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別
表

不開示項目（条例第８条第１号に該当）
番号 対象行政文書

特定の個人が識別されるもの 個人の権利利益を害するおそれが 公務員の私生活等に影響を
（他の情報と照合することにより、 あるもの 及ぼすことがあり得るもの

識別される場合も含む） （所得、財産関係等）

１ 支出命令書 ・支払先の氏名 ・支出負担行為決議額 ・支出命令者及び所属長以外
・支払先の住所のうち小字及び ・支出額 の印影

地番 ・支払先金融機関名及び口座番号 ・審査者の氏名

２ 補償費（用地費）支払 ・債主名 ・支出負担行為決議額 ・審査者の氏名
内訳書 ・支払額

・未支払額

３ 地上物件移転及び潰地 ・氏名 ・請求金額 ・所属長以外の印影
補償料の支払について ・住所のうち地番 ・契約金額及びその合計

・前回支払額及びその合計
・今回支払金額及びその合計
・消費税額

４ 請求書及び補償内訳 ・請求者氏名 ・金融機関名及び口座番号 ・起案者及び審査者の氏名
・住所のうち地番 ・金額
・印影
・所在地の地番
・所有者の氏名

５ 写真台帳 ・契約者の氏名 ・契約額
・契約者の住所のうち地番
・精算額関係写真

６ 起案文書（支出負担行 ・金額 ・所属長未満の印影
為伺票） ・起案者及び審査者の氏名

７ 工事設計書、事業費総 ・金額 ・所属長以外の印影
括表

８ 用地費及び補償費内訳 ・氏名 ・金額
・住所のうち地番 ・単価

９ 移転雑費補償算定書 ・住所の地番 ・建物移転料・工作物移転料・立
・氏名 竹木補償料・動産移転料の金額

及び課税対象金額
・移転雑費補償金のうち確認申請

業務報酬額又は設計監理料の課
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税対象金額

登記嘱託書（写し） ・不動産の表示の小字及び地番10
・義務者の氏名
・義務者の住所のうち地番

委任状 ・氏名 ・土地代金11
・住所のうち地番
・印影

土地売買契約書 ・売渡人の氏名 ・売買価格12
・売渡人の印影 ・単価
・売渡人の住所のうち小字及 ・土地代金

び地番 ・支払請求できる金額
・土地所有者の氏名

物件移転補償契約の変 ・物件所有者の氏名 ・変更前及び変更後の補償金額13
更契約書 ・物件所有者の印影 ・消費税補償料

・物件所有者の住所のうち地番 ・支払請求できる金額

物件収去期限延長申請 ・申請者氏名 ・補償金額14
書 ・申請者の住所のうち地番

・申請者印影
・物件所在地の地番

物件移転補償契約書 ・所有者の氏名 ・補償金額15
・物件所有者の印影 ・支払請求できる金額
・物件所有者の住所のうち地番
・物件所在地の地番

上申文書 ・氏名 ・契約金額16
・住所のうち地番

潰地調書 ・所在地の小字及び地番 ・単価17
・所有者の氏名 ・金額
・所有者の住所のうち地番

木造建物調査算定書 ・所在地の地番 ・各項目の係数（単価）と価格及び ・調査者及び検証者の氏名18
・所有者の氏名 計 ・印影

・純建築費（各部位合計）
・１平方メートル当たり推定再建築

費
・Ｓ
・１平方メートル当たりの解体移築

補償額



- 3 -

建具・内部造作・外壁 ・建物所有者の氏名 ・単価及び金額 ・調査者及び検証者氏名19
調査表 ・印影

造作調査表 ・建物所有者の氏名 ・単価 ・調査者及び検証者氏名20
・金額 ・印影

明細書 ・単価21
・金額

建物調査図及び面積計 ・所在地の地番 ・調査者の氏名及び印影22
算 ・所有者の氏名

設計内訳書 ・数量23
・金額

工作物補償額算定一覧 ・所在地の地番 ・数量 ・調査者氏名24
表 ・所有者の氏名 ・算定額及び合計 ・印影

動産移転料補償額算定 ・動産所有者の地番 ・補償金額25
書 ・氏名 ・屋内動産移転料のうち動産台数

・標準台数
・家族人数
・金額及び計算式
・一般動産移転料のうち台数及び金

額

移転雑費補償算定書 ・氏名 ・補償金額26
・法令上の手続費用の計
・建築等の確認に要する費用の代願

手数料及び補償額
・移転雑費その他の雑費の家族人員
・金額
・補償額

補償費内訳書 ・所有者の氏名 ・数量27
・金額
・合計

配置図 ・所在地の地番 ・調査者の氏名及び印影28
・所有者の氏名
・配置図

工事設計図（実施） ・地番29
・所有者の氏名

集合支出内訳書 ・債権者住所のうち地番 ・金額30
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・債権者氏名 ・振込先金融機関名
・口座番号

起案文書 ・契約者氏名 ・金額 ・所属長以外の印影31
・起案者氏名

通知文書 ・宛先氏名 ・執行金額32

立木（立毛）補償契約 ・所有者及び契約者の氏名 ・補償額33
書 ・契約者の住所のうち地番

・契約者の印影

補償工事費内訳書 ・氏名 ・数量34
・住所のうち地番 ・金額

補償額積算表 ・所有者氏名 ・員数35
・金額
・適用欄の延長
・計算式

工作物調査表（甲） ・所有者の氏名 ・数量 ・調査者氏名36
・所有者の住所のうち地番 ・印影
・所在地の地番

工作物調査表（乙） ・氏名 ・数量37
・所在地の地番

土地の表示 ・氏名 ・単価38
・住所地のうち小字及び地番 ・金額
・印影

測量図 ・氏名39
・小字
・地番

用地買収費明細書 ・小字 ・単価40
・地番 ・金額
・氏名

補償費明細書 ・小字 ・補償金41
・地番 ・残地補償単価
・氏名 ・わい化リンゴの数量

丈量図 ・小字 ・執行金額42
・地番
・氏名
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建物平面図 ・建物所有者の氏名43

補償額算定 ・１平方メートル当たりの推定再建44
築費

・１平方メートル当たりの解体移築
補償額

・補償額

天井・床・内壁調査表 ・建物所有者氏名45

電気工事 ・氏名 ・数量46
・金額

給排水・衛生・ガス設 ・氏名 ・数量47
備工事 ・金額

関係写真 ・関係写真48

残地補償契約書 ・被補償者の氏名 ・補償金額49
・被補償者の印影 ・買収単価
・被補償者の住所のうち小字及び ・補正単価

地番 ・算出額

鉄骨造倉庫補償費内訳 ・数量50
・金額

工事費内訳書 ・内容（物置撤去に限る）51
・数量
・金額
・庭石の個数

工作物詳細図 ・延長52

立木調査表補償額算定 ・所有者の住所の地番 ・数量53
書 ・氏名 ・補償額

・摘要

仮住居費調査表 ・建物所在地の地番 ・補償金額54
・所有者の氏名 ・仮住居等賃借料のうち標準家賃及

び単価
・月額家賃認定額

動産調査表 ・動産所有者の地番 ・補償金額55
・氏名 ・屋内動産移転料のうち動産台数、

金額及び計算式
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・一般動産移転料のうち台数及び金
額

一般動産内訳表 ・形状寸法56
・重量・数量又は体積
・摘要欄の小計

移転雑費調査表 ・被補償者の地番 ・補償金額57
・氏名 ・法令上の手続費及び計

・建築等の確認に要する費用の推定
再建設費

・建築物設計監理料
・補償額及び小計
・移転通知費
・その他の雑費の建物等移転補償額

残地補償算定調書 ・土地の所在の小字及び地番 ・買収単価58
・補正単価
・算出額


