
第７表

№
請　求
年月日

実施機関 情　報　の　内　容 決定状況

1 平成27年3月30日 区画整理課

「都市計画法」及び「土地区画整理法」に基づき取手市が認可
した『土地区画整理事業』（特定土地区画整理，ミニ土地区画
整理事業を含む）で，平成２３年１月１日から平成２６年１２
月３１日までに換地処分がなされた事業についての，土地区画
整理法施行規則第５条，第１２条などで法定されている下記の
１から４の図面，及び５の対照表
１　施行地区位置図（案内図的な簡易な図面，または都市計画
図の該当区域をＡ３程度でコピーしていただいた図面で構いま
せん。）
２　施行地図区域図（従前の土地図と同じ内容の図面の場合は
不要です。）
３　換地図その１（従前の土地図）
４　換地図その２（換地処分後の土地図）
５　新旧（旧新）地番対照表

部分開示
（文書不存在）

2 平成27年5月1日 管財課

１．取手市安全運転管理委員会規程（昭和５９年３月２８日・
訓令第３号）が最近改定されたと言う事であるが，例規集を見
ると未だに変更に成っていない，そこで開示浩について情報開
示と同委員会の招集権限者（副市長）の説明を求める。
①同委員会が招集され，条文等の改定が為されてものと思料す
る，当該委員会の会議録及び改定された規程文書。
②同規程の改定に伴い，昨年（平成２６年７月末）７月に，市
立戸頭中学校教師の起こした酒気帯び単独事故，懲戒免職処分
とされた重大・重要事故（事案）に関し，当然安全運転管理委
員会規程に従い委員会が招集され，事故原因分析・事故防止対
策が検討し講じられ，全職員（教職員を含）に対して指導教養
が為され徹底されたものと思料する，当該関係全文書の開示。
③上記②の委員会が招集されていない場合は，その招集されな
い事実の説明を，同委員会招集権限車である副市長自ら（代行
者は拒否する）の説明を求める（要請する）

部分開示
（文書不存在）

3 平成27年5月7日 議会事務局 当年度政務活動費収支報告書及び添付書類全部

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

（国等協力関係情報）

4 平成27年5月8日 建築指導課

平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日（平成２６年度）
に指定された位置指定道路（建築基準法第４２条第１項５号道
路）の次の資料
①指定番号，指定の年月日，住所，延長，幅員がわかる資料
　⇒公示文書など
②位置がわかる資料
　⇒見取り図や位置図など
③道路の形状がわかる資料
　⇒現況図や敷地計画図などで，縮尺１／２００～１／１００
０程度の平面図

部分開示
（法人情報）

5 平成27年5月18日 中心市街地整備課

中心市街地整備課と管理課で行った自転車駐車場への入り口に
関する会議のすべての会議記録
平成２２年頃から現在に至るまでに行われた両課の協議につい
て，すべての会議記録を開示して下さい。

全部開示

6 平成27年5月18日 管理課

中心市街地整備課と管理課で行った自転車駐車場への入り口に
関する会議のすべての会議記録
平成２２年頃から現在に至るまでに行われた両課の協議につい
て，すべての会議記録を開示して下さい。

全部開示

7 平成27年5月20日 議会事務局
政治倫理条例が定める平成２７年６月１日までに提出される取
手市議会議員の所得等報告書全部

全部開示

8 平成27年5月27日 環境対策課
上髙井弁天谷津の埋立て
許可申請書類及び図面一式，許可書，許可条件

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

　　　平成２７年度　取手市情報公開条例の運用状況一覧



№
請　求
年月日

実施機関 情　報　の　内　容 決定状況

9 平成27年6月17日 総務課

平成２７年４月執行の市長選，市議補選に関わる全候補者の選
挙運動費用収支報告
公費負担のポスター代の作成費用（枚数，金額，印刷社）のわ
かるもの

部分開示
（法人情報）

10 平成27年6月19日 中心市街地整備課

１　取手駅西口Ｃ街区（●●●●土地）売却するに当たり，購
入者を募るに際し，市側から売却条件が付されたと記憶する
が，その条件が全て網羅されている文書及び売却時の売買契約
書（付帯条件含む）
５　建設部（道路管理課）との間における全ての協議関係文書

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

11 平成27年6月19日 建築指導課

３　●●●●建設時提出された建築確認申請書内の道路と駐車
場出入り口の相関図（実測数値入り）及び地下駐車場の総面積
４　申請許可に際して付された，他行政庁からの意見書等全
て。

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

12 平成27年6月19日 管理課

１　取手駅西口Ｃ街区（●●●●土地）売却するに当たり，購
入者を募るに際し，市側から売却条件が付されたと記憶する
が，その条件が全て網羅されている文書及び売却時の売買契約
書（付帯条件含む）
２　橋上歩道橋に接する，●●●●前通路（治助坂迄間）の維
持管理についての協定書等に関する全ての関係文書
３　●●●●建設時提出された建築確認申請書内の道路と駐車
場出入り口の相関図（実測数値入り）及び地下駐車場の総面積
４　申請許可に際して付された，他行政庁からの意見書等全
て。
５　建設部（道路管理課）との間における全ての協議関係文書

部分開示
（個人情報）

13 平成27年6月29日 総務課
平成２７年４月執行の市長選の収支報告書のうち●●●●候補
のポスター作成契約書

部分開示
（法人情報）

14 平成27年7月6日 広報広聴課
平成２７年７月１日付，広報とりで４ページ若い女性を対象と
する子宮がん検診を呼びかける記事につき，
２．広報作成時，掲載前の審査記録文書及び決裁書

全部開示

15 平成27年7月6日 国保年金課

平成２７年７月１日付，広報とりで４ページ若い女性を対象と
する子宮がん検診を呼びかける記事につき，
４．政策情報紙蘖№２３の８ページ，レディースデイ健診対象
者年令と一部同一である健診の要件を変えた根拠文書
５．次の法文を承知しているか，共有する文書（健診を行う根
拠法文）
イ．憲法第１１条，第１３条，第１４条，第２５条，第９７条
ロ．地方公務員法第１３条，第３０条

全部開示

16 平成27年7月6日 保健センター

平成２７年７月１日付，広報とりで４ページ若い女性を対象と
する子宮がん検診を呼びかける記事につき，
１．文書原案と担当課による決裁書
３．注意事項，子宮がんについての医学的根拠を示す文書
４．政策情報紙蘖№２３の８ページ，レディースデイ健診対象
者年令と一部同一である健診の要件を変えた根拠文書
５．次の法文を承知しているか，共有する文書（健診を行う根
拠法文）
イ．憲法第１１条，第１３条，第１４条，第２５条，第９７条
ロ．地方公務員法第１３条，第３０条

全部開示

17 平成27年7月6日 公民館
公民館の使用許可，不許可にかかる法的根拠を示す公文書のす
べて（国等からの通知，通達の類を含む）

全部開示

18 平成27年7月21日 秘書課

平成２６年１２月２４日付，取政治倫理審発第３号，調査結果
報告書及びその写しについて次の文書
１．情報公開条例による公開したことを記録する文書
２．審査対象者に調査結果を通知したことを記録する文書
３．第３者に公開又は通知した記録文書

不開示
（文書不存在）



№
請　求
年月日

実施機関 情　報　の　内　容 決定状況

19 平成27年7月21日 議会事務局

平成２６年１２月２４日付，取政治倫理審発第３号，調査結果
報告書及びその写しについて次の文書
１．情報公開条例による公開したことを記録する文書
２．審査対象者に調査結果を通知したことを記録する文書
３．第３者に公開又は通知した記録文書

不開示
（文書不存在）

20 平成27年7月21日 子育て支援課

戸頭東保育園に対する運営全般について，県の監査が３回実施
されたとする取手市が監査に関する文書及び県が改善指導した
とする文書のうち，保有する文書全部
更に同文書類を情報公開又は情報提供した文書全部

部分開示
（国等協力関係情報）

21 平成27年7月24日 秘書課

取手市政治倫理審査会の審査会（平成２７年６月４日付け取政
発第７６号の調査請求）における
①平成２７．６．３０に開かれた審査会の議事録および審査資
料のすべて
②平成２７．７．８に開かれた審査会の議事録および審査資料
のすべて

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

（事務事業執行情報）

22 平成27年7月27日 総務課
取手市を被告とする不当利得返還請求住民訴訟事件にかかる最
近１年間の原告側，被告側の準備書面のすべて

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

23 平成27年8月7日 環境対策課
取手市貝塚●●●番●外７２筆地内
不法投棄及び残土埋立ての指導に対する経過に対する請求をし
ます。

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

24 平成27年8月7日 区画整理課

西口の市街地（●●●●氏に売却した市有地）を行政財産から
普通財産に変更したときの経過を含む全ての文書
　担当課からの起案書
　担当課と財政課（？）との合議書
　普通財産に決定した理由・決定の日時等のわかる文書など
　その他関係書類があればそれらのすべて

部分開示
（個人情報）

25 平成27年8月7日 管財課

西口の市街地（●●●●氏に売却した市有地）を行政財産から
普通財産に変更したときの経過を含む全ての文書
　担当課からの起案書
　担当課と財政課（？）との合議書
　普通財産に決定した理由・決定の日時等のわかる文書など
　その他関係書類があればそれらのすべて

全部開示

26 平成27年8月11日 建築指導課
建築計画概要書
第●●●－●●●－●●－●●●●号
平成２７年０２月２０日

全部開示

27 平成27年8月10日 市民課

平成２７年１月１日から２７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

28 平成27年8月17日 区画整理課
市が●●●●氏に売却したC街区の土地の造成に関する財務会計
上のすべての書類（起案から支払終了まで）

部分開示
（法人情報）

29 平成27年8月17日 管財課
市が●●●●氏に売却したC街区の土地の造成に関する財務会計
上のすべての書類（起案から支払終了まで）

部分開示
（法人情報）

30 平成27年8月17日 会計課
市が●●●●氏に売却したC街区の土地の造成に関する財務会計
上のすべての書類（起案から支払終了まで）

部分開示
（法人情報）



№
請　求
年月日

実施機関 情　報　の　内　容 決定状況

31 平成27年8月20日 広報広聴課

広報とりで８月１５日号，●面●●氏の記事にある前文作成に
ついて次の文書
１．立案企画文及び参考とした資料
２．校正文
３．担当課による決裁書，その他

部分開示
（個人情報）

32 平成27年8月20日 子育て支援課

「取手市立保育所が実施する保育業務に係る苦情実施要綱」に
基づく，受け付けた苦情を第三者委員及び口授解決責任者に報
告した内容と保育所だより等に掲載し公表した内容（施行日Ｈ
２０年１月２５日～現在まで）

不開示
（文書不存在）

33 平成27年8月19日 管財課

・２件の土地（白山２丁目乙●●●●番●及び白山８丁目●●
●●番●（地番は現在のもの）の売買ないし払下に関する，契
約書，議事録，内部検討資料等を含む一切の資料
・取手市公文（平成１１年３月２６日付取総発第７９７号）に
関する，起案文書，議事録，内部検討資料等を含む一切の資料
・取手市公文（平成１９年７月３０日付取市発第１８３号）に
関する，起案文書，議事録，内部検討資料等を含む一切の資料

部分開示
（個人情報）

34 平成27年8月28日 区画整理課
Ｃ街区の造成に関して
第１回めの設計変更時の「工事設計変更書の表紙」

全部開示

35 平成27年9月4日 議会事務局
平成２２年度～平成２７年度に提出された資産，所得報告書
（政治倫理条例に基づく，●●●●分）

全部開示

36 平成27年9月1日 課税課

取手市全域における，平成２７年１月１日現在の土地の現況図
で，地番図の「異動修正済みデータ」の複製物。又はこれらに
替わる「地番，筆界，字名，字界等が分かるデータ」の複製
物。

全部開示

37 平成27年9月9日 中心市街地整備課

１．Ｃ街区の売却に際して「財産管理に関する規則」２５条
（３）に基づき「取手市市有財産管理委員会」に提出したすべ
ての書類
３．Ｃ街区の売却に関して「取手市契約規則」第４章随意契約
に基づき提出された見積書，見積書がなければ契約の相手方か
ら提出された明細書，価格表示の書類等，予定価格の分かる書
類，など，市が所有している一切の書類

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

38 平成27年9月9日 管財課
２．Ｃ街区の売却を決定した際の「取手市市有財産管理委員
会」の会議録

全部開示

39 平成27年9月14日 総務課

取手市における自治事務のうち戸頭東保育園における保育事業
について，担当課は社会福祉法により認定を受けた法人に対し
保育の委託をされている。更に法律による保育の業務委託で取
手市が行う業務であることを明言しているが市長名で発せられ
た公文書によれば「通常の契約とは異なり，契約内容が一方的
に定められ，児童福祉法に基づく契約関係については政治倫理
条例に規定する業務委託に該当しない云々」と記し，整理倫理
審査会は「児童福祉法により運営されているため，通常の委託
業務とは区別されるべきであり云々」と記し，２つの文書には
保育業務は政治倫理条例上，除外されているが担当課と相反す
る手続きになる部分について担保する法令等の文書全部

全部開示

40 平成27年9月14日 秘書課

取手市における自治事務のうち戸頭東保育園における保育事業
について，担当課は社会福祉法により認定を受けた法人に対し
保育の委託をされている。更に法律による保育の業務委託で取
手市が行う業務であることを明言しているが市長名で発せられ
た公文書によれば「通常の契約とは異なり，契約内容が一方的
に定められ，児童福祉法に基づく契約関係については政治倫理
条例に規定する業務委託に該当しない云々」と記し，政治倫理
審査会は「児童福祉法により運営されているため，通常の委託
業務とは区別されるべきであり云々」と記し，２つの文書には
保育業務は政治倫理条例上，除外されているが担当課と相反す
る手続きになる部分について担保する法令等の文書全部

不開示
（文書不存在）

41 平成27年9月14日 総務課
前取手市議会議員が取手市を被告とする裁判所より送達された
訴状全文（平成２４年分）

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

42 平成27年9月15日 総務課
取手市を被告とする不当利得返還請求住民訴訟事件にかかる，
当初から最近１年以上以前（前回請求分の前まで）の準備書面
のすべて。

部分開示
（個人情報）
（法人情報）



№
請　求
年月日

実施機関 情　報　の　内　容 決定状況

43 平成27年9月17日 建築指導課
平成２７年（ワ）第９５号損害賠償請求事件で被告取手市の証
拠乙第１３号証として提出した報告書についてこの原本の閲
覧。

部分開示
（個人情報）

44 平成27年10月1日 建築指導課

工作物の築造計画概要書
　H02認-取手●●●●●●号　平成3年2月2日
　H02認-取手●●●●●●号　平成3年2月2日
　H10認-取手●●●●●●号　平成10年4月22日
　H10認-取手●●●●●●号　平成10年4月22日

部分開示
（個人情報）

（法令秘情報）

45 平成27年10月6日 総務課
平成２４年５月１５日収受，取手市特殊文書第２３４号，訴状
に添付されている甲８号証写し及び甲９の１号証写しの全文

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

46 平成27年10月8日 学務給食課

１．平成２７年度の各小学校心臓検診結果集計表
２．平成２７年度の各中学校心臓検診結果集計表
３．平成２７年度の小学校心臓病有所見者病名一覧
４．平成２７年度の中学校心臓病有所見者病名一覧
県提出の原本のコピーをお願い致します。

部分開示
（個人情報）

47 平成27年10月14日 高齢福祉課

１．「戸頭お休み処運営会」が人格なき社団で事業書の客の席
を確保し，飲物を提供し，他の分も含む徴収を行っているにも
かかわらず，それが収益事業でないとする法定根拠（法的根拠
の条文を含む）
２．法人でない社団で代表者を定めている団体が，法人税法施
行規則第５条により納税義務を負うことを法的に否定しうる根
拠法令および条文
３．上記「運営会」が社会福祉法第６９条他により，社会福祉
事業にかかる都道府県知事の許可を受けている事業であること
を示す文書（上記「運営会」が社会福祉事業として県知事の許
可を受けないでもよい根拠法令すべて。）

不開示
（文書不存在）

48 平成27年10月13日 高齢福祉課 「戸頭お休み処」の過去１年分の収支決算表 全部開示

49 平成27年10月13日 社会福祉課
過去５年間の取手市社会福祉協議会の収支決算書及び当該期間
中，確定申告及び納税を行ってきた事実を証する文書（法令上
の条文等根拠法令を含む）

部分開示
（文書不存在）

50 平成27年10月28日 高齢福祉課

平成２７年３月期　平成２６年３月期　社会福祉法人●●●●
社会福祉法人現況報告書
資金収支計算書，資金収支内訳表，事業活動計算書，事業活動
内訳表，貸借対照表

全部開示

51 平成27年10月30日 課税課

取手市全域における，平成２７年１月１日現在の土地（家屋も
あれば家屋も）の現況図で，「地番等異動修正業務委託契約」
に基づく成果品としての，地番（家屋）図の「異動収税済み
データ」の複製物。又はこれに替わる「地番，筆界，字名，字
界，座標等が分かるデータ」の複製物。
※電磁的記録（デジタルデータ Ｓｈａｐｅ ファイルなど）で
の提供を希望します。

全部開示

52 平成27年11月2日 道路建設課
平成２７年１１月２５日供用開始　都市計画道路上新町環状線
（井野工区）の平面図（平面図縮尺：１／５００～１／２００
０程度）

全部開示

53 平成27年11月4日 市民課

住居表示台帳の副本
取手３丁目，桜が丘３丁目，桜が丘４丁目，白山１丁目，白山
６丁目，井野１丁目，台宿２丁目，井野２丁目，駒場３丁目，
新取手１丁目，新取手２丁目，戸頭４丁目

全部開示

54 平成27年11月24日 水とみどりの課
取手収穫感謝祭に関する公共施設使用申込書等及び後援承認申
請書等

部分開示
（個人情報）
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55 平成27年11月24日 農政課
取手収穫感謝祭に関する公共施設使用申込書等及び後援承認申
請書等

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

56 平成27年12月3日 建築指導課

茨城県建築確認行政マネジメント計画（平成２４～２８年）に
基づき同計画の「Ⅱ適正・円滑な建築確認・検査」の項３．違
反建築物等への対策の徹底（実施する施策）に関し
・違反建築物に係る処理手順を明確にした文書。

不開示
（事務事業執行情報）

57 平成27年12月4日 建築指導課
「茨城県の違反指導マニュアル」の内容を承知できる文書（マ
ニュアルとを事務手順を考えて）

不開示
（事務事業執行情報）

58 平成27年12月9日 広報広聴課
平成２７年１１月１日広報とりで，取手収穫感謝祭２０１５に
ついての原文及び関連文書

部分開示
（個人情報）

59 平成27年12月7日 課税課
１．取手市家屋調査事務取扱要領
２．固定資産土地評価事務取扱要領

全部開示

60 平成27年12月11日 管財課

宮和田小久賀小空調設備工事の起案前後から決裁に至るまでの
全ての文書並に入札参加要件第４項の導入（Ｈ２６年度も含
め）についての部内会議及び削除に至る部内会議の記録など全
ての文書

部分開示
（文書不存在）

61 平成27年12月11日 教育総務課

宮和田小久賀小空調設備工事の起案前後から決裁に至るまでの
全ての文書並に入札参加要件第４項の導入（Ｈ２６年度も含
め）についての部内会議及び削除に至る部内会議の記録など全
ての文書

全部開示

62 平成27年12月16日 水とみどりの課
平成２７年１１月１６日，水とみどりの課が交付した公園施
設，水と緑と祭りの広場使用量（９，０００円）納入書によっ
て●●●●が納入した文書及び関連する条例等

部分開示
（文書不存在）

63 平成27年12月17日 議会事務局 １．取手市議会ＩＣＴ検討委員会に関する記録及び関連規程
部分開示

（文書不存在）

64 平成27年12月17日 情報管理課
２．取手市ＣＩＯ（最高情報責任者）活動に関する記録及び関
連規程

全部開示

65 平成27年12月22日 農政課

平成２７年１０月２２日付，取市発第３０３号により発した取
手市公園名義使用承認通知書公園の条件４，行事完了後３０日
以内に公園名義使用実績報告書（様式第７号）を提出すること
に該当する文書及び関連する文書

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

66 平成28年1月5日 水とみどりの課
取手市都市公園条例施行規則第３条１項により交付した取手市
都市公園使用許可書第１号から第７８号及び関連する文書全部

部分開示
（個人情報）
（法人情報）

67 平成28年1月7日 管財課
地番白山八丁目●●●●－●市有地の管理状況のわかるもの
不正使用に関するもの

全部開示

68 平成28年1月19日 環境対策課

取手市貝塚●●●●－●外の埋め立て事業に関し，取手市が作
成した文書等のすべて
・直近の太陽光発電施設設置のための埋立て事業に関するもの
に限る。
・県に対するもの，事業者に対するもの，市内部関係部署間の
ものを含めた文書，図面等（含FAX），電子メール

部分開示
（国等協力関係情報）

69 平成28年1月21日 管財課
地番白山八丁目●●●●ー●の市有地の管理状況のわかるもの
過去の分

全部開示
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70 平成28年2月2日 学務給食課

市内各市立小・中学校の卒業生が在学中に作成した，書画・工
芸等の作品を在校生の参考資料として，作成者が卒業後も返却
せず校内に展示している事と思われる（現に私の子供の作品も
数点残されていたが，卒業後数年経過した時点で，返却を申し
入れたが1点のみ返却され，残りは調査すると言う事でしたが結
果は作成者の承諾も得ず廃棄処分された）この様な作品の取り
扱いについてお伺いしたい。
１．この様な作品の取り扱いについての規則等及び各校におい
て実施している取り扱い簿冊等有れば拝見したい（戸頭中・藤
代中）
２．当該取り扱い簿冊等の備え付けについて，戸頭中校長には
現校長及び過去の校長に意見具申した，戸頭中校長の出席の上
説明願いたい。
３．当該問題は，非常に重要な案件であると思料する（某法律
に抵触しかねないため，取手市情報公開条例第３条に基づき教
育長の出席を求める。

部分開示
（個人情報）

71 平成28年2月10日 市民課

平成２７年７月１日から２７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

72 平成28年3月23日 総務課
・平成２８年１月執行の取手市議選の選挙運動費用収支報告書
（全員分）
・公選ハガキ郵送料のわかるもの，各人の差出数のわかるもの

部分開示
（法人情報）

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


