
平成２４年度開示請求内容と処理状況
部分開示は黄、不開示は赤、取下げは水色の網掛け

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 4/11 市長 環境課 4/20 全部開示

2 4/13 市長 総務課 4/20 全部開示

3 4/17 市長 職員課 4/18 全部開示

4 4/17 市長 職員課 4/18 不開示
条例第2条第2号非該当
（文書不存在）

5 4/19 市長 都市計画課 5/1 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人に関する情報で
あって、当該法人の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

「愛知大学名古屋校舎跡地まちづ
くり協議会」に関し市が保有する
文書

1.愛知大学名古屋校舎(三好)跡地
まちづくり協議会規約(H24.3.14、
H24.3.28)
2.愛知大学跡地についての会議録
(H24.3.14、H24.3.28)

請求行政文書の内容 行政文書名

4月10日に県が開いたがれき処理に
関する市町村担当者向け説明会に
おいて提出された文書

災害廃棄物に関する情報連絡会に
おける資料

平成24年度共通物品見積り結果書 平成24年度共通物品見積結果書

1.新入職員が配置された全員の人
数(平成24年4月1日現在)
2.市役所、本庁へ新入職員が配置
された人数(平成24年4月1日現在)
3.退職者、市役所全体の人数(平成
24年3月31日現在)
4.市役所、本庁を退職した全員の
人数(平成24年3月31日現在)
5.本庁、市役所内の全員の職員数
(平成24年4月1日現在)

1.みよし市平成24年度人事異動(新
規採用職員及び派遣受入職員)、平
成23年度末退職職員
2.平成24年度配置職員

平成18年度から平成23年度までの
毎年の1時間当たりの諸手当を含む
数字、1時間当たりの給与

平成18年度から平成23年度までの
毎年の1時間当たりの諸手当を含む
数字、1時間当たりの給与



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

請求行政文書の内容 行政文書名

6 4/19 市長 協働推進課 4/24 部分開示
条例第7条第2号該当
（個人に関する情報）

7 4/23 市長 市民課 5/21 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(事業を営む個人の当
該事業に関する情報で
あって、公にすること
により、当該個人の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)
条例第7条第2号該当
（個人に関する情報）

8 4/23 市長 市民課 5/21 不開示
条例第2条第2号非該当
（文書不存在）

9 5/1 市長 企画政策課 5/2 全部開示

10 5/2 市長
みどりの推
進課

5/11 部分開示
条例第7条第2号該当
（個人に関する情報）

11 5/2 市長
みどりの推
進課

5/11 部分開示
条例第7条第2号該当
（個人に関する情報）

保田ケ池桜公園用地の借地契約書
及び借地料、更新にかかわる文書

大慈山2-2に係る土地賃貸借契約書
及び変更契約書

小学校区単位になった以後の各コ
ミュニティの規約及び総会に提出
された資料、文書(平成24年4月19
日現在のもの)

1.天王地区コミュニティ推進協議
会総会資料及び規約
2.南部地区コミュニティ推進協議
会総会資料及び規約
3.三好丘地区コミュニティ推進協
議会総会資料及び規約
4.緑丘地区コミュニティ推進協議
会総会資料及び規約

行政書士、司法書士○○が職務上
請求用紙を用いて戸(除)籍謄(抄)
本(附票含む)、住民票を請求した
用紙の写し。
戸籍については、平成18年4月1日
以降、住民票については、平成20
年4月1日以降に請求されたもの

戸籍謄本・住民票の写し等職務上
請求書(司法書士○○分)

弁護士○○が職務上請求用紙を用
いて戸(除)籍謄(抄)本(附票含
む)、住民票を請求した用紙の写
し。
戸籍については、平成18年4月1日
以降、住民票については、平成20
年4月1日以降に請求されたもの

弁護士○○が職務上請求用紙を用
いて戸(除)籍謄(抄)本(附票含
む)、住民票を請求した用紙の写
し。
戸籍については、平成18年4月1日
以降、住民票については、平成20
年4月1日以降に請求されたもの

元町長の死去に伴い、5月1日に市
役所前において、職員の見送りを
指示した文書

故○○○○氏のお見送りの案内
メール文

大慈山2-8、2-9駐車場用地として
借地の契約書及び借地料に関わる
文書

大慈山2-8、2-9に係る土地賃貸借
契約書及び変更契約書



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

請求行政文書の内容 行政文書名

12 5/2 市長 管財課 5/14 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人その他の団体に
関する情報であって、
公にすることにより、
当該法人その他の団体
の権利、競争上の利益
を害するおそれがある
ため)

13 5/2 市長 管財課 5/14 不開示
条例第2条第2号非該当
（文書不存在）

14 5/7 市長 協働推進課 5/14 部分開示
条例第7条第2号該当
（個人に関する情報）

15 5/7 市長 企画政策課 5/15 全部開示

16 5/9 市長 環境課 5/23 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人に関する情報で
あって、公にすること
により、当該法人の団
体の権利、競争上の利
益を害するおそれがあ
るため)
条例第7条第2号該当
(公にすることによ
り、個人の権利利益を
害するおそれがあるた
め)

17 5/9 市長 都市整備課 5/23 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人に関する情報で
あって、公にすること
により、当該法人の団
体の権利、競争上の利
益を害するおそれがあ
るため)

準用河川砂後川測量設計業務委託
(H23年度)契約書及び成果物

平成23年度調査測量設計業務委託
(準用河川砂後川)の契約書及び成
果品

大慈山2-2、昭和49年無償譲渡に関
する申請書

昭和48年4月13日付け大慈山2に係
る普通財産譲渡申請書

大慈山2-2、昭和49年無償譲渡に関
する要望書、公有地取得処分審査
会の議事録・議事資料、契約書

大慈山2-2、昭和49年無償譲渡に関
する要望書、公有地取得処分審査
会の議事録・議事資料、契約書

ごみ処理基本計画策定業務(23年
度)の契約書及び成果物

1.ごみ処理基本計画策定業務委託
契約書
2.ごみ処理基本計画策定に関する
議事録
3.みよし市ごみ処理基本計画

各コミュニティ総会(24年度)提出
資料及び規約 H24.4.20～24.5.7開
催分

1.黒笹地区コミュニティ推進協議
会総会資料及び規約
2.北部地区コミュニティ推進協議
会総会資料及び規約

カリヨンハウス取得後の利用計画
策定のために設置した市組織の規
約と会議記録

1.みよし市三好ケ丘駅前施設利活
用検討委員会設置要綱
2.第1回三好ケ丘駅前施設利活用検
討委員会議事録



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

請求行政文書の内容 行政文書名

18 5/9
教育委員
会

学校教育課 5/16 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人に関する情報で
あって、当該法人の団
体の権利、競争上の利
益を害するおそれがあ
るため)

19 5/9 市長 税務課 6/4 部分開示

条例第7条第3号ア該当
（法人に関する情報で
あって、公にすること
により、当該法人の権
利、競争上の地位その
他正当な利益を害する
おそれがあるため）
条例第7条第2号該当
（個人に関する情報）

20 5/16 市長 環境課 5/30 全部開示

21 5/16 市長 企画政策課 取下げ

22 5/18 市長
みどりの推
進課

5/31 部分開示
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

小学校教師用教科書及び指導書整
備事業(H23年度)に係る文書

1.「平成23年度小学校教師用教科
書・指導書・教材購入の随意契約
について」の決定書
2.小学校教師用教科書・指導書一
式の契約書
3.小学校指導用教材一式の契約書
4.小学校教師用教科書・指導書・
指導用教材に係る支出負担行為兼
支出命令書、請求書及び納品書

平成24年度固定資産税課税明細書
の誤記に関し、市が委託業者に
送った警告文書及び委託業者が市
に提出した文書

1.平成24年度課税明細書の誤記に
対する警告文書
2.念書
3.今回事象の経過書
4.固定資産税課税明細書の外字表
示不具合について(顛末書)
5.業務改善計画の提出について

尾三衛生組合がH21年度に策定した
焼却施設整備基本構想

東郷美化センターごみ焼却施設整
備基本構想業務報告書(平成22年3
月策定)

みよし市三好ケ丘駅前施設利活用
検討委員会において委員から提出
された提案文書

三好町大慈山33-2の土地賃貸借契
約書及び変更契約書 現存するもの
全部

大慈山33-2に係る土地賃貸借契約
書及び変更契約書



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

請求行政文書の内容 行政文書名

23 5/18 市長
みどりの推
進課

5/31 部分開示

条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)
条例第7条第3号ア該当
(法人その他の団体に
関する情報であって、
公にすることにより、
当該法人その他の団体
の権利、競争上の利益
を害するおそれがある
ため)

24 5/24 市長 職員課 5/25 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人その他の団体に
関する情報であって、
公にすることにより、
当該法人その他の団体
の権利、競争上の利益
を害するおそれがある
ため)

25 6/4 市長 土木管理課 取下げ

26 6/18 市長 総務課 7/2 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人その他の団体に
関する情報であって、
公にすることにより、
当該法人その他の団体
の権利、競争上の利益
を害するおそれがある
ため)

27 6/18 市長 教育行政課 7/2 不開示
条例第2条第2号非該当
(文書不存在)

三好町大慈山2-2、2-3、2-8、2-
9、33-2各土地の各年度ごとの賃借
料の支出命令書及びその請求書 現
存するもの全部

大慈山2-2、2-3、2-8、2-9、33-2
の土地賃貸借に係る平成14年度か
ら平成16年度まで及び平成18年度
から平成23年度までの支出命令書
及び請求書

平成24年度における時間外労働・
休日労働に関する協定書(三六協
定)

平成24年度における時間外労働・
休日労働に関する協定届

公共マス設置工事その6に於ける、
市が作成した設計書及び見積業者
より提出された見積書及び積算内
訳書一式

みよし市が市内の行政区から借地
している土地の契約書、賃借料の
支出命令書及びその請求書(但し大
慈山2-2、2-3、2-8、2-9、33-2を
除く。)平成22、23年度分

1．三好町陣取山11-1に係る土地賃
貸借契約書及び変更契約書
2．上記土地の賃借料の請求書及び
支出命令書（平成22年度及び平成
23年度分）

みよし市が市内の行政区から借地
している土地の契約書、賃借料の
支出命令書及びその請求書(但し大
慈山2-2、2-3、2-8、2-9、33-2を
除く。)平成22、23年度分

みよし市が市内の行政区から借地
している土地の契約書、賃借料の
支出命令書及びその請求書(但し大
慈山2-2、2-3、2-8、2-9、33-2を
除く。)平成22、23年度分



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

請求行政文書の内容 行政文書名

28 6/27 市長 管財課 7/10 部分開示

条例第７条第３号ア該
当（法人その他の団体
に関する情報であっ
て、公にすることによ
り、当該法人その他の
団体の権利、競争上の
地位その他正当な利益
を害するおそれがある
ため）
条例第７条第２号該当
（個人に関する情報）

29 6/27 市長 管財課 7/10 不開示
条例第2条第2号非該当
(文書不存在)

30 6/27 教育委員会 スポーツ課 7/11 部分開示

条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)
条例第7条第3号ア該当
(法人その他の団体に
関する情報であって、
公にすることにより、
当該法人その他の団体
の権利、競争上の利益
を害するおそれがある
ため)

三好下行政区へ無償譲渡をした大
慈山2-8、2-9、2-3、33-2の三好下
行政区から提出された要望書、申
請書(添付書類)、三好下行政区か
ら提出された行政区とみよし市の
契約書

三好下行政区へ無償譲渡をした大
慈山2-8、2-9、2-3、33-2の三好下
行政区から提出された要望書、申
請書(添付書類)(大慈山2-8、2-9を
除く。)、三好下行政区から提出さ
れた行政区とみよし市の契約書

保田ケ池の利用(カヌーポロの競
技)に関する土地改良区施設使用申
請書及び添付書類、承認書(現存す
るもの)

カヌーポロ競技場に係る保田ケ池
の土地改良区施設使用申請書及び
添付書類、承認書(許可の日から平
成25年3月31日までの使用期間)

三好下行政区へ無償譲渡をした大
慈山2-8、2-9、2-3、33-2の三好下
行政区から提出された要望書、申
請書(添付書類)、三好下行政区か
ら提出された行政区とみよし市の
契約書

昭和58年3月17日付け大慈山2-1に
係る普通財産譲渡申請書及び添付
書類



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

請求行政文書の内容 行政文書名

31 7/2 市長 都市計画課 7/5 全部開示

32 7/3 市長 企画政策課 7/17 部分開示

条例第7条第6号該当
(国が行う事務に関す
る情報であって、公に
することにより、当該
事務の適正な遂行に支
障を及ぼすおそれがあ
るため)

33 7/10 市長 総務課 7/19 全部開示

豊田都市計画市街化区域及び市街
化調整区域用途地域
昭和54年3月2日愛知県公示第194
号、第203号「三好町都市計画図」
昭和46年2月15日愛知県告示第117
号、第126号「三好町全図」用途地
域図

豊田都市計画市街化区域及び市街
化調整区域用途地域
昭和54年3月2日愛知県告示第194
号、第203号「三好町都市計画図」
昭和46年2月15日愛知県告示第117
号、第126号「三好町全図」用途地
域図

フォルダー名；地域公共交通活性
化・再生事業費補助金、さんさん
バスの利用状況(平成23年4月～平
成24年6月)、乗合タクシーの利用
状況(平成23年4月～平成24年6月)

1.平成23年度乗合タクシー利用状
況
2.平成24年度乗合タクシー利用状
況
3.平成23年度さんさんバス利用状
況
4.平成24年度さんさんバス利用状
況
5.地域公共交通確保維持改善事業
費補助金交付要綱
6.地域公共交通確保維持改善事業
費補助金交付要綱新旧対照表
7.地域公共交通確保維持改善事業
交付要綱に関する質問事項
8.地域公共交通確保維持改善事業
説明会資料
9.地域公共交通確保維持改善事業
説明会について(平成23年4月7日付
け)
10.地域公共交通確保維持改善事業
説明会について(平成23年4月14日
付け)
11.地域公共交通確保維持改善事業
説明会出席の復命書
12.地域公共交通確保維持改善事業
に関する事前調査
13.平成23年度地域公共交通活性化
研修の開催について(通知)

みよし市が保険料負担している
2012年度の損害保険契約の写し(自
動車・火災保険及び5万円未満の契
約は除く)

平成24年度における損害保険契約
の証券及び加入(者)証(5万円未満
の保険料の契約を除く。)



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

請求行政文書の内容 行政文書名

34 7/10 教育委員会 教育行政課 7/20 不開示
条例第2条第2号非該当
(文書不存在)

35 7/10 市長 環境課 7/24 不開示
条例第2条第2号非該当
(文書不存在)

36 7/18 市長 総務課 7/26 全部開示

37 7/18 教育委員会 教育行政課 7/27 不開示
条例第2条第2号非該当
(文書不存在)

みよし市が保険料負担している
2012年度の損害保険契約の写し(自
動車・火災保険及び5万円未満の契
約は除く)

みよし市が保険料負担している
2012年度の損害保険契約の写し(自
動車・火災保険及び5万円未満の契
約は除く)

みよし市不燃物埋立処分場に埋め
立てられた一般廃棄物の種類(当該
一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物
が含まれる場合は、その旨を含
む。)及び数量、最終処分場の維持
管理に当たって行った点検、検査
その他の措置(法第二十一条の二第
一項に規定する応急の措置を含
む。)の記録並びに石綿含有一般廃
棄物を埋め立てた場合にあっては
その位置を示す図面などにかかる
書類。(一般廃棄物の最終処分場及
び産業廃棄物の最終処分場に係る
技術上の基準を定める省令 第1条2
項-20号)
平成6年から平成10年までのもの。

みよし市不燃物埋立処分場に埋め
立てられた一般廃棄物の種類(当該
一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物
が含まれる場合は、その旨を含
む。)及び数量、最終処分場の維持
管理に当たって行った点検、検査
その他の措置(法第二十一条の二第
一項に規定する応急の措置を含
む。)の記録並びに石綿含有一般廃
棄物を埋め立てた場合にあっては
その位置を示す図面などにかかる
書類。(一般廃棄物の最終処分場及
び産業廃棄物の最終処分場に係る
技術上の基準を定める省令 第1条2
項-20号)
平成6年から平成10年までのもの。

平成23年度、平成24年度にみよし
市で負担した損害保険契約の保険
証券及び付属明細
ただし、
・５万円以下の保険料の証券
・市長会、町村会のもの
・全国市有物件の契約
・公用車の自賠責保険
・加入証のみが送られてくる契約
を除く

平成23年度及び24年度における損
害保険契約の証券及び明細書(5万
円以下の保険料の契約、市長会及
び町村会のもの、全国市有物件の
契約、公用車の自賠責保険並びに
加入証のみが送られてくる契約を
除く。)

平成23年度、平成24年度にみよし
市で負担した損害保険契約の保険
証券及び付属明細
ただし、
・5万円以下の保険料の証券
・市長会、町村会のもの
・全国市有物件の契約
・公用車の自賠責保険
・加入証のみが送られてくる契約
を除く

平成23年度、平成24年度にみよし
市で負担した損害保険契約の保険
証券及び付属明細
ただし、
・5万円以下の保険料の証券
・市長会、町村会のもの
・全国市有物件の契約
・公用車の自賠責保険
・加入証のみが送られてくる契約
を除く



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

請求行政文書の内容 行政文書名

38 7/19 市長 総務課 7/30 部分開示
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

39 7/19 教育委員会 教育行政課 7/31 全部開示

40 7/30 市長 職員課 8/2 部分開示
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

41 8/16 監査委員 事務局 8/29 部分開示
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

行政区、老人クラブ、青少年健全
育成等地区の各種活動団体に対す
る市の補助金交付について最近見
直された交付基準の判定について
各団体に説明した際の文書、ま
た、補助金全体の見直しの経緯と
目的について記した文書(23年度以
降)

1.補助金・負担金見直しに関する
基本方針
2.区長協議会資料(1月から3月ま
で)
3.生涯学習活動地区推進員会議資
料
4.子育て支援課所管団体の補助金
見直し説明会資料
5.平成24年度地区青少年健全育成
推進協議会等活動費補助金の交付
決定通知及び補助対象項目の一部
変更について(通知)
6.みよし市老人クラブ事業補助金
について
7.緑化指定地区保全事業における
補助制度の見直しについて(通知)

行政区、老人クラブ、青少年健全
育成等地区の各種活動団体に対す
る市の補助金交付について最近見
直された交付基準の判定について
各団体に説明した際の文書、ま
た、補助金全体の見直しの経緯と
目的について記した文書(23年度以
降)

平成24年度 補助金要綱の主な改正
点(補助対象経費の新基準)

昭和62年から平成24年までの環境
課に属する職員の名簿

1.昭和62年度から平成15年度まで
の職員録(環境課に係る部分)
2.平成16年度から平成24年度まで
の人事異動通知のうち職員配置表
(環境課に係る部分)

市不燃物埋立処分場の適正化工事
に対し提出された住民監査請求書

みよし市不燃物埋立処分場適正化
工事に関する職員措置請求書



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

請求行政文書の内容 行政文書名

42 8/30 市長 総務課 9/5 全部開示

43 9/4 市長 企画政策課 9/18 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人に関する情報で
あって、公にすること
により、当該法人の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)

44 9/4 市長 都市整備課 9/18 部分開示

条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)
条例第7条第3号ア該当
(法人その他の団体に
関する情報であって、
公にすることにより、
当該法人その他の団体
の権利、競争上の地位
その他正当な利益を害
するおそれがあるも
の)

さんさんバス路線再編検討・調査
委託(H23年度)の契約書と成果物

さんさんバス路線再編検討・調査
委託契約書及び報告書

全国情報公開度ランキング平成22
年度～24年度

【平成24年度】
・全国情報公開度調査についての
照会
・照会に対する回答案の決定書
【平成23年度】
・全国情報公開度調査についての
照会
・照会に対する回答案の決定書
【平成22年度】
・全国情報公開度ランキングにつ
いての照会
・照会に対する回答案の決定書
・全国情報公開度ランキング第1次
採点のご確認
・2009年度全国情報公開度ランキ
ングについて（概要）

みよし市がH23.10.1以降三好ケ丘
第三土地整理組合及び三好根浦土
地区画整理組合から入手した総代
会議案、解散認可申請書(第三)、
変更事業計画書

1 三好ケ丘第三特定土地区画整理
組合
 (1)平成23年度第2回臨時総代会議
案書
 (2)平成23年度第3回通常総代会議
案書
 (3)変更事業計画書(第14回)
 (4)平成24年度第1回通常総代会議
案書
 (5)解散認可申請書
2 三好根浦特定土地区画整理組合
 (1)平成23年度第1回通常総代会議
案書
 (2)平成23年度第2回通常総代会議
案書
 (3)変更事業計画書(第5回)



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

請求行政文書の内容 行政文書名

45 9/4 市長 都市整備課 9/18 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人その他の団体に
関する情報であって、
当該法人その他の団体
の権利、競争上の利益
を害するおそれがある
ため)
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

46 9/4 教育委員会 教育行政課 9/6 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人その他の団体に
関する情報であって、
公にすることにより、
当該法人その他の団体
の団体の権利、競争上
の利益を害するおそれ
があるため)
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

47 9/10 市長 企画政策課 9/18 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人に関する情報で
あって、公にすること
により、当該法人の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)

48 9/19 教育委員会 教育行政課 10/3 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人に関する情報で
あって、公にすること
により、当該法人の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

H23.1.1以降の物品購入の入札案件
において契約変更により増額され
たものの当初契約書及び変更契約
書

さんさんバス バスロケーションシ
ステム契約書及び変更契約書

23年度に行われた三好中学校大規
模改修(4期)の建築工事の当初契約
書及び変更契約書とそれに至る間
に作成した文書

23年度に行われた三好中学校大規
模改修(4期)建築工事の契約書、設
計変更協議書、変更執行伺書、変
更契約締結伺兼変更支出負担行為
決議書及び変更契約書

調査測量設計業務委託(都市計画道
路黒笹福谷線(H23年度)の契約書と
成果物

平成23年度 調査測量設計業務委託
(都市計画道路 黒笹福谷線)の契約
書及び成果品

三好町誌編さん業務委託(H23年度)
の契約書と成果物

1.三好町誌編さん業務委託契約書
及び変更契約書
2.三好町誌編さん業務委託費確定
契約書
3.委託費決算報告書
4.三好町誌原稿



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

請求行政文書の内容 行政文書名

49 9/19 教育委員会 教育行政課 10/3 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人に関する情報で
あって、公にすること
により、当該法人の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

50 9/19 市長 子育て支援課 10/3 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人に関する情報で
あって、公にすること
により、当該法人の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

51 9/19 市長 都市整備課 10/3 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人に関する情報で
あって、公にすること
により、当該法人の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

52 9/19 市長 都市整備課 10/3 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人に関する情報で
あって、公にすること
により、当該法人の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

23年度に行われた事業(道路改良工
事(市道大慈山宝栄線))に係る当初
契約書及び変更契約書とそれにい
たる間に作成した文書

平成23年度 道路改良工事(市道大
慈山宝栄線)の契約書、設計変更協
議書、変更執行伺書、変更契約締
結伺兼変更支出負担行為決議書及
び変更契約書

23年度に行われた事業(道路改良工
事(市道原西山線))に係る当初契約
書及び変更契約書とそれにいたる
間に作成した文書

平成23年度 道路改良工事(市道原
西山線)の契約書、設計変更協議
書、工事打合簿、変更執行伺書、
変更契約締結伺兼変更支出負担行
為決議書及び変更契約書

23年度に行われた事業(莇生児童館
耐震改修工事)に係る当初契約書及
び変更契約書とそれにいたる間に
作成した文書

1.工事請負契約書
2.変更執行伺書
3.変更契約締結伺兼変更支出負担
行為決議書(莇生児童館耐震改修工
事)
4.工事請負変更契約書

23年度に行われた三好中学校大規
模改修(4期)の機械工事の当初契約
書及び変更契約書とそれに至る間
に作成した文書

23年度に行われた三好中学校大規
模改修(4期)機械工事の契約書、設
計変更協議書、変更執行伺書、変
更契約締結伺兼変更支出負担行為
決議書及び変更契約書



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

請求行政文書の内容 行政文書名

53 9/19 市長 みどりの推進課 10/3 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人に関する情報で
あって、公にすること
により、当該法人の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

54 9/19 市長 都市整備課 10/3 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人に関する情報で
あって、公にすること
により、当該法人の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

55 9/19 市長 都市整備課 10/3 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人に関する情報で
あって、公にすること
により、当該法人の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

56 9/19 市長 土木管理課 10/3 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人に関する情報で
あって、公にすること
により、当該法人の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

23年度に行われた事業(三好西部地
区公共下水道管渠築造工事(第S72
地区))に係る当初契約書及び変更
契約書とそれにいたる間に作成し
た文書

平成23年度三好西部地区公共下水
道管渠築造工事(第S72地区)の契約
書、設計変更協議書、工期の変
更、変更執行伺書、変更契約締結
伺兼変更支出負担行為決議書及び
変更契約書

23年度に行われた事業(三好ケ丘処
理区施設廃止業務委託)に係る当初
契約書及び変更契約書とそれにい
たる間に作成した文書

三好ケ丘処理区施設廃止業務委託
の契約書、変更契約書、変更契約
締結伺兼変更支出負担行為決議
書、変更執行伺書及び設計変更協
議書

23年度に行われた事業(総合体育館
大規模改修二期(建築)工事)に係る
当初契約書及び変更契約書とそれ
にいたる間に作成した文書

総合体育館大規模改修二期(建築)
工事の契約書、変更契約書、変更
契約締結伺兼変更支出負担行為決
議書、変更執行伺書及び設計変更
協議書

23年度に行われた事業(既成市街地
公共下水道管渠築造工事(上砂後地
区))に係る当初契約書及び変更契
約書とそれにいたる間に作成した
文書

平成23年度既成市街地公共下水道
管渠築造工事(上砂後地区)の契約
書、工事打合簿、設計変更協議
書、変更執行伺書、変更契約締結
伺兼変更支出負担行為決議書及び
変更契約書



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

請求行政文書の内容 行政文書名

57 9/19 市長 土木管理課 10/3 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人に関する情報で
あって、公にすること
により、当該法人の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

58 9/19 市長 土木管理課 10/3 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人に関する情報で
あって、公にすること
により、当該法人の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

59 9/19 市長 土木管理課 10/3 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人に関する情報で
あって、公にすること
により、当該法人の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

60 9/20 議会 議事課 9/28 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人に関する情報で
あって、公にすること
により、当該法人の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)

23年度に行われた事業(打越処理区
処理施設等及び肥料生産管理業務
委託)に係る当初契約書及び変更契
約書とそれにいたる間に作成した
文書

打越処理区処理施設等及び肥料生
産管理業務委託の契約書、変更契
約書、変更契約締結伺兼変更支出
負担行為決議書、変更執行伺書及
び設計変更協議書

23年度に行われた事業(三好処理区
中継ポンプ施設管理業務委託)に係
る当初契約書及び変更契約書とそ
れにいたる間に作成した文書

三好処理区中継ポンプ施設管理業
務委託)の契約書、変更契約書、変
更契約締結伺兼変更支出負担行為
決議書、変更執行伺書及び設計変
更協議書

23年度に行われた事業(新田根浦処
理区処理施設管理業務委託)に係る
当初契約書及び変更契約書とそれ
にいたる間に作成した文書

新田根浦処理区処理施設管理業務
委託の契約書、変更契約書、変更
契約締結伺兼変更支出負担行為決
議書、変更執行伺書及び設計変更
協議書

平成24年度における議会会議録作
成業務委託の契約書

平成24年度における議会会議録作
成業務委託の契約書



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

請求行政文書の内容 行政文書名

61 10/2 市長 税務課 10/5 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人に関する情報で
あって、公にすること
により、当該法人の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)
条例第7条第3号ア該当
(事業を営む個人の当
該事業に関する情報で
あって、公にすること
により、当該個人の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)

62 10/2 市長 都市計画課 10/5 部分開示

条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)
条例第7条第3号ア該当
（法人その他の団体に
関する情報であって、
公にすることにより、
当該法人その他の団体
の権利、競争上の地位
その他正当な利益を害
するおそれがあるた
め）

63 10/9 市長 職員課 10/18 部分開示
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

学校法人愛知大学の平成23年鑑定
評価書(所在及び地番:大字黒笹字
清水370外)

鑑定評価書(所在及び地番：黒笹町
清水370外)

・愛知大学名古屋校舎跡地開発計
画に対する要望書
・愛知大学跡地利用につき市と大
学関係者、地権者、又は愛知大学
名古屋校舎跡地まちづくり協議会
との間で行なわれた話し合いの記
録(会議録)H23年1月以降～今日現
在至

1.愛知大学跡地利用についての会
議録(平成23年1月19日、平成23年3
月17日、平成23年3月18日、平成23
年5月20日、平成23年7月20日、平
成24年1月23日、平成24年3月14
日、平成24年3月28日、平成24年7
月10日、平成24年9月28日)
2.愛知大学名古屋校舎跡地開発計
画に対する要望書

・昭和50年、51年、52年度の「農
政」の職員録(農業委員会も含む)
・昭和55年度から60年度までの職
員録の内、農政、農業委員会、環
境及び衛生の職員の部分

1.昭和50年度及び昭和51年度の職
員録(経済課の部分)
2.昭和54年度から昭和56年度まで
の職員録(衛生課、環境課、経済課
の部分)
3.昭和57年度から昭和60年度まで
の職員録(健康課、環境安全課、農
政課の部分)



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

請求行政文書の内容 行政文書名

64 10/9 市長 職員課 10/18 不開示
条例第2条第2号非該当
(文書不存在)

65 10/15 市長 子育て支援課 10/18 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人に関する情報で
あって、公にすること
により、当該法人の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

66 10/15 市長 子育て支援課 10/18 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人に関する情報で
あって、公にすること
により、当該法人の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

67 10/15 市長 子育て支援課 10/18 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人に関する情報で
あって、公にすること
により、当該法人の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

23年度に行われた事業(城山保育園
耐震改修(電気)工事)に係る当初契
約書及び変更契約書とそれにいた
る間に作成した文書

1.契約書(城山保育園耐震改修(電
気)工事)
2.変更執行伺書(城山保育園耐震改
修(電気)工事)
3.変更契約締結伺兼変更支出負担
行為決議書(城山保育園耐震改修
(電気)工事)
4.変更契約書(城山保育園耐震改修
(電気)工事)

・昭和50年、51年、52年度の「農
政」の職員録(農業委員会も含む)
・昭和55年度から60年度までの職
員録の内、農政、農業委員会、環
境及び衛生の職員の部分

昭和52年度の「農政」の職員録(農
業委員会も含む)

23年度に行われた事業(城山保育園
耐震改修(建築)工事)に係る当初契
約書及び変更契約書とそれにいた
る間に作成した文書

1.契約書(城山保育園耐震改修(建
築)工事)
2.変更執行伺書(城山保育園耐震改
修(建築)工事)
3.変更契約締結伺兼変更支出負担
行為決議書(城山保育園耐震改修
(建築)工事)
4.変更契約書(城山保育園耐震改修
(建築)工事)

23年度に行われた事業(城山保育園
耐震改修(機械)工事)に係る当初契
約書及び変更契約書とそれにいた
る間に作成した文書

1.契約書(城山保育園耐震改修(機
械)工事)
2.変更執行伺書(城山保育園耐震改
修(機械)工事)
3.変更契約締結伺兼変更支出負担
行為決議書(城山保育園耐震改修
(機械)工事)
4.変更契約書(城山保育園耐震改修
(機械)工事)



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

請求行政文書の内容 行政文書名

68 10/15 市長 土木管理課 10/23 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人に関する情報で
あって、公にすること
により、当該法人の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

69 10/15 市長 土木管理課 10/23 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人に関する情報で
あって、公にすること
により、当該法人の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

70 10/15 市長 都市整備課 10/23 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人に関する情報で
あって、公にすること
により、当該法人の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

71 10/15 市長 みどりの推進課 10/23 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人に関する情報で
あって、公にすること
により、当該法人の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)

23年度に行われた事業(舗装補修工
事(市道莇生三好丘線))に係る当初
契約書及び変更契約書とそれにい
たる間に作成した文書

舗装修繕工事(市道莇生三好丘線)
の契約書、設計変更協議書、工期
変更承諾書、変更執行伺書、変更
契約締結伺兼変更支出負担行為決
議書、変更契約書、工事打合簿

23年度に行われた事業(三好公園整
備工事)に係る当初契約書及び変更
契約書とそれにいたる間に作成し
た文書

三好公園整備工事の契約書、変更
契約書、変更契約締結伺兼変更支
出負担行為決議書、変更執行伺書
及び設計変更協議書

23年度に行われた事業(河川改良工
事(準用河川茶屋川))に係る当初契
約書及び変更契約書とそれにいた
る間に作成した文書

平成23年度 河川改良工事(準用河
川茶屋川)の契約書、設計変更協議
書、変更執行伺書、変更契約締結
伺兼変更支出負担行為決議書及び
変更契約書

23年度に行われた事業(舗装補修工
事(市道三好ケ丘駒場線))に係る当
初契約書及び変更契約書とそれに
いたる間に作成した文書

舗装修繕工事(市道三好ケ丘駒場
線)の契約書、設計変更協議書、工
期変更承諾書、変更執行伺書、変
更契約締結伺兼変更支出負担行為
決議書、変更契約書、工事打合簿



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

請求行政文書の内容 行政文書名

72 10/15 市長 みどりの推進課 10/23 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人に関する情報で
あって、公にすること
により、当該法人の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)

73 10/16 市長 管財課 10/24 部分開示

条例第7条第3号ア(法
人その他の団体に関す
る情報であって、公に
することにより、当該
法人その他の団体の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

74 10/17 市長 都市整備課 10/31 全部開示

75 10/17 市長 防災安全課 10/31 部分開示
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

76 10/22 市長 都市計画課 10/23 部分開示
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

23年度に行われた事業(根浦3号公
園整備工事)に係る当初契約書及び
変更契約書とそれにいたる間に作
成した文書

根浦3号公園整備工事の契約書、変
更契約書、変更契約締結伺兼変更
支出負担行為決議書、変更執行伺
書及び設計変更協議書

みよし市公有地の取得及び処分に
関する事務取扱規程第19条の規定
による「平子池」の無償譲渡に関
する書類及び2の添付書類、市長の
決定を示すもの

1.町有財産譲渡申請書(三好字東平
子31番1、31番2)
2.決定書(土地譲渡契約の締結につ
いて)

三好根浦土地区画整理事業におけ
る雨水排水の流域図書及び流量計
算図書

三好根浦特定土地区画整理事業
排水計画書、排水計画図

8月11日に起きた市内での集中豪雨
に関する被害状況の報告書

1.8月11日に発生した豪雨に係る被
害報告(速報)についての報・連・
相
2.災害発生状況等(速報・確定報
告)

愛知大学名古屋校舎跡地まちづく
り協議会が10月9日に提出した要望
書
10月15日愛大について全員協議会
で提示した資料

1.要望書
2.愛知大学跡地利用打合せ経過(全
員協議会資料)



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

請求行政文書の内容 行政文書名

条例第7条第3号ア(法
人その他の団体に関す
る情報であって、公に
することにより、当該
法人その他の団体の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

77 10/30

1.一般廃棄物(最終処分場)設置届出書
(昭和60年10月11日届出)
2.不燃物埋立処分場の環境調査事業計
画書
3.不燃物埋立処分場のボーリング調査
結果報告書
4.不燃物埋立処分場の適正化計画
5.不燃物埋立処分場適正化事業実施計
画書
6.不燃物埋立処分場適正化事業関連の
予算要求概要書(平成23年度当初予算)
7.不燃物埋立処分場適正化事業関連の
予算要求概要書(平成23年度補正予算)
8.不燃物埋立処分場適正化事業関連の
予算に関わる議会会議録(平成23年第1
回市議会定例会の本議会及び生活経済
委員会)
9.不燃物埋立処分場適正化工事請負契
約の締結に関わる議案及び議会会議録
(平成23年第3回市議会定例会の本議会
及び生活経済委員会)
10.不燃物埋立処分場適正化事業関連の
補正予算に関わる議会会議録(平成24年
第1回市議会定例会の本議会及び生活経
済委員会)
11.不燃物埋立処分場適正化工事施工監
理業務委託の委託契約書(平成23年9月
21日契約)
12.一般廃棄物収集運搬業務の委託契約
書(単価契約) 平成23年度分(平成23年
11月24日契約) 平成23年度分(平成24年
1月20日契約)  平成24年度分(平成24年
4月1日契約)
13.不燃物埋立処分場適正化設計業務の
委託契約書(平成22年4月15日契約)
14.不燃物埋立処分場の愛知県担当者の
立入検査等記録簿
15.不燃物埋立処分場適正化に関する愛
知県担当課との協議記録
16.不燃物埋立処分場に関する一般質問
(平成20年第1回市議会定例会の本会議)
17.不燃物埋立処分場の維持管理上の記
録書類
　　(1)不燃物埋立処分場徴収仕分書
(平成19年4月分、平成20年12月分)
　　(2)水質検査の結果(平成19年度～
平成23年度)

1.一般廃棄物(最終処分場)設置届出書
(昭和60年10月11日届出)
2.不燃物埋立処分場の環境調査事業計
画書
3.不燃物埋立処分場のボーリング調査
結果報告書
4.不燃物埋立処分場の適正化計画
5.不燃物埋立処分場適正化事業実施計
画書
6.不燃物埋立処分場適正化事業関連の
予算要求概要書(平成23年度当初予算)
7.不燃物埋立処分場適正化事業関連の
予算要求概要書(平成23年度補正予算)
8.不燃物埋立処分場適正化事業関連の
予算に関わる議会会議録(平成23年第1
回市議会定例会の本議会及び生活経済
委員会)
9.不燃物埋立処分場適正化工事請負契
約の締結に関わる議案及び議会会議録
(平成23年第3回市議会定例会の本議会
及び生活経済委員会)
10.不燃物埋立処分場適正化事業関連の
補正予算に関わる議会会議録(平成24年
第1回市議会定例会の本議会及び生活経
済委員会)
11.不燃物埋立処分場適正化工事施工監
理業務委託の委託契約書(平成23年9月
21日契約)
12.一般廃棄物収集運搬業務の委託契約
書(単価契約) 平成23年度分(平成23年
11月24日契約) 平成23年度分(平成24年
1月20日契約)  平成24年度分(平成24年
4月1日契約)
13.不燃物埋立処分場適正化設計業務の
委託契約書(平成22年4月15日契約)
14.不燃物埋立処分場の愛知県担当者の
立入検査等記録簿
15.不燃物埋立処分場適正化に関する愛
知県担当課との協議記録
16.不燃物埋立処分場に関する一般質問
(平成20年第1回市議会定例会の本会議)
17.不燃物埋立処分場の維持管理上の記
録書類
　　(1)不燃物埋立処分場徴収仕分書
(平成19年4月分、平成20年12月分)
　　(2)水質検査の結果(平成19年度～
平成23年度)

市長 環境課 11/12 部分開示



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

請求行政文書の内容 行政文書名

78 11/8 市長 都市計画課 11/14 全部開示

79 11/14 市長 都市整備課 11/28 全部開示

80 11/14 市長 防災安全課 11/28 部分開示
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

81 11/21 市長 管財課 1/4 部分開示

条例第7条第3号ア(法
人その他の団体に関す
る情報であって、公に
することにより、当該
法人その他の団体の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるた
め)
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

82 12/6 市長 土木管理課 1/7 全部開示

83 12/11 市長 みどりの推進課 取下げ

84 12/18 市長 財政課 12/28 全部開示

市有財産(土地)の無償譲渡に関す
る文書(取得、処分又は管理に関す
る帳簿及び各事案の要望書、審査
会、会議録、決定書、契約書の起
案、契約書)

1.財産台帳(土地)
2.要望書
3.町有財産譲渡申請書及び添付書
類
4.決定書(公有地所得処分審査会会
議録について)及び公有地所得処分
審査会会議録
5.決定書(土地譲渡契約の締結につ
いて)
6.土地譲渡契約書

三好根浦土地区画整理事業におけ
る雨水排水の流域図書及び流量計
算図書

三好根浦特定土地区画整理事業
排水計画書、排水計画図

8月11日に起きた市内での集中豪雨
に関する被害状況の報告書

1.8月11日に発生した豪雨に係る被
害報告(速報)についての報・連・
相
2.災害発生状況等(速報・確定報
告)

H24.11.7に愛知大学跡地開発につ
いて愛知大学関係者等がみよし市
を訪れた際に市に提出した文書及
びその際の記録

愛知大学との会議録(平成24年11月
7日)

受益者負担みなおしに係る貸し
館・スポーツ施設使用料調査票(12
月議会議案第85号と88号に係るも
の)

受益者負担の見直しに係る係る貸
し館・スポーツ施設使用料調査票
(12月議会議案第85号及び第88号関
係)

H24.8.11豪雨により根浦調整池下
で被害を受けた工場から市に提出
された要望書

申入書(平成24年9月27日付け)

昭和43年度中池・下池に係る土地
売買契約書

昭和43年度中池・下池に係る土地
売買契約書



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

請求行政文書の内容 行政文書名

85 12/25 市長 土木管理課 1/7 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人その他の団体に
関する情報であって、
公にすることにより、
当該法人その他の団体
の権利、競争上の利益
を害するおそれがある
ため)
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

86 12/26 農業委員会 事務局 1/17 部分開示

条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)
条例第7条第3号ア該当
(法人その他の団体に関
する情報であって、公に
することにより、当該法
人その他の団体の権
利、競争上の利益を害
するおそれがあるため)

87 12/26 市長 都市計画課 1/4 部分開示

条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)
条例第7条第3号ア該当
(法人その他の団体に
関する情報であって、
公にすることにより、
当該法人その他の団体
の権利、競争上の利益
を害するおそれがある
ため)

H24年9月にみよし市土地改良区か
ら提出された排水路等の移管依頼
文書及びそれにたいする市の回答
文書

(1)福谷地内の市街化区域及び市街
化区域に準ずる地区内における管
理の移管について
(2)福谷地内の市街化区域及び市街
化区域に準ずる地区内における管
理の移管について(回答)

南台の開発許可申請書の中の申請
書、位置図、設計説明書、公共施
設一覧表、排水計画書、洪水調整
計画、造成計画平面図、道路計画
平面図(いずれも最終のもの)

平成23年6月23日受付 開発行為変
更許可申請中
(1)申請書(2)位置図(3)設計説明書
(4)公共施設一覧表(5)排水計画書
(6)洪水調整計画(7)造成計画平面
図(8)道路計画平面図

H24年10月に市農業委員会に提出さ
れた森曽地区での農地改良届出(当
初及び再申請)

H24年10月12日付け農地改良届出書



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

請求行政文書の内容 行政文書名

88 1/15 市長 高齢福祉課 1/25 全部開示

89 1/15 市長 高齢福祉課 1/25 不開示
条例第2条第2号非該当
(文書不存在)

90 1/21 市長 都市計画課 1/23 部分開示
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

91 1/21 市長 産業課 2/1 部分開示

条例第7条第3号ア該当
（法人その他の団体に
関する情報であって、
公にすることにより、
当該法人その他の団体
の権利、競争上の利益
を害するおそれがある
ため）
条例第7条第2号該当
（個人に関する情報）

愛大跡地利用に関し最近関係者か
ら市に提出されたまちづくり協議
会設置の要望書

平成24年10月9日受付 要望書

成年後見制度に係る市長による審
判の請求に関する以下の文書。
①市長による審判の請求手続を含
む当該制度利用支援事業の詳細(被
後見人等対象者の決定基準等を含
む)を定めた現行の要綱、内規等。
②審判請求及び同制度利用支援事
業に係る平成24年度予算の詳細(対
象予定業務、想定件数、金額等)を
記した文書。

成年後見制度に係る市長による審
判の請求に関する以下の文書。
①みよし市成年後見制度に係る審
判の請求手続等に関する要綱・み
よし市成年後見制度利用支援事業
実施要綱
②平成24年度当初歳出予算要求書

成年後見制度に係る市長による審
判の請求に関する以下の文書。
③審判請求及び同制度利用支援事
業に係る平成23年度の実績(対象業
務、件数及び費用)を記した文書。

成年後見制度に係る市長による審
判の請求に関する以下の文書。
③審判請求及び同制度利用支援事
業に係る平成23年度の実績(対象業
務、件数及び費用)を記した文書。

県農林公社と市の間でやり取りさ
れた文書(H24年1月以降分)

1.平成23年度第2回通常総会の開催
について（通知）
2.社団法人愛知県農林公社平成23
年度第2回通常総会の代理出席につ
いて
3.平成24年度第1回通常総会の開催
について（通知）
4.社団法人愛知県農林公社平成24
年度第1回通常総会の代理出席につ
いて
5.復命書（平成24年5月30日通常総
会出席）
6.みよし市(旧三好町)との協定に
基づき愛知県農林公社が取得した
農地の平成23年度未売渡見込み価
格について（通知）



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

請求行政文書の内容 行政文書名

92 1/31 市長 企画政策課 2/6 全部開示

93 1/31 市長 都市計画課 2/5 全部開示

94 1/31 農業委員会 事務局 2/14 部分開示

条例第7条第2号該当
（個人に関する情報）
条第2号該当(個人に関
する情報)
条例第7条第3号ア該当
(法人その他の団体に
関する情報であって、
公にすることにより、
当該法人その他の団体
の権利、競争上の利益
を害するおそれがある
ため)

95 2/7 農業委員会 事務局 2/14 部分開示
条例第7条第2号該当
（個人に関する情報）

96 2/7 市長 都市計画課 2/13 部分開示
条例第7条第2号該当
（個人に関する情報）

97 2/7 市長 都市計画課 2/13 不開示
条例第2条第2号非該当
(文書不存在)

98 2/25 市長 都市整備課 3/8 全部開示

市役所外構工事に伴う残土の搬入
場所変更について市職員が行った
協議、埋立場所における小規模開
発についての協議の記録

1.第3回工事連絡調整会議録報告書
2.小規模開発事業調査書(平成24年
8月27日)

市まちづくり土地利用条例に基づ
き提出された「森曽11、13」に係
る開発計画書

開発計画書(三好町森曽11,13)

市内（新屋地区以外）において○
○が提出した農地転用許可申請書
及び農地転用許可に当たり申請者
より提出された文書

農地法第5条第1項の規定による許
可申請書及びその添付書類

H25.2.6開催した農業委員会におけ
る会議資料

2月臨時農業委員会議の資料

さんさんバス及び乗合タクシーの
乗降状況を記した文書(H24年7月以
降分)

1.平成24年度さんさんバスバス停
別乗降者数
2.平成24年度乗合タクシー集計表

市役所外構工事に伴う残土の搬入
場所変更について決裁を記録した
文書

市役所外構工事に伴う残土の搬入
場所変更について決裁を記録した
文書

市道黒笹三本木線の道路整備につ
き日進市に負担金を支払うことを
定めた協定書

町道黒笹三本木線における日進市
との協定書及び確認書



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

請求行政文書の内容 行政文書名

24年度果樹ブランド化推進事業補
助金交付に係り市が保有する文書

条例第7条第3号ア該当
（法人その他の団体に
関する情報であって、
公にすることにより、
当該法人その他の団体
の権利、競争上の利益
を害するおそれがある
ため）
条例第7条第2号該当
（個人に関する情報）

市長 産業課

1．平成24年度みよし市果樹ブランド化推
進事業補助金等交付申請書（三好下畑総営
農組合　苗木植栽事業）
2．平成24年度みよし市果樹ブランド化推
進事業補助金交付決定について（三好下畑
総営農組合　苗木植栽事業）
3．支出負担行為決議書（果樹ブランド化
推進事業補助金　三好下畑総営農組合　苗
木植栽事業）
4．平成24年度みよし市果樹ブランド化推
進事業補助金等交付申請書（農事組合法人
夢の実ファームみよし　苗木植栽事業）
5．平成24年度みよし市果樹ブランド化推
進事業補助金交付決定について（農事組合
法人夢の実ファームみよし　苗木植栽事
業）
6．支出負担行為決議書（果樹ブランド化
推進事業補助金（農事組合法人夢の実
ファームみよし　苗木植栽事業）
7．平成24年度みよし市果樹ブランド化推
進事業補助金等交付申請書（三好下畑総営
農組合　果樹栽培棚、防風・防鳥対策施
設、夜蛾対策施設設置事業）
8．平成24年度みよし市果樹ブランド化推
進事業補助金交付決定について（三好下畑
総営農組合　果樹栽培棚、防風・防鳥対策
施設、夜蛾対策施設設置事業）

3/22 部分開示99 2/25



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

請求行政文書の内容 行政文書名

99 2/25 市長 産業課 3/22 部分開示

条例第7条第3号ア該当
（法人その他の団体に
関する情報であって、
公にすることにより、
当該法人その他の団体
の権利、競争上の利益
を害するおそれがある
ため）
条例第7条第2号該当
（個人に関する情報）

100 2/25 市長 環境課 3/5 全部開示

101 2/25
教育委員
会

学校教育課 3/6 部分開示
条例第7条第2号該当
（個人に関する情報）

24年度果樹ブランド化推進事業補
助金交付に係り市が保有する文書

9．支出負担行為決議書（果樹ブランド化
推進事業補助金　三好下畑総営農組合　果
樹栽培棚、防風・防鳥対策施設、夜蛾対策
施設設置事業）
10．平成24年度みよし市果樹ブランド化推
進事業補助金等交付申請書（農事組合法人
夢の実ファームみよし　果樹栽培棚、防
風・防鳥対策施設、夜蛾対策施設設置事
業）
11．平成24年度みよし市果樹ブランド化推
進事業補助金交付決定について（農事組合
法人夢の実ファームみよし　果樹栽培棚、
防風・防鳥対策施設、夜蛾対策施設設置事
業）
12．支出負担行為決議書（果樹ブランド化
推進事業補助金　農事組合法人夢の実
ファームみよし果樹栽培棚、防風・防鳥対
策施設、夜蛾対策施設設置事業）
13．平成24年度みよし市果樹ブランド化推
進事業補助金概算払い申請書（農事組合法
人夢の実ファームみよし　果樹栽培棚、防
風・防鳥対策施設、夜蛾対策施設設置事
業）
14．検査調書（果樹ブランド化推進事業補
助金　農事組合法人夢の実ファームみよし
果樹栽培棚、防風・防鳥対策施設、夜蛾対
策施設設置事業）
15．平成24年度みよし市果樹ブランド化推
進事業補助金の概算払いについて（農事組
合法人夢の実ファームみよし果樹栽培棚、
防風・防鳥対策施設、夜蛾対策施設設置事
業）

いきものマップ作成業務委託の成
果物(24年度)

いきものマップ作成業務委託の成
果物

豊田市立豊田養護学校運営協力金
を支払うにつきみよし市と豊田市
間で結んだ協定書及び24年度分を
支払うにつき取りかわした文書

1.豊田市立豊田養護学校へのみよ
し市児童生徒の受入れに関する協
議書
2.平成24年度 豊田養護学校みよし
市協力金



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

請求行政文書の内容 行政文書名

102 2/25 教育委員会 教育行政課 3/1 全部開示

103 3/4 市長 環境課 3/5 部分開示
条例第7条第2号該当
（個人に関する情報）

104 3/4 市長 企画政策課 3/5 全部開示

105 3/4 市長 協働推進課 3/11 全部開示

106 3/4 市長 都市計画課 3/8 部分開示
条例第7条第2号該当
（個人に関する情報）

三好丘地区周辺で計画されている
中部電力の鉄塔建替えに関し市が
保有する文書

三好丘地区周辺で計画されている
中部電力の鉄塔建替えに関する文
書

複合施設の基本設計に関し現時点
(2月25日)で市が保有する平面図、
鳥かん図

複合施設基本設計の平面図及び鳥
瞰図

H23、H24年度に行われたみよし市
と三好上地区まちづくり推進委と
の協議の記録

三好上地区まちづくり推進委員会
役員打ち合わせ会及び役員会資料
(平成23年8月12日、同年10月11
日、平成24年2月16日、同年5月25
日、同年10月15日)

H24年度に作成された地区拠点施設
の整備に関する基本方針及び方針
作成のために作成(利用)された文
書

1.地域自治制度あり方研究会設置
要綱
2.地区拠点施設整備構想(案)
3.地方自治制度のあり方研究会資
料及び会議記録(平成24年7月26
日、平成24年11月20日、平成25年1
月31日)

H24年度に立ち上げられた尾三地区
自治体間連携研究会の設置要綱と
会議記録と作成(利用)資料

1.尾三地区自治体間連携研究規約
2.第1回尾三地区自治体間連携研究
会会議資料及び復命書
3.第2回尾三地区自治体間連携研究
会会議資料及び復命書
4.第3回尾三地区自治体間連携研究
会会議資料及び復命書



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

請求行政文書の内容 行政文書名

107 3/8 市長 市民課 4/5 部分開示

条例第7条第2号該当
（個人に関する情報）
条例第7条第3号ア該当
（事業を営む個人の当
該個人に関する情報で
あって、公にすること
により、当該個人の権
利、競争上の地位その
他正当な利益を害する
おそれがあるため）

108 3/9 市長 市民課 4/5 不開示
条例第2条第2号非該当
(文書不存在)

109 3/12 市長 都市計画課 3/21 部分開示
条例第7条第2号該当
（個人に関する情報）

110 3/12 農業委員会 事務局 3/26 部分開示
条例第7条第2号該当
（個人に関する情報）

111 3/18 市長 環境課 3/28 部分開示
条例第7条第2号該当
（個人に関する情報）

112 3/21 市長 管財課 3/28 不開示
条例第2条第2号非該当
(文書不存在)

森曽の田の埋立に係り市に提出さ
れた始末書及び営農計画書

1.始末書
2.営農計画書

○○行政書士および、○○行政書
士名による戸籍・除籍謄本(附票を
含む)・住民票の写し等職務上請求
書。期間は、○○が平成19(2007)
年4月1日～平成25(2013)年2月28日
まで、○○が平成17(2005)年4月1
日～平成22(2010)年5月31日まで。

戸籍謄本・住民票の写し等職務上
請求書(行政書士○○、○○分)

○○行政書士名による戸籍・除籍
謄本(附票を含む)・住民票の写し
等職務上請求書。平成17(2005)年4
月1日～平成19年3月31日まで

○○行政書士名による戸籍・除籍
謄本(附票を含む)・住民票の写し
等職務上請求書。平成17(2005)年4
月1日～平成19年3月31日まで

三好町東平子31番4の処分(交換)に
関する要望書から契約に至る書類

三好町東平子31番4の処分(交換)に
関する要望書から契約に至る書類

市庁舎外構工事に伴う残土処理計
画書(当初及び変更後)

残土及び建設廃材処理計画書

一般廃棄物不燃物埋立処分場の土
地賃貸借契約書 現存する物全て

一般廃棄物不燃物埋立処分場に係
る土地賃貸借契約書



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

請求行政文書の内容 行政文書名

113 3/29 市長 都市計画課 4/12 全部開示

114 3/29 市長 都市整備課 4/12 部分開示

条例第7条第3号ア該当
(法人その他の団体に
関する情報であって、
公にすることにより、
当該法人その他の団体
の権利、競争上の利益
を害するおそれがある
ため)
条例第7条第2号該当
(個人に関する情報)

三好中島地区まちづくり計画調査
研究事業委託(H24年度)の成果物

平成24年度三好中島地区まちづく
り計画雨水排水施設検討業務委託
報告書

平池天王台線外1路線街路整備測量
設計業務委託(H24年度予算書記載)
の成果物

調査測量設計業務委託 都市計画道
路平池天王台線外1路線の成果品：
【測量】測量報告書、成果図面、
測量成果電子データ【設計】報告
書、図面、図面製本、設計電子
データ


