
沼 情 審 第 1 3 号  
平成 20 年 12 月 24 日  

 
沼津市長  栗 原 裕 康  様 

 
沼 津 市 情 報 公 開 審 査 会  

会 長 三 橋 良士明  
 

沼津市情報公開条例第 13 条の規定に基づく平成 20 年 6 月 6 日付け沼都推第

7 号による下記の諮問について、以下のとおり答申します。 
 

記 
 

「沼津駅周辺総合整備基金の貸付依頼文」の部分開示決定処分に対する不服

申立てについて [平成 20 年度諮問第１号] 
 

１ 審査会の結論 
  沼津市長が行なった沼津駅周辺総合整備基金の貸付依頼文（平成 13 年度～

平成 19 年度）の部分開示決定処分に係る各文書（以下「本件各文書」という。）

の一部を不開示としたことの当否について、以下のとおり判断する（別紙Ａ：

「審査会の判断一覧」参照）。 
 

(1)  平成 14 年度～平成 19 年度の貸付依頼文書のうち、公文書部分開示決定

通知書（沼都推第 57 号・平成 20 年２月 26 日）別紙１記載の不開示部分

について 
①  収用地の所有者の氏名、住所、土地の特定に関する情報（地番など）及

び取得価格を不開示としたことは妥当でなく、開示が相当である。 
② 収用対償地（以下「代替地」という。）の所有者の住所、氏名及び土地の

特定に関する情報（字名、地番、地目、登記地積）を不開示としたこと

は妥当である。 
③ 代替地の取得価格（もしくは譲渡価格）を不開示としたことは妥当でな

く、開示が相当である。 
（なお、この点に関して、後述のとおり、付言がある。） 

   ④ 土地売買契約書等に捺印された個人及び法人の印鑑の印影を不開示とし

たことは妥当である。 
⑤ 個人への建物・物件補償費について不開示としたことは妥当である。 
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 (2) 平成 13 年度の貸付依頼文書を不開示としたことは妥当である。 

（なお、この点に関して、後述のとおり、付言がある。） 
 

２ 不服申立て及び審査の経緯 

⑴  本件の不服申立人（以下「申立人」という。）は、平成 20 年 2 月 12 日、 
沼津市情報公開条例（以下「条例」という。）第 4 条の規定に基づき、実施

機関である沼津市長（以下「実施機関」という。）に対し、「沼津駅周辺総

合整備基金の依頼文書（貸付依頼文）平成 13 年度～平成 19 年度」の開示

請求をした。 
⑵ これに対し、実施機関は、同年 2 月 26 日、請求に係る公文書を特定した 
上で、このうち、①沼津駅周辺総合整備基金の貸付依頼文書（平成 13 年度）

及び②別紙１の各文書のうち「開示しない部分」欄記載の個所（以下これを

まとめて「別紙１の不開示部分」という。）をいずれも不開示とし、その他

の部分を開示する決定（以下「本件処分」という。）をした。 
不開示の理由は、上記①については、文書保管期間を満了し廃棄済のため、 

不存在であることである。上記②の不開示部分については、それぞれ対応す

る別紙１の「開示しない理由」欄記載の理由（以下「別紙１の不開示理由」

という。）のとおりである。 
⑶  申立人は、同年 4 月 21 日、本件処分の不開示部分の開示を求めて不服申

立てを行い、本件は、同年 6 月 6 日付で沼津市長より条例第 13 条の規定に

基づき当審査会に諮問されることになった。 
⑷  当審査会の審査の経過については、「６ 審査会の処理経過」に記載のと

おりである。 
 
３ 不服申立人の主張要旨 

不服申立書、意見書及び口頭意見陳述を要約すると、申立人の主張要旨は

次のとおりである。 
⑴  沼津市の公費支出の対象となった土地の所在、その所有者及びその支出

金額のすべてについて、実施機関には開示義務がある。なお、実施機関は、

本年６月２３日付け不開示理由説明書のなかで、申立人が開示を求めて異

議を申し立てていた情報のうち、①収用地の所有者の住所、氏名、土地の

特定情報、取得価格、②代替地の取得（及び譲渡）価格の２件については、

開示を認める旨、変更したので、この点は了承する。ただし、新たな開示

処分決定をすべきである。 
⑵  実施機関は、本件各文書のうち、代替地の所在及び地権者等に係る情報
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をなお不開示とするが、代替地は沼津市が一旦買い入れる土地であり公費

支出の対象となっていること、また個人識別情報であっても土地登記簿に

記載されることから、条例第５条１号のただし書きアに該当し、開示され

るべきものである。 
⑶  実施機関が平成 13 年度の貸付依頼文書を「文書保管期間満了により廃

棄済のため不存在」としたことは不当である。文書の内容となっている事

業は現在継続中であり、事業完了まで残すべき文書であるから、存在して

いるはずである。 
⑷ なお、本件処分の不開示部分のうち、個人の建物・物件等補償費、個人・

法人の印影については、 高裁判例に従い、不開示とする実施機関の決定

を了承する。 

 

４ 実施機関の主張要旨 
  本件処分の通知書、不開示理由説明書、口頭意見陳述を要約すると、実施

機関の主張要旨は、次のとおりである。 

⑴ 本年２月の市議会本会議において、公共用地の買収に係わる情報開示に

おいては、判例等をふまえ個人情報の保護に配慮しつつも買収価格等の開

示を優先すべきとの指摘があり、実施機関は、公共事業の用地買収等に係

る情報開示のあり方について、関連する判例、関係機関の見解等の情報収

集をしつつ、部分開示とした決定理由等が妥当であるかを再検証した。 

   その結果、実施機関としては、公文書部分開示決定通知書（沼都推第 57
号・平成 20 年２月 26 日）に添付の「別紙 1」のうち、不開示理由説明書

（沼都推第 12 号・平成 20 年６月 23 日）に添付の「別紙 2」に記載の部分

のみを不開示とし、その他の部分は開示することとする。 

すなわち、代替地の取得（もしくは譲渡）価格並びに事業用地の所有者

の氏名、住所、土地の特定に関する情報及び取得価格については、 高裁

判所平成 17 年 10 月 11 日第三小法廷判決の趣旨に従って開示することが

適当と判断する。 

⑵ 本件各文書のうち、代替地の所有者、土地の特定に関する情報（別紙２の

№1、№2、№13 の各文書の不開示部分）が条例第 5 条第 1 号に該当する

ことについて 
都市計画道路平町錦町線道路改良事業の代替地の提供に関する項目につ

いては、事業のために市が買収する収用地の土地所有者と市、代替地の提

供者の３者の土地売買契約であるが、この中に当事者の一人として、代替

地の提供者の個人に関する情報が記載されている。 
本件代替地は、市が取得するものではないため、不動産登記簿上では市
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名義の登記とはならない。また、代替地をどこに求めるかの判断は、専ら

収用地の土地所有者の裁量となるため千差万別であり、これを外部から推

測し、特定することは難しい。代替地の所在地が特定できない以上、一般

人において当該土地に係る不動産登記簿の閲覧請求をすることができな

いことから、代替地の所有者、土地の特定に関する情報は、条例第 5 条 1
号のただし書きアに該当するものではなく、条例第 5 条第 1 号に該当する

個人情報として、不開示が適当である。 
⑶  土地売買契約書等に捺印された個人、法人の印鑑の印影については、沼

津市情報公開条例第 5 条 1 号、2 号の個人又は法人情報に該当するので、

不開示が適当である、 
⑷  個人に対する建物等の物件補償費等については、 高裁判所平成 17 年

10 月 11 日第三小法廷判決の判示するとおり、一般人であればおおよそ見

当をつけることができる情報とはいえないから、個人に関する情報として

不開示が適当である。 
⑸  平成 13 年度の貸付依頼文書は、文書保管期間を満了し廃棄済のため、

不存在である。 
 

５ 審査会の判断  
⑴  本件各文書のうち、代替地の取得（もしくは譲渡）価格について、実施

機関は、本件処分において不開示としたが、その後、不開示理由説明書に

おいて、 高裁判所平成 17 年 10 月 11 日第三小法廷判決に従って、開示

が相当とする旨、判断を変更した。当審査会もその判断を妥当と考える。 
また、事業用地の所有者の氏名、住所、土地の特定に関する情報、取得

価格に関しても、実施機関は同様の理由で、不開示とした本件処分をあら

ため、開示が相当とする旨、判断を変更したが、当審査会もその判断を妥

当と考える。 
なお、個人に対する建物等の物件補償費等の不開示決定について、申立

人は異議申立ての対象としていないところであるが、当審査会は、上記

高裁判所判決の判示するとおり、一般人であればおよそ見当をつけること

ができるものではなく、個人に関する情報として不開示が妥当と判断する。 
⑵  代替地の所有者及び土地の特定に関する情報（別紙２の№1、№2、№13

の各文書の不開示部分）の条例第 5 条第 1 号該当性について 
 代替地の所有者及び土地の特定に関する情報は、特定の個人を識別する

ことができる情報に該当する（条例 5 条 1 号本文）。 
   したがって、開示の当否を判断するには、さらに同条 1 号ただし書きに

該当する例外的な事由があるかどうかの検討が必要である。 
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    後述のとおり、収用地については、沼津市が地権者から買い上げ、直接

買主として登記されている。 
      しかしながら、実施機関の主張によれば、代替地に関しては、沼津市が

地権者から買い上げることは同様であるが、所有権移転登記については、

一般に必ずしも収用地と同様な処理をしていないとのことである。 
当審査会の調査によれば、本件では、被買収者（収用地所有者）に代替

地の提供があったケースは 2 件（別紙 2 の№1、№2。なお、№13 はこれ

らの決済期日変更に関する書面）である。いずれのケースにおいても、沼

津市と収用地所有者、代替地所有者の三者契約で、代替地の代金は沼津市

が代替地所有者に支払い、所有権移転登記手続は収用地所有者と代替地所

有者との 2 者間で直接行っており、沼津市の所有名義は登記簿上省略され

ている。このような移転登記の手法は、沼津市が中間の契約者であるのに

移転登記を経由していない（この契約は、「一括契約方式」と呼ばれてい

る。）いわゆる中間省略登記による処理方式である。 
中間省略登記方式の代替地には、収用地と違って登記簿上、沼津市の所

有名義が現れておらず、また、当審査会の調査によれば、当該登記簿を閲

覧するための必要 小限度の土地の特定情報を他の関連文書等から（公表

を前提としている実施機関保有の資料から）割りだすことも、困難といわ

ざるをえないから、不動産登記簿により、これらの土地情報が公示されて

いるとはいっても、一般人がこの土地の所在及び地権者の氏名等の情報に

接することはきわめて困難であり、従って、法令等の規定により公にされ、

又は公にすることを予定している情報（本条例第 5 条 1 号ただし書きア）

には該当しないことになる。 
したがって、本件では、代替地の所有者及び土地の特定に関する情報は、

個人情報であって不開示情報に該当するものといわざるをえない。 
なお、一般に土地の価格は、土地の所在と切り離せない情報であるから、

当審査会としては、代替地について、価格を開示する以上は、当該土地の

特定情報に関しても、当該代替地の地権者から外部提供の同意（沼津市個

人情報保護条例第８条１号、本条例第 18 条参照）を得るよう配慮するこ

とが望ましいところであると思料する。 
⑶  平成 13 年度の貸付依頼文書の「不存在」について 

 当審査会の調査によれば、平成 14 年度から平成 19 年度までの沼津駅周

辺総合整備基金の貸付依頼文書は、沼津市街路課長など（以下「申請元」

という。）から基金の管理を所管する推進課長（平成 14 年度までは同開発

課長、以下「申請先」という。）に対して提出された文書で、1 頁目が貸付

の依頼文、2 頁目以下は申請元の管轄している事業関係文書の「写し」で、
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基金繰出の根拠資料が添付されており、これらの文書は一体として申請先

が保管している。平成 13 年度の貸付依頼文書も同様の体裁であったと推

測される。 
ところで、沼津市文書管理規程 58 条 1 項の別表 2 の 3 項アによれば、

「事務事業（定型的なものを除く。）の執行に係る意思決定を行うための

決裁文書」は 5 年保存とされている。本件の貸付依頼文書もこれに該当す

るところ、申請先機関の保管する平成 13 年度の貸付依頼文書はすでに５

年の保存期間を経過しており、当審査会の調査によれば、平成 19 年 7 月

31 日に溶解廃棄処分されている。したがって、平成 13 年度の貸付依頼文

書につき、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。 
ただし、当審査会の調査によれば、平成 13 年度貸付依頼文書の 2 頁目

以下の添付書類（写し）の「原本」は、沼津市文書管理規程に基づき申請

元の各課において保存されており、そのなかには「30 年保存」（沼津市文

書管理規程第 58 条 1 項の別表 2、1 のオ）とするものがある。従って、申

請先である実施機関が平成 13 年度貸付依頼文書につき不存在を理由に不

開示としたことは妥当であるが、当該各文書の原本が申請元の各課におい

て保存されていることを申立人に情報提供することが妥当であったと、当

審査会は考える。  
 

⑷  結論 
以上のとおり、本件各文書については、「１ 審査会の結論」記載のとお

り判断したので、その旨、答申する。 
なお、当審査会の補足的な意見を、それぞれ該当箇所において指摘した

ことを付言する。 
 
 
 
 

６ 審査会の処理経過 
 

平成 20 年 6 月 6 日 諮問審査書の受理 
平成 20 年 6 月 23 日 実施機関からの理由説明書の受理 
平成 20 年 7 月 16 日 不服申立人からの意見書の受理 
平成 20 年 8 月 12 日 諮問の審査（第１回審査） 
平成 20 年 9 月 3 日 不服申立人による口頭意見陳述（第２回審査） 

          実施機関の意見聴取 
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平成 20 年 10 月 6 日 諮問の審査（第３回審査） 
平成 20 年 11 月 4 日 諮問の審査（第４回審査） 
平成 20 年 12 月 24 日 答申の確定 

 
 
       沼津市情報公開審査会  三 橋 良士明（会長） 
                   細 沼 早希子（会長職務代理者） 
                   坂 部 利 夫（委員） 
                   秋 山 武 弘（委員） 
                   栁 谷 淳 子（委員） 
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別紙Ａ　　　審査会の判断

№
貸付依頼日

依頼課
文書名 不開示部分 審査会の判断

1
平成15年2月3日
街路課

依頼文 繰出額 開示

沼津駅周辺総合整備基金繰出計画表

17公有財産購入費(契約相手のうち収用対償土地の所有者以外の氏名、契約額、基金繰出分、前金額、残金額、小計)、
合計(契約額、基金繰出分、前金額、残金額)

開示

17公有財産購入費(契約相手のうち収用対償土地の所有者の氏名） 不開示（５条１号）

土地売買契約書
土地所有者の印影、収用対償土地の所有者の住所・氏名・印影、収用対償土地の字名・地番・地目・登記地積 不開示（５条１号）

土地所有者の住所・氏名、売買代金、残金、差額金、土地の字名・地番・地目・登記地積、売買地積、売買価格 開示

支出負担行為伺(一般)

予算措置額、債権者の郵便番号・住所・氏名、金額、収用地の字名・地番・地目・地積・買収単価、前払金の単価・金額、残
金の単価・金額、差額金の支払先・単価・金額

開示

収用対償地の字名・地番・地目、前払金の支払先個人名 不開示（５条１号）

案内図、公図写、平面図 案内図、公図写、平面図 不開示（５条１号）

2
平成15年2月14日
街路課

依頼文 繰出額 開示

沼津駅周辺総合整備基金繰出計画表

17公有財産購入費(契約相手のうち収用対償土地の所有者以外の氏名、契約額、基金繰出分、前金額、残金額、小計)、
合計(契約額、基金繰出分、前金額、残金額)

開示

17公有財産購入費(契約相手のうち収用対償土地の所有者の氏名） 不開示（５条１号）

土地売買契約書

土地所有者の印影、収用対償土地の所有者の住所・氏名・印影、収用対償土地の字名・地番・地目・登録地積・登録地積
の合計

不開示（５条１号）
不開示（５条２号）

土地所有者の住所・氏名、売買代金、残金、差額金、土地の字名・地番・地目・登録地積、売買地積、売買価格、合計(登録
地積、売買地積、売買価格)

開示

支出負担行為伺(一般)

支出負担行為済額、予算残額、予算措置額、債権者の郵便番号・住所・氏名、金額、収用地の字名・地番・地目・地積・買
収単価、前払金の単価・金額、残金の単価・金額、差額金の支払先・単価・金額

開示

収用対償地の字名・地番・地目、前払金の支払先個人名 不開示（５条１号）

物品調達伺兼支出負担行為伺 土地所有者の氏名 開示

案内図、公図写、平面図 案内図、公図写、平面図 不開示（５条１号）

3
平成15年3月10日
市街地整備課

依頼文 貸付額、地権者の所在地・氏名、公有財産購入費の額 開示

4
平成15年3月14日
街路課

沼津駅周辺総合整備基金繰出計画表
17公有財産購入費(契約相手、契約額、基金繰出分、前金額、残金額、小計)、合計(契約額、基金繰出分、前金額、残金
額)

開示

物品調達伺兼支出負担行為伺 土地所有者の氏名 開示

5
平成15年3月25日
再開発課

委託業務完了届出書 受託者の印影 不開示（５条２号）
基金の使途一覧 大手町再開発事業特別会計基金貸付金の額、土地所有者名と前金及び残金の額 開示

6
平成15年3月25日
再開発課

依頼文 貸付額、土地所有者名 開示

支出負担行為伺(一般)
予算措置額、債権者の郵便番号・住所・氏名、金額、土地の地番・地目・買収面積・買収単価、買収額、前金の単価・金額、
残金の単価・金額

開示

土地売買契約書
土地所有者の住所・氏名、売渡人の氏名、売買代金、前金、残金、土地の地番・地目・公簿地積、売買地積 開示
土地所有者の印影 不開示（５条２号）

基金の使途一覧 大手町再開発事業特別会計基金貸付金の額、土地所有者名と前金及び残金の額 開示

7
平成15年3月25日
再開発課

基金の使途一覧 大手町再開発事業特別会計基金貸付金の額、土地所有者名と前金及び残金の額 開示



8
平成15年3月25日
再開発課

依頼文 貸付額、土地所有者名 開示

支出負担行為伺(一般)
予算措置額、債権者の郵便番号・住所・氏名、金額、土地の地番・地目・買収面積・買収単価、買収額、前金の単価・金額、
残金の単価・金額

開示

基金の使途一覧 大手町再開発事業特別会計基金貸付金の額、土地所有者名と前金及び残金の額 開示

9
平成15年3月25日
再開発課

基金の使途一覧 大手町再開発事業特別会計基金貸付金の額、土地所有者名と前金及び残金の額 開示

10
平成15年9月4日
市街地整備課

依頼文
貸付額、地権者の所在地・氏名、公有財産購入費の額 開示

繰出額、補償金の額（前払金） 不開示（５条１号）

11
平成15年9月22日
市街地整備課

依頼文 地権者の所在地・氏名 開示

12
平成15年11月20日
市街地整備課

依頼文
貸付額、地権者の所在地・氏名、公有財産購入費の額 開示

繰出額、補償金の額 不開示（５条１号）

13
平成16年3月12日
街路課

依頼文 貸付額 開示

沼津駅周辺総合整備基金繰出計画表
17公有財産購入費(契約相手、契約額、基金繰出分、前金額、残金額、小計)、合計(契約額、基金繰出分、前金額、残金
額)

開示

土地売買契約書

土地所有者の印影、収用対償土地の字・地番・地目・登記地積、登録地積、登録地積の合計、収用対象土地の所有者の
住所・氏名・印影

不開示（５条１号）
不開示（５条２号）

土地所有者の住所・氏名、売買代金、残金、差額金、収用土地の字名・地番・地目・登記地積、登録地積、売買地積、売買
価格、合計(登録地積、売買地積、売買価格)

開示

土地売買契約の変更契約書
土地所有者の印影、収用対償土地の所有者の住所・氏名・印影

不開示（５条１号）
不開示（５条２号）

土地所有者の住所・氏名 開示

支出負担行為確定書

支出負担行為済額、予算残額、予算措置額、債権者の郵便番号・住所・氏名、支出負担行為額、収用地の字名・地番・地
目・地積・買収単価、残金の単価・金額、差額金の支払先・単価・金額

開示

収用対償地の字名・地番・地目、残金の支払先個人名 不開示（５条１号）

支出負担行為伺(一般)

支出負担行為済額、予算残額、予算措置額、債権者の郵便番号・住所・氏名、金額、収用地の字名・地番・地目・地積・買
収単価、前払金の単価・金額、残金の単価・金額、差額金の支払先・単価・金額

開示

収用対償地の字名・地番・地目、前払金の支払先個人名 不開示（５条１号）

案内図、公図写、平面図 案内図、公図写、平面図 開示

14
平成16年3月31日
市街地整備課

依頼文
地権者の所在地・氏名、貸付額、公有財産購入費の額 開示

繰出額、補償金の額（残額） 不開示（５条１号）

15
平成16年10月19日
市街地整備課

依頼文
貸付額、地権者の所在地・氏名、公有財産購入費の額 開示

繰出額、補償金の額（前払金） 不開示（５条１号）

16
平成16年11月24日
市街地整備課

依頼文 貸付額、地権者の所在地・氏名、公有財産購入費の額、繰出額、補償金の額 開示

17
平成17年2月14日
市街地整備課

依頼文
貸付額、地権者の所在地・氏名、公有財産購入費の額・内訳、補償金内訳のうち法人への補償金の額 開示

繰出額、補償金の額（残金）、補償金内訳のうち個人への補償金の額 不開示（５条１号）

19
平成17年3月23日
整備課

依頼文 土地所有者の所在地・氏名 開示

土地売買契約書
土地所有者の住所・氏名、売払人の氏名、売買代金、土地の字名・地番・地目・公簿面積、売買地積 開示
土地所有者の印影 不開示（５条１号）

物品調達伺兼支出負担行為伺 土地所有者の氏名、買収対償地の面積、買収額 開示
位置図、案内図 位置図、案内図 開示



21
平成17年3月31日
整備課

依頼文 土地所有者の所在地・氏名、貸付額、土地購入代 開示

土地売買契約書
土地所有者の住所・氏名、売払人の氏名、売買代金、土地の字名・地番・地目・公簿面積、売買地積 開示
土地所有者の印影 不開示（５条１号）

土地売買契約の変更契約書
土地所有者の住所・氏名、売渡人の氏名、原契約書第2条中の売買代金、変更後の売買代金、土地の字名・地番・地目・
公簿面積、売買地積

開示

土地所有者の印影 不開示（５条１号）

(変更)支出負担行為伺(一般)
支出負担行為済額、予算残額、予算措置額、債権者の郵便番号・住所・氏名、金額、土地所有者の氏名、買収地の面積、
買収額、土地代の単価・金額

開示

支出負担行為伺(一般) 予算措置額、債権者の郵便番号・住所・氏名、金額、土地所有者の氏名、買収地の面積、買収額、土地代の単価・金額 開示
位置図、案内図 位置図、案内図 開示

22
平成17年6月7日
整備課

依頼文 土地所有者の所在地・氏名、貸付額、土地購入代 開示

土地売買契約書
土地所有者の住所・氏名、売払人の氏名、売買代金、土地の字名・地番・地目・公簿面積、売買地積 開示
土地所有者の印影 不開示（５条１号）

物品調達伺兼支出負担行為伺 土地所有者の氏名、買収対償地の面積、買収額 開示
支出負担行為伺(一般) 予算措置額、債権者の郵便番号・住所・氏名、金額、土地所有者の氏名、買収地の面積、買収額、土地代の単価・金額 開示
位置図、案内図 位置図、案内図 開示

23
平成17年11月29日
市街地整備課

依頼文
貸付額、地権者の所在地・氏名、公有財産購入費の額 開示

繰出額、補償金の額（前払金） 不開示（５条１号）

24
平成17年12月21日
市街地整備課

依頼文
貸付額、地権者の所在地・氏名、公有財産購入費の額 開示

繰出額、補償金の額（前払金） 不開示（５条１号）

25
平成18年1月27日
整備課

依頼文 取得箇所の字名・地番、土地所有者の氏名・住所、公有財産購入費の額 開示

土地売買契約の締結について
対象者の氏名、買収対象地の字名・地番、土地所有者の住所・氏名、契約者の住所・氏名、対象地の字名・地番・公簿地
目・公簿面積、合計面積、土地買収単価・面積・土地買収価格、買収単価の予定額、予算残額

開示

土地売買契約書(案) 土地所有者の住所・氏名、売払人の氏名、売買代金、土地の字名・地番・地目・公簿面積、売買地積 開示
物品調達伺兼支出負担行為伺 土地所有者の氏名、買収対償地の面積、買収額 開示
位置図、案内図 位置図、案内図 開示

26
平成18年2月17日
整備課

依頼文 貸付額、取得箇所の字名・地番、土地所有者の氏名・住所、公有財産購入費の額 開示

土地売買契約書
土地所有者の住所・氏名、売払人の氏名、売買代金、土地の字名・地番・地目・公簿面積、売買地積 開示
土地所有者の印影 不開示（５条１号）

支出負担行為確定書
支出負担行為済額、予算残額、予算措置額、債権者の郵便番号・住所・氏名、支出負担行為額、土地所有者の氏名、買収
地の面積、買収額、土地代の単価・金額

開示

位置図、案内図 位置図、案内図 開示

27
平成18年3月3日
市街地整備課

依頼文
地権者の所在地・氏名、貸付金の額、土地代残金の額 開示

繰出金、物件等移転補償金残金の額 不開示（５条１号）

基金繰出一覧表

区画整理促進事業の建物所有者名、
促進用地取得事業の土地所有者名、契約額、基金負担額、貸付済み額、貸付予定額、3月貸付額

開示

物件移転補償金（区画整理促進事業の建物の契約額、基金負担額、繰出済み額、繰出予定額、３月繰出額合計） 不開示（５条１号）

28
平成18年3月27日
整備課

依頼文 取得箇所の字名・地番、土地所有者の氏名・住所、公有財産購入費の額 開示

土地売買契約の締結について
対象者の氏名、買収対象地の字名・地番、土地所有者の住所・氏名、契約者の住所・氏名、対象地の字名・地番・登記地
目・公簿地目・登記面積・公簿面積、合計面積、土地買収単価・面積・土地買収価格、予算残額

開示

土地売買契約書(案)
土地所有者の住所・氏名、売払人の氏名、売買代金、土地の字名・地番・地目・公簿面積、売買地積、合計(公簿面積、売
買地積)

開示

物品調達伺兼支出負担行為伺 土地所有者の氏名、買収対償地の面積、買収額 開示
位置図、案内図 位置図、案内図 開示



29
平成18年3月31日
整備課

依頼文 貸付金の額、取得箇所の字名・地番、土地所有者の氏名・住所、公有財産購入費の額 開示

土地売買契約の締結について
対象者の氏名、買収対象地の字名・地番、土地所有者の住所・氏名、契約者の住所・氏名、対象地の字名・地番・登記地
目・公簿地目・登記面積・公簿面積、合計面積、土地買収単価・面積・土地買収価格、予算残額

開示

土地売買契約書(案)
土地所有者の住所・氏名、売払人の氏名、売買代金、土地の字名・地番・地目・公簿面積、売買地積、合計(公簿面積、売
買地積)

開示

物品調達伺兼支出負担行為伺 土地所有者の氏名、買収対償地の面積、買収額 開示
位置図、案内図 位置図、案内図 開示

31
平成18年10月18日
整備課

依頼文 土地取得代、取得箇所の字名・地番、土地所有者の氏名・住所、公有財産購入費の額 開示

土地売買契約の締結について
対象者の氏名、買収対象地の字名・地番、土地所有者の住所・氏名、契約者の住所・氏名、対象地の字名・地番・公簿地
目・公簿面積、合計面積、土地買収単価・面積・土地買収価格、個別格差認定基準表の地目、売り払い予定単価

開示

土地売買契約書(案) 土地所有者の住所・氏名、売払人の氏名、売買代金、土地の字名・地番・地目・公簿面積、売買地積 開示
位置図、案内図 位置図、案内図 開示

32
平成19年3月8日
市街地整備課

依頼文
貸付額、地権者の所在地・氏名、公有財産購入費の額 開示

繰出額、個人への補償金の額（前払金） 不開示（５条１号）

33
平成19年3月30日
市街地整備課

依頼文 貸付額、地権者の氏名、契約相手、契約金額、前金の額、残金の額 開示

34
平成19年3月30日
市街地整備課

土地区画整理促進用地取得事業分 契約相手の氏名、契約金額、土地所有者の氏名、契約額、貸付済み額、繰越額(残金)、合計額(契約額、貸付済み額) 開示

土地売買契約書
土地所有者の住所・氏名、売渡人の氏名、売買代金、前払金の額、残金の額、土地の所在・地番・地目・公簿地積、売買地
積

開示

土地所有者の印影 不開示（５条１号）

土地売買契約の変更契約書
土地所有者の住所・氏名、土地の表示、土地所有者の氏名 開示
土地所有者の印影 不開示（５条１号）

土地売買契約書(案) 土地所有者の住所・氏名、売渡人の氏名、売買代金、土地の所在・地番・地目・公簿地積、売買地積 開示

37
平成19年11月20日
市街地整備課

依頼文 地権者の所在地・氏名 開示

38
平成19年11月22日
市街地整備課

依頼文
貸付額、地権者の所在地・氏名、公有財産購入費の額 開示

繰出額、補償金の額（前払金） 不開示（５条１号）

39
平成20年1月18日
整備課

依頼文 取得箇所の字名・地番、土地所有者の氏名・住所、公有財産購入費の額 開示
土地売買契約の締結について 契約者の住所・氏名、対象地の字名・地番・登記地目・登記面積、土地買収単価・面積・土地買収価格 開示
土地売買契約書(案) 土地所有者の住所・氏名、売払人の氏名、売買代金、土地の字名・地番・地目・公簿面積、売買地積 開示
位置図、案内図 位置図、案内図 開示

40
平成20年1月21日
市街地整備課

依頼文
貸付額、地権者の住所・氏名、公有財産購入費の額 開示

繰出額、補償金の額（残金） 不開示（５条１号）

41
平成20年1月28日
整備課

依頼文 貸付金の額、取得箇所の字名・地番、土地所有者の氏名・住所、公有財産購入費の額 開示

土地売買契約書
土地所有者の住所・氏名、売払人の氏名、売買代金、土地の字名・地番・地目・公簿面積、売買地積 開示

土地所有者の印影 不開示（５条１号）

支出負担行為確定書
予算措置額、債権者の郵便番号・住所・氏名、予定(設計)額、支出負担行為額、土地所有者の氏名、買収地の面積、買収
額、土地代の単価・金額

開示

位置図、案内図 位置図、案内図 開示



別紙１

№
貸付依頼日
依頼課

部分開示の文書名 開示しない部分 開示しない理由

1
平成15年2月3日
街路課

依頼文 繰出額 個人に関する情報(条例第5条第1号)

沼津駅周辺総合整備基金繰出計画表
17公有財産購入費(契約相手、契約額、基金繰出分、前金額、残金額、小計)、合計(契約額、基金繰出分、前金額、残金
額)

個人に関する情報(条例第5条第1号)
法人に関する情報(条例第5条第2号)

土地売買契約書 土地所有者の住所・氏名及び印影、売買代金、残金、差額金、土地の字名・地番・地目・登記地積、売買地積、売買価格 個人に関する情報(条例第5条第1号)

支出負担行為伺(一般)
予算措置額、債権者の郵便番号・住所・氏名、金額、収用地の字名・地番・地目・地積・買収単価、前払金の支払先・単価・
金額、残金の単価・金額、差額金の支払先・単価・金額

個人に関する情報(条例第5条第1号)

案内図、公図写、平面図 案内図、公図写、平面図 個人に関する情報(条例第5条第1号)

2
平成15年2月14日
街路課

依頼文 繰出額
個人に関する情報(条例第5条第1号)
法人に関する情報(条例第5条第2号)

沼津駅周辺総合整備基金繰出計画表
17公有財産購入費(契約相手、契約額、基金繰出分、前金額、残金額、小計)、合計(契約額、基金繰出分、前金額、残金
額)

個人に関する情報(条例第5条第1号)
法人に関する情報(条例第5条第2号)

土地売買契約書
土地所有者の住所・氏名及び印影、売買代金、残金、差額金、土地の字名・地番・地目・登録地積、売買地積、売買価格、
合計(登録地積、売買地積、売買価格)

個人に関する情報(条例第5条第1号)
法人に関する情報(条例第5条第2号)

支出負担行為伺(一般)
支出負担行為済額、予算残額、予算措置額、債権者の郵便番号・住所・氏名、金額、収用地の字名・地番・地目・地積・買
収単価、前払金の支払先・単価・金額、残金の単価・金額、差額金の支払先・単価・金額

個人に関する情報(条例第5条第1号)
法人に関する情報(条例第5条第2号)

物品調達伺兼支出負担行為伺 土地所有者の氏名
個人に関する情報(条例第5条第1号)
法人に関する情報(条例第5条第2号)

案内図、公図写、平面図 案内図、公図写、平面図
個人に関する情報(条例第5条第1号)
法人に関する情報(条例第5条第2号)

3
平成15年3月10日
市街地整備課

依頼文 貸付額、地権者の所在地・氏名、公有財産購入費の額
個人に関する情報(条例第5条第1号)
実施機関等が行う事務又は事業に関する情報
　　　　　　　　　　　(条例第5条第4号)

4
平成15年3月14日
街路課

沼津駅周辺総合整備基金繰出計画表
17公有財産購入費(契約相手、契約額、基金繰出分、前金額、残金額、小計)、合計(契約額、基金繰出分、前金額、残金
額)

個人に関する情報(条例第5条第1号)
法人に関する情報(条例第5条第2号)

物品調達伺兼支出負担行為伺 土地所有者の氏名
個人に関する情報(条例第5条第1号)
法人に関する情報(条例第5条第2号)

5
平成15年3月25日
再開発課

委託業務完了届出書 受託者の印影 法人に関する情報(条例第5条第2号)
基金の使途一覧 大手町再開発事業特別会計基金貸付金の額、土地所有者名と前金及び残金の額 法人に関する情報(条例第5条第2号)

6
平成15年3月25日
再開発課

依頼文 貸付額、土地所有者の氏名 法人に関する情報(条例第5条第2号)

支出負担行為伺(一般)
予算措置額、債権者の郵便番号・住所・氏名、金額、土地の地番・地目・地積・買収単価、買収額、前金の単価・金額、残金
の単価・金額

法人に関する情報(条例第5条第2号)

土地売買契約書 土地所有者の住所・氏名及び印影、売渡人の氏名、売買代金、前金、残金、土地の地番・地目・公簿地積、売買地積 法人に関する情報(条例第5条第2号)
基金の使途一覧 大手町再開発事業特別会計基金貸付金の額、土地所有者名と前金及び残金の額 法人に関する情報(条例第5条第2号)

7
平成15年3月25日
再開発課

基金の使途一覧 大手町再開発事業特別会計基金貸付金の額、土地所有者名と前金及び残金の額 法人に関する情報(条例第5条第2号)

8
平成15年3月25日
再開発課

依頼文 貸付額、土地所有者の氏名 法人に関する情報(条例第5条第2号)

支出負担行為伺(一般)
予算措置額、債権者の郵便番号・住所・氏名、金額、土地の地番・地目・地積・買収単価、買収額、前金の単価・金額、残金
の単価・金額

法人に関する情報(条例第5条第2号)

基金の使途一覧 大手町再開発事業特別会計基金貸付金の額、土地所有者名と前金及び残金の額 法人に関する情報(条例第5条第2号)

9
平成15年3月25日
再開発課

基金の使途一覧 大手町再開発事業特別会計基金貸付金の額、土地所有者名と前金及び残金の額 法人に関する情報(条例第5条第2号)

10
平成15年9月4日
市街地整備課

依頼文 貸付額、地権者の所在地・氏名、公有財産購入費の額、繰出額、補償金の額
個人に関する情報(条例第5条第1号)
実施機関等が行う事務又は事業に関する情報
　　　　　　　　　　　(条例第5条第4号)

11
平成15年9月22日
市街地整備課

依頼文 地権者の所在地・氏名
個人に関する情報(条例第5条第1号)
実施機関等が行う事務又は事業に関する情報
　　　　　　　　　　　(条例第5条第4号)

12
平成15年11月20日
市街地整備課

依頼文 貸付額、地権者の所在地・氏名、公有財産購入費の額、繰出額、補償金の額
個人に関する情報(条例第5条第1号)
実施機関等が行う事務又は事業に関する情報
　　　　　　　　　　　(条例第5条第4号)



13
平成16年3月12日
街路課

依頼文 貸付額
個人に関する情報(条例第5条第1号)
法人に関する情報(条例第5条第2号)

沼津駅周辺総合整備基金繰出計画表
17公有財産購入費(契約相手、契約額、基金繰出分、前金額、残金額、小計)、合計(契約額、基金繰出分、前金額、残金
額)

個人に関する情報(条例第5条第1号)
法人に関する情報(条例第5条第2号)

土地売買契約書
土地所有者の住所・氏名及び印影、売買代金、残金、差額金、土地の字名・地番・地目・登記地積、登録地積、売買地積、
売買価格、合計(登録地積、売買地積、売買価格)

個人に関する情報(条例第5条第1号)
法人に関する情報(条例第5条第2号)

土地売買契約の変更契約書 土地所有者の住所・氏名及び印影
個人に関する情報(条例第5条第1号)
法人に関する情報(条例第5条第2号)

支出負担行為確定書
支出負担行為済額、予算残額、予算措置額、債権者の郵便番号・住所・氏名、支出負担行為額、収用地の字名・地番・地
目・地積・買収単価、残金の支払先・単価・金額、差額金の支払先・単価・金額

個人に関する情報(条例第5条第1号)
法人に関する情報(条例第5条第2号)

支出負担行為伺(一般)
支出負担行為済額、予算残額、予算措置額、債権者の郵便番号・住所・氏名、金額、収用地の字名・地番・地目・地積・買
収単価、前払金の支払先・単価・金額、残金の支払先・単価・金額、差額金の支払先・単価・金額

個人に関する情報(条例第5条第1号)
法人に関する情報(条例第5条第2号)

案内図、公図写、平面図 案内図、公図写、平面図
個人に関する情報(条例第5条第1号)
法人に関する情報(条例第5条第2号)

14
平成16年3月31日
市街地整備課

依頼文 繰出額、地権者の所在地・氏名、補償金の額、貸付額、公有財産購入費の額
個人に関する情報(条例第5条第1号)
実施機関等が行う事務又は事業に関する情報
　　　　　　　　　　　(条例第5条第4号)

15
平成16年10月19日
市街地整備課

依頼文 貸付額、地権者の所在地・氏名、公有財産購入費の額、繰出額、補償金の額
個人に関する情報(条例第5条第1号)
実施機関等が行う事務又は事業に関する情報
　　　　　　　　　　(条例第5条第4号)

16
平成16年11月24日
市街地整備課

依頼文 貸付額、地権者の所在地・氏名、公有財産購入費の額、繰出額、補償金の額

個人に関する情報(条例第5条第1号)
法人に関する情報(条例第5条第2号)
実施機関等が行う事務又は事業に関する情報
　　　　　　　　　　　(条例第5条第4号)

17
平成17年2月14日
市街地整備課

依頼文 貸付額、地権者の所在地・氏名、公有財産購入費の額・内訳、繰出額、補償金の額・内訳

個人に関する情報(条例第5条第1号)
法人に関する情報(条例第5条第2号)
実施機関等が行う事務又は事業に関する情報
　　　　　　　　　　(条例第5条第4号)

19
平成17年3月23日
整備課

依頼文 土地所有者の所在地・氏名 個人に関する情報(条例第5条第1号)
土地売買契約書 土地所有者の住所・氏名及び印影、売払人の氏名、売買代金、土地の字名・地番・地目・公簿面積、売買地積 個人に関する情報(条例第5条第1号)
物品調達伺兼支出負担行為伺 土地所有者の氏名、買収対償地の面積、買収額 個人に関する情報(条例第5条第1号)
位置図、案内図 位置図、案内図 個人に関する情報(条例第5条第1号)

21
平成17年3月31日
整備課

依頼文 土地所有者の所在地・氏名、貸付額、土地購入代 個人に関する情報(条例第5条第1号)
土地売買契約書 土地所有者の住所・氏名及び印影、売払人の氏名、売買代金、土地の字名・地番・地目・公簿面積、売買地積 個人に関する情報(条例第5条第1号)

土地売買契約の変更契約書
土地所有者の住所・氏名及び印影、売渡人の氏名、原契約書第2条中の売買代金、変更後の売買代金、土地の字名・地
番・地目・公簿面積、売買地積

個人に関する情報(条例第5条第1号)

(変更)支出負担行為伺(一般)
支出負担行為済額、予算残額、予算措置額、債権者の郵便番号・住所・氏名、金額、土地所有者の氏名、買収地の面積、
買収額、土地代の単価・金額

個人に関する情報(条例第5条第1号)

支出負担行為伺(一般) 予算措置額、債権者の郵便番号・住所・氏名、金額、土地所有者の氏名、買収地の面積、買収額、土地代の単価・金額 個人に関する情報(条例第5条第1号)
位置図、案内図 位置図、案内図 個人に関する情報(条例第5条第1号)

22
平成17年6月7日
整備課

依頼文 土地所有者の所在地・氏名、貸付額、土地購入代 個人に関する情報(条例第5条第1号)
土地売買契約書 土地所有者の住所・氏名及び印影、売払人の氏名、売買代金、土地の字名・地番・地目・公簿面積、売買地積 個人に関する情報(条例第5条第1号)
物品調達伺兼支出負担行為伺 土地所有者の氏名、買収対償地の面積、買収額 個人に関する情報(条例第5条第1号)
支出負担行為伺(一般) 予算措置額、債権者の郵便番号・住所・氏名、金額、土地所有者の氏名、買収地の面積、買収額、土地代の単価・金額 個人に関する情報(条例第5条第1号)
位置図、案内図 位置図、案内図 個人に関する情報(条例第5条第1号)

23
平成17年11月29日
市街地整備課

依頼文 貸付額、地権者の所在地・氏名、公有財産購入費の額、繰出額、補償金の額
個人に関する情報(条例第5条第1号)
実施機関等が行う事務又は事業に関する情報
　　　　　　　　　　　(条例第5条第4号)

24
平成17年12月21日
市街地整備課

依頼文 貸付額、地権者の所在地・氏名、公有財産購入費の額、繰出額、補償金の額
個人に関する情報(条例第5条第1号)
実施機関等が行う事務又は事業に関する情報
　　　　　　　　　　　(条例第5条第4号)

25
平成18年1月27日
整備課

依頼文 取得箇所の字名・地番、土地所有者の氏名・住所、公有財産購入費の額 個人に関する情報(条例第5条第1号)

土地売買契約の締結について
対象者の氏名、買収対象地の字名・地番、土地所有者の住所・氏名、契約者の住所・氏名、対象地の字名・地番・公簿地
目・公簿面積、合計面積、土地買収単価・面積・土地買収価格、買収単価の予定額、予算残額

個人に関する情報(条例第5条第1号)

土地売買契約書(案) 土地所有者の住所・氏名、売払人の氏名、売買代金、土地の字名・地番・地目・公簿面積、売買地積 個人に関する情報(条例第5条第1号)
物品調達伺兼支出負担行為伺 土地所有者の氏名、買収対償地の面積、買収額 個人に関する情報(条例第5条第1号)
位置図、案内図 位置図、案内図 個人に関する情報(条例第5条第1号)



26
平成18年2月17日
整備課

依頼文 貸付額、取得箇所の字名・地番、土地所有者の氏名・住所、公有財産購入費の額 個人に関する情報(条例第5条第1号)
土地売買契約書 土地所有者の住所・氏名及び印影、売払人の氏名、売買代金、土地の字名・地番・地目・公簿面積、売買地積 個人に関する情報(条例第5条第1号)

支出負担行為確定書
支出負担行為済額、予算残額、予算措置額、債権者の郵便番号・住所・氏名、支出負担行為額、土地所有者の氏名、買収
地の面積、買収額、土地代の単価・金額

個人に関する情報(条例第5条第1号)

位置図、案内図 位置図、案内図 個人に関する情報(条例第5条第1号)

27
平成18年3月3日
市街地整備課

依頼文 繰出額、地権者の所在地・氏名、物件等移転補償金残金の額、貸付金の額、土地代残金の額
個人に関する情報(条例第5条第1号)
実施機関等が行う事務又は事業に関する情報
　　　　　　　　　　(条例第5条第4号)

基金繰出一覧表
区画整理促進事業の建物所有者の氏名、契約額、基金負担額、繰出済み額、繰出予定額、促進用地取得事業の土地所
有者の氏名、契約額、基金負担額、貸付済み額、貸付予定額、3月繰出額合計、3月貸付額

個人に関する情報(条例第5条第1号)
実施機関等が行う事務又は事業に関する情報
　　　　　　　　　　(条例第5条第4号)

28
平成18年3月27日
整備課

依頼文 取得箇所の字名・地番、土地所有者の氏名・住所、公有財産購入費の額 個人に関する情報(条例第5条第1号)

土地売買契約の締結について
対象者の氏名、買収対象地の字名・地番、土地所有者の住所・氏名、契約者の住所・氏名、対象地の字名・地番・登記地
目・公簿地目・登記面積・公簿面積、合計面積、土地買収単価・面積・土地買収価格、予算残額

個人に関する情報(条例第5条第1号)

土地売買契約書(案) 土地所有者の住所・氏名、売払人の氏名、売買代金、土地の字名・地番・地目・公簿面積、売買地積、合計(公簿面積、売 個人に関する情報(条例第5条第1号)
物品調達伺兼支出負担行為伺 土地所有者の氏名、買収対償地の面積、買収額 個人に関する情報(条例第5条第1号)
位置図、案内図 位置図、案内図 個人に関する情報(条例第5条第1号)

29
平成18年3月31日
整備課

依頼文 貸付金の額、取得箇所の字名・地番、土地所有者の氏名・住所、公有財産購入費の額 個人に関する情報(条例第5条第1号)

土地売買契約の締結について
対象者の氏名、買収対象地の字名・地番、土地所有者の住所・氏名、契約者の住所・氏名、対象地の字名・地番・登記地
目・公簿地目・登記面積・公簿面積、合計面積、土地買収単価・面積・土地買収価格、予算残額

個人に関する情報(条例第5条第1号)

土地売買契約書(案) 土地所有者の住所・氏名、売払人の氏名、売買代金、土地の字名・地番・地目・公簿面積、売買地積、合計(公簿面積、売 個人に関する情報(条例第5条第1号)
物品調達伺兼支出負担行為伺 土地所有者の氏名、買収対償地の面積、買収額 個人に関する情報(条例第5条第1号)
位置図、案内図 位置図、案内図 個人に関する情報(条例第5条第1号)

31
平成18年10月18日
整備課

依頼文 土地取得代、取得箇所の字名・地番、土地所有者の氏名・住所、公有財産購入費の額 個人に関する情報(条例第5条第1号)

土地売買契約の締結について
対象者の氏名、買収対象地の字名・地番、土地所有者の住所・氏名、契約者の住所・氏名、対象地の字名・地番・公簿地
目・公簿面積、合計面積、土地買収単価・面積・土地買収価格、個別格差認定基準表の地目、売り払い予定単価

個人に関する情報(条例第5条第1号)

土地売買契約書(案) 土地所有者の住所・氏名、売払人の氏名、売買代金、土地の字名・地番・地目・公簿面積、売買地積 個人に関する情報(条例第5条第1号)
位置図、案内図 位置図、案内図 個人に関する情報(条例第5条第1号)

32
平成19年3月8日
市街地整備課

依頼文 貸付額、地権者の所在地・氏名、公有財産購入費の額、繰出額、補償金の額

個人に関する情報(条例第5条第1号)
法人に関する情報(条例第5条第2号)
実施機関等が行う事務又は事業に関する情報
　　　　　　　　　　　(条例第5条第4号)

33
平成19年3月30日
市街地整備課

依頼文 貸付額、地権者の氏名、契約相手、契約金額、前金の額、残金の額
個人に関する情報(条例第5条第1号)
実施機関等が行う事務又は事業に関する情報
　　　　　　　　　　　(条例第5条第4号)

34
平成19年3月30日
市街地整備課

土地区画整理促進用地取得事業分 契約相手の氏名、契約金額、土地所有者の氏名、契約額、貸付済み額、繰越額(残金)、合計額(契約額、貸付済み額)
個人に関する情報(条例第5条第1号)
実施機関等が行う事務又は事業に関する情報
　　　　　　　　　　　(条例第5条第4号)

土地売買契約書
土地所有者の住所・氏名及び印影、売渡人の氏名、売買代金、前払金の額、残金の額、土地の所在・地番・地目・公簿地
積、売買地積

個人に関する情報(条例第5条第1号)
実施機関等が行う事務又は事業に関する情報
　　　　　　　　　　　(条例第5条第4号)

土地売買契約の変更契約書 土地所有者の住所・氏名及び印影、土地の表示、土地所有者の氏名
個人に関する情報(条例第5条第1号)
実施機関等が行う事務又は事業に関する情報
　　　　　　　　　　　(条例第5条第4号)

土地売買契約書(案) 土地所有者の住所・氏名、売渡人の氏名、売買代金、土地の所在・地番・地目・公簿地積、売買地積
個人に関する情報(条例第5条第1号)
実施機関等が行う事務又は事業に関する情報
　　　　　　　　　　　(条例第5条第4号)

37
平成19年11月20日
市街地整備課

依頼文 地権者の所在地・氏名
個人に関する情報(条例第5条第1号)
実施機関等が行う事務又は事業に関する情報
　　　　　　　　　　　(条例第5条第4号)

38
平成19年11月22日
市街地整備課

依頼文 貸付額、地権者の所在地・氏名、公有財産購入費の額、繰出額、補償金の額
個人に関する情報(条例第5条第1号)
実施機関等が行う事務又は事業に関する情報
　　　　　　　　　　　(条例第5条第4号)

39
平成20年1月18日
整備課

依頼文 取得箇所の字名・地番、土地所有者の氏名・住所、公有財産購入費の額 個人に関する情報(条例第5条第1号)
土地売買契約の締結について 契約者の住所・氏名、対象地の字名・地番・登記地目・登記面積、土地買収単価・面積・土地買収価格 個人に関する情報(条例第5条第1号)
土地売買契約書(案) 土地所有者の住所・氏名、売払人の氏名、売買代金、土地の字名・地番・地目・公簿面積、売買地積 個人に関する情報(条例第5条第1号)
位置図、案内図 位置図、案内図 個人に関する情報(条例第5条第1号)

40
平成20年1月21日
市街地整備課

依頼文 貸付額、地権者の住所・氏名、公有財産購入費の額、繰出額、補償金の額
個人に関する情報(条例第5条第1号)
実施機関等が行う事務又は事業に関する情報
　　　　　　　　　　　(条例第5条第4号)

41
平成20年1月28日
整備課

依頼文 貸付金の額、取得箇所の字名・地番、土地所有者の氏名・住所、公有財産購入費の額 個人に関する情報(条例第5条第1号)
土地売買契約書 土地所有者の住所・氏名及び印影、売払人の氏名、売買代金、土地の字名・地番・地目・公簿面積、売買地積 個人に関する情報(条例第5条第1号)

支出負担行為確定書
予算措置額、債権者の郵便番号・住所・氏名、予定(設計)額、支出負担行為額、土地所有者の氏名、買収地の面積、買収
額、土地代の単価・金額

個人に関する情報(条例第5条第1号)

位置図、案内図 位置図、案内図 個人に関する情報(条例第5条第1号)



別紙２

№
貸付依頼日
依頼課

部分開示の文書名 開示しない部分 開示しない理由

沼津駅周辺総合整備基金繰出計画表 17公有財産購入費(契約相手のうち収用対償土地の所有者の氏名) 個人に関する情報(条例第5条第1号)

土地売買契約書 土地所有者の印影、収用対償土地の所有者の住所・氏名、収用対償土地の字名・地番・地目・登記地積 個人に関する情報(条例第5条第1号)

支出負担行為伺(一般) 収用対償地の字名・地番・地目、収用対償地の前払金の支払先 個人に関する情報(条例第5条第1号)

案内図、公図写、平面図 案内図、公図写、平面図 個人に関する情報(条例第5条第1号)

沼津駅周辺総合整備基金繰出計画表 17公有財産購入費(契約相手のうち収用対償土地の所有者の氏名) 個人に関する情報(条例第5条第1号)

土地売買契約書 土地所有者の印影、収用対償土地の所有者の住所・氏名、収用対償地の字名・地番・地目・登録地積・登録地積の合計
個人に関する情報(条例第5条第1号)
法人に関する情報(条例第5条第2号)

支出負担行為伺(一般) 収用対償地の字名・地番・地目、収用対償地の前払金の支払先 個人に関する情報(条例第5条第1号)

案内図、公図写、平面図 案内図、公図写、平面図 個人に関する情報(条例第5条第1号)

5
平成15年3月25日
再開発課

委託業務完了届出書 受託者の印影 法人に関する情報(条例第5条第2号)

6
平成15年3月25日
再開発課

土地売買契約書 土地所有者の印影 法人に関する情報(条例第5条第2号)

10
平成15年9月4日
市街地整備課

依頼文 繰出額、補償金の額(前払金) 個人に関する情報(条例第5条第1号)

12
平成15年11月20日
市街地整備課

依頼文 繰出額、補償金の額 個人に関する情報(条例第5条第1号)

土地売買契約書
土地所有者の印影、収用対償地の所有者の住所・氏名、収用対償地の字名・地番・地目・登記地積・登録地積・登録地積
の合計

個人に関する情報(条例第5条第1号)
法人に関する情報(条例第5条第2号)

土地売買契約の変更契約書 土地所有者の印影、収用対償地の所有者の住所・氏名
個人に関する情報(条例第5条第1号)
法人に関する情報(条例第5条第2号)

支出負担行為確定書 収用対償地の字名・地番・地目、収用対償地の残金の支払先 個人に関する情報(条例第5条第1号)

支出負担行為伺(一般) 収用対償地の字名・地番・地目、収用対償地の前払金の支払先 個人に関する情報(条例第5条第1号)

14
平成16年3月31日
市街地整備課

依頼文 繰出額、補償金の額(残金) 個人に関する情報(条例第5条第1号)

15
平成16年10月19日
市街地整備課

依頼文 繰出額、補償金の額(前払金) 個人に関する情報(条例第5条第1号)

17
平成17年2月14日
市街地整備課

依頼文 繰出額、補償金の額(残金)、内訳のうち個人への補償金の額 個人に関する情報(条例第5条第1号)

19
平成17年3月23日
整備課

土地売買契約書 土地所有者の印影 個人に関する情報(条例第5条第1号)

土地売買契約書 土地所有者の印影 個人に関する情報(条例第5条第1号)

土地売買契約の変更契約書 土地所有者の印影 個人に関する情報(条例第5条第1号)

22
平成17年6月7日
整備課

土地売買契約書 土地所有者の印影 個人に関する情報(条例第5条第1号)

23
平成17年11月29日
市街地整備課

依頼文 繰出額、補償金の額(前払金) 個人に関する情報(条例第5条第1号)

24
平成17年12月21日
市街地整備課

依頼文 繰出額、補償金の額(前払金) 個人に関する情報(条例第5条第1号)

1
平成15年2月3日
街路課

2
平成15年2月14日
街路課

13
平成16年3月12日
街路課

平成17年3月31日
整備課

21



№
貸付依頼日
依頼課

部分開示の文書名 開示しない部分 開示しない理由

26
平成18年2月17日
整備課

土地売買契約書 土地所有者の印影 個人に関する情報(条例第5条第1号)

依頼文 繰出額、物件等移転補償金残金の額 個人に関する情報(条例第5条第1号)

基金繰出一覧表 区画整理促進事業の建物の契約額、基金負担額、繰出済み額、繰出予定額、3月繰出額合計 個人に関する情報(条例第5条第1号)

32
平成19年3月8日
市街地整備課

依頼文 繰出額、個人への補償金の額(前払金) 個人に関する情報(条例第5条第1号)

土地売買契約書 土地所有者の印影 個人に関する情報(条例第5条第1号)

土地売買契約の変更契約書 土地所有者の印影 個人に関する情報(条例第5条第1号)

38
平成19年11月22日
市街地整備課

依頼文 繰出額、補償金の額(前払金) 個人に関する情報(条例第5条第1号)

40
平成20年1月21日
市街地整備課

依頼文 繰出額、補償金の額(残金) 個人に関する情報(条例第5条第1号)

41
平成20年1月28日
整備課

土地売買契約書 土地所有者の印影 個人に関する情報(条例第5条第1号)

27
平成18年3月3日
市街地整備課

34
平成19年3月30日
市街地整備課


	別紙Ａ２.pdf
	別紙Ａ２
	審査会の判断


	別紙１.pdf
	別紙１


