
令和3年度公文書公開状況

公開の状況 理由 実施年月日 実施年月日 理由

1 3.4.9

①大子町における任意団体校長会が
平成３　４月９日午後１時より開か
れたことに関する職務中に任意団体
の開催できる根拠②及び今年度の同
団体への補助金と事業内容に係わる
もの一式

学校教育担当 不存在
請求のあった公文書の
保有がないため。

3.4.21 ①に関する部分

2 3.4.9

①大子町における任意団体校長会が
平成３　４月９日午後１時より開か
れたことに関する職務中に任意団体
の開催できる根拠②及び今年度の同
団体への補助金と事業内容に係わる
もの一式

学校教育担当 公開 3.4.28 ②に関する部分

3 3.4.27
大子町令和１年物令和２年物令和３
年の物大子町職員名簿と座席表を。

総務課 公開 3.5.12

4 3.5.10
大子町字上野宮八溝2133番と真那板
倉2134番との裁判後に作成された図
面と登記簿と作成年月日のを。

財政課 不存在
請求のあった公文書の
保有がないため。

3.5.27

5 3.5.21

大子町北田気町道3433号線
1.町有地払下げ売買契約書
2.地籍台帳図面面積
3.登記暴

財政課 公開 R3.6.18
※1及び3に関す
る部分

6 3.5.21

大子町北田気町道3433号線
1.町有地払下げ売買契約書
2.地籍台帳図面面積
3.登記暴

農林課 非公開

該当の地番について、
地籍調査実施時には地
番として存在しておら
ず、調査対象外である
ため。

3.5.25
※2に関する部
分

7 3.5.20

町有地大子町上野宮2134番地の境界
確定するために町民を裁判にかけて
まで確定しなければならない理由の
開示、議会議事録等

議会事務局 公開 3.6.3

所管課名
公開の実施 決定期間延長

備考
整理
番号

受付年月日 公文書の内容



8 3.5.27
昭和30年4月1日以後の大子町上野宮
2134番地の土地の日輪寺との土地貸
借契約書の開示を求める

財政課 公開 3.6.22

9 3.5.27
大子町上野2134番地の土地登記に使
用した全ての文書の開示を求める。
第１種（永久）保存文書である。

財政課 不存在
請求のあった公文書の
保有がないため。

3.6.8

10 3.5.28
大子町北田気町道3433号線758-3-
766-3-767-3-756-2-763-1町道の境界
杭。の立ち合た人、測量人。

農林課 非公開

該当の地番について、
立会及び測量は行って
いないこと、他人名義
の土地であるため。

3.6.3

11 3.6.1
令和元年度、令和2年度のＡＥＤ入札
かかわるもの

学校教育担当 公開 3.6.25

12 3.6.11
大子町上野宮2134番地の平成21年
度、16年度の土地貸借契約書の開示
を求める（書類一式）

財政課 公開 3.7.8

13 3.6.22

大子町北田気町道3433号線1.町有地
払げ売買契約書2.地籍台帳と図面と
面積と登記簿の公開を求めたが、添
付書類でしたので再度公文書公開請
求します。
令和３年６月１８日（金）公開の文
書を添付する。

財政課 公開 R3.7.20

14 3.7.26

大子町上野宮2134番地昭63年の駐車
場整備事業の境界確定で測量社およ
び立ち合い人全員の名簿の開示を求
める。土地の相続人当事者が全員立
ち会っていないと主張しているため
大子町の公文書では相続人が立ち
合っていることになっているが納得
できないため。

農林課 非公開
請求のあった公文書の
保有がないため。

3.7.29



15 3.7.28

添付文書1枚
大子町矢田1641、1642番地の測量登
記事業の契約書及び支払金額が確認
できる書類の開示を求める。

財政課 公開 3.8.20

16 3.8.2

八溝2133番地真那板倉2134番地の松
の木の伐採し境界確定町民を裁判に
かけてまで確定しなければならない
使用的別紙に

（補正）松の木の伐採は誰が命令し
たのか。契約書、領収書、関係する
者一式

財政課 部分公開 R3.9.1

17 3.8.12
大子町芦野倉子育て住宅道路整備工
事入札価格4,644,000円の根拠となる
見積書及び地番の開示を求める

建設課 不存在
東日本台風により水没
し、消失したため。

18 3.8.23

大子町矢田、冥賀地内の分筆登記の
大子町職員の立合い人の名前の開示
久下沼土地家屋調査事ム所の件　Ｈ
22.2月29日の件

財政課 不存在
請求のあった公文書の
保有がないため。

3.9.3

19 3.8.23
大子町矢田1639、1640番地の測量登
記事業の契約書一式及び大子町職員
の立合い人の名前の開示を求める

財政課 不存在
請求のあった公文書の
保有がないため。

3.9.3

20 3.8.23
大子町矢田、冥賀地区の土地測量分
筆登記に使用したすべての図面の開
示を求める。久下沼との契約

財政課 公開 3.9.16

21 3.9.8

売却した土地大子町矢田1639、1640
番地の大子町が保有している地積測
量図面及び大子町側の立合い人の開
示

財政課 部分公開

契約書及び仕様書につ
いては令和3年8月20日
に実施した公文書公開
により開示しているた
め却下

3.10.1

22 3.9.8
大子町冥賀1641、1642番地の土地測
量契約書及び地積測量図面の開示を
求める

財政課 部分公開
土地測量契約書につい
ては公文書の保有がな
いため

3.9.30



23 3.9.14
大子町矢田15-28番地の分筆測量登記
の契約書。図面及び立合い人の開示
を求める

財政課 公開 3.9.30

24 3.9.17
大子町矢田15-30、15-31、15-52、
1641、1643番地の測量分筆登記の契
約書、仕様書の開示

財政課 却下
令和3年8月20日に実施
した公文書公開により
開示しているため

3.10.1

25 3.9.27
資料紛失のため再開示を求める
添付文書2枚

財政課 公開 3.10.21

26 3.10.6
大子町文書管理規定の開示　異なる
２種類の文書が開示されている為再
開示を求める

総務課 公開 3.10.6

27 3.10.13

大子町上野宮八溝林班2101の所を町
道として使用している貸借契約書開
示協会の立合い人主の開示を求め
る。

建設課 公開 3.11.15

28 3.10.27

大子町上野宮2134番地にある建物観
光休憩所に対する補助金の支給に関
係する議案提案書及び議会議事録の
開示を求める（昭和45年～47年ご
ろ）議会議事録は第一種（永久保存
文書）である

総務課 不存在
請求のあった公文書の
保有がないため。

3.11.8

29 3.11.2

大子町矢田1641、1642、1643番地の
測量登記の契約書、仕様書、立合い
人の開示を求める。資料紛失のため
（再開示）

財政課 公開 3.11.25



30 3.11.12

添付文書2枚
大子町上野宮2134番地にある建物観
光休憩所に対する補助金の支給に関
係する議案提案書及び議会議事録の
開示を求める昭和40年～44年まで
議会議事録は第一種（永久保存文
書）である

観光商工課 不存在
請求のあった公文書の
保有がないため。

3.11.24

31 3.11.17

大子町上野宮八溝2133番地所町道と
して使用して開示、貸借契約開示、
境界の立合人の開示、境界杭の開
示。図面開示の

建設課
不存在
公開済み

不存在：請求文書の保
有がない。
公開済：既に同様の文
書を公開済み。

32 3.12.2

①大子町の任意団体に対する昭和41
年～48年の間の補助金の支給に関係
するすべての議案提案書及び議会議
事録の開示を求める
　議会議事録は第一種（永久保存文
書）である
　議事録に記載がない場合は昭和41
年～48年までの議事録の閲覧をもと
める
②大子町矢田15-8、15-28、15-29番
地の測量分筆登記契約書、仕様書の
開示を求める
③大子町冥賀124-7番地（旧131-1番
地）の合筆測量分筆登記契約書、仕
様書の開示を求める
④大子町冥賀121、123、123-1番地の
分筆登記登記契約書、仕様書の開示
を求める

議会事務局 公開 3.12.20 ①に関する部分

33 3.12.2 同上 財政課 部分公開
大子町公文書公開条例
第9条第4号該当（請負
人に関する情報）

4.1.7
②～④に関する
部分



34 3.12.2

2021年4月より大子町水道事業の窓口
業務の民間企業委託に係わるもの。
窓口業務に至るまでの経緯及び起案
文書、公共事業である水道事業を職
員が変われば何故民間委託にしたの
か、個人情報を町民の承諾もなく民
間委託した根拠。職員が職務に専念
するより民間委託にしたのは、職印
の職務怠慢ではないのか。水道事業
に関する委託契約及び職員の職務で
行った場合の、メリット及びデメ
リットの検討や審議に関する書面・
委託契約に関するもの、委託料に関
するもの一式

水道課 公開 3.12.21

35 3.12.10

大子町上野宮2133番地の丹治家のお
墓にあった石仏を丹治家の了承なし
に撤去を指示したのは誰か、又撤去
の契約書、仕様書（撤去した石仏の
置き場を指示してある図面）の開示
を求める。

財政課 部分公開
大子町公文書公開条例
第9条第4号該当（請負
人に関する情報）

R3.1.7

36 3.12.10

①大子町矢田15-8、15-28、15-29番
地の測量分筆登記契約書、仕様書の
開示を求める

②大子町冥賀124-4番地（旧131-1番
地）の合筆測量分筆登記契約書、仕
様書の開示を求める

③大子町冥賀121、123、123-1番地の
分筆登記登記契約書仕様書の開示を
求める

④上記①②③の項目の業務を指示、
承諾したのは誰なのか開示を求める

⑤法務局に提出した登記申請書を承
諾したのは誰なのか大子町の許可が
ないとすべての業務が出来ないはず
である。大子町が保有する登記申請
に係るすべての書類の開示を求める

財政課 却下
令和3年12月2日に実施
した公文書公開により
開示しているため

①～③に関する
部分

37 3.12.10 同上 財政課 公開 4.1.26 3.12.28
公文書の有無の確認に
想定を超える期間がか
かるため

④に関する部分



38 3.12.10 同上 財政課 却下

公文書の特定ができな
いことから補正を求め
たが、期日までに補正
がなされなかったため

4.1.19 3.12.28
公文書の有無の確認に
想定を超える期間がか
かるため

④に関する部分

39 4.2.10
大子町矢田1639、1640番地の土地測
量分筆登記の契約書及び仕様書の開
示を求める

財政課 不存在 4.2.21



公開の状況 理由 実施年月日 実施年月日 理由

1 3.5.21
平成27年3月27日　大子町大字下金沢
695-22で発生したその他の火災に関
する火災調査報告書

消防本部 部分公開 3.5.31

2 3.5.21

2021年3月7日（日）6：00頃、茨城県
久慈郡大字内大野1842番地で発生し
た「宗教法人実相院宝珠寺」に関す
る火災調査報告書および火災原因判
定書

消防本部 部分公開 3.5.31

3 3.6.3

令和2年度の建設工事に係る一切の入
札について、落札結果を示すもので
最低限次のことが分かる書類
①入札日、工事名、施工場所、予定
価格、落札価格、落札率、落札者、
最低制限価格
②一般競争入札と指名競争入札及び
書面入札と電子入札の区分
③総合評価方式の採否
④予定価格及び最低制限価格の事前
公表の有無

財政課 公開 3.6.18

4 3.8.19

2021/6/6　22：43交通事故（下津
原）に於いて受傷及び慈泉堂病院へ
搬送された「■■■■■」さんの搬
送活動公共について開示申請しま
す。具体的に知りたい内容は、「現
着時の身体状況と現場での処置内容
について」「（記録があれば）飲酒
を疑う兆候の有無について」「搬送
時、病院着時の意識レベルについ
て」です。

消防本部 部分公開 3.11.8

備考

任意的公開状況

整理
番号

受付年月日 公文書の内容 所管課名

公開の実施 決定期間延長



5 3.8.13

コミニティバス（みどり号全般）、
臨時無料巡回バス、乗合タクシー
（常用、予備車、委託、借上げ車両
含む。）の全車両車輌一覧表、（現
有車及び過去車の書類の存在するも
の）、全車両車検証の写し（現有車
及び過去車の書類の存在するも
の）、新製時の市発行及びボディ
メーカー発行製作仕様書全ページの
写し（図面類含む）、（現有車及び
過去車の書類の存在するもの）

まちづくり課 不存在 3.8.24

6 3.8.13 同上 総務課 部分公開
原子力バス、観光SLバ
ス、過去の車両等につ
いては不存在のため

3.8.23
公用バス（２
台）に関する部
分

7 3.8.13

スクールバス、（常用、予備車、委
託、借上げ車両含む）の全車両車輌
一覧表、（現有車及び過去車の書類
の存在するもの）、全車両車検証の
写し（現有車及び過去車の書類の存
在するもの）、新製時の市発行及び
ボディメーカー発行製作仕様書全
ページの写し（図面類含む）、（現
有車及び過去車の書類の存在するも
の）

学校教育担当 公開 3.10.15 3.8.27
対象となる路線、車両
数が多く、確認作業に
時間を要するため

8 3.11.15
大子町バス運行継続支援金給付要綱
（貸切バス）申請の際取得している
貸切バス車検証の写し。表面のみ

まちづくり課 非公開

当該文書を公開するこ
とにより、法人の競争
上又は事業運営上の地
位その他正当な利益が
損なわれる恐れがある
ため

3.11.30

9 4.3.8

大子町消防本部管内における危険物
第４類の貯蔵を行う危険物貯蔵所の
事業所名、所在地、タンク種類、油
種、タンク容量、設置完成検査年月
日（ガソリンスタンドは除く、一般
取扱所も含む）として危険物一覧表

消防本部 公開 4.3.18


