
単位：件

全部開示 部分開示 不開示

0 2 0 0 0

単位：件

全部開示 部分開示 不開示

26 8 11 6 0 1

政策推進課 2 1 1

管財課 1 1

職員課 5 2 2 1

町民活動支援課 2 1 1

防災安全課 1 1

高齢福祉課 2 1 1

子育て支援課 1 1

税務課 1 1

環境課 9 2 4 3

農政商工課 2 2

3 2 1 0 0 0

学校教育課 2 1 1

スポーツ課 1 1

1 1

0

0

0

2 2

4 4

0

36 17 12 6 0 1合　　　　　計

実施機関

開示請求

2

２　実施機関別の開示請求件数及び処理状況（累計）

取下げ
開示請求 決定の内容

決定処理中

処理状況

教育委員会

平成１９年度三好町情報公開条例による開示請求の実施状況

三好町情報公開条例の実施状況は、平成19年12月31日現在下記のとおりです。

１　平成19年12月の開示請求件数及び処理状況

　　開示請求は2件で、その処理状況は、部分開示が2件です。

町長

処理状況

決定の内容
決定処理中 取下げ

土地開発公社

選挙管理委員会

監査委員

農業委員会

固定資産評価審査委員会

議会

病院事業管理者
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部分開示は黄、不開示は赤の網掛け

Ｎｏ 受付
日付 実施機関 担当課 決定日 決定内容 不開示

理由

1 5/21 町長 環境課 5/31 全部開示

2 5/21 町長 防災安全課 5/31 部分開示
条例第7条第2
号該当(個人情
報)

3 5/21 町長 スポーツ課 5/31 全部開示

4 5/21 町長 町民活動支援課 5/31 部分開示
条例第7条第2
号該当(個人情
報)

5 6/12 町長 職員課 6/13 部分開示
条例第7条第2
号該当(個人情
報)

6 6/26 選挙管理委員会 事務局 7/3 全部開示

7 7/12 教育委員会 学校教育課 7/23 部分開示
条例第7条第2
号該当(個人情
報)

8 7/12 町長 子育て支援課 7/23 部分開示
条例第7条第2
号該当(個人情
報)

9 8/16 町長 職員課 8/17 全部開示

10 8/28 町長 環境課 8/28 全部開示

11 9/3 町長 職員課 9/3 全部開示

12 9/7 町長 職員課 9/7 不開示
条例第2条第2
号非該当(文書
不存在)

13 9/7 教育委員会 学校教育課 9/12 全部開示

14 9/13 町民病院 管理課 9/27 全部開示

15 9/13 町民病院 管理課 9/27 全部開示

16 9/20 町長 農政商工課 10/2 不開示
条例第2条第2
号非該当(文書
不存在)

17 9/21 町長 環境課 10月2日 不開示
条例第2条第2
号非該当(文書
不存在)

18 9/21 町長 環境課 10月2日 部分開示
条例第2条第2
号非該当(文書
不存在)

19 10/2 町長 高齢福祉課 10月11日 全部開示

20 10/3 町長 環境課 10月15日 部分開示
条例第2条第2
号非該当(文書
不存在)

21 10/3 町長 環境課 10月15日 部分開示
条例第7条第2
号該当(個人情
報)

選挙公営に関わる各候補者の使用した通
常葉書使用証明書及びその一覧

H18.7.からH19.8.までの月ごとのレセ
プト処理の委託費(人件費)、管理課の
職員の人件費、薬剤師の人件費の総額
(月額)

畑総事業三好北部地区の概要書を作る
にあたり基となった県による調査設計
報告書等の含まれる行政ファイル

平成7年度低周波音実態調査の開始か
ら実施及び結果報告にいたる文書

H18.7.からH19.8.までの月ごとの入院患
者、通院患者の延べ人数がわかる文書

H18.7.からH19.8.までの月ごとのレセプ
ト処理の委託費(人件費)、管理課の職員
の人件費、薬剤師の人件費の総額(月額)

畑総事業三好北部地区の概要書を作るに
あたり基となった県による調査設計報告
書等の含まれる行政ファイル

平成7年度低周波音実態調査の開始から
実施及び結果報告にいたる文書

平成19年の各課のﾊﾟｰﾄ人員が何人かがわ
かる文書

平成18年度の障害児保育計画（自閉症児
のもの。1年間の経過がわかるもの)

平成18年度の個別の教育（支援）計画を
含む学級経営案の実績(1年分、自閉症児
が在籍している学級のもの)

H18.7.からH19.8.までの月ごとの入院
患者、通院患者の延べ人数がわかる文
書

黒笹小学校教育用コンピュータ賃借と黒
笹小学校教員用コンピュータ貸借の入札
における各仕様書、入札参加業者の選考
記録、入札執行調書

三好町職員賃金体系、労働条件、就労時
間について労法32条、36条、120条を参
考にして文書にて回答をください。(内
容:地方公務員法24条の生理休暇、産前
産休、職員の長期休暇を早急に是正すべ
きでない。

市制準備室の機構図及び配置職員

リサイクルステーション回収実績一覧
(H18.H19.)
調定書

ｸﾞﾘｰﾝｽﾃｰｼｮﾝ及びﾒｸﾞﾘｱにあるH18.4.か
らH19.7.までのﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰの缶･ﾀﾞﾝﾎﾞｰ
ﾙ･新聞･雑誌の実績

市制準備室の機構図及び配置職員

三好町職員賃金体系、労働条件、就労
時間について労法32条、36条、120条
を参考にして文書にて回答をくださ
い。(内容:地方公務員法24条の生理休
暇、産前産休、職員の長期休暇を早急
に是正すべきでない。

黒笹小学校教育用コンピュータ賃借と
黒笹小学校教員用コンピュータ貸借の
入札における各仕様書、入札参加業者
の選考記録、入札執行調書

選挙公営に関わる各候補者の使用した
通常葉書使用証明書及びその一覧

平成18年度の個別の教育（支援）計画
を含む学級経営案の実績(1年分、自閉
症児が在籍している学級のもの)

平成18年度の障害児保育計画（自閉症
児のもの。1年間の経過がわかるもの)

平成19年の各課のﾊﾟｰﾄ人員は何人いる
か。
19年の何月から何月まで雇用か。
病気･産前産後の補充は各課の人員を
記入

山伏行政区に関する町が保有する体力
つくり補助金に関係する書類(平成18
年度申請書及び実績報告書、添付書
類)

山伏行政区に関する町が保有するふる
さとつくり及び行政区運営補助金に関
係する書類(平成18年度申請書及び実
績報告書、添付書類)

三好町の現在の職員の18年度から19年
6月にかけて病気休業で欠勤が2日以上
の者の人数及び日数

行政文書名

平成18年度地区環境美化推進協議会補助
金交付申請書及び実績報告書

平成18年度地区安全なまちづくり推進協
議会事業補助金等交付申請書及び実績報
告書

平成18年度三好町地区体力つくり事業補
助金交付申請書及び実績報告書

・平成18年度行政区運営費補助金交付申
請書及び実績報告書
・平成18年度地域ふるさと振興事業補助
金交付申請書及び実績報告書

三好町の現在の職員の平成18年度から平
成19年6月にかけて病気休業者の人数及
び日数(産前産後休を含む。）

請求行政文書の内容

山伏行政区に関する町が保有する環境
美化補助金に関係する書類(平成18年
度申請書及び実績報告書、添付書類)

山伏行政区に関する町が保有する安全
なまちつくり補助金に関係する書類
(平成18年度申請書及び実績報告書、
添付書類)

平成１９年度開示請求内容と処理状況

三好町と中央発條との公害防止協定書
及び当該協定を結ぶに至るまでの経緯
のわかる文書

三好町と中央発條との公害防止協定書及
び当該協定を結ぶに至るまでの経緯のわ
かる文書

平成12年度低周波音全国状況測定調査
の開始、実施及び結果報告に関する文
書

平成12年度低周波音全国状況測定調査の
開始、実施及び結果報告に関する文書

三好字陣取山41-3の土地の購入価格が
わかる文書

三好字陣取山41-3の土地の購入価格がわ
かる文書

平成5年度の公害苦情処理簿 平成5年度の公害苦情処理簿
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Ｎｏ 受付
日付 実施機関 担当課 決定日 決定内容 不開示

理由行政文書名請求行政文書の内容

22 10/9 町長 環境課 10月19日 不開示
条例第7条第2
号該当(個人情
報)

23 10/9 町長 環境課 10月19日 不開示
条例第7条第2
号該当(個人情
報)

24 10/9 町長 環境課 10月9日 部分開示
条例第7条第3
号該当(法人事
業運営情報)

25 10/16 町長 農政商工課 10月19日 不開示
条例第2条第2
号非該当(文書
不存在)

26 10/22 町長 町民活動支援課 10月29日 全部開示

27 10/23 町民病院 管理課 11月1日 全部開示

28 10/23 町民病院 管理課 11月1日 全部開示

29 10/25 町長 税務課 10月29日 全部開示

30 11/6 議会議長 議事課 11月12日 全部開示

31 11/8 町長 管財課 11月13日 部分開示
条例第7条第2
号該当(個人情
報)

32 11/9 議会議長 議事課 11月12日 全部開示

33 11/9 町長 政策推進課 11月16日 取り下げ

34 11/20 町長 政策推進課 12月4日 全部開示

35 12/11 町長 高齢福祉課 12月12日 部分開示
条例第7条第2
号該当(個人情
報)

36 12/18 町長 職員課 12月21日 部分開示
条例第7条第2
号該当(個人情
報)

平成19年度中で10日以上連続して休暇
をとっている者の病名または休暇のわ
かる文書

10日以上連続して休暇をとっている者の
休暇簿（病気休暇･特別休暇･職免）

平成17年度に実施したアンケート(市
制施行)の回答用紙の全部

平成17年度に実施したアンケート(市制
施行)の回答用紙の全部

請求日までに三好町在日外国人福祉給
付金支給条例の平成20年度から給付金
増額を検討してきた経緯のわかる書類
一切、及び8月17日中日新聞豊田版で
報道された記事の元となる提供資料

請求日までに三好町在日外国人福祉給付
金支給条例の平成20年度から給付金増額
を検討してきた経緯のわかる書類一切、
及び8月17日中日新聞豊田版で報道され
た記事の元となる提供資料

三好町市制検討特別委員会が作成した
町制・市制検討に関するアンケート調
査結果の中間報告(11/28)及び最終報
告(1/30)

三好町市制検討特別委員会が作成した町
制・市制検討に関するアンケート調査結
果の中間報告(11/28)及び最終報告
(1/30)

｢町制｣と｢市制｣に関するアンケート調
査報告書に関する決裁書と業者に対す
る注文書、納品書、代金請求及び支払
いに対する領収書

｢町制｣と｢市制｣に関するアンケート調査
報告書に関する決裁書と業者に対する注
文書、納品書、代金請求及び支払いに対
する領収書

平成17年度特別委員会行政調査(吉川
市、日進市及び守谷市)の報告書

平成18年度特別委員会行政調査(吉川
市、日進市及び守谷市)の報告書

水路(大字黒笹字西新田632-4)用地の
払い下げ申請関係書類

水路(大字黒笹字西新田632-4)用地の払
い下げ申請関係書類

眼科の開設にかかった検査機械及び建
設費の金額がわかる文書

眼科の開設にかかった検査機械及び建設
費の金額がわかる文書

H19.10.1.現在の直近でわかる町民の
下記所得又は課税標準額の区分におい
て世帯数又は個人の数がわかる文書
300万円～500万円の世帯
500万円～700万円の世帯
700万円以上の世帯

H19.10.1.現在の直近でわかる町民の下
記所得又は課税標準額の区分において世
帯数又は個人の数がわかる文書
300万円～500万円の世帯
500万円～700万円の世帯
700万円以上の世帯

助け合いチケットの実証実験の実績報
告 助け合いチケットの実証実験の実績報告

町民病院の眼科の10/1から10/31まで
の通院患者及び検査手術患者数と眼科
の医師及び看護士の人件費の総額

町民病院の眼科の10/1から10/31までの
通院患者及び検査手術患者数と眼科の医
師及び看護士の人件費の総額

平成13年3月以降における特定の設置
に関わる新設･廃止などの変更届

平成13年3月以降における特定の設置に
関わる新設･廃止などの変更届

畑総事業三好北部地区に関する土地改
良調査計画書

畑総事業三好北部地区に関する土地改良
調査計画書

愛知県環境部長発　平成13年3月29日
12大気285-2号「低周波音等の測定結
果について(通知)」の内容の中の
「８．発生源施設配置」に関わる特定
の配置の状態を具体的に示す図面

愛知県環境部長発　平成13年3月29日12
大気285-2号「低周波音等の測定結果に
ついて(通知)」の内容の中の「８．発生
源施設配置」に関わる特定の配置の状態
を具体的に示す図面

三好町と中央発條(以下｢中発｣)との公
害防止協定締結時(昭和53年3月)に中
発より提出された騒音、振動の発生源
とみなされる特定施設の設置届

三好町と中央発條(以下｢中発｣)との公害
防止協定締結時(昭和53年3月)に中発よ
り提出された騒音、振動の発生源とみな
される特定施設の設置届
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