
別紙「開示すべき部分」（２２南第２４６７－２号）

該当条項

地名・地番・地目・面積 第７条第２号
個人の氏名 第７条第２号

平成15年１月16日付け打合記録票中内容のうち６行目から22行目ま
で

第７条第５号

地名・地番 第７条第２号
個人の氏名 第７条第２号

平成15年４月10日付け打合記録票中内容のうち６行目37文字目から
８行目28文字目まで

第７条第５号

地名・地番 第７条第２号
個人の氏名 第７条第２号
平成15年５月16日付け打合記録票中１枚目の内容のうち５行目５文
字目から８行目32文字目まで（※を除く）、10行目５文字目から26
文字目まで、手書き部分、12行目５文字目から13行目５文字目ま
で、15行目５文字目から18文字目まで、17行目５文字目から20文字
目まで及び19行目５文字目から20行目27文字目まで

第７条第５号

平成15年５月16日付け打合記録票中２枚目の１行目４文字目から18
文字目まで、２行目３文字目から３行目14文字目まで

第７条第５号

地名・地番 第７条第２号
個人の氏名 第７条第２号
事業者の氏名 第７条第３号
平成17年８月26日付け打ち合わせ記録中１枚目の内容のうち７行目
から12行目まで、14行目から16行目まで（修正部分を含む）、18行
目から20行目まで、22行目、23行目から28行目まで（発言課所名を
除く）

第７条第５号

平成17年８月26日付け打ち合わせ記録中２枚目の１行目から２行目
まで（発言所名を除く）及び４行目から９行目まで

第７条第５号

処理方針中１枚目の２行目から４行目まで及び９行目から22行目ま
で（見出し記号を除く）

第７条第５号

処理方針中１枚目の６行目から７行目まで 第７条第２号

開示すべき部分

平成15年１月16日付け打合記録票のうち、次の部分を除いた部分

平成15年４月10日付け打合記録票のうち、次の部分を除いた部分

平成15年５月16日付け打合記録票のうち、次の部分を除いた部分

平成17年８月26日付け打ち合わせ記録のうち、次の部分を除いた部分
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別紙「開示すべき部分」（２２南第２４６７－２号）

該当条項開示すべき部分
処理方針中２枚目の「◎懸念事項」のうち３行目８文字目から５行
目13文字目まで及び６行目２文字目から７行目19文字目まで並びに
「○土地家屋調査士協会白河支所の現状」のうち５行目から11行目
まで（見出し記号を除く）

第７条第５号

処理方針中３枚目の「○処理方針」のうち３行目から７行目まで及
び９行目から10行目まで（※を除く）

第７条第５号

処理方針（案）全体 第７条第５号

地名・地番 第７条第２号
個人の氏名 第７条第２号
事業者の氏名 第７条第３号
平成17年11月７日付け打ち合わせ記録中１枚目の手書き部分並びに
内容のうち５行目から７行目（見出し記号を除く）、９行目から10
行目（見出し記号を除く）、13行目（見出し記号を除く）及び14行
目27文字目から16行目36文字目まで

第７条第５号

平成17年11月７日付け打ち合わせ記録中２枚目の１行目及び３行目
から31行目まで（手書きの追加部分を含み、見出し記号及び発言課
所名を除く）

第７条第５号

会議次第中次第３のうち見出し記号が「※」及び「・」部分の内容 第７条第５号

要整理ポイント中１枚目の「１　道路管理の問題」のうち９行目か
ら24行目まで（見出し記号を除く）並びに「２　境界確定」のうち
４行目13文字目から17文字目まで、５行目21文字目から７行目18文
字目まで及び９行目から14行目まで

第７条第５号

要整理ポイント中２枚目の１行目から21行目まで並びに「３　未登
記処理での問題」のうち13行目21文字目から17行目33文字目まで及
び19行目から21行目まで

第７条第５号

要整理ポイント中３枚目の１行目から27行目まで（見出し記号を除
く）

第７条第５号

要整理ポイント中４枚目の１行目から７行目まで並びに「４　今後
の整理について」のうち５行目から８行目まで及び10行目から34行
目まで

第７条第５号

道路敷地処理問題について中１行目29文字目から２行目５文字目ま
で及び３行目４文字目から10文字目まで並びに指摘１）から指摘
３）まで並びに回答２）及び回答３）の内容並びに手書き部分のう
ち３行目から６行目まで

第７条第５号

平成17年10月21日付け事務連絡別紙中「３　未登記処理での問題」
のうち14行目21文字目から18行目34文字目まで

第７条第５号

経過資料中18行目10文字目から25文字目まで、19行目８文字目から
17文字目まで及び26行目13文字目から26文字目まで

第７条第２号

平成17年11月７日付け打ち合わせ記録のうち、次の部分を除いた部分
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別紙「開示すべき部分」（２２南第２４６７－２号）

該当条項開示すべき部分

経過資料中20行目24文字目から26文字目まで及び24行目19文字目か
ら21文字目まで

第７条第５号

地名・地番 第７条第２号
個人の氏名 第７条第２号
事業者の名称 第７条第３号

平成17年12月９日付け打ち合わせ記録中１枚目の内容のうち10行目
から19行目まで（手書きの訂正及び追加部分を含み、発言課所名を
除く）

第７条第５号

平成17年12月９日付け打ち合わせ記録中２枚目の１行目から14行目
まで、17行目から35行目まで、37行目から43行目まで及び45行目か
ら48行目まで（全て手書きの訂正及び追加部分を含み、発言課所名
を除く）

第７条第５号

平成17年12月９日付け打ち合わせ記録中３枚目の１行目から14行目
まで（手書きの訂正部分を含み、発言課所名を除く）

第７条第５号

会議次第中２（２）の２番目の「・」のうち19文字目から32文字目
まで

第７条第５号

会議資料（行政Ｇ）中１枚目の２の（４）のうち２行目９文字目か
ら６行目９文字目まで

第７条第２号

会議資料（行政Ｇ）中１枚目の「３　処理方針」のうち１行目から
８行目まで（見出し記号を除く）

第７条第５号

会議資料（行政Ｇ）中２枚目の１行目から７行目まで（見出し記号
を除く）及び９行目から17行目まで（手書きの修正を含み、見出し
記号を除く）

第７条第５号

会議資料（行政Ｇ）中３枚目の38行目から39行目まで（見出し記号
を除く）

第７条第５号

会議資料（用地Ｇ）中３行目から16行目まで（手書き部分を含み、
見出し記号を除く）及び18行目から26行目まで（見出し記号を除
く）

第７条第５号

会議資料（地保Ｇ）中２の１）の交通量のうち４行目17文字目から
19文字目まで

第７条第２号

横断図中横断図と平面図を対応づける部分 第７条第２号

平面図中横断図と平面図を対応づける部分 第７条第２号

平面図中凡例の内容 第７条第２号

平成17年12月１日付け17土号外中「３　議題」のうち「・」の内容 第７条第５号

平成17年12月９日付け打ち合わせ記録のうち、次の部分を除いた部分

3 ページ



別紙「開示すべき部分」（２２南第２４６７－２号）

該当条項開示すべき部分
会議資料案（行政Ｇ）中１枚目の２の（４）のうち２行目９文字目
から６行目９文字目まで

第７条第２号

会議資料案（行政Ｇ）中１枚目の「３　処理方針」のうち１行目か
ら８行目まで（見出し記号を除く）

第７条第５号

会議資料案（行政Ｇ）中２枚目の１行目から７行目まで（見出し記
号を除く）及び９行目から17行目まで（見出し記号を除く）

第７条第５号

会議資料案（行政Ｇ）中３枚目の38行目から39行目まで（見出し記
号を除く）

第７条第５号

会議資料案「処理方針の検討」中２行目から10行目まで（手書き部
分を含み、見出し記号を除く）

第７条第５号

道路の区域の変更及び払い下げについて中１の（２）の５行目から
８行目まで（見出し記号及び矢印を除く）

第７条第５号

地名・地番 第７条第２号
個人の氏名 第７条第２号

ＦＡＸ送信票中連絡事項のうち６行目23文字目から29文字目まで 第７条第５号

地名・地番 第７条第２号
個人の氏名 第７条第２号

平成18年２月22日付け打ち合わせ記録中１枚目の内容のうち３行目
から19行目まで（手書きの訂正を含み、発言課所名を除く）

第７条第５号

平成18年２月22日付け打ち合わせ記録中２枚目の内容全体（手書き
の訂正及び追記を含み、発言課所名を除く）

第７条第５号

平成18年２月22日付け打ち合わせ記録中３枚目の１行目から23行目
まで（手書きの訂正及び追記を含み、発言課所名を除く）及び25行
目から28行目まで（手書きの修正を含む）

第７条第５号

２月22日付け資料中１枚目の「１」の１行目から８行目まで、「２
土地の評価について」の１行目から17行目まで（見出し記号を除
く）及び19行目から20行目まで

第７条第５号

平成18年２月10日付け打ち合わせ記録のうち、次の部分を除いた部分

平成18年２月22日付け打ち合わせ記録のうち、次の部分を除いた部分
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別紙「開示すべき部分」（２２南第２４６７－２号）

該当条項開示すべき部分

２月22日付け資料中２枚目の１行目から４行目まで（訂正部分を含
み、見出し記号を除く）及び「※　今回の処理の留意点」の１行目
から９行目まで（見出し記号を除く）

第７条第５号

１月30日付け資料中「２　今後の方針」及び「３　処理にあったっ
て問題点とその対応」の内容（見出し記号を除く）

第７条第５号

地名・地番 第７条第２号

平成18年５月９日付け打ち合わせ記録中１枚目の内容のうち３行目
25文字目から21行目33文字目まで（発言課所名を除く）

第７条第５号

平成18年５月９日付け打ち合わせ記録中２枚目の１行目１文字目か
ら２文字目まで、手書き部分及び４行目から14行目まで（見出し記
号を除く）

第７条第５号

地名・地番 第７条第２号
個人の氏名 第７条第２号
平成19年１月25日付け打ち合わせ記録中内容のうち11行目２文字目
から７文字目まで、12行目21文字目から36文字目まで、13行目19文
字目から24文字目まで、15行目19文字目から16行目22文字目まで及
び17行目２文字目から14文字目まで

第７条第５号

詳細別紙中１枚目の１の（１）及び（２）のうち「（用地グループ
の考え）」の内容（整理事項を除く）

第７条第５号

詳細別紙中１枚目の１の（２）の＜整理事項＞④のうち１行目11文
字目から17文字目まで、１行目23文字目から25文字目まで及び２行
目８文字目から３行目３文字目まで

第７条第３号

詳細別紙中２枚目の１の（３）のうち「（用地グループの考え）」
の内容（整理事項を除く）並びに20行目32文字目から21行目６文字
目まで、30行目10文字目から20文字目まで、31行目10文字目から32
行目23文字目まで、34行目６文字目から35行目９文字目まで、36行
目２文字目から５文字目まで

第７条第５号

詳細別紙中２枚目の18行目５文字目から24文字目まで、19行目６文
字目から36文字目まで及び33行目12文字目から26文字目まで

第７条第２号

送付資料中１枚目の１の（１）及び（２）のうち「（用地グループ
の考え）」の内容（整理事項を除く）

第７条第５号

送付資料中１枚目の１の（２）の＜整理事項＞④のうち１行目11文
字目から17文字目まで、１行目23文字目から25文字目まで及び２行
目８文字目から３行目３文字目まで

第７条第３号

平成18年５月９日付け打ち合わせ記録のうち、次の部分を除いた部分

平成19年１月25日付け打ち合わせ記録のうち、次の部分を除いた部分
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別紙「開示すべき部分」（２２南第２４６７－２号）

該当条項開示すべき部分
送付資料中２枚目の１の（３）のうち「（用地グループの考え）」
の内容（整理事項を除く）並びに20行目32文字目から21行目６文字
目まで、30行目７文字目から17文字目まで、31行目10文字目から32
行目23文字目まで、34行目６文字目から35行目９文字目まで及び36
行目２文字目から５文字目まで

第７条第５号

送付資料中２枚目の18行目５文字目から24文字目まで、19行目６文
字目から36文字目まで及び33行目12文字目から26文字目まで

第７条第２号

送付文中８行目19文字目から９行目10文字目まで、９行目17文字目
から10行目18文字目まで及び14行目26文字目から15行目26文字目ま
で

第７条第５号

平成19年４月27日付け協議結果中２行目６文字目から７文字目まで 第７条第２号

平成19年４月27日付け協議結果中２（１）の内容のうち１行目から
４行目まで（見出し記号及び発言者職氏名を除く）及び６行目から
15行目まで（見出し記号を除く）

第７条第５号

個人の氏名 第７条第２号

平成19年５月11日付け協議結果中１枚目の４（１）用地Ｇ参事より
（～10:15）の内容全て

第７条第５号

平成19年５月11日付け協議結果中２枚目の１行目から８行目まで、
13行目から15行目まで（見出し記号を除く）、17行目から21行目ま
で（発言者名を除く）、22行目１文字目から23行目３文字目まで及
び26行目から31行目まで（発言者名を除く）

第７条第５号

地名・地番・地目・面積 第７条第２号
個人の氏名 第７条第２号

平成15年１月16日付け電話記録票中内容のうち７行目27文字目から
８行目35文字目まで

第７条第５号

地名・地番 第７条第２号
個人の氏名 第７条第２号
平成15年９月19日付け電話応接記録表中＜内容＞のうち２行目５文
字目から３行目４文字目まで、８行目27文字目から28文字目まで及
び10行目３文字目から４文字目まで

第７条第２号

平成19年５月11日付け協議結果のうち、次の部分を除いた部分

平成15年１月16日付け電話記録票のうち、次の部分を除いた部分

平成15年９月19日付け電話応接記録表のうち、次の部分を除いた部分

平成19年４月27日付け協議結果のうち、次の部分を除いた部分
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別紙「開示すべき部分」（２２南第２４６７－２号）

該当条項開示すべき部分

地名・地番 第７条第２号
個人の氏名 第７条第２号
平成15年９月19日付け電話応接記録表中＜内容＞のうち２行目５文
字目から３行目４文字目まで、８行目27文字目から28文字目まで及
び10行目３文字目から４文字目まで

第７条第２号

地名・地番 第７条第２号
個人の氏名 第７条第２号
平成15年12月15日付け電話記録表中内容のうち12行目３文字目から
６文字目まで、15行目６文字目から９文字目まで及び15行目18文字
目から19文字目まで

第７条第２号

平成15年12月15日付け電話記録表中内容のうち12行目13文字目から
13行目36文字目まで

第７条第２号

地名・地番 第７条第２号
個人の氏名 第７条第２号
平成17年11月29日付け電話記録表中内容のうち１行目25文字目から
２行目43文字目まで（手書きの追記部分を含む）、５行目３文字目
から16文字目まで及び８行目から25行目まで（手書きの修正及び追
記部分を含み、見出し記号及び担当課所名を述べた部分を除く）

第７条第５号

地図中四角で囲った記載内容と地図の間に手書きで追加した括弧書
きの括弧の中の部分

第７条第５号

地名・地番 第７条第２号
個人の氏名 第７条第２号

平成17年12月２日付け電話受理票中内容のうち４行目から15行目ま
で（発言者名を除く）、手書きの①から③までの内容及び手書きの
５行目の28文字目から31文字目まで

第７条第５号

ＦＡＸ送信票中連絡事項のうち５行目９文字目から28文字目まで 第７条第５号

回答内容中２行目29文字目から３行目５文字目まで、４行目４文字
目から10文字目まで及び19行目から23行目まで並びに指摘１）から
指摘３）まで及び回答１）から回答３）までの内容

第７条第５号

平成15年９月19日付け電話応接記録表のうち、次の部分を除いた部分

平成15年12月15日付け電話記録表のうち、次の部分を除いた部分

平成17年11月29日付け電話記録表のうち、次の部分を除いた部分

平成17年12月２日付け電話受理票のうち、次の部分を除いた部分

平成19年１月16日付け電話受信記録簿のうち、次の部分を除いた部分
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別紙「開示すべき部分」（２２南第２４６７－２号）

該当条項開示すべき部分
地名・地番 第７条第２号
個人の氏名 第７条第２号
手書きの部分のうち３行目25文字目から26文字目まで、４行目13文
字目から14文字目まで、７行目22文字目から23文字目まで及び８行
目13文字目から14文字目まで

第７条第２号

地名・地番 第７条第２号

具体の内容全体（手書きの修正を含み、発言者名を除く） 第７条第５号

地名・地番 第７条第２号

平成19年２月22日付け電話受理票中具体の内容のうち２行目３文字
目から28文字目まで及び５行目から10行目まで（発言者名を除く）

第７条第５号

県のサーバーのアドレス表記 第７条第６号

地名・地番 第７条第２号
個人の氏名 第７条第２号

平成19年２月27日付け電話受理票中１枚目の具体の内容のうち１行
目４文字目から17行目25文字目まで（手書きの追記を含み、発言者
名を除く）及び21行目から28行目まで

第７条第５号

平成19年２月27日付け電話受理票中２枚目の３行目から５行目まで 第７条第５号

平成19年２月27日付け電話受理票中２枚目の17行目30文字目から38
文字目まで

第７条第３号

地名・地番 第７条第２号
個人の氏名、個人を特定可能な部分 第７条第２号
平成19年３月２日付け電話受理票中具体の内容のうち１行目４文字
目から３行目29文字目まで、20行目12文字目から37文字目まで、23
行目15文字目から36文字目まで及び25行目９文字目から29文字目ま
で

第７条第５号

県のサーバーのアドレス表記 第７条第６号

平成19年３月２日付け電話受理票のうち、次の部分を除いた部分

平成19年２月20日付け電話受理票のうち、次の部分を除いた部分

平成19年２月22日付け電話受理票のうち、次の部分を除いた部分

平成19年２月27日付け電話受理票のうち、次の部分を除いた部分
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別紙「開示すべき部分」（２２南第２４６７－２号）

該当条項開示すべき部分

土地登記の変遷中４行目、14行目、24行目の括弧の中の部分 第７条第５号

土地登記の変遷中「土地登記の変遷」より下の手書き部分 第７条第２号

地図中手書きで追記した部分 第７条第５号

全部事項証明書中手書きで追記した部分 第７条第５号

個人の氏名 第７条第２号
地名・地番 第７条第２号

印影 第７条第２号

個人の氏名 第７条第２号
地名・地番 第７条第２号

印影 第７条第２号

個人の氏名 第７条第２号
地名・地番 第７条第２号

印影 第７条第２号

個人の氏名 第７条第２号

照会事項について（回答）（案）中１枚目の下記のうち４行目から
９行目まで及び14行目から22行目まで

第７条第５号

照会事項について（回答）（案）中１枚目の下記のうち23行目５文
字目から６文字目まで及び23行目37文字目から24行目８文字目まで

第７条第２号

照会事項について（回答）（案）中２枚目の１行目から20行目まで
及び31行目から37行目まで

第７条第５号

平成15年10月16日付け発議書のうち、次の部分を除いた部分

平成16年１月８日付け発議書のうち、次の部分を除いた部分

平成16年３月17日付け発議書のうち、次の部分を除いた部分

平成16年４月12日付け発議書のうち、次の部分を除いた部分
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別紙「開示すべき部分」（２２南第２４６７－２号）

該当条項開示すべき部分

照会事項について（回答）（案）中２枚目の23行目30文字目から24
行目８文字目まで、24行目38文字目から26行目３文字目まで、27行
目９文字目から34文字目まで及び28行目11文字目から30行目20文字
目まで

第７条第２号

照会事項について（回答）（案）中２枚目の24行目16文字目から19
文字目まで

第７条第２号

照会事項について（回答）（案）中３枚目の１行目から８行目ま
で、13行目から18行目まで

第７条第５号

照会事項中14行目30文字目から15行目８文字目まで、16行目６文字
目から23文字目まで、17行目15文字目から18行目23文字目まで、19
行目９文字目から34文字目まで及び20行目11文字目から22行目27文
字目まで

第７条第２号

照会事項中９行目９文字目から10文字目まで、10行目１文字目から
11文字目まで及び16行目31文字目から34文字目まで

第７条第２号

個人の氏名 第７条第２号
打合せメモ中１枚目の４行目23文字目から５行目４文字目まで、６
行目から12行目まで、15行目から28行目まで、31行目から37行目ま
で（手書きの追記を含み、発言課所名、発言者職氏名及び見出し記
号を除く）

第７条第５号

打合せメモ中２枚目の１行目（発言課所名を除く）及び２行目（発
言者職名を除く）

第７条第５号

打合せ資料（事務所）中案の内容のうち１行目から24行目まで（見
出し記号を除く）

第７条第５号

打合せ資料（本庁１）中案の内容のうち１行目から19行目まで（手
書きの追記を含み、見出し記号を除く）

第７条第５号

打合せ資料（本庁２）中４行目６文字目から５行目32文字目まで、
５行目37文字目から６行目７文字目まで及び８行目から26行目まで
（見出し記号を除く）

第７条第２号

平成19年３月23日付け復命書のうち、次の部分を除いた部分
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