
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月8日 市長 総務課 4月17日 全部開示

2 4月30日 市長 高齢福祉課 5月14日 部分開示

1.みよし市情報公開条例（以下「条例」
という。）第7条第3号アに該当（法人等
に関する情報であって、公にすることに
より、当該法人等の権利、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）
2.条例第7条第2号に該当（個人に関する
情報）
3.条例第7条第5号に該当（市の機関の内
部おける審議、検討又は協議に関する情
報であって、公にすることにより、率直
な意見の交換若しくは意思決定の中立性
が不当に損なわれるおそれ、不当に市民
の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定
の者に不当に利益を与え若しくは不利益
を及ぼすおそれがあるため）

3 4月30日 市長 都市整備課 5月14日 部分開示
条例第7条第2号の規定に該当（個人
に関する情報）

愛知県の行った境川の特定都市河川
の指定に係る文書及びそれに基づく
流域水害対策計画と（仮）福田第2雨
水ポンプ場基本設計

1.平成25年度みよし市（仮）福田第2
地区ポンプ場実施設計業務委託　計
画検討書（共通編）
2.平成25年度みよし市（仮）福田第2
地区ポンプ場実施設計業務委託　測
量成果簿
3.平成25年度みよし市（仮）福田第2
地区ポンプ場実施設計業務委託　地
質調査報告書
4.平成25年度みよし市（仮）福田第2
地区ポンプ場実施設計業務委託その
２　計画検討書

平成26年度開示請求内容と処理状況

請求行政文書の内容 行政文書名

平成26年度共通物品見積り結果書 平成26年度共通物品見積結果書

平成25年度に市が行った地域密着型
サービス整備事業の公募において事
業者から提出された応募申請書及び
開設提案書、選定審査会の決定に係
る文書

1.株式会社○○に係る地域密着型
サービス整備事業者応募申請書
2.株式会社○○に係る開設提案書
3.株式会社○○に係る地域密着型
サービス整備事業者応募申請書
4.株式会社○○に係る開設提案書
5.みよし市地域密着型サービス整備
事業者の選定について（答申）



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

4 5月7日 市長 総務課 6月4日 部分開示

1.条例第7条第2号該当（個人に関す
る情報）
2.条例第7条第6号ア該当（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）

5 5月7日
教育委員
会

教育行政課 5月19日 全部開示

6 5月7日 市長 産業課 5月9日 部分開示
条例第7条第2号の規定に該当（個人
に関する情報）

7 5月7日 市長 産業課 5月9日 部分開示
条例第7条第2号の規定に該当（個人
に関する情報）

8 5月7日 市長 都市計画課 5月14日 不開示
条例第2条第2号非該当（文書不存
在）

農事組合法人ファームズ三好通常総
会資料（H.25年1月以降分）

1.農事組合法人ファームズ三好第８
回通常総会資料
2.農事組合法人ファームズ三好第９
回通常総会資料

農事組合法人夢の実ファーム三好通
常総会資料（H25.1月分以降分）

1.農事組合法人夢の実ファームみよ
し第2回通常総会資料
2.農事組合法人夢の実ファームみよ
し第3回通常総会資料

愛知県（大村知事を含む）からみよ
し市長あてに送られた愛大跡地の開
発方法について記した文書（H26年3
月1日以降に係るもの）

愛知県（大村知事を含む）からみよ
し市長あてに送られた愛大跡地の開
発方法について記した文書（H26年3
月1日以降に係るもの）

会計実地検査提出調書及び同結果調
（H.23年度以降に係るもの）

1.次に掲げる所属に係る会計実地検
査提出調書（平成23年度以降に係る
もの）
　(1) 管財課
　(2) 保険年金課
　(3) 高齢福祉課
　(4) みどりの推進課
  (5) 土木管理課
　(6) 都市整備課
　(7) 都市計画課建築営繕室
2.検査箇所表（管財課）
3.検査カード（管財課）
4.住宅局等会計実施検査状況調書
（管財課）
5.会計実地検査個別調書（高齢福祉
課）
6.会計実地検査（実施日　平成24年4
月10日）追加質問資料（高齢福祉
課）

会計実地検査提出調書及び同結果調
（H.23年度以降に係るもの）

平成23年度以降に係る会計実地検査
提出調書（教育行政課及び学校教育
課に係るもの）



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

9 6月4日 市長 都市計画課 6月16日 部分開示
条例第7条第2号の規定に該当（個人
に関する情報）

10 6月17日 市長 協働推進課 6月25日 全部開示

11 6月18日 市長 都市整備課 7月2日 部分開示

1.条例第7条第2号の規定に該当（個
人に関する情報）
2.条例第7条第3号アに該当（法人等
に関する情報であって、公にするこ
とにより、当該法人等の権利、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）

12 6月19日 農業委員会事務局 7月3日 不開示 条例第2条第2号非該当（文書不存在）

13 6月19日 農業委員会事務局 7月3日 不開示 条例第2条第2号非該当（文書不存在）

平成25年4月1日～平成26年3月31日の
間の農地法4条・5条許可申請の内行
政書士以外の代理申請分の許可申請
書及び委任状

平成25年4月1日～平成26年3月31日の
間の農地法4条・5条許可申請の内行
政書士以外の代理申請分の許可申請
書及び委任状

平成25年4月1日～平成26年3月31日の
間の農地法4条・5条許可申請の受付
の帳簿

平成25年4月1日～平成26年3月31日の
間の農地法4条・5条許可申請の受付
の帳簿

愛大跡地利用に関する地区まちづく
り協議会設立後市が民間開発業者と
行った打合せの記録

1.愛知大学跡地利用についての会議
録（H25.5.22　H25.7.9  H25.8.2
H25.10.16　H26.1.15　H26.3.26）
2.土地利用計画図（案）
3.地区まちづくり計画提案書（素
案）愛知大学名古屋校舎跡地スマー
トタウン

みよし市カリヨンハウス内の各施設
の利用状況を記した文書（H26年2月
以降分）

1.みよし市カリヨンハウス月間利用
表（件数）2月～5月分
2.みよし市カリヨンハウス月間利用
表（人数）2月～5月分
3.サンネット利用統計（5月まで）
4.子育てふれあい広場（カリヨンハ
ウス内）利用者数2月～5月分
5.みよし市ビジターセンター・みよ
し商工会アンテナショップ月別来場
者数（4月及び5月分）

三好中部特定土地区画整理組合の第6
回総会に提出された文書及び会議
録、事業計画変更認可申請書及びそ
れに係り県から市にあった縦覧依頼
文書、県の公管金事務取扱要領及び
取扱い通知

1.第6回総会議案書
2.第6回総会議事録
3.みよし市三好中部特定土地区画整
理事業事業計画変更認可申請書(第1
回)
4.三好中部特定土地区画整理組合の
事業計画の変更認可申請に伴う縦覧
について(依頼)
5.公共施設管理者負担金の取扱いに
関する通知等
6.公共施設管理者負担金に関する事
務取扱い要領



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

14 7月3日 議会 議事課 7月17日 全部開示

15 7月15日 市長 都市計画課 7月22日 部分開示
条例第2条第2号非該当（文書不存
在）

16 7月16日
病院事業
管理者

管理課 7月18日 部分開示

条例第7条第3号アの規定に該当（法
人等に関する情報であって、公にす
ることにより、当該法人等の権利、
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）

17 7月22日
教育委員
会

教育行政課 7月23日 全部開示

愛大跡地に進出を希望する企業団体
が市に提出した文書及びその交渉を
記録した文書

1.愛大跡地に進出を希望する企業、
団体が市に提出した会社案内
2.愛大跡地に進出を希望する企業、
団体との交渉を記録した文書

現行の情報システム更新支援業務委
託の契約書

情報システム更新支援業務委託に係
る契約書

（仮）図書館学習交流プラザ建設に
係る補助金交付申請のための文書

平成25年度社会資本整備総合交付金
公布申請書の提出に係る決定書

平成26年度第1～4回政治倫理審査会
会議録

平成26年度第1～4回政治倫理審査会会議録



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 8月1日 市長 産業課 8月12日 部分開示

1.条例第7条第2号の規定に該当（個
人に関する情報）
2.条例第7条第3号アの規定に該当
（法人等に関する情報であって、公
にすることにより、当該法人等の権
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）

旧農林公社が市内に保有した農地に
関し同公社及び県から市が取得した
文書及び市が作成した文書（H25.1.1
以降に係るもの）

1.平成25年度定時社員総会の開催に
ついて（通知）
2.一般社団法人愛知県農林公社平成
25年度定時社員総会の代理出席につ
いて（伺い）
3.復命書（愛知県農林公社平成25年
度定時社員総会）
4.平成25年度臨時社員総会の開催に
ついて（通知）
5.一般社団法人愛知県農林公社平成
25年度臨時社員総会の代理出席につ
いて（伺い）
6.復命書（愛知県農林公社平成25年
度臨時社員総会）
7.平成26年度定時社員総会の開催に
ついて（通知）
8.一般社団法人愛知県農林公社平成
26年度定時社員総会の代理出席につ
いて
9.復命書（愛知県農林公社平成26年
度定時社員総会）
10.県有農地の売り渡しについて（依
頼）
11.県有農地のあっせんにかかる記事
原稿の提出について（伺い）
12.農林公社中間保有農地処分検討会
議設置要綱の一部改正について（伺
い）



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

19 8月4日 市長 子育て支援課 8月15日 部分開示
条例第7条第2号の規定に該当（個人
に関する情報）

地区青少年健全育成協議会補助金実
績報告書平成22年度～25年度全て
（各行政区の実績及び決算書（活動
記録写真及び領収書を除く。））

1.平成22年度地区青少年健全育成推進協議会
等活動費補助金実績報告書（新屋、三好上、
三好下、西一色、福田、明知上、明知下、打
越、莇生、福谷、黒笹、東山、高嶺、好住、
中島、ひばりヶ丘、あみだ堂、山伏、平池、
上ヶ池、三好丘、三好丘緑、三好丘旭、三好
丘桜及び三好丘あおば行政区）（活動記録写
真及び領収書を除く。）
2.平成23年度地区青少年健全育成推進協議会
等活動費補助金実績報告書（新屋、三好上、
三好下、西一色、福田、明知上、明知下、打
越、莇生、福谷、黒笹、東山、高嶺、好住、
中島、ひばりヶ丘、あみだ堂、山伏、平池、
上ヶ池、三好丘、三好丘緑、三好丘旭、三好
丘桜及び三好丘あおば行政区）（活動記録写
真及び領収書を除く。）
3.平成24年度地区青少年健全育成推進協議会
等活動費補助金実績報告書（新屋、三好上、
三好下、西一色、福田、明知上、明知下、打
越、莇生、福谷、黒笹、東山、高嶺、あみだ
堂、中島、ひばりヶ丘、平池、三好丘、三好
丘緑、三好丘旭、三好丘桜及び三好丘あおば
行政区）（活動記録写真及び領収書を除
く。）
4.平成25年度地区青少年健全育成推進協議会
等活動費補助金実績報告書（新屋、三好上、
三好下、西一色、福田、明知上、明知下、打
越、莇生、黒笹、東山、高嶺、
中島、ひばりヶ丘、平池、三好丘、三好丘
緑、三好丘旭、三好丘桜及び三好丘あおば行
政区）（活動記録写真及び領収書を除く。）



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

20 8月13日 市長 都市計画課 8月27日 部分開示

1.条例第7条第2号に該当（個人に関
する情報）
2.条例第7条第3号アに該当（法人に
関する情報であって、公にすること
により、当該法人等の権利、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）
3.条例第7条第5号（市の機関並びに
国、独立行政法人等及び他の地方公
共団体の内部又は相互間における審
議、検討又は協議に関する情報で
あって、公にすることにより、率直
な意見の交換若しくは意思決定の中
立性が不当に損なわれるおそれ、不
当に市民の間に混乱を生じさせるお
それ又は特定の者に不当に利益を与
え若しくは不利益を及ぼすおそれが
あるもの）及び条例第7条第6号（市
の機関又は国、独立行政法人等若し
くは他の地方公共団体が行う事務又
は事業に関する情報であって、公に
することにより、当該事務又は事業
の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
があるもの）に該当

21 市長 福祉課 9月18日 全部開示

22 市長 福祉課 9月18日 不開示
条例第2条第2号非該当（文書不存
在）

9月5日

1.本市における日本国籍を有しない
者への生活保護受給に関し、直近年
度の受給世帯数・受給世帯の国籍別
世帯数
2.本市の直近年度の生活保護予算年
額（国からの支給額も含む）
3.昭和29年度より直近年度まで本市
において日本国籍を有しない者へ支
払われた生活保護支給の総額

1.(福祉行政報告例）第1　保護の種
類別被保護世帯及び被保護人員（生
活保護法）
2.平成26年度一般会計予算

1.本市における日本国籍を有しない
者への生活保護受給に関し、直近年
度の需給世帯の国籍別世帯数
2.昭和29年より直近年度まで本市に
おいて日本国籍を有しない者へ支払
われた生活保護支給の総額

みよし市莇生町山田地区における開
発行為に関し市が取得、所有、作成
した文書（H26年1月1日以降分）

1.特定開発事業の構想届出書
2.地区計画（莇生町山田地区）の打
合せ（Ｈ26.4.25）
3.地区計画（莇生町山田地区）の打
合せ（Ｈ26.6.5）
4.地区計画（莇生町山田地区）の打
合せ（Ｈ26.6.27）



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 9月9日 市長 総務課 9月24日 部分開示

1.条例第7条第3号アに該当（法人又
は事業を営む個人の事業に関する情
報であって、公にすることにより、
当該法人又は当該個人の権利、競争
上の地位その他正当な利益を害する
おそれがあるもの）
2.条例第7条第2号に該当（個人に関
する情報）

24 9月9日
教育委員
会

教育行政課 9月24日 部分開示

1.条例第7条第3号アに該当（法人又
は事業を営む個人の事業に関する情
報であって、公にすることにより、
当該法人又は当該個人の権利、競争
上の地位その他正当な利益を害する
おそれがあるもの）
2.条例第7条第2号に該当（個人に関
する情報）

H24年度以降に市が取得した土地に関
する土地評価鑑定書

鑑定評価書（みよし市三好町上79番1
及び同所286番に係るもの）

H24年度以降に市が取得した土地に関
する土地評価鑑定書

1.不動産鑑定評価書（みよし市打越
町畦違187番に係るもの）
2.不動産鑑定評価書（みよし市三好
町南中島7番3等に係るもの）
3.不動産鑑定評価書（みよし市三好
町青木76番に係るもの）
4.不動産鑑定評価書（みよし市三好
町天王23番に係るもの）
5.不動産鑑定評価書（みよし市三好
町八和田山7番82に係るもの）
6.不動産鑑定評価書（県営畑地帯総
合土地改良事業三好下地区8－3－1の
内に係るもの）
7.不動産鑑定評価書（みよし市三好
町蜂ヶ池14番1等に係るもの）
8.不動産鑑定評価書（みよし市三好
町井ノ花98番1及び5に係るもの）
9.不動産鑑定評価書（みよし市三好
町高根31番2（平成22年1月15日）に
係るもの）
10.不動産鑑定評価書（みよし市三好
町高根31番2（平成25年2月28日）に
係るもの）
11.不動産鑑定評価書（みよし市三好
町井ノ花56番2及び138番3に係るも
の）



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

25 9月12日
教育委員
会

教育行政課 9月26日 部分開示

1.条例第7条第3号アに該当（法人又は事
業を営む個人の事業に関する情報であっ
て、公にすることにより、当該法人又は
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もの）
2.条例第7条第2号に該当（個人に関する
情報）

26 9月12日 市長 防災安全課 9月25日 部分開示

1.条例第7条第3号アに該当（法人又
は事業を営む個人の事業に関する情
報であって、公にすることにより、
当該法人又は当該個人の権利、競争
上の地位その他正当な利益を害する
おそれがあるもの）
2.条例第7条第2号に該当（個人に関
する情報）

平成25年度サンアートの指定管理者
からの提出文書(環境報告(サンアー
ト)、事業計画書(平成25年度)、自己
評価報告、保険証書の写し、事業計
画書(平成26年度)、月別報告書7月分
～9月分)

1.次に掲げる保険証書の写し
(1) 施設賠償責任保険付保証明書
(2) 賠償責任保険契約証明書
(3) 動産総合保険証券
2.次に掲げる環境報告書
(1) リサイクル・廃棄物排出量月別
調査票
(2) 使用エネルギー・資源等使用月
別調査票
(3) 紙類購入月別調査票
(4) 紙類購入報告書
(5) 使用エネルギー・資源等使用報
告書
(6) リサイクル・廃棄物排出量報告
書
3.平成26年度事業計画書
4.平成26年度自主文化事業計画書
5.平成26年度維持管理業務年間工程
表
6.平成25年度第1四半期自己評価報告
書
7.平成25年度7月度指定管理業務報告
書

H25年度、H26年度県操法大会出場分
団交付金の公布に係り市が保有する
文書

1.平成25年度愛知県消防操法大会出
場分団交付金申請書及び添付書類
2.平成25年愛知県消防操法大会出場
分団交付金の交付決定に係る決定書
3.平成25年度支出負担行為決議書
4.平成25年度支出命令書
5.平成25年度請求書
6.平成25年度愛知県消防操法大会出
場分団交付金実績報告書及び添付書
類
7.平成26年度愛知県消防操法大会出
場分団交付金申請書及び添付書類
8.平成26年愛知県消防操法大会出場
分団交付金の交付決定に係る決定書
9.平成26年度支出負担行為決議書
10.平成26年度支出命令書
11.平成26年度請求書
12.平成26年度愛知県消防操法大会出
場分団交付金実績報告書及び添付書
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

27 9月18日 市長 土木管理課 9月29日 部分開示

１.条例第７条第３号アに該当（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
それがあるもの）
2.条例第７条第２号に該当（個人に
関する情報）

28 9月26日 市長 管財課 10月8日 部分開示
条例第７条第２号に該当（個人に関
する情報）

29 10月1日 市長 子育て支援課 10月7日 全部開示

30 10月15日 市長 産業課 取下げ

31 10月15日 市長 産業課 取下げ

32 10月15日 市長 産業課 取下げ

2014年8月1日以降にクリーニング所
に関する申請・届出により営業許可
を取得した事業所の店舗所在地、電
話番号等

2014年8月1日以降にクリーニング所
に関する申請・届出により営業許可
を取得した事業所の店舗所在地、電
話番号等

2014年8月1日以降に旅館業に関する
申請・届出により営業許可を取得し
た事業所の店舗所在地、電話番号等

2014年8月1日以降に旅館業に関する
申請・届出により営業許可を取得し
た事業所の店舗所在地、電話番号等

2014年8月1日以降に興行場（映画、
演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観
せ物等）に関する申請・届出により
営業許可を取得した事業所の店舗所
在地、電話番号等

2014年8月1日以降に興行場（映画、
演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観
せ物等）に関する申請・届出により
営業許可を取得した事業所の店舗所
在地、電話番号等

現況測量実施業務委託福谷町根浦地
区(H25年度)の成果物

現況測量実施業務委託（福谷町根浦
地区）測量成果簿

みよし市の普通財産の土地台帳（土
地の図面を含む。）

みよし市の普通財産の土地台帳

平成26年度「みよし市私立保育園運
営費補助金」の人件費補助にかかる
人件費算出基準（交付要領・別表第
3）の金額を定める際に用いられた、
人件費算出基準の金額の根拠となる
数字・計算等が記載された書類

補助基準算定根拠及び平成26年度人
件費明細書



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

33 10月15日 市長 産業課 取下げ

34 10月15日 市長 産業課 取下げ

35 10月15日 市長 産業課 取下げ

36 10月21日 市長 総務課 11月4日 全部開示

37 10月28日 市長 土木管理課 11月11日 部分開示

1.条例第7条第3号アに該当（法人又
は事業を営む個人の事業に関する情
報であって、公にすることにより、
当該法人又は当該個人の権利、競争
上の地位その他正当な利益を害する
おそれがあるもの）
2.条例第7条第2号に該当（個人に関
する情報）

38 10月28日 市長 教育行政課 11月26日 部分開示
条例第7条第2号に該当（個人に関す
る情報）

みよし市が負担している損害保険契
約証券の写し　H26.1.1からH26.9.30
まで（火災保険は市役所本庁者に限
る。）

損害保険契約の証券等

H25年度に行われた橋りょう超寿命化
修繕計画策定業務委託の成果物

平成25年度橋梁長寿命化修繕計画策
定業務委託清水橋始め63橋報告書

H25年度に行われた石川家住宅調度品
等調査業務委託の成果物

石川家住宅調度品等調査業務委託に
係る成果品

2014年8月1日以降に公衆浴場（普通
公衆浴場及びその他も公衆浴場）に
関する申請・届出により営業許可を
取得した事業所の店舗所在地、電話
番号等

2014年8月1日以降に公衆浴場（普通
公衆浴場及びその他も公衆浴場）に
関する申請・届出により営業許可を
取得した事業所の店舗所在地、電話
番号等

2014年8月1日以降に美容所解説届に
より営業許可を取得した事業所の店
舗所在地、電話番号等

2014年8月1日以降に美容所解説届に
より営業許可を取得した事業所の店
舗所在地、電話番号等

2014年8月1日以降に食品営業許可を
取得した事業所の店舗所在地、電話
番号等

2014年81日月以降に食品営業許可を
取得した事業所の店舗所在地、電話
番号等



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

39 10月30日 市長 都市計画課 11月7日 部分開示
条例第7条第2号に該当（個人に関す
る情報）

40 11月10日 市長 企画政策課 11月25日 全部開示

41 11月10日 市長 企画政策課 11月25日 全部開示

三好石坂地区計画の都市計画審議会
会議録

平成16年度第2回三好町都市計画審議
会議事録

マイナンバー制度導入に係りみよし
市が行った協議検討状況を記した文
書（全庁的に協議検討したものに限
る。）

1.マイナンバー法別表第1に対する所
管調べの依頼について
2.マイナンバー制度勉強会の開催に
ついて
3.平成26年度第1回情報化推進委員会
4.第1回社会保障・税番号制度情報シ
ステム研究会
5.第2回社会保障・税番号制度情報シ
ステム研究会
6.第1回社会保障・税番号制度特定個
人情報保護評価検討研究会

H25年度に国が自治体に行ったマイナ
ンバー制度対応に関するアンケート
文とみよし市の回答

1.社会保障・税番号制度についての
主管部署調査回答について
2.番号制度導入に係るシステム改修
に関する調査
3.社会保障・税番号システム整備費
補助金について
4.社会保障・税番号制度に係る中間
サーバー整備の共同化・集約化に係
る中間サーバー・プラットフォーム
の活用について



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 11月13日 市長 高齢福祉課 11月25日 全部開示

43 11月13日 市長 高齢福祉課 11月25日 不開示
条例第2条第2号非該当（文書不存
在）

44 11月21日 市長 都市整備課 12月1日 全部開示

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26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。③審判請求及び同制度利用支
援事業に係る平成25年度の実績詳細
（対象業務、件数及び費用）を記し
た文書（集計済みの一覧表で可）。

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
2.みよし市成年後見制度利用支援事
業実施要綱
3.平成26年度当初歳出予算要求書
4.成年後見制度利用支援事業調べ

④市民後見人に係る事業（老人福祉
法第32条の2及び障害者総合支援法第
77条第1項5号）の運用規定（要綱）
及び平成25年度における同事業の実
施状況を記載した文書（家庭裁判所
への推薦人数、受任実績を含む）。

市民後見人に係る事業（老人福祉法
第32条の2及び障害者総合支援法第77
条第1項5号）の運用規定（要綱）及
び平成25年度における同事業の実施
状況を記載した文書（家庭裁判所へ
の推薦人数、受任実績を含む）。

平成26年度土木工事共通代価一覧表 平成26年度土木工事共通代価一覧表



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 11月25日 市長 総務課 12月9日 部分開示

1.条例第7条第3号アに該当（法人又
は事業を営む個人の事業に関する情
報であって、公にすることにより、
当該法人又は当該個人の権利、競争
上の地位その他正当な利益を害する
おそれがあるもの）
2.条例第7条第2号に該当（個人に関
する情報）

46 11月25日
教育委員
会

教育行政課 12月9日 部分開示

1　開示しないこととした部分のうち
1及び2に係る部分…条例第7条第3号
アに該当（法人又は事業を営む個人
の事業に関する情報であって、公に
することにより、当該法人又は当該
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も
の）
2　開示しないこととした部分のうち
1及び2を除く部分…条例第7条第2号
に該当（個人に関する情報）

H24年度以降みよし市が取得した土地
の不動産鑑定評価書（土地取得の有
無にかかわらない）（H25年9月24日
開示決定分を除く）

1.不動産鑑定評価書（みよし市三好
町天王77番1に係るもの）
2.不動産鑑定評価書（みよし市三好
町平池11番に係るもの）
3.不動産鑑定評価書（みよし市三好
町東平子14番に係るもの）
4.不動産鑑定評価書（みよし市三好
町平池56番2に係るもの）
5.不動産鑑定評価書（みよし市福田
町清水21番1に係るもの）
6.不動産鑑定評価書（みよし市福谷
町市場64番16、17及び18に係るも
の）
7.不動産鑑定評価書（みよし市三好
町大慈山34番10、41、42、43、44、
45及び46に係るもの）
8.不動産鑑定評価書（みよし市莇生
町土取283番30に係るもの）
9.不動産鑑定評価書（みよし市三好
町東山203番に係るもの）
10.不動産鑑定評価書（みよし市三好
町東山216番1及び217番1に係るも
の）
11.不動産鑑定評価書（みよし市三好
町東山203番4に係るもの）

H24年度以降みよし市が取得した土地
の不動産鑑定評価書（土地取得の有
無にかかわらない）（H25年9月24日
開示決定分を除く）

1.不動産鑑定評価書（みよし市三好
町上79番3に係るもの）
2.不動産鑑定評価書（みよし市福谷
町才戸37番6に係るもの）



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

47 12月4日
教育委員
会

教育行政課 1月19日 部分開示

1.条例第7条第3号アに該当（法人又
は事業を営む個人の事業に関する情
報であって、公にすることにより、
当該法人又は当該個人の権利、競争
上の地位その他正当な利益を害する
おそれがあるもの）
2.条例第7条第2号に該当（個人に関
する情報）

48 12月10日 市長 都市整備課 12月16日 部分開示

条例第7条第3号アに該当（法人又は
事業を営む個人の事業に関する情報
であって、公にすることにより、当
該法人又は当該個人の権利、競争上
の地位その他正当な利益を害するお
それがあるもの）

49 12月10日 市長 都市整備課 12月16日 部分開示

条例第7条第3号アに該当（法人又は
事業を営む個人の事業に関する情報
であって、公にすることにより、当
該法人又は当該個人の権利、競争上
の地位その他正当な利益を害するお
それがあるもの）

福田町地内雨水ポンプ場建設用地取
得に係る不動産鑑定評価委託の見積
書（合見積も含む）と請書、契約書

福田第2雨水ポンプ場整備事業不動産
鑑定業務委託に係る見積書及び契約
書

福田町地内雨水ポンプ場建設用地の
売買契約書

土地売買契約書（福田第2雨水ポンプ
場整備事業）

ホーメックスグループがサンアート
とふるさと会館のH27年度以降の指定
管理者指定を求めるため選定審査会
に提出した文書

みよし市勤労文化会館・みよし市ふ
るさと会館指定管理者指定申請書



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

50 12月19日 市長 都市整備課 1月9日 部分開示

1.条例第7条第3号アに該当（法人又
は事業を営む個人の事業に関する情
報であって、公にすることにより、
当該法人又は当該個人の権利、競争
上の地位その他正当な利益を害する
おそれがあるもの）
2.条例第7条第2号に該当（個人に関
する情報）

51 12月19日 市長 都市計画課 1月5日 全部開示
愛大跡地利用問題で市が作成及び取
得した文書（H26.7.1以降分）

1.愛知大学跡地利用圭角（案）の意
見について（案）
2.敷地規模の最低限度の緩和に関す
る要望書
(1) みよし市市街化調整区域の地区
計画ガイドラインの改訂
(2) 区域区分の変更（市街化区域へ
の編入）と同時に地区計画を決定
3.要望書について（回答）

三好中部特定土地区画整理事業につ
き市が作成及び取得した文書
（H26.7.1以降）

1.換地規程・土地評価基準の事前協議書
2.土地区画整理事業の換地規程・土地評
価基準の事前協議について（伺い）決定
書
3.三好中部特定土地区画整理組合の換地
規程・土地評価基準の事前協議について
(通知）
4.土地区画整理事業計画変更案の縦覧結
果報告について（伺い）決定書
5.三好中部土地区画整理組合の事業計画
変更（第1回）の内容に係る貴市見解につ
いて（照会）
6.三好中部土地区画整理組合の事業計画
変更（第1回）の内容に係る貴市見解につ
いて（伺い）決定書
7.三好中部特定土地区画整理組合の事業
計画の変更認可について（通知）
8.平成26年度定期監査の実施について
（報告）（平成26年7月30日）
9.平成26年度定期監査の実施について
（報告）決定書（平成26年7月30日）
10.平成26年度定期監査の実施について
（報告）（平成26年12月5日）
11.平成26年度定期監査の実施について
（報告）決定書（平成26年12月5日）
12.第7回総会開催について（ご案内）
13.第7回総会議案書
14.第7回総会議案第1号別冊
15.第7回総会議案第2号別冊



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

52 12月19日 市長 都市計画課 1月5日 不開示
条例第2条第2号非該当（文書不存
在）

53 12月19日
教育委員
会

教育行政課 1月5日 部分開示

条例第7条第3号アに該当（法人又は
事業を営む個人の事業に関する情報
であって、公にすることにより、当
該法人又は当該個人の権利、競争上
の地位その他正当な利益を害するお
それがあるもの）

54 1月5日 市長 都市計画課 1月7日 部分開示
条例第7条第2号に該当（個人に関す
る情報）

55 1月9日 市長 税務課 1月14日 全部開示

56 1月21日 市長 高齢福祉課 1月28日 全部開示

57 1月21日 市長 高齢福祉課 1月28日 不開示
条例第2条第2号非該当（文書不存
在）

58 2月2日 市長 子育て支援課 2月6日 全部開示

みよし市シルバー人材センターの理
事会及び総会に提出された資料文書
（H26.1.1以降分）

みよし市シルバー人材センターの理
事会に提出された資料文書（H26.1.1
以降分）

放課後健全育成事業者が定めた運営
規程

1.みよし市放課後児童健全育成事業
実施要綱
2.キッズクラブ・クックバラ運営規
程
3.キッズクラブ・クックバラみよし
運営規程
4.エジソンハウス

三好丘桜区内の永井産業㈱古紙リサ
イクルセンター跡地へのコンビニ進
出計画に係り市に提出されて文書

小規模開発事業調査書（平成26年8月
28日）

総務省が行ったH21年度～H23年度の
土地・家屋に係る固定資産税・都市
計画税の課税誤り等による税額修正
の状況についての調査に対するみよ
し市の回答

固定資産税・都市計画税の課税誤り
等による税額修正に関する実態調査
について（回答）

みよし市シルバー人材センターの理
事会及び総会に提出された資料文書
（H26.1.1以降分）

みよし市シルバー人材センターの総
会に提出された資料文書（H26.1.1以
降分）

莇生町山田地区での開発問題で市が
作成及び取得した文書（H26.7.1以降
分）

莇生山田地区での開発問題で市が作
成及び取得した文書（平成26年7月1
日以降に係るもの）

サンアート幕類等取替工事にかかる
設計書及び契約書

サンアート幕類等取替工事に係る設
計書及び契約書



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

59 2月2日 市長 協働推進課 2月16日 全部開示

60 2月2日
病院事業
管理者

管理課 2月16日 部分開示

1.条例第7条第3号アに該当（法人又
は事業を営む個人の事業に関する情
報であって、公にすることにより、
当該法人又は当該個人の権利、競争
上の地位その他正当な利益を害する
おそれがあるもの）
2.条例第7条第2号に該当（個人に関
する情報）

61 2月5日
教育委員
会

教育行政課 2月19日 部分開示

1.条例第7条第3号アに該当（法人又
は事業を営む個人の事業に関する情
報であって、公にすることにより、
当該法人又は当該個人の権利、競争
上の地位その他正当な利益を害する
おそれがあるもの）
2.条例第7条第2号に該当（個人に関
する情報）

62 2月6日 市長 都市計画課 2月20日 全部開示

情報システム更新支援業務委託（み
よし市民病院）の成果物

1.第1回完了報告書明細
2.第2回完了報告書明細
3.第3回完了報告書明細

みよし市勤労文化会館・みよし市ふ
るさと会館して管理者（H27.～H31年
度）申請書に係る選定指定管理者の
事業計画書（様式5-1～5-10）

みよし市勤労文化会館・みよし市ふ
るさと会館指定管理者指定申請書

第1ガイド名土地利用共通、第2ガイ
ド名地価調査・土地取引、フォルダ
名愛知県地価閲覧図書（H26）

愛知県地価閲覧図書

サンネット、子育てふれあい広場
（カリヨンハウス内）、多目的室
１，２，３、音楽室、イベント広
場、ビジターセンター、商工会アン
テナショップの利用状況（H26年6月
～H27年1月分）

1.みよし市カリヨンハウス月間利用
表（件数）6月～1月分
2.みよし市カリヨンハウス月間利用
表（人数）6月～1月分
3.サンネット利用統計 6月～1月分
4.子育てふれあい広場（カリヨンハ
ウス内）利用者数6月～1月分
5.みよし市ビジターセンター・みよ
し商工会アンテナショップ月別来場
者数　6月～1月分



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

63 2月6日 市長 都市計画課 2月20日 部分開示

1.条例第7条第3号アに該当（法人に
関する情報であって、公にすること
により、当該法人等の権利、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）
2.条例第7条第6号に該当（市の機関
が行う事務に関する情報であって、
公にすることにより、当該事務の性
質上、当該事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるもの）

64 2月13日 市長 土木管理課 2月20日 部分開示

条例第7条第3号アに該当（法人に関
する情報であって、公にすることに
より、当該法人等の権利、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）

65 2月24日 市長 都市整備課 3月10日 全部開示

66 2月24日 市長 都市整備課 3月10日 部分開示
条例第7条第2号の規定に該当（個人
に関する情報）

ポンプ場及び調整池基本設計業務委
託及びその2（仮）福田第2地区ポン
プ場）の成果物

1.平成25年度みよし市（仮）福田第2
地区ポンプ場実施設計業務委託　計
画検討書（共通編）
2.平成25年度みよし市（仮）福田第2
地区ポンプ場実施設計業務委託　測
量成果簿
3.平成25年度みよし市（仮）福田第2
地区ポンプ場実施設計業務委託　地
質調査報告書
4.平成25年度みよし市（仮）福田第2
地区ポンプ場実施設計業務委託その2
計画検討書

第1ガイド名都市計画決定の計画中、
第2ガイド名都市計画決定の計画中
（地区計画）、フォルダ名福谷町広
久伝／事前相談同福谷町広久伝／市
作成資料

1.市街化調整区域内地区計画による
開発に関する事前相談書（平成２３
年５月２５日）
2.市街化調整区域内地区計画による
開発に関する事前相談書（平成２６
年３月３日）
3.回答書（２５み都計第３２２号）
4.市街化調整区域内地区計画による
開発に関する事前相談書（平成２６
年３月１２日）
5.回答書（２５み都計第３３８号）
6.市街化調整区域内地区計画による
開発に関する事前相談書（平成２４
年７月６日）
7.土地の全部事項証明書公用申請書

三好根浦特定土地区画整理事業施行
地区内35-A1-1土地売買契約書

三好根浦特定土地区画整理事業施行
地区内35-A1-1土地売買契約書

みよし市雨水全体計画
みよし市流域関連公共下水道事業基
本計画書



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

67 3月18日 市長 総務課 3月20日 全部開示平成2７年度共通物品見積り結果書 平成27年度共通物品見積結果書


