
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 3月23日
教育委員
会

教育行政課 4月1日 部分開示
条例第７条第２号に該当（個人に関
す
る情報）

2 4月3日 市長 道路河川課 4月10日 全部開示

3 4月6日 市長 都市計画課 4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）

4 4月6日 市長 公園緑地課 4月17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）

5 4月15日 市長 防災安全課 4月24日 全部開示

6 4月16日 市長 下水道課 4月23日 全部開示

7 4月16日 市長 下水道課 4月23日 全部開示

8 4月16日 市長 下水道課 4月16日 取下げ

9 4月30日
教育委員
会

教育行政課 5月12日 全部開示

10 5月13日
教育委員
会

教育行政課 5月28日 全部開示

11 5月13日
教育委員
会

教育行政課 5月28日 全部開示

12 5月13日
教育委員
会

教育行政課 5月28日 全部開示

13 5月13日
教育委員
会

教育行政課 5月28日 全部開示

14 5月13日 市長 道路河川課 5月22日 全部開示

15 5月28日 市長 税務課 6月2日 全部開示

16 5月28日
教育委員
会

教育行政課 5月28日 全部開示

17 6月10日 市長 下水道課 6月11日 取下げ

令和２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29年11月2日入札
福田分団詰所火の見櫓撤去及びホー
スリフター設置工事
見積り明細書、仕様書

福田分団詰所火の見櫓撤去及びホー
スリフター設置工事設計書及び仕様
書

（落札決定日：令和1年10月24日）
農業集落排水管路更生工事（福谷処
理区）
上記に係る金入り設計書（内訳書、
明細表、施工単価表、単価表、施工
パッケージ単価表、単価登録一覧
表、諸経費計算表、処分費内訳書の
金額入りを含む）

令和元年度　設計書　農業集落排水
管路更生工事　福谷処理区（図面、
仕様書及び数量表を除く。）

みよし市立三好ヶ丘中学校建設に
当って実施した地盤調査資料

きたよし地区中学校造成工事の地質
調査報告書

平成31年度　三好ケ丘駅前広場整備
工事金入り設計書

平成31年度　設計書　三好ケ丘駅前
広場整備工事

市営あみだ堂住宅の防火設備点検委
託の契約書、点検方法を記した文書

みよし市市営住宅総合維持管理業務
委託契約書
みよし市市営住宅総合維持管理業務
委託仕様書

（落札決定日：令和1年5月16日）
公共下水道管路更生工事（三好処理
区）
上記に係る金入り設計書（内訳書、
明細表、施工単価表、単価表、施工
パッケージ単価表、単価登録一覧
表、諸経費計算表、処分費内訳書の
金額入りを含む）

令和元年度　設計書　公共下水道管
路更生工事　三好処理区（図面、仕
様書及び数量表を除く。）

みよし市が令和2年度に発注する土木
工事で使用する市独自で調査した単
価の一覧（下水道課）

4/16取下げ

文部科学省が実施する「公立小中学
校の空調（冷房）設置状況」の貴市
の状況
1998年(平成10年)、2001年(平成13
年)、2004年(平成16年)、2007年(平
成19年)、2010年(平成22年)、2014年
(平成26年)、2017年(平成29年)の普
通教室・特別教室の保有室数、設置
室数

空調（冷房）設備設置状況調査票
（平成28年度）

南部小学校トイレ改修工事内訳書一
式（別紙含むすべて）

南部小学校トイレ改修工事設計書

三好丘小学校トイレ改修工事内訳書
一式（別紙含むすべて）

三好丘小学校トイレ改修工事設計書

緑丘小学校トイレ改修工事内訳書一
式（別紙含むすべて）

緑丘小学校トイレ改修工事設計書

中部小学校トイレ改修工事内訳書一
式（別紙含むすべて）

中部小学校トイレ改修工事設計書

三好ヶ丘駅前広場整備工事その２
（都市計画道路三好ヶ丘停車場線）
内訳書一式

令和元年度　設計書　三好ヶ丘駅前
広場整備工事その２（都市計画道路
三好ヶ丘停車場線）

航空写真（平成３１年撮影分）みよ
し市打越町三本松３０番１９１　A３
1/2500

平成３１年度航空写真（みよし市打
越町三本松30番191周辺）

中部小学校トイレ改修工事（開札執
行日　令和２年４月３０日）の明細
書を含む金入り設計書一式及び経費
計算表、最低制限価格

中部小学校トイレ改修工事設計書
中部小学校トイレ改修工事予定価格
調書

みよし市が令和2年度に発注する土木
工事で使用する市独自で調査した単
価の一覧（下水道課）

6/11取下げ

H31年度に行われた三好公園樹木調査
診断業務委託の成果物

三好公園樹木調査診断業務委託　報
告書　令和2年3月



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 6月18日 市長 防災安全課 6月30日 全部開示

19 6月30日
教育委員
会

教育行政課 7月14日 全部開示

20 6月30日
教育委員
会

教育行政課 7月14日 部分開示
条例第７条第２号に該当（個人に関
す
る情報）

21 6月30日
教育委員
会

教育行政課 7月14日 不開示
条例第２条第２号に規定する行政文書を
作成又は取得していないため。

22 7月6日 市長 道路河川課 7月13日 全部開示

23 8月22日 市長 下水道課 9月2日 全部開示

24 9月1日 市長 総務課 9月2日 全部開示

25 9月8日 市長 下水道課 9月17日 全部開示

26 9月9日 市長 道路河川課 9月17日 全部開示

27 9月18日 市長 道路河川課 10月2日 不開示
当該行政文書は、環境課における委託
業務内の軽微な作業のため作成及び取
得しておらず、存在しない。

28 9月28日 市長 道路河川課 10月2日 全部開示

29 10月12日 市長 協働推進課 10月21日 全部開示

30 10月23日 市長 公園緑地課 11月6日 部分開示

・ワークショップに関する書類及び
福谷公園コンサル委託書類のうち１
の部分は、条例第７条第２号に該当
（個人に関す
る情報）
・福谷公園コンサル委託書類のうち
２の部分は、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）

31 10月29日 市長 都市計画課 11月11日 取下げ

32 10月29日
農業委員
会

事務局 11月12日 部分開示
条例第７条第２号に該当（個人に関
す
る情報）

33 11月16日 市長 税務課 11月20日 全部開示

H27.5.15入札「防災行政無線デジタ
ル化整備工事」の予定価格、公告と
仕様を記した書類

防災行政無線デジタル化整備工事予
定価格調書及び公告文

サンアート改修工事に係る資料
１）改修工事に係る決定会議記録及
び委員名（審議会議記録及び委員
名）
２）改修工事予算及び期間（平成２
８・２９年度、平成３０年度令和１
年度）
３）レセプションホール利用状況

1 サンアート大規模修繕年次計画
2 サンアート大規模改修（建築）工
事図面、設計書
3 サンアート大規模改修（舞台機
構）工事設計書
4 各施設年間利用状況
5 レセプションホール月別利用状況

サンアート改修工事に係る資料
レセプションホール利用状況の詳細
（公募みよし美術展に係る部分）

1 日次報告書（平成30年9月2日及び
平成30年9月4日から平成30年9月9日
まで）
2 日次報告書（令和元年9月1日及び
令和元年9月3日から令和元年9月8日
まで）

サンアート改修工事に係る資料
改修工事に係る決定会議記録及び委
員名（審議会議記録及び委員名）
レセプションホールの改修工事に係
る決定会議記録及び委員名

改修工事に係る決定会議記録及び委
員名（審議会議記録及び委員名）
レセプションホールの改修工事に係
る決定会議記録及び委員名

道路草刈管理業務委託（市道打越黒
笹１号線外）の明細書を含む金入り
設計書一式及び経費計算表

実施設計書　令和02年度　道路草刈
管理業務委託（市道打越黒笹1号線
外）

「平池浄化センター地下槽有効利用
及び上屋取壊し工事」（開札執行日
令和元年８月８日）・上記明細書を
含む金入り設計書一式及び経費計算
表

令和元年度　設計書　平池浄化セン
ター地下槽有効利用及び上屋取壊し
工事　平池浄化センター（図面、仕
様書及び数量表を除く。）

令和２年度共通物品落札金額一覧表
令和２年度見積結果一覧（共通物
品）

管理番号：20200000000599　工種区
分：土木一式工事
工事名：三好西部地区公共下水道管
渠築造工事（第S87工区）
工事場所：みよし市福田町地内
・上記工事の予定価格調書
・上記工事の図面を除く金入り設計
書一式

実施設計書　令和02年度　三好西部
地区公共下水道管渠築造工事　第S87
工区（図面、仕様書及び数量表を除
く。）

三好ヶ丘駅前広場整備工事その２
（都市計画道路三好ヶ丘停車場線）
開札執行日　令和２年３月１６日

令和元年度　設計書　三好ヶ丘駅前
広場整備工事その２（都市計画道路
三好ヶ丘停車場線）

狐洞児童遊園地に設置されているゴ
ミ集積所前の側溝に、側溝蓋を追加
する決定をしたことに関する資料の
全て

狐洞児童遊園地に設置されているゴ
ミ集積所前の側溝に、側溝蓋を追加
する決定をしたことに関する資料の
全て

第590号
舗装修繕工事（市道竹ヶ花三好丘
線）
金入り設計書/総合点の内訳

実施設計書　令和02年度　舗装修繕
工事（市道竹ヶ花三好丘線）、落札
決定結果

市民活動保険（自治会活動）につい
ての令和２年度契約時の入札および
見積り合わせ等の結果

見積結果調書

H4.3.23都市計画決定している福谷公
園関係書類
・福谷公園を福谷地区公園変更した
書類
・ワークショップに関する書類
・福谷公園コンサル委託書類

・福谷公園を福谷地区公園変更した
書類
　都市計画変更告示（三好町告示第7
号及びみよし市告示第42号）
・ワークショップに関する書類
　決定書　福谷公園ワークショップ
公募メンバー募集要項について(伺
い)他23件
・福谷公園コンサル委託書類
　執行伺書他12件

平成4年5月21日都市計画決定
保田ヶ池公園ワークショップに関す
る全ての書類

11/11取下げ

遊休農地の解消　平成26年度から現
在までの市と農業委員会が行った調
査結果に関する、再生可能、再生困
難の仕分け
農地法第31条に関する全ての書類

所有農地の適正管理について（伺
い）（平成27年6月5日決定書）他16
件

2019年中の登記異動修正済の、土地
家屋形状図shapeデータ

土地家屋形状図（2019年中の登記移
動修正済のshapeデータ）



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 12月11日 市長 環境課 12月22日 不開示

上記１の当該行政文書は保存期間満
了により、現在は存在しない。上記
２及び３の当該文書は作成又は取得
していない、又は保存期間満了によ
り、現在は存在しない。

35 12月17日
教育委員
会

学校教育課 1月18日 全部開示

36 12月17日
教育委員
会

学校教育課 1月18日 不開示
条例第２条第２号に規定する行政文書を
作成又は取得していないため。

37 12月21日 市長 下水道課 1月4日 全部開示

38 12月24日 市長 下水道課 1月4日 全部開示

39 1月8日 市長 協働推進課 1月14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）

40 1月18日 市長 税務課 1月22日 部分開示

条例第7条第1号に規定する「法令の
定めるところ（地方税法第22条）に
より、公にすることができないと認
められる情報」に該当するため。

41 1月19日 市長
子育て支援
課

1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）

42 2月10日
選挙管理
委員会

選挙管理委
員会

2月16日 全部開示

43 2月10日
選挙管理
委員会

選挙管理委
員会

2月16日 部分開示

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、事務の適正な
遂行に支障を及ぼすおそれがあるも
の）

44 2月16日 市長 下水道課 2月19日 全部開示

45 2月16日 市長 下水道課 2月19日 全部開示

46 2月23日 市長 市民課 3月1日 不開示
条例第２条第２号に規定する行政文書を
作成又は取得していないため。

47 2月24日
選挙管理
委員会

選挙管理委
員会

3月1日 不開示
条例第２条第２号に規定する行政文書を
作成又は取得していないため。

48 2月26日 市長 道路河川課 3月8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。）

・中部電力三好変電所の用地買収に
関する資料について（関係書類の一
切（全部）について）
・中部電力三好変電所の用地買収に
関する●●並びに従前（建設予定地
内にあった土地所有者の氏名及びそ
の土地所有者の土地の配分等に関す
る一切の資料
・本件三好変電所用地買収に関する
当時三好町と三好下行政区との交渉
及び役割等に関する資料又、中部電
力から交付された協力金に関する一
切の資料

１　中部電力三好変電所の用地買収
に関する資料について（関係書類の
一切（全部）について）
２　中部電力三好変電所の用地買収
に関する●●並びに従前（建設予定
地内にあった土地所有者の氏名及び
その土地所有者の土地の配分等に関
する一切の資料
３　本件三好変電所用地買収に関す
る当時三好町と三好下行政区との交
渉及び役割等に関する資料又、中部
電力から交付された協力金に関する
一切の資料

みよし市立黒笹小学校が作成した以
下の文書・全職員の一覧表2020年
度・全職員の在校時間記録2020年4-
11月・全職員の勤務時間の割振り変
更記録2020年4-11月（泊を伴う行事
だけでなく、日常の業務に対する割
振り変更も含む）・衛生委員会会議
録2020年4-11月・産業医執務記録
2020年4-11月

・令和２年度　黒笹小学校職員名簿
・令和２年度　泊を伴う行事の日の
勤務時間割振簿
・在校時間等の状況記録　令和２年
４月分から令和２年１１月分まで

みよし市立黒笹小学校が作成した以
下の文書・全職員の一覧表2020年
度・全職員の在校時間記録2020年4-
11月・全職員の勤務時間の割振り変
更記録2020年4-11月（泊を伴う行事
だけでなく、日常の業務に対する割
振り変更も含む）・衛生委員会会議
録2020年4-11月・産業医執務記録
2020年4-11月

みよし市立黒笹小学校が作成した以
下の文書
・全職員の勤務時間の割振り変更
2020年4月-11月（日常の業務に対す
る割振り変更）
・衛生委員会会議録　2020年4-11月
・産業医執務記録　2020年4-11月

令和２年度案件番号８２０号農業集
落排水管路更生工事（福田処理区）
金入り設計書（図面、仕様書等を除
く）

実施設計書　令和02年度　農業集落
排水管路更生工事　福田処理区（図
面、仕様書及び数量表を除く。）

「農業集落排水管路更生工事（福田
処理区）、公共下水道管路更生工事
（三好処理区）」（開札執行日　令
和２年１２月１７日）
・上記明細書を含む金入り設計書一
式及び経費計算表

実施設計書　令和02年度　農業集落
排水管路更生工事　福田処理区（図
面、仕様書及び数量表を除く。）
実施設計書　令和02年度　公共下水
道管路更生工事　三好処理区（図
面、仕様書及び数量表を除く。）

黒笹行政区からの行政区要望
（道路の拡幅にかんするもの）

令和２年度行政区需要状況調査書
（緊急分）

みよし市固定資産（土地）評価事務
取扱要領

平成30基準年度　土地評価事務取扱
要領

令和2年度に公募された「放課後児童
クラブ運営業務委託」の契約候補者
である「株式会社明日葉」の業務提
案書一式（様式第8号）

業務提案書（みよし市放課後児童ク
ラブ運営業務委託）

大村愛知県知事リコール運動の不正
の有無について県選管からの問合せ
文書及びそれに対する市選管の回答
文書

愛知県知事解職請求に係る署名簿の
調査について（依頼）

大村愛知県知事リコール運動の不正
の有無について県選管からの問合せ
文書及びそれに対する市選管の回答
文書

愛知県知事解職請求に係る署名簿の
調査について（回答）

案件番号　第820号
農業集落排水管路更生工事（福田処
理区）
工事場所　みよし市福田町地内
金入設計書　材料費見積金額

実施設計書　令和02年度　農業集落
排水管路更生工事　福田処理区（図
面、仕様書及び数量表を除く。）

案件番号　第821号
公共下水道管路更生工事（三好処理
区）
工事場所　みよし市三好町地内
金入設計書　材料費見積金額

実施設計書　令和02年度　公共下水
道管路更生工事　三好処理区（図
面、仕様書及び数量表を除く。）

下記の者からの、令和２年度（本開
示請求受付の日まで）の、個人また
は法人の申出による住民基本台帳の
一部の写しの閲覧状況の分かる文
書。　１）お辞め下さい大村秀章愛
知県知事　愛知１００万人リコール
の会　２）鵜飼幸孝　３）田中孝博

下記の者からの、令和２年度（本開
示請求受付の日まで）の、個人また
は法人の申出による住民基本台帳の
一部の写しの閲覧状況の分かる文
書。　１）お辞め下さい大村秀章愛
知県知事　愛知１００万人リコール
の会　２）鵜飼幸孝　３）田中孝博

下記の者による、令和２年度（本開
示請求受付の日まで）の、選挙人名
簿の洋本の閲覧状況の分かる文書。
１）お辞め下さい大村秀章愛知県知
事　愛知１００万人リコールの会
２）鵜飼幸孝　３）田中孝博

下記の者による、令和２年度（本開
示請求受付の日まで）の、選挙人名
簿の洋本の閲覧状況の分かる文書。
１）お辞め下さい大村秀章愛知県知
事　愛知１００万人リコールの会
２）鵜飼幸孝　３）田中孝博

地籍調査（国土調査）に関連するシ
ステム導入に付いての情報公開
導入メーカー、導入ソフト名、落札
年月（導入年月）、落札業者、契約
形態（①リース契約又は②買取）、
料金（①リース：賃貸借使用料、②
買取：年間保守料金［令和2年度］）
（担当部局名：都市建設部道路河川
課）

・単価契約書（地籍調査事務支援シ
ステム機器賃借）
・入札結果登録



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

49 3月17日 市長
子育て支援
課

3月24日 部分開示
条例第７条第２号に該当（個人に関
す
る情報）

50 3月22日 市長 環境課 3月31日 部分開示

１　地域ねこ活動団体登録申請中代
表者の印影、電話番号、代表者を除
く構成員の氏名及び住所並びに住宅
地図に記載された氏名及び構成員の
印影
２　地域ねこ活動団体登録事項変更
届中代表者の印影、電話番号、代表
者を除く構成員の氏名及び住所並び
に住宅地図に記載された氏名及び構
成員の印影
３　犬・猫避妊等手術費補助金交付
申請書兼実績報告書中申請者の印影
及び電話番号、領収書中印影並びに
構成員の氏名

51 3月22日 市長 環境課 3月31日 全部開示

52 3月29日 市長
道路河川課
環境課

4月8日 不開示
当該行政文書は、環境課における委
託業務内の軽微な作業のため作成及
び取得しておらず、存在しない。

狐洞児童遊園地に設置されているゴ
ミ集積所の前の側溝に、側溝蓋を設
置・追加する決定をしたことに関す
る資料の全て（過去全てのもの）

狐洞児童遊園地に設置されているゴ
ミ集積所前の側溝に、側溝蓋を設
置・追加する決定をしたことに関す
る資料の全て（過去全てのもの）

放課後児童クラブ（北部、天王、三好
丘、緑丘）運営業務委託で選定された株
式会社明日葉の提案書

業務提案書（みよし市放課後児童ク
ラブ運営業務委託）

R2年度に三好丘桜地域猫の会が市に
届けた文書と市の回答及び地域猫の
取扱い活動について定めた市の文書

１　地域ねこ活動団体登録について
（伺い）
２　地域ねこ活動団体登録事項変更
届
３　犬・猫避妊等手術費補助金の交
付決定について（伺い）（令和２年
９月２８日決定他２件）

R2年度に三好丘桜地域猫の会が市に
届けた文書と市の回答及び地域猫の
取扱い活動について定めた市の文書

１　みよし市地域ねこ活動団体の登
録等に関する基準
２　みよし市犬・猫避妊等手術費補
助金交付要綱


