
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29日 市長 道路河川課 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。

2 4月7日 市長 下水道課 4月14日 全部開示

3 4月22日 市長 道路河川課 5月6日 全部開示

4 4月30日 市長
子育て支援
課

5月12日 全部開示

5 4月30日
教育委員
会

教育行政課 5月11日 全部開示

6 5月10日 市長 道路河川課 5月17日 全部開示

7 5月7日 市長 道路河川課 5月18日 全部開示

8 5月14日 市長 道路河川課 5月26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。）

9 5月14日 市長 下水道課 5月26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。

10 5月14日 市長 下水道課 5月26日 全部開示

11 5月17日
教育委員
会

教育行政課 5月31日 全部開示

12 5月21日 市長 下水道課 6月1日 全部開示

13 5月31日 市長 税務課 6月2日 全部開示

14 6月2日 市長 産業課 6月8日 全部開示

15 6月4日 市長 公園緑地課 6月11日 全部開示
北井山公園トイレ整備工事の明細を
含む金入り設計書一式及び経費計算
表

北井山公園トイレ整備工事設計書

管理番号：2021000000381　工種区
分：土木一式工事　工事名：公共下
水道圧送管布設工事（三好処理区）
工事場所：みよし市三好丘地内
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03年度　公共下水
道圧送管布設工事　三好処理区（図
面、仕様書及び数量表を除く。）

令和3年度固定資産土地評価事務取扱
要領

令和3基準年度　土地評価事務取扱要
領

令和2年度工業団地基本計画作成業務
委託　みよし市明知町八和田山地内
報告書（現況図、土地利用計画図
等）

令和2年度工業団地基本計画作成業務
委託（みよし市明知町八和田山地
内）報告書のうち、次に掲げる部分
・表紙及び目次
・2.4　土地の概要（2-5ページ）
・4.1　道路計画（4-2ページ及び4-
2-2ページ）
・4.2　土地利用計画（4-5ページか
ら4-8ページまで）
・4.3　造成計画（4-9ページ）
・土地利用計画図1案（4-7ページ）
・土地利用計画図2案（4-8ページ）
・位置図（5-3ページ）
・現況平面図（5-4ページ）
・造成計画平面図1案（5-13ページ）
・造成計画平面図2案（5-14ページ）
・航空写真（6-6ページ）

令和3年度　公共工事（上水）で使用
する独自単価一覧

令和3年度　公共工事（上水）で使用
する独自単価一覧

令和2年度　公共工事（下水）で使用
する独自単価一覧

令和2年度　単価一覧表（下水）

令和3年4月1日公告「三吉小学校大規
模改修（2期）建築工事」に関する金
入り設計書（最下層まで）

三吉小学校大規模改修（2期）建築工
事設計書

平成30年度　調整池築造工事（三好
中島地区計画1号公共空地）
金入り設計書（当初・変更）一式、
図面、数量、特記仕様書

・平成30年度　設計書　調整池築造
工事（特記仕様書含む。）
・平成30年度　工事変更設計書　調
整池築造工事（特記仕様書及び図面
含む。）

市道黒笹山手1号線（路線番号761）
から市道黒笹山手19号線（路線番号
779）までの19路線にかかる、区域決
定/供用開始告示と位置図・平面図
（縮尺1/500～1/2500程度を希望）。

・令和3年みよし市告示第2号（市道
路線の区域決定について）
・令和3年みよし市告示第3号（市道
路線の供用開始について）

令和3年度　公共工事（土木）で使用
する独自単価一覧

令和3年度　一般資材単価見積比較一
覧表

道路草刈管理業務委託（市道打越黒
笹1号線ほか）（開札執行日　令和3
年4月22日）明細を含む金入り設計書
一式及び経費計算書　工事の最低制
限価格

実施設計書　令和03年度　道路草刈
管理業務委託（市道打越黒笹1号線ほ
か）

「なかよし保育園増築（機械）工
事」（開札執行日　令和3年4月28
日）
・上記明細書を含む金入り設計書一
式及び経費計算表
・上記工事の最低制限価格

なかよし保育園増築（機械）工事設
計書
なかよし保育園増築（機械）工事予
定価格調書

「三吉小学校大規模改修（2期）機械
工事」（開札執行日　令和3年4月22
日）
・上記明細書を含む金入り設計書一
式及び経費計算表
・上記工事の最低制限価格

三吉小学校大規模改修（2期）機械工
事設計書
三吉小学校大規模改修（2期）機械工
事予定価格調書

令和３（2021）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

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）

管理番号：2020000000599　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Ｓ
87工区（図面、仕様書及び数量表を
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

16 6月5日 市長 企画政策課 6月18日 全部開示

17 6月5日 市長 企画政策課 6月18日 不開示

1　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。
2　行政文書の保存期間（10年間）の
満了により廃棄し、当該行政文書を
保有していないため。

18 6月24日 市長
子育て支援
課

6月28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。

19 6月24日 市長 健康推進課 7月8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。

20 6月24日 市長 下水道課 7月5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。

21 6月24日
教育委員
会

教育行政課 7月7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1日 市長 道路河川課 7月15日 全部開示

23 7月5日 市長 道路河川課 7月15日 全部開示

24 7月5日 市長 道路河川課 7月15日 全部開示

25 7月6日 市長 道路河川課 7月20日 全部開示

26 7月8日 市長 道路河川課 7月13日 取下げ

金入設計書（設計書鏡、事業費総括
表、本工事内訳書、代価表）、工事
名：令和3年度　街路新設改良工事
（都市計画道路平池天王寺線）、工
事場所：みよし市三好町地内

実施設計書　令和3年度　街路新設改
良工事（都市計画道路平池天王台
線）

工事名：橋梁修繕工事
設計書番号：R03D46J00500　に係る
金入設計書
※単価表、調査基準価格・失格判断
基準・最低制限価格、算定表含む

実施設計書　令和03年度　橋梁修繕
工事（地念古橋）

土地収用またはこれを前提とする任
意買収にかかる不動産の評価方法を
定めた運用基準、指針等（国等のも
のを準用する場合、準用の対象とな
る運用基準、指針等）

7/13取下げ

みよし市教育委員会が契約した損害
保険契約（保険料5万円以上：証券単
位）（2020年6月1日から2021年5月31
日の間に保険契約の始期があるも
の）で、保険契約に係る保険証券
（団体契約の場合は加入証）及び仕
様書の写し
ただし、以下は除外する。
自動車保険、自賠責保険、火災保
険、ボランティア保険、各種共済契
約

みよし市教育委員会が契約した損害
保険契約（保険料5万円以上：証券単
位）（2020年6月1日から2021年5月31
日の間に保険契約の始期があるも
の）で、保険契約に係る保険証券
（団体契約の場合は加入証）及び仕
様書の写し
ただし、以下は除外する。
自動車保険、自賠責保険、火災保
険、ボランティア保険、各種共済契
約

調整池築造工事（三好中島地区計画2
号調整池）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3年度　調整池築造
工事（三好中島地区計画2号調整池）

金入設計書（設計書鏡、事業費総括
表、本工事内訳書、代価表）、案件
番号：第267号（公告：令和3年4月8
日）、工事名：調整池造成工事（三
好中島地区計画2号調整池）、工事場
所：みよし市三好町地内

実施設計書　令和3年度　調整池築造
工事（三好中島地区計画2号調整池）

みよし市が契約した損害保険契約
（保険料5万円以上：証券単位）
（2020年6月1日から2021年5月31日の
間に保険契約の始期があるもの）
で、次の各号のいずれかに該当する
保険契約に係る保険証券（団体契約
の場合は加入証）及び仕様書の写し
１　児童安全共済制度、児童クラブ
共済制度に係る保険契約
２　予防接種に係る保険契約（㈱日
本病院共済会（日々雇用者傷害保険
等）
３　上下水道事業における保険契約
ただし、以下は除外する。
自動車保険、自賠責保険、火災保
険、ボランティア保険、各種共済契
約

みよし市が契約した損害保険契約
（保険料5万円以上：証券単位）
（2020年6月1日から2021年5月31日の
間に保険契約の始期があるもの）
で、次の各号のいずれかに該当する
保険契約に係る保険証券（団体契約
の場合は加入証）及び仕様書の写し
１　児童安全共済制度、児童クラブ
共済制度に係る保険契約

ただし、以下は除外する。
自動車保険、自賠責保険、火災保
険、ボランティア保険、各種共済契
約

みよし市が契約した損害保険契約
（保険料5万円以上：証券単位）
（2020年6月1日から2021年5月31日の
間に保険契約の始期があるもの）
で、次の各号のいずれかに該当する
保険契約に係る保険証券（団体契約
の場合は加入証）及び仕様書の写し
１　児童安全共済制度、児童クラブ
共済制度に係る保険契約
２　予防接種に係る保険契約（㈱日
本病院共済会（日々雇用者傷害保険
等）
３　上下水道事業における保険契約
ただし、以下は除外する。
自動車保険、自賠責保険、火災保
険、ボランティア保険、各種共済契
約

みよし市が契約した損害保険契約
（保険料5万円以上：証券単位）
（2020年6月1日から2021年5月31日の
間に保険契約の始期があるもの）
で、次の各号のいずれかに該当する
保険契約に係る保険証券（団体契約
の場合は加入証）及び仕様書の写し
２　予防接種に係る保険契約（㈱日
本病院共済会（日々雇用者傷害保険
等）

ただし、以下は除外する。
自動車保険、自賠責保険、火災保
険、ボランティア保険、各種共済契
約

みよし市が契約した損害保険契約
（保険料5万円以上：証券単位）
（2020年6月1日から2021年5月31日の
間に保険契約の始期があるもの）
で、次の各号のいずれかに該当する
保険契約に係る保険証券（団体契約
の場合は加入証）及び仕様書の写し
１　児童安全共済制度、児童クラブ
共済制度に係る保険契約
２　予防接種に係る保険契約（㈱日
本病院共済会（日々雇用者傷害保険
等）
３　上下水道事業における保険契約
ただし、以下は除外する。
自動車保険、自賠責保険、火災保
険、ボランティア保険、各種共済契
約

みよし市が契約した損害保険契約
（保険料5万円以上：証券単位）
（2020年6月1日から2021年5月31日の
間に保険契約の始期があるもの）
で、次の各号のいずれかに該当する
保険契約に係る保険証券（団体契約
の場合は加入証）及び仕様書の写し
３　上下水道事業における保険契約

ただし、以下は除外する。
自動車保険、自賠責保険、火災保
険、ボランティア保険、各種共済契
約

コミニティバスさんさんバス全車両
車検証写し、車両台帳写し、バス制
作仕様書写し、外観図、艤装図写
し、現有車及び過去車のもの

1　現有車の自動車検査証（名古屋
200か3570）他6台分
2　過去車の自動車検査証（名古屋
200か2258）他4台分
3　現有車の設計書
　・さんさんバス車両（くろまつく
ん5号・さつきちゃん6号）設計書
　・バス車両（さんさんバス　くろ
まつくん3号・さつきちゃん4号）設
計書
　・さんさんバス車両（くろまつく
ん1号）設計書
　・さんさんバス車両設計書

コミニティバスさんさんバス全車両
車検証写し、車両台帳写し、バス制
作仕様書写し、外観図、艤装図写
し、現有車及び過去車のもの

1　請求のあった公文書のうち、車両
台帳写し、艤装図写し
2　請求のあった公文書のうち、過去
車の車検証写し（3み令企第129号で
開示した車検証以外のもの）、過去
車のバス制作仕様書写し、過去車の
外観図



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 7月8日
教育委員
会

教育行政課 7月14日 全部開示

28 7月8日 市長 公園緑地課 7月13日 取下げ

29 7月16日 市長 道路河川課 7月27日 全部開示

30 8月6日 市長
子育て支援
課

8月20日 部分開示
条例第7条第2号に該当（個人に関す
る情報）

31 8月23日 市長 下水道課 9月6日 全部開示

32 8月24日
選挙管理
委員会

事務局 9月3日 全部開示

33 9月2日 市長 市民課 9月16日 全部開示

34 9月2日 市長 福祉課 9月14日 全部開示

35 9月2日 市長 長寿介護課 9月10日 全部開示

36 9月14日 市長 下水道課 9月27日 全部開示

37 9月14日 市長 下水道課 9月27日 全部開示

38 9月15日 市長
子育て支援
課

9月17日 全部開示

39 9月15日 市長
子育て支援
課

9月21日 全部開示

40 9月17日 市長 健康推進課 9月30日 全部開示

41 9月30日 市長 税務課 10月7日 全部開示

42 9月30日 市長 税務課 10月7日 部分開示

登記事項以外の部分は、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。

43 10月11日 市長 協働推進課 10月20日 部分開示
条例第7条第2号に該当（個人に関す
る情報）

１．土地・家屋課税台帳の電磁的記
録で最新のもの。
２．１で不存在又は開示不可能の場
合は、１以外の文書で、みよし市内
の土地・家屋の登記情報のうち、土
地の所在・地番・地目・地積、家屋
の所在・地番・家屋番号・種類・構
造・床面積の情報を含む一覧の電磁
的記録で最新のもの。登記名義人・
建築年の情報もあれば含む。

令和3年度土地家屋課税台帳

みよし市市民活動保険（自治会活
動）についての下記文書
・令和3年度契約時の入札および見積
り合わせ等の結果
・令和3年度契約の保険証券（補償内
容の記載してある面のみ）
・H30,R1,R2年度契約の事故件数およ
び支払い保険金額（被害者に支払っ
た保険金額）

・見積結果調書
・30　市民活動保険事故受付等一覧
・31　市民活動保険事故受付等一覧
・2　市民活動保険事故受付等一覧

「市民活動センター印刷作業室空調
機更新工事」（開札執行日　令和2年
10月29日）
・上記明細書を含む金入り設計書一
式及び経費計算表
・上記工事の最低制限価格

市民活動センター印刷作業室空調機
更新工事設計書
市民活動センター印刷作業室空調機
更新工事予定価格調書

健康診査等データ入力業務委託（保
健センター）に係る入札仕様書・設
計書（金額なし）等の見積積算に必
要な書類一式（令和3年度分）

・令和3年度健康診査等データ入力業
務委託設計書
・健康診査等データ入力業務委託仕
様書

みよし市の地番が載った図面（公
図、地籍図、地番参考（現況）図
等、図面種類・精度は問わない）
で、2020年中の登記異動修正済の
shapeデータ。

土地家屋形状図（2020年中の登記異
動修正済のshapeデータ）

「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）※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　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。）

「農業集落排水管路更生工事（福田
処理区）」（開札執行日令和2年12月
17日）※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。）

「みどり保育園職員室空調機取替工
事」（開札執行日　令和2年11月12
日）
・上記明細書を含む金入り設計書一
式及び経費計算表
・上記工事の最低制限価格

みどり保育園職員室空調機取替工事
設計書
みどり保育園職員室空調機取替工事
予定価格調書

「カリヨンハウス2階改修（機械）工
事」（開札執行日　令和3年7月29
日）
・上記明細書を含む金入り設計書一
式及び経費計算表
・上記工事の最低制限価格

カリヨンハウス2階改修（機械）工事
設計書
カリヨンハウス2階改修（機械）工事
予定価格調書

「旧障がい者福祉センター改修（機
械）工事」（開札執行日　令和3年7
月29日）
・上記明細書を含む金入り設計書一
式及び経費計算表
・上記工事の最低制限価格

旧障がい者福祉センター改修（機
械）工事設計書
旧障がい者福祉センター改修（機
械）工事予定価格調書

「福谷老人憩の家空調機取替工事」
（開札執行日　令和3年8月19日）
・上記明細書を含む金入り設計書一
式及び経費計算表
・上記工事の最低制限価格

福谷老人憩の家空調機取替工事設計
書
福谷老人憩の家空調機取替工事予定
価格調書

令和2年度みよし市放課後児童クラブ
運営業務委託に関する最優秀事業者
の企画提案書及び採点表

業務提案書（みよし市放課後児童ク
ラブ運営業務委託）及びみよし市放
課後児童クラブ運営業務委託プロ
ポーザル審査結果

「下水道法に基づく特定施設届出事
業場リスト（一覧）」以下の項目を
お含む（ご都合上、ご提供頂けない
情報は結構です。）
・工場または事業場の名称・工場ま
たは事業場の所在地・施設番号・設
置番号・設置または使用届出年月
日・施設項番号・施設名称・届出排
出量・有害物質の有無・有害物質の
種類

三好処理区特定施設届出事業場リス
ト

案件番号2104072352100494279と
2107072352100505899の仕様書（選挙
ポスター掲示場設置等業務）

・衆議院議員総選挙ポスター掲示場
設置・管理・撤去等業務委託仕様書
・みよし市長選挙ポスター掲示場設
置・管理・撤去業務委託

「三好丘小学校職員室空調機取替工
事」（開札執行日　令和3年6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
・上記工事の最低制限価格

三好丘小学校職員室空調機取替工事
設計書
三好丘小学校職員室空調機取替工事
予定価格調書

「総合体育館大規模改修（12期）機
械工事」（開札執行日　令和3年7月1
日）
・上記明細書を含む金入り設計書一
式及び経費計算表
・上記工事の最低制限価格

7/13取下げ

金入り設計書
舗装修繕工事　市道東山台弥栄線

実施設計書　令和03年度　舗装修繕
工事（市道東山台弥栄線）



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

44 10月13日 市長 税務課 10月19日 全部開示

45 10月18日 市長 総務課 10月20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。）

46 10月20日 市長 協働推進課 10月27日 全部開示

47 10月25日
教育委員

会
学校教育課 11月4日 部分開示

１、２（(5)に限る。）、３及び４は、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。）
２（(5)を除く。）は、条例第7条第2号に該
当（個人に関する情報）

48 10月25日 市長 下水道課 10月28日 全部開示

49 10月25日 市長 下水道課 10月28日 全部開示

50 10月25日 市長 下水道課 10月28日 全部開示

51 10月29日 市長
子育て支援
課

11月11日 全部開示

52 10月29日 市長 協働推進課 11月9日 全部開示

53 11月11日
教育委員
会

学校教育課 12月17日 不開示

条例第7条第6号イの規定に該当（争
訟に係る事務に関し、地方公共団体
の当事者としての地位を不当に害す
るおそれがあるため。）

54 11月15日 市長 協働推進課 11月18日 部分開示

条例第7条第3号アの規定に該当（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、競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれがある
ため。）

55 11月22日 市長
子育て支援
課

12月3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。）

56 12月2日 市長 税務課 12月7日 全部開示

57 12月3日 市長 道路河川課 12月8日 全部開示

58 12月3日 市長 道路河川課 12月8日 全部開示

第771号　舗装修繕工事（市道下明知
打越線）金入り設計書

実施設計書　令和03年度　舗装修繕
工事（市道下明知打越線）

舗装修繕工事（市道東山台弥栄線）
（R3年4月22日公告）
・当初金入設計書（表紙から代価ま
で）
・最低制限価格算定表

実施設計書　令和03年度　舗装修繕
工事（市道東山台弥栄線）
最低制限価格算出表　舗装修繕工事
（市道東山台弥栄線）

（仮称）きたよし地区拠点施設工事
建築確認申請書設計図（計画概要、
附近見取図、配置図）

（仮称）きたよし地区拠点施設建設
（建築）工事　設計図（計画概要、
附近見取図、配置図）

みよし市放課後児童クラブ運営業務
委託について
1当該契約につき、プロポーザル実施
時期の検討内容を原課が議会に説明
した内容がわかる資料一切
2審査結果および評価項目別の内訳が
わかる資料一切（R.3実施分）

1.第1回みよし市放課後児童クラブ運
営業務委託事業者選定委員会の資料
について（伺い）（決定書、次第
（案）及び公立放課後児童クラブの
運営業務委託の変更（案）につい
て）
2.みよし市放課後児童クラブ運営業
務委託事業者選定結果報告書及びみ
よし市放課後児童クラブ運営業務委
託プロポーザル評価項目別点数結果

みよし市三好町植松39・40番地に係
る、平13年度、および令和3年度の航
空写真及び地番現況図　各A4版、カ
ラー、縮尺1/300

平成13年度及び令和3年度の航空写真
及び地番現況図（みよし市三好町植
松39番地及び40番地周辺）

「三好丘地区子育て支援センター空
調機改修工事」（開札執行日　令和3
年10月28日）
・上記明細書を含む金入り設計書一
式及び経費計算表
・上記工事の最低制限価格

三好丘地区子育て支援センター空調
機改修工事設計書
三好丘地区子育て支援センター空調
機改修工事予定価格調書

「市民活動センター（旧初期指導教
室）空調機取替工事」（開札執行日
令和3年10月28日）
・上記明細書を含む金入り設計書一
式及び経費計算表
・上記工事の最低制限価格

市民活動センター（旧初期指導教
室）空調機取替工事設計書
市民活動センター（旧初期指導教
室）空調機取替工事予定価格調書

平成29年度末頃から起きた、みよし
市立の小中学校の中で報道があった
事件についての関連する文書全て。
（事件概要；教師が総合教育セン
ターでの研修を命じられたが、その
教師は実は、校長教頭らから暴力行
為を受けていた。結果として、刑事
事件、裁判となっている。）

平成29年度末頃から起きた、みよし
市立の小中学校の中で報道があった
事件（無断欠勤により愛知県教育委
員会から懲戒免職処分を受けた事
件）についての関連する文書（処分
に至るまでの経過や市として何らか
の判断をしている場合はその内容が
分かる文書、また、その後の事件、
裁判に関して市が保有している文書
があればその文書）全て。（事件概
要；教師が総合教育センターでの研
修を命じられたが、その教師は実
は、校長教頭らから暴力行為を受け
ていた。結果として、刑事事件、裁
判となっている。）

令和3年度　案件番号
2109292352100514788号
ストックマネジメント計画に基づく
管路点検調査業務委託（三好処理
区）
金入り設計書（図面、仕様書等を除
く）

実施設計書　令和03年度　ストック
マネジメント計画に基づく管路点検
調査業務委託　三好処理区　（図
面、仕様書及び数量表を除く。）

令和3年度　案件番号718号
公共下水道管路更生工事（三好処理
区）
金入り設計書（図面、仕様書等を除
く）

実施設計書　令和03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。）

令和3年度　案件番号717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、単価
表等を除く）

実施設計書　令和03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。）

大正8年5月31日付けで三好村第10区
長が三好村長に行った、三好村所有
の三好村大字黒笹字大力池上地内及
び馬堤地内のため池と同区所有の山
林の交換に関する申請書並びに当該
交換に関する村議会の議決

大正８年第２２号議案村有財産処分
の件（申請書及び議決書）

落札決定日：R03/04/28　管理番号：
20210000000345　調達案件名称：
（仮称）みなよし地区拠点施設建設
工事設計業務委託

（仮称）みなよし地区拠点施設建設
工事設計業務委託設計書（金抜き）
（仕様書、配置図、敷地案内図を含
む。）

平成30年12月25日に実施された、み
よし市外国語指導助手派遣業務委託
プロポーザルに係る情報
1．プロポーザル選定結果（選定業者
名と各参加事業者の採点表/評価表）
2．プロポーザル参加事業者の各企画
提案書及び見積書

・みよし市外国語指導助手派遣業務
委託プロポーザル選定評価表
・みよし市外国語指導助手派遣業務
委託業務提案書及び見積提示金額調
書（決定事業者）

令和3年度航空写真及び地番現況図
みよし市黒笹町大力池上757-7　A3
1/1,000

令和3年度航空写真及び地番現況図
（みよし市黒笹町大力池上757番地7
周辺）



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 12月7日 市長 下水道課 12月15日 全部開示

60 12月7日 市長 下水道課 12月15日 全部開示

61 12月13日 市長 道路河川課 12月15日 取下げ

62 12月25日 市長 環境課 1月5日 全部開示

63 12月28日 市長 環境課 1月5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。

64 12月28日 市長 総務課 1月13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。

65 1月7日 市長 道路河川課 1月18日 全部開示

66 1月7日 市長 下水道課 1月19日 全部開示

67 1月11日 市長 道路河川課 1月20日 全部開示

68 1月14日
教育委員
会

学校教育課 1月28日 部分開示

１、３及び４は、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。）
２は、条例第7条第2号に該当（個人に関
する情報）

69 1月17日 市長 総務課 1月18日 全部開示

70 1月20日 市長 都市計画課 1月24日 全部開示

71 2月9日
教育委員
会

学校教育課 2月14日 部分開示

１は、条例第7条第2号に該当（個人に関
する情報）
２は、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。）

72 2月17日 市長 税務課 2月21日 全部開示
R3年の地番図データ（SHAPEファイ
ル）、路線価図データ（SHAPEファイ
ル）

令和3年度課税用地番現況図データ
ファイル（Shape形式）
令和3年度課税用路線価図データファ
イル（Shape形式）

令和3年度みよし市共通物品落札結果
一覧

令和3年度見積結果一覧

「福谷住宅Ａ棟給湯器取替工事（ゼ
ロ債務負担行為）」（開札執行日
令和4年1月13日）
・上記明細書を含む金入り設計書一
式及び経費計算書
・上記工事の最低制限価格

福谷住宅Ａ棟給湯器取替工事【ゼロ
債務負担行為】設計書
福谷住宅Ａ棟給湯器取替工事【ゼロ
債務負担行為】予定価格調書

令和3年12月24日に実施された、みよ
し市外国語指導助手派遣業務プロ
ポーザルに係るプロポーザル選定さ
れた業社の技術（業務）提案書及び
見積書

令和４年度みよし市外国語指導助手
派遣業務業務提案書及び見積提示金
額調書（契約候補者決定事業者）

R3各工事の金抜・金入設計書、特記
仕様書「公共下水道管路更生工事
（三好処理区）」「公共下水道圧送
管布設工事（三好処理区）」

・実施設計書（金抜き）　令和03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。）
・実施設計書　令和03年度　公共下
水道管路更生工事　三好処理区（図
面、数量表を除く。）
・実施設計書（金抜き）　令和03年
度　公共下水道圧送管布設工事　三
好処理区（図面、仕様書及び数量表
を除く。）
・実施設計書　令和03年度　公共下
水道圧送管布設工事　三好処理区
（図面、数量表を除く。）

①管理番号　20210000000833
　調達案件名称　舗装修繕工事（市
道弥栄明知線ほか１路線）
②管理番号　20210000000771
　調達案件名称　舗装修繕工事（市
道下明知打越線）
に係る金入り設計書

実施設計書　令和03年度　舗装修繕
工事（市道弥栄明知線ほか１路線）
実施設計書　令和03年度　舗装修繕
工事（市道下明知打越線）

令和3年12月24日に実施された、みよ
し市外国語指導助手派遣業務プロ
ポーザルに係る情報の公開を請求し
ます。
1．プロポーザル選定結果（各参加事
業者の採点表／評価表）
2．弊社を除くプロポーザル参加事業
者の各企画提案書及び見積書

・みよし市外国語指導助手派遣業務
プロポーザル選定評価表
・令和４年度みよし市外国語指導助
手派遣業務業務提案書及び見積提示
金額調書（契約候補者決定事業者）

環境課における委託業務全てにおい
て「軽微な作業」とはどういう作業
かの基準を示す行政文書

環境課における委託業務全てにおい
て「軽微な作業」とはどういう作業
かの基準を示す行政文書

みよし市において、「軽微な作業」
とはどういう作業かの基準を示す行
政文書（通達等を含める）

みよし市において、「軽微な作業」
とはどういう作業かの基準を示す行
政文書（通達等を含める）

R3各工事の金抜・金入設計書、特記
仕様書「舗装修繕工事その２（市道
東山台弥栄線）」「河川維持工事
（準用河川砂後川）」「区画線設置
工事（市道山ノ間小林線ほか）」

・実施設計書（金抜き）　令和03年
度　舗装修繕工事その2（市道東山台
弥栄線）（図面、仕様書及び数量表
を除く。）
・実施設計書　令和03年度　舗装修
繕工事その2（市道東山台弥栄線）
（図面、数量表を除く。）
・実施設計書（金抜き）　令和03年
度　河川維持工事（準用河川砂後
川）（図面、仕様書及び数量表を除
く。）
・実施設計書　令和03年度　河川維
持工事（準用河川砂後川）（図面、
数量表を除く。）
・実施設計書（金抜き）　令和03年
度　区画線設置工事（市道山ノ間小
林線ほか）（図面、仕様書及び数量
表を除く。）
・実施設計書　令和03年度　区画線
設置工事（市道山ノ間小林線ほか）
（図面、数量表を除く。）

案件番号　第718号
工事目　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03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。）

市道東郷三好線、市道平池天王台線
の概略情報と平面図、位置図

12/15取下げ

みよし市きたよし地区一般廃棄物収
集及び清掃業務委託の入札に係る作
業内容が詳しく記載された公示書や
仕様書等（平成27年度から平成30年
度まで）

きたよし一般廃棄物収集及び清掃業
務委託仕様書（平成27年度から平成
30年度まで）

案件番号　第717号
工事目　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03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。）



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

74 3月17日 市長 都市計画課 3月18日 全部開示

75 3月17日
選挙管理
委員会

事務局 3月18日 全部開示

76 3月18日
教育委員
会

教育行政課 3月25日 全部開示

77 3月23日
教育委員
会

教育行政課 3月31日 全部開示

78 3月25日 市長 税務課
令和4年度航空写真及び地番現況図
みよし市莇生町小坂23番地1周辺
Ａ3　1/1000

2021衆議院選挙公設ポスター掲示場
の位置図

みよし市ポスター掲示場設置位置図
（第49回衆議院議員総選挙）

工事名：三吉小学校大規模改修（Ⅱ
期）建築工事
上記に係る金入り設計書一式（明細
書含む。）、及び経費計算書、最低
制限価格

三吉小学校大規模改修（2期）建築工
事設計書
三吉小学校大規模改修（2期）建築工
事予定価格調書

令和3年4月1日公告　案件番号：第
241号　工事名「三吉小学校大規模改
修（2期）機械工事」の金入り設計書

三吉小学校大規模改修（2期）機械工
事設計書

市長 道路河川課 3月4日 部分開示

1,2,3,4,5,6-1,7:第7条第2号に該当
（個人に関する情報）
6-2:条例第7条第5号に該当（市の実
施機関の内部における審議、検討又
は協議に関する情報であって、開示
することにより、率直な意見の交換
又は意思決定の中立性が不当に損な
われるおそれがあるもの）

協議後開発計画書
（名称）みよし市莇生山田地区宅地
造成事業の内「土地利用計画平面
図」

協議後開発計画書（みよし市莇生山
田地区宅地造成事業）中の土地利用
計画平面図

73 2月18日

狐洞児童遊園地出入口部分において
平成27年5月5日に発生した側溝転落
事故について、弁護士等の外部に相
談した内容及び相談結果等を含む、
関連する議事録・メモ・メール・文
書その他全ての記録

1 対応記録（平成27年8月10日）
2 対応記録（平成27年8月13日）
3 決定書（平成27年8月17日）
4 決定書（平成27年8月20日）
5 対応記録（平成27年9月2日）
6 報・連・相（平成27年9月2日）
7 保険金ご請求に関するお知らせ


