2019・2・
25告示31主要地方道3号甲府市川三郷線始点：中央市山
之神字居村3561番地先終点：中央市臼井阿原字上阿原59
番3地先他

全部開示 県土整備 道路管理課

713 H31.3.13 H31.3.22 ・道路整備課-18-0040国道300号道路工事（一
部債務）に係る設計書

・道路整備課-18-0040国道300号道路工事（一部債務）に
係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

714 H31.3.13 H31.3.18 ・中部推進-18-0023県道割子切石線外起業地
管理業務委託他1件に係る設計書

・中部推進-18-0023県道割子切石線外起業地管理業務委
託他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
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715 H31.3.13 H31.3.22 ・峡南建設事-18-0217一般県道遅沢静川線道
路改良工事（明許）他6件に係る設計書

・峡南建設事-18-0217一般県道遅沢静川線道路改良工事
（明許）他6件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

716 H31.3.13 H31.3.26 一般国道411号舗装工事の2峡東建事-18-
0163他1件に係る実施設計書と見積参考資料

一般国道411号舗装工事の2峡東建事-18-0163他1件に係
る実施設計書と見積参考資料

一部開示 1 県土整備 峡東建設事務所

717 H31.3.13 H31.3.15 峡東農務事-18-0050釈迦堂地区石工区舗装
工事に係る実施設計書及び見積参考資料

峡東農務事-18-0050釈迦堂地区石工区舗装工事に係る
実施設計書及び見積参考資料

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

718 H31.3.14 H31.3.22 県土整備部富東建設事務所発注の平成30年
度「主要地方道河口湖精進線（大石）道路改良
工事（明許）」の金入り設計書一式（契約番号：
富東建設事-18-0383）

県土整備部富東建設事務所発注の平成30年度「主要地方
道河口湖精進線（大石）道路改良工事（明許）」の実施設計
書一式（契約番号：富東建設事-18-0383）

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

719 H31.3.15 - 最近三年間における富士川及び早川の水質検
査の結果の全データ

取下げ 1 森林環境 大気水質保全課

720 H31.3.15 H31.3.20 昭和33年7月14日付け自丁行発第121号「監査
の結果に対する異議の申立、再監査の請求
等」他に関する行政実例のうち、照会文書及び
回答文書。

昭和33年7月14日付け自丁行発第121号「監査の結果に対
する異議の申立、再監査の請求等」他に関する行政実例
のうち、照会文書及び回答文書。

不存在に
よる不開
示

1 総務 市町村課

721 H31.3.18 - 1.昭和52年から平成30年の間の「山梨県中小
企業調停審議会」の開催記録と議事録他

取下げ 1 産業労働 産業政策課

722 H31.3.18 H31.3.22 平成31年3月18日供用開始県道714号鳴沢富
士河口湖線（勝山バイパスL=約490m）につい
て、完成後の道路形状及び周辺道路との接続
形状が分かる平面図

平成31年3月18日供用開始県道714号鳴沢富士河口湖線
（勝山バイパスL=約490m）について、完成後の道路形状及
び周辺道路との接続形状が分かる平面図

全部開示 県土整備 道路管理課

723 H31.3.19 H31.4.2 2019年2月末時点現在における柔道整復施術
所（施術所名称、開設の場所、開設者氏名、開
設年月日）

2019年2月末時点現在における柔道整復施術所（施術所
名称、開設の場所、開設者氏名、開設年月日）

全部開示 福祉保健 医務課

724 H31.3.22 H31.4.5 私立山梨訓盲院（現在の山梨県立盲学校の前
身）について、大正8年の設立許可申請書（また
は関連資料）。

私立学校設立願副申、乑調事項、経費収支、大正八年度
収支、資産、設立趣意書、寄付金募集許可書、学則、建物
平面図、履歴書

一部開示 1 県民生活 私学・科学振興課

725 H31.3.22 H31.3.25 道路整備課18-0025国道300号道路工事（一部
債務）他2件に係る金入り設計書

道路整備課18-0025国道300号道路工事（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

726 H31.3.22 H31.4.4 中北建設事-18-0468古杣西沢砂防工事（明
許）に係る金入り設計書

中北建設事-18-0468古杣西沢砂防工事（明許）に係る実
施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

727 H31.3.25 H31.4.8 平成4年から6年までに行われた、当時の豊富
村内の公共事業すべての事業名、期間、落札
者の情報

旧豊富村における、平成4年から6年までに関係する工期
の工事契約書

不存在に
よる不開
示

1 農政 中北農務事務所
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