
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16日
教育委員
会

教育行政課 4月16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号の規定に該当（個
人に関する情報）

2 4月30日 市長 高齢福祉課 5月11日 全部開示

3 4月30日
教育委員
会

スポーツ課 5月13日 全部開示

4 4月30日 市長 総務課 5月12日 全部開示

5 5月14日 市長 広報課 5月22日 全部開示

6 5月14日 議会 事務局 5月22日 全部開示

7 6月8日
選挙管理
委員会

事務局 6月22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）

H27年4月実施の市議選立候補の公費
負担金支払いを記した文書

選挙公営負担金に係る支出負担行為
兼支出命令書及び請求書

みよし市役所及び市内指定施設（小
学校8校及び中学校4校）の共通物品
の単価契約価格

平成27年度共通物品見積結果書

広報みよし27年度入札時の仕様書及
び設計書（金抜き）

広報みよし27年度入札時の仕様書及
び設計書（金抜き）

議会だより27年度入札時の仕様書及
び設計書（金抜き）

議会だより27年度入札時の仕様書及
び設計書（金抜き）

みよし市文化協会及び所属部会の活
動、財政運営、市補助金交付状況を
記した文書（H25.26年度分）

1.平成25年度みよし市文化協会補助
金の交付決定について（伺い）
2.平成25年度みよし市文化協会補助
金の変更決定について（伺い）
3.平成25年度みよし市文化協会補助
金事業実績報告書
4.平成26年度みよし市文化協会補助
金の交付決定について（伺い）
5.平成26年度みよし市文化協会補助
金の変更決定について（伺い）
6.平成26年度みよし市文化協会補助
金事業実績報告書

H26年4月以降の介護保険の月別利用
状況及び介護保険料金、利用体系を
記した文書

1.平成25年度決算書第3表保険料賦課
収納状況
2.介護給付費等請求額通知書（平成
26年4月～平成27年3月審査分）

H26年度教育費予算の黒笹公園、三好
丘公園、三好丘桜公園体育施設管理
費893万円の使途を記した文書及び上
記公園の管理状況、管理規則

平成26年度当初歳出予算要求書

平成27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



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

8 6月11日 市長 防災安全課 6月19日 全部開示

9 6月15日 市長 総務課 6月18日 全部開示

10 6月16日
教育委員
会

教育行政課 6月26日 全部開示

11 6月16日 市長 都市整備課 6月22日 全部開示

12 7月3日
教育委員
会

教育行政課 7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）

13 7月10日 市長
みどりの推
進課

7月21日 全部開示
黒笹公園、三好丘公園、三好丘桜公
園の都市公園台帳

黒笹公園、三好丘公園、三好丘桜公
園の都市公園台帳

サンアート大規模改修のスケジュー
ル、期間、経費を記した文書

勤労文化会館改修工事年次計画表

日本下水道事業団の管理経費の計算
方法を記した文書

日本下水道事業団方法書、受託業務
費用負担細則

みよし市文化協会総会に提出された
文書（直近2年間分）

1.平成26年度みよし市文化協会総会
要項
2.平成27年度みよし市文化協会総会
要項

防災行政無線デジタル化整備工事の
契約書一式（設計書を含む）

防災行政無線デジタル化整備工事の
設計書及び仕様書

平成27年3月28日に設定された「三好
町平子」及び「三好町園原台」に関
するみよし市の告示及び図面資料
（告示に添付されているもの）

平成27年みよし市告示第11号並びに
別図第1及び別図第2



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24日 市長 都市整備課 8月21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）

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（H27年
1月以降）

1.三好中部特定土地区画整理事業の
公告の掲出方について（伺い）決定
書
2.公告掲出方について（依頼）
3.三好中部特定土地区画整理組合仮
換地案の縦覧について（報告）決定
書
4.仮換地案の縦覧について（依頼）
5.仮換地案の縦覧について（報告）
6.三好中部特定土地区画整理組合規
程類の制定について（報告）決定書
7.土地区画整理組合規程類の制定に
ついて（報告）
8.公共施設管理者負担金に関する覚
書の締結について（依頼）
9.都市計画道路平池天王台線、青木
線の街路新設改良工事に係るみよし
市三好中部特定土地区画整理事業の
費用負担に関する覚書について（伺
い）決定書
10.都市計画道路平池天王台線、青木
線の街路新設改良工事に係るみよし
市三好中部特定土地区画整理事業の
費用負担に関する覚書

11.公共施設管理者負担金に関する覚
書の締結について（依頼）
12.準用河川砂後川河川改修工事に係
るみよし市中部特定土地区画整理事
業の費用負担に関する覚書について
（伺い）決定書
13.準用河川砂後川河川改修工事に係
るみよし市三好中部特定土地区画整
理事業の費用負担に関する覚書
16.総会の開催結果について（報告）
17.仮換地の指定について（報告）決
定書
18.仮換地の指定について（報告）
19.「みよし中部特定と地区画整理事
業に関する要望」への回答について
（伺い）決定書
20.土地区画整理事業実施状況につい
て（伺い）決定書
21.土地区画整理事業実施状況につい
て（報告）



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

15 7月24日 市長 都市計画課 8月7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）

16 7月24日 市長 都市計画課 8月7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）

17 7月24日 市長 都市計画課 8月7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）

18 7月28日 市長 防災安全課 8月17日 全部開示

19 8月4日 市長 都市計画課 8月17日 不開示
条例第2条第2号非該当（文書不存
在）

20 8月4日
農業委員
会

事務局 8月25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）

防災行政無線デジタル化整備工事実
施設計時の設計書（金入り）

防災行政無線デジタル化整備工事の
金入り設計書

（仮）みよし市三好町平池－集合住
宅新築工事に係る都市計画法開発許
可申請、雨水浸透阻害行為許可申
請、土地区画整理促進区域内建築行
為等許可申請

（仮）みよし市三好町平池－集合住
宅新築工事に係る都市計画法開発許
可申請、雨水浸透阻害行為許可申
請、土地区画整理促進区域内建築行
為等許可申請

（仮）みよし市三好町平池－集合住
宅新築工事に係る農地法第4条届出

農地法第4条第1項第7号の規定による
農地転用届出書

みよし市莇生町山田地区における開
発行為につき市が作成及び取得した
文書（H27年1月以降）

1.開発計画書（みよし市莇生町地内
住宅団地造成事業）
2.開発計画書（一般貨物自動車運送
事業駐車場）
3.協議後開発計画書（一般貨物自動
車運送事業駐車場）

地区計画（中島複合）の開発整備に
おいて市が地区組織（三好上区関係
者、地権者が構成）と行った協議記
録及び申し合わせ事項（H24年4月以
降）

1.三好上地区まちづくり推進協議会
第1回役員会議録
2.三好上まちづくり推進協議会議事
録
3.三好上まちづくり推進協議会委員
会（第2回）議事録

愛大跡地利用問題につき市が作成及
び取得した文書（H27年1月以降）

1.地区まちづくり計画策定協議書
2.地区まちづくり計画策定等協議書
（回答）
3.会議録（平成27年2月26日、3月5
日、4月10日及び7月10日）



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

21 8月12日 市長 防災安全課 8月17日 全部開示

22 8月17日 市長 土木管理課 8月28日 全部開示

23 8月25日
教育委員
会

教育行政課 9月4日 部分開示

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）

24 8月31日 市長 環境課 9月11日 全部開示

25 8月31日 市長 環境課 9月11日 部分開示

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）

26 8月31日 市長 企画政策課 9月2日 全部開示

27 8月31日 市長 企画政策課 9月2日 全部開示

28 8月31日 市長 総務課 9月4日 全部開示

駅周辺魅力づくり計画策定業務委託
（H26年度）成果物

駅周辺魅力づくり計画策定業務委託
（H26年度）成果物

平成27年5月15日付「根浦町1～7丁
目」設定に伴うみよし市の告示及び
図面資料（告示に添付されているも
の）

平成27年みよし市告示第25号並びに
別図第1及び別図第2

グリーン・クリーンふじの丘運営管
理委託（H26年度）契約書

西加茂郡三好町と豊田市との間にお
ける清掃事務の委託に関する協定書

不法投棄防止パトロール業務委託
（H26年度）契約書

平成26年度不法投棄防止パトロール
業務委託契約書

さんさんバス路線フォローアップ調
査委託（H26年度）成果物

さんさんバス路線フォローアップ調
査委託（H26年度）成果物

案件番号第360号　工事名防災行政無
線デジタル化整備工事　上記工事の
金入り設計書（工事費内訳書、内訳
明細書含む全部）

防災行政無線デジタル化整備工事の
金入り設計書

側溝転落事故における保険会社の見
解について（報告）8月11日メール文
章

側溝転落事故における保険会社の見
解について（報告）8月11日メール文
章

サンアート維持管理事業に係る文書
（工事に係る文書）（平成26年度
分）

1.サンアート大規模改修工事（屋上
防水・外壁改修）設計委託設計書並
びに契約書
2.ホール吊物ワイヤー・幕類取替工
事設計委託設計書並びに契約書
3.小ホール舞台調光装置改修工事設
計書並びに契約書
4.大ホール舞台音響設備改修工事設
計書並びに契約書
5.サンアートホール幕類等取替工事
設計書並びに契約書



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

29 9月3日 市長 産業課 9月4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）

30 9月3日 市長 土木管理課 9月11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）

31 9月15日
教育委員
会

教育行政課 9月29日 全部開示

32 9月17日 市長 協働推進課 9月29日 部分開示

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）

33 9月17日 市長
子育て支援
課

10月1日 部分開示

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）

34 9月17日
教育委員
会

教育行政課 9月18日 部分開示

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）

打越保育園遊戯室エアコン取替工事
（H26年度）の設計書と契約書

平成26年度打越保育園遊戯室空調機
取替工事の設計書及び契約書

市内4中学校普通教室エアコン設置
（機械・電気）工事設計書と契約書

1.三好中学校普通教室空調機設置(機
械・電気）工事　設計書並びに契約
書
2.北中学校普通教室空調機設置（機
械・電気）工事　設計書並びに契約
書
3 南中学校普通教室空調機設置（機
械・電気）工事　設計書並びに契約
書
4 三好丘中学校普通教室空調機設置
（機械・電気）工事　設計書並びに
契約書

雨水排水施設詳細設計等業務委託
（H26年度根浦地区）の成果物

雨水排水施設詳細設計等業務委託
（根浦地区）設計報告書

サンアートの修繕履歴並びに今後の
改修計画が確認できる文書

1.平成25年度当初予算要求説明資料
（勤労文化会館修繕事業費等年次計
画）
2.勤労文化会館改修工事年次計画表
（H27.6)

みよし市市民活動保険について
平成25.26.27年度契約時の入札およ
び見積り合わせ等の結果

平成25,26,27年度市民活動保健に関
する契約の文書

強い農業づくり事業補助金（ファー
ムズ三好に26年度交付）の補助金交
付書と実績報告書

1.平成26年度みよし市農業振興事業
補助金交付申請書
2.平成26年度園芸農産振興・農産物
流通対策事業（強い農業づくり事
業）補助金交付申請書について
3.平成26年度みよし市農業振興事業
補助金実績報告書
4.平成26年度園芸農産振興・農産物
流通対策事業実績報告書について



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

35 9月28日 市長 総務課 10月13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）

36 10月2日 市長 環境課 10月26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）

37 10月16日 市長 環境課 10月30日 全部開示

38 10月16日 市長 環境課 10月30日 部分開示

条例第7条第6号イの規定に該当（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契約に
係る事務に関し、当該市の機関の財
産上の利益又は当事者としての地位
を不当に害するおそれがあるため）

39 10月16日 市長 都市整備課 10月30日 全部開示

40 10月16日 市長 都市整備課 10月30日 部分開示

条例第7条第6号イの規定に該当（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契約に
係る事務に関し、当該市の機関の財
産上の利益又は当事者としての地位
を不当に害するおそれがあるため）

41 10月16日 市長 都市整備課 10月30日 部分開示

条例第7条第6号イの規定に該当（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契約に
係る事務に関し、当該市の機関の財
産上の利益又は当事者としての地位
を不当に害するおそれがあるため）

平成26年度道路改良工事（市道三好
明知下線）金入設計書（当初）　特
記仕様書及び図面、数量調書不要

平成26年度　道路改良工事（市道三
好明知下線）設計書

平成27年度道路改良工事（準用河川
砂後川）金入設計書（当初）　特記
仕様書及び図面、数量調書不要

平成27年度道路改良工事（準用河川
砂後川）設計書

平成27年度河川改良工事（準用河川
茶屋川）金入設計書（当初）　特記
仕様書及び図面、数量調書不要

平成27年度河川改良工事（準用河川
茶屋川）設計書

明知町地内に所在する事業所とみよ
し市が締結した公害防止協定に基づ
く公害防止計画書

三好町とトヨタ自動車株式会社　明
知工場との間における公害防止協定
書及び公害防止計画書

平成27年度やすらぎ霊園第2期工区整
備工事（やすらぎ霊園）金入設計書
（当初）　特記仕様書及び図面、数
量調書不要

平成27年度やすらぎ霊園第2期工区整
備工事設計書

平成27年度やすらぎ霊園第2期工区整
備工事その2（やすらぎ霊園）金入設
計書（当初）　特記仕様書及び図
面、数量調書不要

平成27年度やすらぎ霊園第2期工区整
備工事その2設計書

文化の日記念式典冊子、表彰審査委
員会委員の役職及び委員名

文化の日記念式典冊子（平成8年度か
ら平成26年度まで）及び歴代表彰審
査委員委員一覧（昭和53年度から平
成27年度まで）



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 10月16日 市長 都市整備課 10月30日 部分開示

条例第7条第6号イの規定に該当（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契約に
係る事務に関し、当該市の機関の財
産上の利益又は当事者としての地位
を不当に害するおそれがあるため）

43 10月16日 市長 都市整備課 10月30日 部分開示

条例第7条第6号イの規定に該当（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契約に
係る事務に関し、当該市の機関の財
産上の利益又は当事者としての地位
を不当に害するおそれがあるため）

44 10月16日 市長 都市整備課 10月30日 部分開示

条例第7条第6号イの規定に該当（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契約に
係る事務に関し、当該市の機関の財
産上の利益又は当事者としての地位
を不当に害するおそれがあるため）

45 10月28日 市長 高齢福祉課 11月10日 全部開示

46 10月28日 市長 高齢福祉課 11月10日 不開示
条例第2条第2号非該当（文書不存
在）

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27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26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27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26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）。

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26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27年度既成市街地公共下水道管
渠築造工事（下り松地区）金入設計
書（当初）　特記仕様書及び図面、
数量調書不要

平成27年度既成市街地公共下水道管
渠築造工事（下り松地区）設計書

平成27年度道路改良工事（福谷地区
その2）金入設計書（当初）　特記仕
様書及び図面、数量調書不要

平成27年度道路改良工事（福谷地区
その2）設計書

平成27年度交差点改良工事（市道柿
ノ木井ヶ谷線・市道八和田西山線）
金入設計書（当初）　特記仕様書及
び図面、数量調書不要

平成27年度　交差点改良工事（市道
柿ノ木井ヶ谷線・市道八和田西山
線）設計書



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

47 11月6日 市長 総務課 11月17日 部分開示

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）

48 11月6日
教育委員
会

教育行政課 11月17日 部分開示

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）

49 11月9日 市長 都市整備課 11月19日 部分開示

条例第7条第6号イの規定に該当（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契約に
係る事務に関し、当該市の機関の財
産上の利益又は当事者としての地位
を不当に害するおそれがあるため）

50 11月9日 市長 都市整備課 11月19日 部分開示

条例第7条第6号イの規定に該当（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契約に
係る事務に関し、当該市の機関の財
産上の利益又は当事者としての地位
を不当に害するおそれがあるため）

51 11月9日 市長 都市整備課 11月19日 部分開示

条例第7条第6号イの規定に該当（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契約に
係る事務に関し、当該市の機関の財
産上の利益又は当事者としての地位
を不当に害するおそれがあるため）

52 11月13日 市長 税務課 11月27日 全部開示

河川改良工事（準用河川砂後川）の
設計書、契約書、入札参加条件を記
した文書（H27.10.8入札）

河川改良工事（準用河川砂後川）設
計書、契約書及び一般競争入札公告
書

戸籍法施行規則第3条にも当然の前提
として記載があります、みよし市長
が定める区域（定めるべき区域）の
データ（町・丁目界、町・丁目名、
大字界、大字名、（小）字界、
（小）字名）

みよし市長の定める区域のデータ
（町・丁目界、大字界、町・丁目名
大字名、小字界、小字名）

指定管理協定書、調書一式（公の施
設の指定管理に関する調書様式１、
様式２管理者調書、収支執行状況調
書、施設利用料収入調書、委託料調
書、修繕料調書

みよし市勤労文化会館、みよし市ふ
るさと会館並びに太陽の広場の指定
管理に係る基本協定書、年度協定書
（平成27年度）及び事業報告書（平
成26年度）

街路新設改良工事（都計道路平池天
王台線）の設計書、契約書、入札参
加条件を記した文書（H27.10.23入
札）

街路新設改良工事（都市計画道路平
池天王台線）設計書、契約書及び一
般競争入札公告書

河川改良工事（準用河川茶屋川）の
設計書、契約書、入札参加条件を記
した文書（H27.10.8入札）

河川改良工事（準用河川茶屋川）設
計書、契約書及び一般競争入札公告
書

指定管理協定書、調書一式（公の施
設の指定管理に関する調書様式1、様
式2管理者調書、収支執行状況調書、
施設利用料収入調書、委託料調書、
修繕料調書

次に掲げる施設の指定管理に係る基
本協定書、年度協定書（平成27年
度）及び事業報告書（平成26年度）
(1) みよし市デイサービスセンター
(2) みよし市障害者福祉センター
(3) みよし市立福祉センター
(4) みよし市高齢者生きがいセン
ター「太陽の家」
(5) 明知下ふるさとふれあい広場
(6) みよし市立老人憩いの家（１２
施設）



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 12月8日 市長 都市整備課 12月22日 全部開示

54 12月9日 市長 防災安全課 12月22日 部分開示

1.みよし市情報公開条例第7条第2号
の規定に該当（個人に関する情報）
2.みよし市情報公開条例第7条第3号
アの規定に該当（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）

55 12月9日 市長 防災安全課 12月22日 不開示
条例第2条第2号非該当（文書不存
在）

56 12月17日 市長 福祉課 1月4日 全部開示

57 12月17日 市長 福祉課 1月4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）

58 12月17日 市長 福祉課 1月4日 不開示
条例第2条第2号非該当（文書不存
在）

59 12月17日 市長
みどりの推
進課

12月21日 全部開示

みよし市民生委員推薦会規則第5条に
基づき市長が別に定めた文書、市長
が県知事に提出する民生委員児童委
員候補者の推薦に係る進達の様式、
及び進達の実例（直近のもの1部）、
民生委員推薦会名簿

・民生委員・児童委員候補者の推薦
について（進達）

みよし市民生委員推薦会規則第5条に
基づき市長が別に定めた文書、市長
が県知事に提出する民生委員児童委
員候補者の推薦に係る進達の様式、
及び進達の実例（直近のもの1部）、
民生委員推薦会名簿

みよし市民生委員推薦会規則第5条に
基づき市長が別に定めた文書

黒笹公園多目的広場人工芝改設工事
に係る金入り設計書

黒笹公園多目的広場人工芝改設工事
に係る金入り設計書

H26年度、H27年度における防犯カメ
ラ設置のための補助金交付申請書、
行政区の防犯カメラ設置運用の規則
の分かる文書

1 平成26年度、27年度における防犯
カメラ設置のための補助金交付申請
書
2 行政区の防犯カメラ設置・運用の
規則

行政区の防犯カメラの現在の設置状
況の分かる文書、H26年度、H27年度
の行政区の防犯カメラ映像の利用実
態

1 行政区の防犯カメラの現在の設置
状況の分かる文書
2 平成26年度、平成27年度の行政区
の防犯カメラ映像の利用実態の分か
る文書

みよし市民生委員推薦会規則第5条に
基づき市長が別に定めた文書、市長
が県知事に提出する民生委員児童委
員候補者の推薦に係る進達の様式、
及び進達の実例（直近のもの1部）、
民生委員推薦会名簿

・民生委員・児童委員候補者の推薦
について（進達）の様式
・民生委員推薦会委員名簿

平成27年度　案件番号第902号　雨水
排水整備工事（莇生水洗地区）みよ
し市莇生町地内　金入設計書

平成27年度　雨水排水整備工事（莇
生水洗地区）設計書



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

60 12月28日
教育委員
会

教育行政課 1月7日 部分開示

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）

61 12月28日 市長 都市整備課 1月7日 全部開示

62 12月28日 市長 都市整備課 1月7日 全部開示

63 1月4日 市長 財政課 1月18日 全部開示

64 1月5日 市長 都市計画課 1月14日 不開示
条例第2条第2号非該当（文書不存
在）

65 1月5日 市長 都市計画課 1月14日 全部開示

みよし市が自由民主党愛知県支部連
合会に提出した平成28年度事業要望
書

平成28年度事業における国・県への
要望について

あざぶの丘について
① 開発区域の許可申請（全体面積及
び計画図）
② 開発区域の許可申請（公園及び調
整池の面積及び計画図）
③ ①②の確定図

あざぶの丘について
① 開発区域の許可申請（全体面積及
び計画図）
② 開発区域の許可申請（公園及び調
整池の面積及び計画図）
③ ①②の確定図

南台について
① 開発区域の許可申請（全体面積及
び計画図）
② 開発区域の許可申請（公園及び調
整池の面積及び計画図）
③ ①②の確定図

南台に係る次に掲げる図面
(1) 土地利用計画平面図
(2) １号公園計画平面図
(3) ２号公園計画平面図
(4) 調整池構造図１
(5) 土地利用計画平面図（変更１回
目）
(6) １号公園計画平面図（変更１回
目）
(7) ２号公園計画平面図（変更１回
目）
(8) プレキャスト遊水地構造図１
（変更１回目）
(9) 土地利用計画平面図（変更２回
目）
(10) １号公園計画平面図（変更２回
目）
(11) ２号公園計画平面図（変更２回
目）
(12) 遊水地配列図（変更２回目）
(13) 土地利用計画平面図（完了）

図書館学習交流プラザの外構工事の
契約書と設計書

（仮称）図書館学習交流プラザ建設
（外構）工事の契約書及び設計書

都計道路平池天王台線の砂後川橋脚
工事（H27年度）の工程表

平成27年度街路新設改良工事（都市
計画道路平池天王台線）実施工程表

準用河川砂後川改修工事（H27年度）
工程表

平成27年度河川改良工事（準用河川
砂後川）実施工程表



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

66 1月19日 市長 管財課 2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号アの規定に該当
（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）

67 1月27日 市長 生涯学習課 2月10日 全部開示

68 1月27日
教育委員
会

教育行政課 2月8日 全部開示

あざぶの丘帰属願、公共用地一覧
表、理由書、県公報、都計法32条同
意と帰属協議、その回答

帰属願、公共用地一覧表、愛知県公
報、都市計画法第32条の規定に基づ
く同意、公共施設帰属協議書と回
答、理由書

みよし市発注の学習交流センター2階
及び1階北側屋上防水改修工事（開札
日：平成27年6月25日）の金入り設計
書一式（表紙、工事概要、工事費内
訳表、明細表、代価表、機労材集計
リスト、算定表（共通仮設費・現場
管理費・一般管理費））

学習交流センター2階及び1階北側屋
上防水改修工事に係る金入り設計書
一式（表紙、工事概要、工事費内訳
表、明細表、代価表、機労材集計リ
スト、算定表（共通仮設費・現場管
理費・一般管理費））

みよし市発注の緑丘小学校プール塗
装改修工事(開札日：平成27年10月8
日）の金入り設計書一式（表紙、工
事概要、工事費内訳表、明細表、代
価表、機労材集計リスト、算定表
（共通仮設費・現場管理費・一般管
理費））

緑丘小学校プール塗装改修工事に係
る金入り設計書一式（表紙、工事概
要、工事費内訳表、明細表、代価
表、機労材集計リスト、算定表（共
通仮設費・現場管理費・一般管理
費））



No
受付
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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

69 2月1日 市長 総務課 2月15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）

みよし市が発注した土木・建築工事
の工事下請負届、H26年度、27年度の
2000万円（税抜）以上の工事に係る
もの

次に掲げる工事の工事下請負届
(1) 既成市街地公共下水道管渠築造工事
福谷地区（平成26年度）（平成27年度）
(2) 道路改良工事　市道三好明知下線
(3) 三好西部地区公共下水道管渠築造工
事　第S80工区
(4) 既成市街地公共下水道管渠築造工事
福谷地区その２（平成26年度）（平成27
年度）
(5) 河川改修工事　準用河川砂後川（平
成26年度）（平成27年度）
(6) 交差点改良工事　市道柿ノ木井ヶ谷
線・市道八和田西山　線
(7) 三好西部地区公共下水道管渠築造工
事　第S83工区
(8) 既成市街地公共下水道管渠築造工事
下り松地区
(9) 街路新設改良工事　都市計画道路平
池天王台線
(10) 河川改良工事　準用河川茶屋川
(11) やすらぎ霊園第２期工区整備工事
(12) やすらぎ霊園第２期工区整備工事
その２
(13) 三好公園整備工事
(14) 三好公園整備工事その２
(15) 前田緑道整備工事
(16) 総合体育館ペデストリアンデッキ
等改修（建築）工事
(17) 総合体育館外壁改修工事
(18) 三好公園整備工事（三好公園）
(19) 総合体育館受変電設備取替工事
(20) 舗装修繕工事　市道打越向山線
(21) 区画線設置工事
(22) 舗装修繕工事　市道三好丘自転車
歩行者専用道路４号　 線
(23) 莇生保育園大規模改修（機械）工
事
(24) 莇生保育園大規模改修（建築）工
事
(25) 莇生保育園大規模改修（電気）工
事
(26) 明知住宅B棟　浴室改修及び排水管
取替工事



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

70 2月1日
教育委員
会

教育行政課 2月9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）

みよし市が発注した土木・建築工事
の工事下請負届、H26年度、27年度の
2000万円（税抜）以上の工事に係る
もの

次の工事に係る下請負届
(1) 天王小学校大規模改修（2期）建築
工事
(2) 天王小学校大規模改修（2期）電気
工事
(3) 天王小学校大規模改修（2期）機械
工事
(4) 北中学校体育館屋根防水工事
(5) 小ホール舞台調光装置改修工事
(6) 大ホール舞台音響設備改修工事
(7) 中部小学校管理棟及び室内運動場屋
上防水改修工事
(8) 三好中学校普通教室空調機設置（機
械）工事
(9) 北中学校普通教室空調機設置（機
械）工事
(10)　南中学校普通教室空調機設置（機
械）工事

(11) 三好丘中学校普通教室空調機設置
（機械）工事
(12) サンアート大規模改修（屋上防
水・外壁改修）建築工事
(13) 天王小学校大規模改修（3期）建築
工事
(14) 天王小学校大規模改修（3期）電気
工事
(15) 天応小学校校舎改修（3期）機械工
事
(16) （仮称）みよし市図書館学習交流
プラザ建設工事
(17) 北中学校エレベーター棟増築工事
(18) 福谷公民館解体工事
(19) 給食センターボイラー取替工事
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71 2月1日 市長 環境課 2月15日 部分開示

条例第7条第3号アの規定に該当（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）

72 2月25日 市長 都市整備課 3月7日 全部開示

73 2月25日
農業委員
会

事務局 3月7日 不開示
条例第2条第2号非該当（文書不存
在）

74 3月8日 市長 防災安全課 3月11日 全部開示

75 3月14日 市長 環境課 3月25日 部分開示

条例第7条第3号アの規定に該当（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）

76 3月15日
病院事業
管理者

管理課 3月28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）

77 3月18日 市長 環境課 3月28日 全部開示水素自動車MIRAIの運行記録 運行日誌（MIRAI三河301る7211）

防犯カメラの設置・管理・運用に関
して行政区から市に提出された要望
書

防犯カメラの設置・管理・運用に関
して行政区から市に提出された要望
書

資源物売買契約書、単価契約書（ひ
ばりヶ丘古紙等資源回収業務委託及
び三好古紙等資源回収業務委託　平
成27年度分）

平成27年度三好古紙等資源回収業務
委託単価契約書
平成27年度資源物売買契約書（ひば
りヶ丘古紙等資源回収業務委託）
平成27年度ひばりヶ丘古紙等回収業
務委託単価契約書
平成27年度資源物売買契約書（三好
古紙等資源回収業務委託）

放射線機器一式（東芝放射線機器、
血管撮影装置、マンモグラフィ）、
MRIの保守委託契約に係る文書一式
（直近のもの）

1 東芝放射線機器保守業務委託に係
る文書
2 血管撮影装置保守業務委託に係る
文書
3 マンモグラフィー等保守点検業務
委託に係る文書
4 MRI保守点検業務委託に係る文書

やすらぎ霊園第2期工区整備工事及び
やすらぎ霊園第2期整備工事その2の
設計書、契約書及び一般競争入札公
告書

やすらぎ霊園第2期工区整備工事　設
計書、契約書、一般競争入札公告書
やすらぎ霊園第2期工区整備工事その
2　設計書、契約書、一般競争入札公
告書

市内福田町地内で行われている雨水
調整池設置工事において発注した掘
削残土の処分方法を記した文書

平成27年度みよし市福田第2雨水ポン
プ場建設工事に係る土木工事特記仕
様書

市内福田町池下43-1で計画されてい
る土壌改良に関し農業委員会に提出
された文書、農業委員会が作成した
文書、協議の記録

市内福田町池下43-1で計画されてい
る土壌改良に関し農業委員会に提出
された文書、農業委員会が作成した
文書、協議の記録
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78 3月22日
教育委員
会

教育行政課 3月28日 全部開示

79 3月28日
農業委員
会

事務局 4月4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）

三好丘小学校一階、２階、３階平面
図

みよし市立三好丘小学校1階・2階・3
階平面図

福田町池下43-1地内で計画された土
壌改良に関する文書

農地改良届出書


