
受付
番号

請　求
年月日

実施機関 情　報　の　内　容 決定状況

1 平成26年4月2日
（都市整備部）
建築指導課

・リサイクル届出書の１枚目（書式第１号）
・取手市の管轄区域内
・届出者が法人で，建築物に係る解体工事情報のみ
・平成２５年１２月２０日から２６年３月３１日まで

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

2 平成26年4月4日
（都市整備部）
区画整理課

１．取手駅北土地区画整理事業では当初Ｃ街区の造成計画がな
かった（地図に標高の記載がない）が，造成するようになった
経緯のわかる書類いつの時点で造成することに決定したのかな
どが分かるように
２．この造成が区画整理事業の中に位置づけられていることを
証明できる文書

部分開示
（文書不存在）

3 平成26年4月4日 会計課 ３．Ｃ街区の県・市有地の造成に関するすべての会計関係書類
部分開示

（個人情報）
（法人情報）

4 平成26年4月4日
（まちづくり振興部）

放射能対策課
取手市が行った除染工事に関わる一切の資料また，現在行おう
としている資料の全て

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

（事務事業執行情報）

5 平成26年4月4日
（教育委員会）
取手図書館

市立図書館における，利用者の義務および権利に関する法令，
内規等の規定のすべて

全部開示

6 平成26年4月4日
（教育委員会）
学務給食課

下記対象にかかる過去１年間の勤務実態，報酬及び費用弁償を
証する文書のすべて
１．学校嘱託医師　２．学校嘱託歯科医師　３．学校薬剤師

部分開示
（個人情報）

7 平成26年4月9日
（建設部）
道路課

市道１５６４号線に関する次の文書
１．場所と全長及び道路構造　工事設計書
３．他の道路（１５６４号線と接続するもの）及び学校並びに
保育所と更にこれらに隣接地権者との関連に関する決裁文書
交渉記録（土地）
４．●●●●西隣り旧梅畑地権者に関する報告書及び決裁書
交渉記録（土地）
５．工事契約前後共教育委員会と協議した際の文書（協議記
録）

部分開示
（個人情報）

（事務事業執行情報）
（文書不存在）

8 平成26年4月11日
（健康福祉部）
子育て支援課

公設保育所及び公設民営保育所における保育料の平成２６年３
月３１日現在，遅れを除く滞納について
１．公設分　滞納総金額と件数及び直近１年分について
２．公設民営分　滞納総金額と件数

部分開示
（個人情報）

9 平成26年4月11日
（教育委員会）
学務給食課

学校給食における受益者負担として，保護者が支払う給食費の
平成２６年３月３１日現在，遅れを除く滞納について
１．その総金額
２．学校別件数とその総金額

全部開示

10 平成26年4月10日
（健康福祉部）
高齢福祉課

１．「取手市お休み処事業に関する協定書」が法的拘束力を持
つことを示す文書のすべて
２．「取手市お休み処事業実施要綱」が法的拘束力を持つこと
を示す文書のすべて

不開示
（文書不存在）

平成２６年度　取手市情報公開条例の運用状況一覧



受付
番号

請　求
年月日

実施機関 情　報　の　内　容 決定状況

11 平成26年4月14日 議会事務局

①平成２４年１０月２４日及び２５日，●●●●が会派代表者
として報告している視察時に支払った交通費，宿泊費，その他
経費について，政務活動費として処理したことを証する文書及
びこれを担保する領収書等
②取手市政治倫理条例施行規則第２条に定める（様式第１号）
及び（様式第２号）と称する報告書

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

12 平成26年4月21日
（健康福祉部）
子育て支援課

下記対象にかかる過去１年間の勤務実態，報酬及び費用弁書を
正確に証する文書のすべて
１．児童扶養手当障害判定医
２．保育所嘱託医師
３．保育所嘱託歯科医師

部分開示
（個人情報）
（文書不存在）

13 平成26年4月22日
（建設部）

水とみどりの課
②平成２３年度検証除染を行った５ヶ所に関する文書

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

14 平成26年4月22日
（まちづくり振興部）

放射能対策課
①辻田緑地公園除染工事に関する出来高管理図及び施工写真
②平成２３年度検証除染を行った５ヶ所に関する文書

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

15 平成26年4月23日
（政策推進部）

秘書課

平成２６年４月２１日，過日提出した質問書に対し，取手市政
治倫理条例施行規則第１０条に基づき審査会の庶務を所管する
政策推進部より電話により回答がされました。
１．当該回答指示を証明する指示書又は決裁書及びメモ類
２．私が提出した質問書の写し

全部開示

16 平成26年4月24日
（教育委員会）

図書館
取手市，とりわけ教育委員会図書室において，上司の命令が法
令遵守の義務に優先することを証する文書のすべて

不開示
（文書不存在）

17 平成26年4月30日 議会事務局

取手市議会会派創世クラブ平成２５年４月１２日付，政務調査
費収支報告書に添付されている
１．行程表中，１０月２４日西宮北口駅北改札口で待ち合わせ
た相手方の役職及び氏名
２．●●●●による報告書中，阪急西宮北口駅北西駐輪場につ
いて説明をした相手方の役職及び氏名

不開示
（文書不存在）

18 平成26年4月30日
（健康福祉部）
子育て支援課

●●●●の運営委託契約書
不開示

（文書不存在）

19 平成26年5月7日 議会事務局

取手市議会における次の記録
１．平成２６年２月１０日，議会運営委員会記録７ページ●●
●●が「●●●●」と発言された当該記録部分の録音
２．平成２６年４月２５日，取手市議会臨時会における議案第
３２号に対する質疑中，ハイパーメガ工法部分（●●●●）で
傍聴者より発言があった場面の同時発言した録音録画

全部開示

20 平成26年5月15日
（教育委員会）

公民館
取手市公民館図書室にかかる公民館としての条例，規則，要
綱，規程にかかる法令等の根拠を示す文書

不開示
（文書不存在）

21 平成26年5月15日
（教育委員会）

公民館

取手市公民館図書室を，図書館法による図書館設置条例にもと
づく規則に従って運営することを定めた条例等の法的根拠を証
する文書
※公民館図書室は図書館法によらない，という当然の事実を前
提とする。

不開示
（文書不存在）



受付
番号
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22 平成26年5月15日
（教育委員会）

公民館
取手市公民館図書室が法令に定める公民館活動の一環であるこ
とを証する文書

全部開示

23 平成26年5月21日 議会事務局
インターネットサイト●●●●掲載の記事について，●●●●
の指示によりコピーした文書の写し又は同等の文書（市民より
情報提供によるもの）及び関連する文書

不開示
（文書不存在）

24 平成26年5月23日
（総務部）
市民課

平成２５年４月１日から２５年１２月３１日までに付定のあっ
た取手市住居表示に関する条例第３条・同規則に基づく住居表
示実施地区の住居表示符定簿（所在地番・住居表示・符定年月
日の記載のある一覧表）と該当の住居表示台帳（住居番号付定
通知書は不要です）

全部開示

25 平成26年5月30日 議会事務局

①平成２３年１２月２６日，取手市議会において，地方自治法
１００条による特別委員会委員長報告の議決事項
②平成２５年１２月５日，取手市議会で前市議（●●●●）と
和解についての議決事項及び本件訴訟に関し，税より出した事
を証する請求書，支払証明書，領収書，送金書，その他関連す
る文書

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

26 平成26年5月30日 会計課

②平成２５年１２月５日，取手市議会で前市議（●●●●）と
和解についての議決事項及び本件訴訟に関し，税より出した事
を証する請求書，支払証明書，領収書，送金書，その他関連す
る文書

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

27 平成26年5月30日 議会事務局

●●●●掲載の記事について，●●●●の指示によるコピーを
した担当職員の職及び氏名並びに当該コピーと同等の文書（現
在存在しない場合，当日と同作業により取り出したものでもよ
い）

不開示
（文書不存在）

28 平成26年6月2日
（健康福祉部）
高齢福祉課

平成２２年度に市が交付した特別養護老人ホーム設置に関する
意見書

部分開示
（個人情報）

29 平成26年6月2日 議会事務局

新取手市施行後，議会における
１．受付受理をしなかった請願等名
２．受付受理後，上程しなかった請願等名及びこれらの根拠法
について

部分開示
（文書不存在）

30 平成26年5月30日
（教育委員会）

図書館

１．取手市立図書館協議会の活動内容を具体的に証する文書
２．教育委員会が任命した現在の図書館協議会委員全員の氏
名，職業（前職），出身学校，学位等を証する文書

部分開示
（個人情報）
（文書不存在）

31 平成26年6月6日
（健康福祉部）
子育て支援課

保育所の待機児童に関する資料について
１．２０１４年３月５日付のメールにおいて，待機児童に関す
る定義は，下記の厚労省よりの通知文書によるとの事
　・平成１９年３月３０日（雇児保発第０３３０００１号）
　・同２１年３月１３日（雇児保発第０３１３００１号）
　・同２２年３月２５日（雇児保発第０３２５号）
上記文書の開示及び，同通知文による取手市の実施施策策定文
書及び関係文書全て
２．待機児童の入所希望保育所所在地迄の所要時間を２０分と
定めているようですが，入所希望児童保育所入所要綱等に関す
る条例又は取扱規則等の関係文書
　この２０分と規定した経緯を記載した起案書，市長の決裁の
有無を示す文書

部分開示
（文書不存在）
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32 平成26年6月12日
（教育委員会）

公民館

１．取手市公民館条例および管理運営規則において，各公民館
（または一部）に図書室を設置する旨の条文の提示
２．戸頭公民館図書室に関し，その「図書の貸出し」について
図書館管理運営規則を適用する旨の定めがある。これについて
　ア）戸頭公民館図書室は図書館法による設置条例に基づく図
書館ではない。従って図書館でありえない公民館図書室に適用
できない。それができるという法的根拠
　イ）前記公民館条例及び規則では戸頭公民館図書室について
「図書の貸出し」のみについて規定する。図書の貸出し以外の
図書室管理運営・管理についての法的規定の提示
　ウ）戸頭公民館を含めたすべての取手市立公民館の管理運営
を定めた条例規則等の提示

部分開示
（文書不存在）

33 平成26年6月16日 議会事務局

平成２６年第２回取手市議会定例会の６月５日，請願等の上程
のため，議会運営委員会において，請願等の受付受理されたも
のに対する上程前の手続きについての会議記録・文書・メモ及
び録音記録全部

部分開示
（個人情報）

（事務事業執行情報）
（文書不存在）

34 平成26年6月25日 議会事務局
平成２６年６月２０日取手市議会における日程第７の陳情に対
して賛成及び反対の発言記録全部

部分開示
（文書不存在）

35 平成26年7月1日
（都市整備部）
建築指導課

・リサイクル届出書の１枚目（書式第１号）
・取手市の管轄区域内
・届出者が法人で，建築物に係る解体工事情報のみ
・平成２６年４月１日から２６年６月３０日まで

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

36 平成26年7月2日
（都市整備部）
中心市街地整備課

取手駅北Ｃ街区事業提案公募事業に際して●●●●氏が提出し
た事業計画提案書

部分開示
（法人情報）

37 平成26年7月4日
（総務部）

安全安心対策課

取手市における暴対条例に基づき，次の事項について開示を求
める。
１．取手市内における指定暴力団団体数及び事務所数
２．上記に属する組員数
３．指定暴力団以外の団体数

不開示
（文書不存在）

38 平成26年7月4日
（健康福祉部）
子育て支援課

公設民営化に従い戸頭東保育所が●●●●に保育所施設の建物
無償譲渡，土地無償譲渡，法に定める保育業務の譲渡又は委託
についての次の文書
１．契約書又は覚書など事実を証明する文書全部
２．本文に関する経過を示す文書全部
３．１及び２に関する文書が不存在の場合，その理由を証明す
る文書（法文を含む）

部分開示
（個人情報）
（法人情報）
（文書不存在）

39 平成26年7月4日 議会事務局 政務活動費（平成２５年度分）関する収支報告書及び領収書等
部分開示

（個人情報）
（法人情報）

40 平成26年7月7日
（政策推進部）

秘書課

平成２６年度分取手市議会議員の提出した資産等報告書等を政
治倫理条例第12条の定めにより議長から送付された“写し”全
部

不開示
（他制度との調整）

41 平成26年7月11日 議会事務局

取手市議会議員の議会基本条例に基づく資料請求件数につい
て，下記の項目別により開示請求する。
１．平成２４年，２５年，及び同２６年（６月まで）の市議に
よる資料請求件数
２．上記資料請求の個人別件数及び内容概略
３．開示状況（全開示，部分開示）
４．開示に関して，不服申し立ての有無，有の場合の議員名，
結果

全部開示
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42 平成26年7月15日
（財政部）
管財課

①市の施設に設置してある自動販売機設置業者との契約書
不開示

（文書不存在）

43 平成26年7月15日
（まちづくり振興部）

産業振興課
①市の施設に設置してある自動販売機設置業者との契約書

不開示
（文書不存在）

44 平成26年7月15日
（総務部）

藤代総合窓口課
①市の施設に設置してある自動販売機設置業者との契約書

不開示
（文書不存在）

45 平成26年7月15日
（消防本部）

総務課
①市の施設に設置してある自動販売機設置業者との契約書

不開示
（文書不存在）

46 平成26年7月15日
（都市整備部）
都市計画課

①市の施設に設置してある自動販売機設置業者との契約書
不開示

（文書不存在）

47 平成26年7月15日
（政策推進部）
文化芸術課

①市の施設に設置してある自動販売機設置業者との契約書
不開示

（文書不存在）

48 平成26年7月15日
（教育委員会）

スポーツ生涯学習課

①市の施設に設置してある自動販売機設置業者との契約書
②取手グリーンスポーツセンター内売店業者との契約に関する
もの

部分開示
（法人情報）
（文書不存在）

49 平成26年7月15日
（教育委員会）

公民館
①市の施設に設置してある自動販売機設置業者との契約書

不開示
（文書不存在）

50 平成26年7月15日
（教育委員会）
学務給食課

①市の施設に設置してある自動販売機設置業者との契約書
不開示

（文書不存在）

51 平成26年7月15日
（教育委員会）

図書館
①市の施設に設置してある自動販売機設置業者との契約書

不開示
（文書不存在）

52 平成26年7月15日
（健康福祉部）
高齢福祉課

①市の施設に設置してある自動販売機設置業者との契約書
不開示

（文書不存在）
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53 平成26年7月15日
（建設部）

水とみどりの課
①市の施設に設置してある自動販売機設置業者との契約書

不開示
（文書不存在）

54 平成26年7月16日
（都市整備部）
中心市街地整備課

取手駅北Ｃ街区事業提案公募事業において●●●●氏が提出し
た提案書の受付日時がわかる書類

部分開示
（法人情報）

55 平成26年7月22日
（まちづくり振興部）

環境対策課
米の井盛土追加申請Ｈ２６年７月１９日説明会時点の変更図面
一式

部分開示
（個人情報）

56 平成26年7月22日 議会事務局

政治倫理条例改正に伴う次の文書類
１．条例草案と作成に関係する文書，メモ等全部
２．議会議決後の施行までに関連する文書，メモ等全部
３．条例改正に必要とした法令等及び関連する文書
第２項について削除する

全部開示

57 平成26年7月24日
（財政部）
管財課

市の施設に設置してある自動販売機に関するもの
部分開示

（法人情報）

58 平成26年7月24日
（まちづくり振興部）

産業振興課
市の施設に設置してある自動販売機に関するもの

部分開示
（法人情報）

59 平成26年7月24日
（総務部）

藤代総合窓口課
市の施設に設置してある自動販売機に関するもの

部分開示
（法人情報）

60 平成26年7月24日
（消防本部）

総務課
市の施設に設置してある自動販売機に関するもの

部分開示
（法人情報）

61 平成26年7月24日
（都市整備部）
都市計画課

市の施設に設置してある自動販売機に関するもの
部分開示

（法人情報）

62 平成26年7月24日
（政策推進部）
文化芸術課

市の施設に設置してある自動販売機に関するもの
部分開示

（法人情報）

63 平成26年7月24日
（教育委員会）

スポーツ生涯学習課
市の施設に設置してある自動販売機に関するもの

部分開示
（法人情報）



受付
番号

請　求
年月日

実施機関 情　報　の　内　容 決定状況

64 平成26年7月24日
（教育委員会）

公民館
市の施設に設置してある自動販売機に関するもの

部分開示
（法人情報）

65 平成26年7月24日
（教育委員会）
学務給食課

市の施設に設置してある自動販売機に関するもの
部分開示

（法人情報）

66 平成26年7月24日
（教育委員会）

図書館
市の施設に設置してある自動販売機に関するもの

部分開示
（法人情報）

67 平成26年7月24日
（健康福祉部）
高齢福祉課

市の施設に設置してある自動販売機に関するもの
部分開示

（法人情報）

68 平成26年7月24日
（建設部）

水とみどりの課
市の施設に設置してある自動販売機に関するもの

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

69 平成26年7月31日
（教育委員会）
学務給食課

取手市学校給食の全食材納品書
部分開示

（個人情報）
（法人情報）

70 平成26年8月5日
（財政部）
管財課

市の所有する建物について（建物名，住所，構造，建設年，面
積）

全部開示

71 平成26年8月5日
（まちづくり振興部）

環境対策課

取手市米ノ井下夕田地先埋立等に関する文書の開示を求める。
１　埋立許可は知事の権限であるが，埋立現場は取手市内で有
り，埋立行為により環境の変化，地域住民の生活環境に及ぼす
諸問題，埋立による雨水等の処理問題等等市として知事から意
見等の聴取を求められていると思料するが，この件につき周辺
住民との協議結果，埋立により大量の雨水が埋立地より排出さ
れる現象が起きる（すでに起きており，ふれあい道路が冠水し
た事実あり）恐れがますます増大する，この排水をどの様にす
るか？
これ等等の諸問題に対して知事と協議したものと思料するので
関係文書の開示を求める。
２　過去の上記地先埋立行為及びその後無許可で市道及び市有
地に廃棄された残土の処理が為されていない現状である，この
件に関する市長が行った行政行為を示した文書。

部分開示
（個人情報）

72 平成26年8月5日
（建設部）
管理課

取手市米ノ井下夕田地先埋立等に関する文書の開示を求める。
１　埋立許可は知事の権限であるが，埋立現場は取手市内で有
り，埋立行為により環境の変化，地域住民の生活環境に及ぼす
諸問題，埋立による雨水等の処理問題等等市として知事から意
見等の聴取を求められていると思料するが，この件につき周辺
住民との協議結果，埋立により大量の雨水が埋立地より排出さ
れる現象が起きる（すでに起きており，ふれあい道路が冠水し
た事実あり）恐れがますます増大する，この排水をどの様にす
るか？
これ等等の諸問題に対して知事と協議したものと思料するので
関係文書の開示を求める。
２　過去の上記地先埋立行為及びその後無許可で市道及び市有
地に廃棄された残土の処理が為されていない現状である，この
件に関する市長が行った行政行為を示した文書。

全部開示



受付
番号

請　求
年月日

実施機関 情　報　の　内　容 決定状況

73 平成26年8月5日
（政策推進部）
広報広聴課

取手市米ノ井下夕田地先埋立等に関する文書の開示を求める。
１　埋立許可は知事の権限であるが，埋立現場は取手市内で有
り，埋立行為により環境の変化，地域住民の生活環境に及ぼす
諸問題，埋立による雨水等の処理問題等等市として知事から意
見等の聴取を求められていると思料するが，この件につき周辺
住民との協議結果，埋立により大量の雨水が埋立地より排出さ
れる現象が起きる（すでに起きており，ふれあい道路が冠水し
た事実あり）恐れがますます増大する，この排水をどの様にす
るか？
これ等等の諸問題に対して知事と協議したものと思料するので
関係文書の開示を求める。

部分開示
（個人情報）

74 平成26年8月5日
（建設部）
排水対策課

取手市米ノ井下夕田地先埋立等に関する文書の開示を求める。
１　埋立許可は知事の権限であるが，埋立現場は取手市内で有
り，埋立行為により環境の変化，地域住民の生活環境に及ぼす
諸問題，埋立による雨水等の処理問題等等市として知事から意
見等の聴取を求められていると思料するが，この件につき周辺
住民との協議結果，埋立により大量の雨水が埋立地より排出さ
れる現象が起きる（すでに起きており，ふれあい道路が冠水し
た事実あり）恐れがますます増大する，この排水をどの様にす
るか？
これ等等の諸問題に対して知事と協議したものと思料するので
関係文書の開示を求める。

全部開示

75 平成26年8月29日
（建設部）
管理課

米の井盛土部分「取手市法定外公共物」水路埋立ての許可所及
び図面一式

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

76 平成26年9月2日
（まちづくり振興部）

環境対策課

米の井盛土
業者住民説明会での環境対策課への報告書（平成２６年７月１
９日分）

部分開示
（個人情報）

77 平成26年9月16日
（教育委員会）

指導課
平成２６年度茨城県第９採択地区小学校教科用図書選定協議会
にかかわる文書

全部開示

78 平成26年9月17日
（教育委員会）

図書館

市立図書館の図書購入に関し，「研究者向けの学術書」を排除
し，「一般の利用者や初学者でもわかるもの」を中心に購入す
る法的根拠を占める規定の全て

不開示
（文書不存在）

79 平成26年9月30日
（教育委員会）

指導課

新聞報道によると，７月末に戸頭中学校の教師が酒気帯び運転
してガードフェンスに衝突した単独事故を起こし懲戒処分さ
れ，学校長も訓告処分を受けたと報道されていた。
当該事案関係書類全て開示請求する。
１　事案調査書等
３　飲酒場所までの移動手段・飲酒後の帰宅手段

部分開示
（個人情報）

80 平成26年9月30日
（教育委員会）
学務給食課

新聞報道によると，７月末に戸頭中学校の教師が酒気帯び運転
してガードフェンスに衝突した単独事故を起こし懲戒処分さ
れ，学校長も訓告処分を受けたと報道されていた。
当該事案関係書類全て開示請求する。
２　当該関係者の通勤手段（通勤届等）
４　同僚教師の処分に関する調査及び処分結果等全ての関係書
類
５　教職員に対する啓蒙活動状況に関する全ての文書等及び戸
頭中学校の教職員に対する安全教育に関する資料及び結果報告
書等，その他当該事案に関する全ての文書

部分開示
（個人情報）
（文書不存在）

81 平成26年10月2日
（都市整備部）
建築指導課

平成２４年（行ウ）第１２号建築確認処分取消請求事件で被告
準備書面２頁１行目に記載ある建築物の取り壊しを被告が知り
得た方法について開示されたい。
１　建築主からの報告文書
２　特定行政庁が確認したことを示す文書

不開示
（文書不存在）



受付
番号

請　求
年月日

実施機関 情　報　の　内　容 決定状況

82 平成26年10月2日 議会事務局

平成２６年７月７日及び同年８月４日，取手市議会事務局が収
受した陳情３件について，議会会議規則第１４５条により上程
しない旨，通知した件に関する次の文書
１　議員に配布された陳情文書
２　会議に的用した法令等の抜すい（地方自治法，基本条例，
会議規則，その他）
３　会議の速記録又は議事録
４　受付時の発カン簿
５　通知書
６　その他関連する文書
７　平成２６年５月２９日付，陳情第９１号上程に関する議事
録及び本件
８　議会訓令第２号作成に関する文書
９　議会訓令と議長訓令の根拠法と違いを示す文書

部分開示
（文書不存在）

83 平成26年10月3日 議会事務局
取手市議会における陳情文書処理について，陳情提出者の住所
氏名及び文中の文字について○○と伏字処理している手続き上
の根拠についての文書全部

部分開示
（個人情報）

84 平成26年10月9日
（都市整備部）
建築指導課

建築計画概要書　計６２０　５５．２．２５
部分開示

（個人情報）
（法人情報）

85 平成26年10月10日
（まちづくり振興部）

環境対策課
Ｈ２６．９．１８からＨ２６．１０．１８迄の貴市環境対策課
職員の出勤簿

全部開示

86 平成26年10月10日
（都市整備部）
区画整理課

工事の数量・単価・金額のすべて入った設計書（本工事内訳
書・代価表等すべて）を開示請求致します。
２５社総交公区第１－９号駅前広場雨水管敷設工事
２５社総交公区第１－８号交差点改良付帯合併工事

全部開示

87 平成26年10月10日
（建設部）
道路課

工事の数量・単価・金額のすべて入った設計書（本工事内訳
書・代価表等すべて）を開示請求致します。
２６国補街改第２－１号交差点改良工事
駒場二丁目（市道３１９９号線）道路改良工事
野々井堂ノ下（市道２４３３号線）道路改良工事
井野三丁目（市道４６５１号線）道路改良工事
平成２５年度野々井陣屋原（市道１２９４号線）道路改良工事

部分開示
（事務事業執行情報）

88 平成26年10月10日
（建設部）
管理課

工事の数量・単価・金額のすべて入った設計書（本工事内訳
書・代価表等すべて）を開示請求致します。
大利根住宅排水設備工事（第Ⅱ工区）

全部開示

89 平成26年10月10日
（建設部）
排水対策課

工事の数量・単価・金額のすべて入った設計書（本工事内訳
書・代価表等すべて）を開示請求致します。
２５臨交第２号稲地先舗装復旧工事
紫水地内雨水管路整備工事

全部開示

90 平成26年10月10日
（都市整備部）
中心市街地整備課

工事の数量・単価・金額のすべて入った設計書（本工事内訳
書・代価表等すべて）を開示請求致します。
歩行者経路付付帯工事その２

全部開示

91 平成26年10月15日
（財政部）
財政課

合併から現在に至るまでの都市計画税の充当事業名およびその
額のわかる書類

全部開示
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92 平成26年10月16日
（教育委員会）
学務給食課

Ｈ２６年度小中学校別心臓検診結果
Ｈ２６年度小中学校心臓検診結果有所権者病名

なるべく原本の写しでお願いします。

部分開示
（個人情報）

93 平成26年10月16日 議会事務局
取手市議会派が直近に提出した政務活動費収支報告書及び添付
されている資料全部

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

94 平成26年10月20日 議会事務局

１．平成２６年５月３０日，議会運営委員会で陳情上程に関
し，受付番号（１４）と陳情９３号との記録がある，当該文書
全部
２．平成２６年第２回定例会陳情文書表受付番号９１に対する
決定通知書

部分開示
（個人情報）
（文書不存在）

95 平成26年10月20日
（総務部）
市民課

平成２６年１月１日から２６年６月３０日までに付定のあった
取手市住居表示に関する条例第３条・同規則に基づく住居表示
実施地区の住居表示符定簿（所在地番・住居表示・符定年月日
の記載のある一覧表）と該当の住居表示台帳（住居番号付定通
知書は不要です）

全部開示

96 平成26年10月28日
（教育委員会）

指導課
（２）前回教育委員会の対する開示において，調査依頼した事
項について回答開示（説明は校長）

不開示
（文書不存在）

97 平成26年10月28日
（教育委員会）
学務給食課

（１）市立小中学校における，学校内での生徒の受傷事故及び
受傷に対しての教師の対応について，関係文書の開示を請求す
る。
・各校の受傷件数及び内容及び処置（学年・男女別等），救急
車の使用の有無（使用していない時はその理由等（過去３年
分）
（３）（１）における公用車タクシー使用の実態（費用を含
む）
　　　(１)については，戸頭小中校長の説明を求める。
（５）校長は労働安全衛生管理者に指定されている，有国家資
格者数（鶴巻先生の同席を求める）

部分開示
（個人情報）
（文書不存在）

98 平成26年10月28日
（教育委員会）
教育総務課

（４）小中学校のトイレにウオシュレット設置状況について
　　各校の半数は女性であると思う，女生徒及び女教師の健康
管理に重要であり，女性特有のガン予防にもつながる教師等の
職場環境の向上にもつながる。

全部開示

99 平成26年10月28日
（財政部）
管財課

（３）市管財課にメールにてお願した文書
不開示

（文書不存在）

100 平成26年11月10日 議会事務局

１．陳情処理規程（案）についての議会運営委員会記録Ｐ１６
に記載されている事務局からの発言
　イ．陳情の処理についての基準
　ロ．何を上程しないものにするか
とする規程の目的とこれらを担保する法令について
２．会議規則第１４５条及び陳情書等処理規程第１条は共に陳
情に関し，「処理」と定めている根拠法令について

部分開示
（文書不存在）
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実施機関 情　報　の　内　容 決定状況

101 平成26年11月10日 議会事務局

平成２６年８月２８日，議会運営委員会記録（参考）に記載さ
れている次の文書全部
①陳情番号（２）に関する
●●●●発言記録
イ．前回か前々回か―――案件が不服として出された陳情で上
程されなかったとする陳情文書と通知書
ロ．審査会で一定の報告が示されて，あとはもう議会は何もや
れることないって言ったじゃないですか，以前。
●●●●みずから。とする発言記録全部及びいつこのような場
面があったか
②陳情番号（３）に関する
●●●●発言記録
発言自由の原則とする根拠法規（法的規定はないとする記録あ
るが？）
●●●●発言記録
議場での議員の発言というのは保障されていますとの根拠法規
と保障されている範囲を示す文書
③陳情番号（４）に関する
●●●●発言記録
実際に保育園で働いておりました，当初から，４月から。とす
る人物及びいつからどこで？
●●●●発言記録
議員としては政治倫理条例には違反しないということで通って
いるとは，そのとおりですよねとする根拠全部
●●●●発言記録
生活するがための仕事でもあるとする
本陳情に示されている兼職禁止の職としての範囲と生活の整合
についての取手市議会の取扱い基準

部分開示
（文書不存在）

102 平成26年11月26日
（まちづくり振興部）

環境対策課
米ノ井字下夕田埋め立てにともなう平面図及び断面図（Ｈ２
６．１１．６に新たに許可がおりたもの）

部分開示
（個人情報）

103 平成26年11月26日
（建設部）
管理課

取手市法定外公共物（水路）公共物工事許可について
上記について，市長が現状回復の必要がないと認めたものとの
事ですが，許可書にはその様な文書が見当りません。必要がな
いと認めた文書を提示して下さい。

不開示
（文書不存在）

104 平成26年11月26日
（まちづくり振興部）

環境対策課

米の井土地埋立て追加事業について
１．取手からの県へ提出した意見書
１．県の許可所及図面　別紙図面リスト目次の○印分
別紙該当項目名は以下のとおり
３．公図写　６．現況平面図・現況断面図・面積計算書　７．
計画平面図・計画断面図・雨水排水計画図　１０．許可書

部分開示
（個人情報）

105 平成26年12月1日
（建設部）
管理課

取手市米ノ井盛土工事に関して市の許可
１　市道１－２３３５　道路法２４条による許可書
２　追加申請　水路部分の許可書（変更）
３　既許可済　道路の変更による許可書
４　追加部分　水路の占用許可（搬入路）

全部開示

106 平成26年12月4日
（教育委員会）

指導課

①７月末に起きた戸頭中学校教員による，酒気帯び運転におい
て公務出帳途中起こした事故により懲戒免職になった件に関し
た全ての関係文書の開示を求める。開示責任は学校長にある，
開示条例第１条に規定されている様に説明責任を果たすことを
要求する。これまで文書開示及び開示説明を学校長に求めた
が，事前に（１度目は１５日間・２度目は相当の期間を有し，
３度目はもはや３週間にならんとしているが何ら音沙汰が無
い）の開示席に学校長は良く解らない理由で出席を拒否してき
た，改めて開示請求する。

部分開示
（個人情報）

107 平成26年12月4日
（教育委員会）
学務給食課

①７月末に起きた戸頭中学校教員による，酒気帯び運転におい
て公務出帳途中起こした事故により懲戒免職になった件に関し
た全ての関係文書の開示を求める。開示責任は学校長にある，
開示条例第１条に規定されている様に説明責任を果たすことを
要求する。これまで文書開示及び開示説明を学校長に求めた
が，事前に（１度目は１５日間・２度目は相当の期間を有し，
３度目はもはや３週間にならんとしているが何ら音沙汰が無
い）の開示席に学校長は良く解らない理由で出席を拒否してき
た，改めて開示請求する。

部分開示
（個人情報）



受付
番号

請　求
年月日

実施機関 情　報　の　内　容 決定状況

108 平成26年12月4日
（財政部）
管財課

②　①の様な公務上の重大な事故（教職員による酒気帯び運転
事故・懲戒免職）に対して，規程の規定により当然取手市安全
管理委員会が開催かれて，規程第１条内容に沿った，事故調査
分析がなされ事故防止対策が講じられたものと思う，関係文書
の開示を求める。
同会議は副市長が召集の責任者であるため，副市長の自らの説
明を求める。

不開示
（文書不存在）

109 平成26年12月11日
（総務部）
市民課

取手市住居表示台帳の写し（個人名は不要，家の形と住居番号
が分かれば良い）
該当地区
・白山１丁目７番　・白山６丁目１４番　・白山６丁目１５番
・白山６丁目１７番　・東４丁目５番　・東４丁目６番
・青柳１丁目５番　・青柳１丁目６番　　計８箇所

全部開示

110 平成26年12月15日
（教育委員会）

スポーツ生涯学習課
取手市立取手グリーンスポーツセンターの現指定管理者が応募
の際に提案した事業計画書及び収支計画書

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

111 平成27年1月6日
（総務部）
市民課

平成２５年１０月１日～平成２６年９月３０日までの付番され
た住居番号がわかる受付簿

全部開示

112 平成27年1月9日 議会事務局

１．平成２６年第４回定例会上程前陳情書審査に関する速記録
全部
２．平成２６年１２月１０日議会運営委員会速記録全部
３．平成２０年より平成２６年までに提出された陳情書に類す
るとする文書全部

部分開示
（文書不存在）

113 平成27年1月9日 議会事務局
政治倫理条例及び陳情書等処理規程の草案作成に関し，議長よ
り事務局に出された指示文書又は口頭による指示内容と日時の
判明する文書

不開示
（文書不存在）

114 平成27年1月9日
（政策推進部）

秘書課

平成２６年１２月１８日取手市政治倫理審査会の審査経過を示
す文書全部及び政治倫理条例第４条第１項（１）（２）に該当
するもので同条例第１９条第１項（３）に抵触する具体的事項
全部

部分開示
（文書不存在）

115 平成27年1月15日
（まちづくり振興部）

環境対策課

近隣騒音苦情の件
公害苦情相談・処理記録書
中田地先

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

116 平成27年1月29日
（固定資産評価
審査委員会）

総務課

水戸地方裁判所平成２６年９月４日判決（平成２６年（行ウ）
第１号）及び東京高等裁判所平成２７年１月２１日判決（平成
２６年（行ウ）第３７９号）の各判決文

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

117 平成27年2月3日
（教育委員会）
学務給食課

学校保健安全法による健康診断の結果を取りまとめたもの（小
学校・中学校とも。年度別・学校別・性別，心臓健診・尿血液
検診を含む）で，２００８年度以降のもの

部分開示
（文書不存在）

118 平成27年2月25日
（総務部）
市民課

新取手３丁目９，１３，２０，３４街区の変更及び１４，１
５，１９，２４街区の廃止についての住居表示台帳と変更調書

全部開示



受付
番号

請　求
年月日

実施機関 情　報　の　内　容 決定状況

119 平成27年3月6日
（都市整備部）
建築指導課

平成●●年●●月●●日発信された申請人宛内容証明郵便につ
いて，市長印を受けるための押印申請書（仮称）（起案書）を
開示されたい。これは所管責任者の承知事項か知りたいため。

部分開示
（個人情報）

120 平成27年3月12日
（総務部）
総務課

取手市が顧問弁護士事務所と契約する顧問契約のすべてについ
て，契約日および契約期間，報酬等金員にかかる内容がわかる
資料の開示を請求する。
（平成２４年度　平成２５年度　平成２６年度分について）

部分開示
（法人情報）

121 平成27年3月13日
（教育委員会）

スポーツ生涯学習課

グリーンスポーツセンター現指定管理者公募時提案書
過去３年度の事業計画書（収支含む）
過去３年度の事業報告書（収支含む）

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

122 平成27年3月16日
（健康福祉部）
子育て支援課

●●●●が経営する●●●●における取手市が業務委託する児
童に対する虐待に関する文書全部及び
①他の委託施設における同様の事象を示す文書全部
②公設保育所での同様事象で過去・現在共認知する文書あれば
全部

部分開示
（個人情報）
（法人情報）
（文書不存在）

123 平成27年3月23日
（財政部）
管財課

平成●●年●●月●●日に提起した，情報開示請求にたいする
処分の不作為に関する異議申立てについて，市長名で同年●●
月●●日付で処分決定がなされ，決定書がだされた。
同決定書に関して次の文書の開示を求める。
・上記決定書に関する，起案書等全ての文書
開示条例第９条に関する文書及び同第１０条第１項に関する連
絡事項については，電子メールにて開示日時を連絡ください。
同第９条の決定書の送付は行わない事（郵券の無駄遣い）

全部開示

124 平成27年3月24日
（都市整備部）
建築指導課

Ｈ２３「取９号」建築確認に係る建築物の建築計画に基礎の構
築がなされていたことを示す
①基礎伏図及び基礎断面図
②基礎と鉄骨柱を緊結する図面及び仕様書
尚前記図面が建基法第６条の三第１項に該当するのであれば建
築士より提出要請をされたい。

不開示
（文書不存在）

125 平成27年3月25日
（建設部）
管理課

取手市貝塚地区の農道交通規制についての情報開示請求を求め
る，
農道と言えども道路交通法で規定されている道路の範疇に入
り，道路の規制（通行禁止等）は県公安委員会が行うものと記
憶する，そこで，次の情報の開示を求めます。
１　別添写真①②の進入禁止標識について
・進入禁止規制を市長が行っているが，公安委員会との協議書
道路管理者との協議書等
・写真①の道路に工作物が設置されているが，上記同様，道路
管理者との協議書及び公安委員会との協議書等
・上記各協議書が存在しない場合，市長はどの様な法令に従っ
て上記行為を行ったのか，その法令・条文
・路面はきれいに舗装されている，その舗装に関する全ての文
書。

不開示
（文書不存在）

126 平成27年3月23日
（総務部）
市民課

平成２６年７月１日から２６年１２月３１日までに付定のあっ
た取手市住居表示に関する条例第３条・同規則に基づく住居表
示実施地区の住居表示符定簿（所在地番・住居表示・符定年月
日の記載のある一覧表）と該当の住居表示台帳（住居番号付定
通知書は不要です）

全部開示

※１ 個人情報等の権利利益を害するおそれがあるものについては，伏せ字で表記されています。
※２ 「情報の内容」の欄は，開示請求者からの請求内容を※１以外は原本のとおり転記しています。


