
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26日
教育委員
会

教育行政課 4月6日 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 4月3日 市長 福祉課 4月17日 全部開示

3 4月3日 市長 福祉課 4月17日 部分開示

条例第７条第２号の規定
（個人情報であって、当
該情報に含まれる氏名、
生年月日、その他の記述
等により特定の個人を識
別できる恐れがあるた
め。）及び条例第７条第
３号アの規定（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
る恐れがあるため。）に
該当

4 4月3日 市長 福祉課 4月17日 不開示
条例第2条第2号に規定す
る行政文書を取得してい
ないため

5 4月9日 市長 道路河川課 4月19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）

6 4月9日 市長 都市計画課 4月23日 全部開示

7 4月10日 市長 企画政策課 4月20日 部分開示

条例第７条第３号アの規
定（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）に該当

三好ヶ丘駅前広場、市道等
の基本設計、実施設計業務
委託の成果物

駅前広場等基本設計及び実施設計業
務委託（三好ヶ丘駅前広場及び市道
三好丘線駅前）報告書

グリーンアベニューあざぶ
の丘まちづくり協定書

グリーンアベニューあざぶの丘まち
づくり協定書

みよし市プロモーション動
画等製作業務委託プロポー
ザルについての企画提案書

みよし市プロモーション動画等製作
業務委託企画提案書

2016年7月から2016年9月頃
の間に実施された黒笹小学
校普通教室空調機設置工事
（請負人ユニックス株式会
社）についての施工体系図
及び施工体制台帳を含めた
完成図書一式

次に掲げる黒笹小学校普通教室空調
機設置工事に係る書類
(1)工事作業所災害防止協議会兼施工
体系図、(2)施工体制台帳、(3)完了
届、(4)工事完了提出書類一覧表、
(5)工事記録、(6)工事写真、(7)竣工
図、(8)マニュフェスト管理台帳、
(9)建設廃棄物処理実施書、(10)再生
資源利用実施書、(11)再生資源利用
促進実施書、(12)クレダスデータ、
(13)出荷証明書、(14)実施工程表、
(15)社内検査報告書、(16)主要材料
試験結果報告書、(17)主要材料使用
総括表、(18)主要材料使用一覧表、
(19)竣工図ＣＡＤデータ、(20)機器
完成図

放課後デイサービス情報公
開請求文書
⑴みよし市が市内の放課後
デイサービスの運営事業者
に対し、補助金を支給する
根拠を示した条例・要綱・
規則の類の文書
⑵放課後デイサービス施設
利用者の受給認定条件と、
認定審査の方法を定めた文
書、利用希望者がみよし市
に提出する文書一式
⑸平成２７、２８、２９年
度に、放課後デイサービス
事業の国県負担金を受領す
るため、市が愛知県に提出
した文書

・みよし市障がい福祉サービス事業所運営費
補助金交付要綱　・障害児通所給付費に係る
通所給付決定事務等について（国の事務処理
通知の一部抜粋）　・障がい児通所給付費支
給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書
・基本情報　・サービス等利用計画案　・同
意書　・補助金等交付決定通知書　・平成２
７年度障害児入所給付費等国庫負担金及び障
害児入所医療費等国庫負担金の交付申請につ
いて　・平成２７年度障害児施設措置費（給
付費等）県費負担金の交付申請について　・
平成２６年度障害児施設措置費（給付費等）
県費負担金請求書（追加交付分）　・平成２
７年度障害児施設措置費（給付費等）県費負
担金請求書
・平成２７年度障害児入所給付費等国庫負担
金及び障害児入所医療費等国庫負担金の事業
実績報告について　・平成２７年度障害児施
設措置費（給付費等）県費負担金の事業実績
報告について　・平成２８年度障害児入所給
付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国
庫負担金の交付申請について　・平成２８年
度障害児施設措置費（給付費等）県費負担金
の交付申請について　・平成２８年度障害児
入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療
費等国庫負担金の事業実績報告について　・
平成２８年度障害児施設措置費（給付費等）
県費負担金の事業実績報告について　・平成
２９年度障害児入所給付費等国庫負担金及び
障害児入所医療費等国庫負担金の交付申請に
ついて　・平成２９年度障害児入所給付費等
国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担
金の変更交付申請について

放課後デイサービス情報公
開請求文書
⑷平成２７、２８、２９年
度に、市内の放課後デイ
サービスの運営事業者が、
みよし市から補助金を受け
るため提出した文書、及び
市が交付のため作成した文
書

・平成２７年度みよし市障がい福祉
サービス事業所運営費補助金交付申
請書
・平成２７年度みよし市障がい福祉
サービス事業所運営費補助金実績報
告書
・平成２８年度みよし市障がい福祉
サービス事業所運営費補助金交付申
請書
・平成２８年度みよし市障がい福祉
サービス事業所運営費補助金実績報
告書
・平成２９年度みよし市障がい福祉
サービス事業所運営費補助金交付申
請書
・平成２９年度みよし市障がい福祉
サービス事業所運営費補助金実績報
告書

放課後デイサービス情報公
開請求文書
⑶放課後デイサービス施設
利用者に対し、市が定めた
利用日数、利用時間、利用
条件、利用料金に関する基
準を記した文書

放課後デイサービス施設利用者に対
し、市が定めた利用日数、利用時
間、利用条件、利用料金に関する基
準を記した文書

平成30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 4月11日
教育委員
会

教育行政課 4月17日 全部開示

9 4月18日 市長
子育て支援
課

5月2日 部分開示

１　開示しないこととし
た部分１及び３は、条例
第７条第２号に該当
２　開示しないこととし
た部分２は、条例第７条
第６号イに該当
３　開示しないこととし
た部分４は、条例第７条
第３号アに該当

10 4月19日 市長 公園緑地課 4月26日 全部開示

11 4月26日 市長 下水道課 5月10日 全部開示

12 4月26日 市長 道路河川課 5月10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恐
れがあるため。）

13 4月26日 市長 下水道課 5月10日 不開示
条例第2条第2号に規定す
る行政文書を取得してい
ないため

14 5月9日 市長 下水道課 5月16日 全部開示

15 5月9日 市長 下水道課 5月16日 全部開示

16 5月9日 市長 下水道課 5月16日 全部開示

17 5月11日 市長 下水道課 5月17日 全部開示

①平成２９年度　案件番号
７５５号農業集落排水管路
更正工事（福谷処理区）
②平成２９年度　案件番号
７５２号公共下水道管路更
正工事（三好処理区）
金入り設計書（図面、仕様
書等を除く）

平成２９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。）
平成２９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。）

「処理施設維持管理工事
（明知上、平池処理区）」
（開札執行日平成２９年９
月１４日）
・上記明細書を含む金入り
設計書一式及び経費計算表

処理施設維持管理工事（明知上、平
池処理区）金入り設計書一式（図面
及び仕様書を除く。）

「処理施設維持管理工事そ
の２（明知、東山、福田処
理区）」（開札執行日平成
２９年１２月２７日）
・上記明細書を含む金入り
設計書一式及び経費計算表

処理施設維持管理工事（明知、東
山、福田処理区）金入り設計書一式
（図面及び仕様書を除く。）

「処理施設維持管理工事
（明知上処理区その２）」
（開札執行日平成２９年１
２月２７日）
・上記明細書を含む金入り
設計書一式及び経費計算表

処理施設維持管理工事（明知上処理
区その２））金入り設計書一式（図
面及び仕様書を除く。）

みよし市が平成３０年度の
公共工事に使用する設計単
価一覧（土木、下水、水道
それぞれ）※水道単価につ
いては管材費としての取り
扱い有無が判るもの

みよし市が平成３０年度の公共工事
に使用する設計単価一覧（下水道工
事）

みよし市が平成３０年度の
公共工事に使用する設計単
価一覧（土木、下水、水道
それぞれ）※水道単価につ
いては管材費としての取り
扱い有無が判るもの

みよし市が平成３０年度の公共工事
に使用する設計単価一覧

みよし市が平成３０年度の
公共工事に使用する設計単
価一覧（土木、下水、水道
それぞれ）※水道単価につ
いては管材費としての取り
扱い有無が判るもの

みよし市が平成３０年度の公共工事
に使用する設計単価一覧（水道工
事）

平成２９年度
北中学校大規模改修（２
期）機械設備工事
金入り設計書１式

北中学校大規模改修（２期）機械設
備工事設計書

平成２９年度に公募された
みよし市放課後児童クラブ
運営（その１）業務委託の
契約者であるシダックス大
新東ヒューマンサービス株
式会社の財務書類を除く事
業計画書一式

みよし市放課後児童クラブ運営業務
委託のプロポーザルにかかるシダッ
クス大新東ヒューマンサービス㈱の
業務提案書等一式

平成２９年度　境川緑地管
理委託　金入設計書

平成２９年度　境川緑地管理委託金
入り設計書及び委託変更金入り設計
書（数量、図面及び特記仕様書を除
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

18 5月23日 市長 産業課 6月22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）
・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
恐れがあるため。）

19 5月23日 市長 広報情報課 6月20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）

20 5月23日
病院事業
管理者

管理課 6月5日 全部開示

21 5月24日 市長 下水道課 5月30日 全部開示

22 5月24日 市長 下水道課 5月30日 全部開示

23 5月24日 市長
子育て支援
課

6月7日 全部開示

案件番号：第400号　業
種：管工事業
工事名：中部児童クラブ建
設（機械）工事
工事場所：みよし市三好町
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

中部児童クラブ建設（機械）工事予
定価格調書及び設計書（図面を除
く。）

公正取引委員会主催の入札
談合防止に向けた研修会で
配布された文書（H30年3月
議会答弁）

入札談合の防止に向けて

案件番号：第432号　業
種：土木工事業
工事名：公共下水道向管布
設工事（三好処理区）
工事場所：みよし市三好町
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

平成３０年度　設計書　公共下水道
向管布設工事　三好処理区　（図
面、仕様書及び数量表を除く。）
及び　予定価格調書

案件番号：第332号　業
種：土木工事業
工事名：三好西部地区公共
下水道管渠築造工事（第
S85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

平成３０年度　設計書　三好西部地
区公共下水道管渠築造工事　第S８５
工区　（図面、仕様書及び数量表を
除く。）

みよし市が新商業都市
（株）,三好商業振興
（株）から取得した文書
（H29.1.1以降）

・第104回新商業都市㈱決算取締役会開催のご
案内・第21期定時株主総会招集ご通知・第21
期定時株主総会招集ご通知（総会資料）・第
21期定時株主総会開催のご案内・第21期定時
株主総会決議のご通知・平成29年分期末配当
金の支払調書について・新商業都市㈱第106回
取締役会開催のご案内・新商業都市㈱第107回
取締役会開催のご案内・新商業都市㈱第108回
取締役会開催のご案内・第109回新商業都市㈱
決算取締役会開催のご案内・第22期定時株主
総会開催のご案内・第22期定時株主総会招集
ご通知・新商業都市㈱第22期定時株主総会運
営要領等のご送付の件・第22期定時株主総会
招集ご通知・新商業都市㈱第22期定時株主総
会運営要領・第22期定時株主総会資料・第110
回取締役会式次第（案）・第21期定時株主総
会開催のご案内・第22期定時株主総会招集ご
通知・第21期定時株主総会通知・第21期定時
株主総会（資料）・第21期定時株主総会開催
のご案内2件・第22期定時株主総会開催のご案
内2件・出資特約による自己株式の取得のお願
いについて・2018年１月度売上対比表・取締
役会の招集通知4件・平成30年度第一回臨時株
主総会招集ご通知・自己株式取得事項のご通
知・第22期定時株主総会招集ご通知・第22期
定時株主総会（資料）・株式売買契約書

みよし市が（株）コミュニ
ティネットワークセン
ター,エフエムとよた
（株）から取得した文書
（H29.1.1以降）

・第215回取締役会ご出席のお願い・
監査役会ご出席のお願い・懇親会の
ご案内・第216回取締役会ご出席のお
願い・監査役会ご出席のお願い・第
218回取締役会ご出席のお願い・監査
役会ご出席のお願い・ひまわり種類
株主総会および第219回取締役会ご出
席のお願い・監査役会ご出席のお願
い・懇親会のご案内・ひまわりネッ
トワーク事業報告会のご案内・ひま
わり種類株式にかかる種類株主総会
招集ご通知・ひまわり種類株式にか
かる種類株主総会決議ご案内・当社
新体制のご案内・第18回定時株主総
会招集ご通知・第18回定時株主総会
決議ご通知・「配当金振込先ご確
認」のご案内・第220回取締役会ご出
席のお願い・監査役会ご出席のお願
い・第221回取締役会ご出席のお願
い・監査役会ご出席のお願い・第222
回取締役会ご出席のお願い・監査役
会ご出席のお願い・懇親会のご案
内・・第223回取締役会ご出席のお願
い・監査役会ご出席のお願い・第225
回取締役会ご出席のお願い・監査役
会ご出席のお願い・第17回定時株主
総会招集ご通知・第18回定時株主総
会招集ご通知



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

24 5月28日 市長
子育て支援
課

6月4日 全部開示

25 5月31日 市長
子育て支援
課

6月5日 全部開示

26 6月5日 市長 下水道課 6月11日 全部開示

27 6月7日 市長 下水道課 6月11日 全部開示

28 6月7日 市長 産業課 6月21日 全部開示

29 6月8日
教育委員
会

学校教育課 6月18日 部分開示

１　顔写真、氏名及び携
帯電話番号並びに個人の
感想及び作文について
は、条例第７条第２号に
該当（個人に関する情
報）
２　印影については、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）

30 6月14日
教育委員
会

教育行政課 6月28日 全部開示

31 6月15日 市長 総務課 6月21日 全部開示

32 6月25日 市長 下水道課 7月2日 全部開示

33 6月27日 市長 下水道課 7月4日 全部開示

第518号
公共下水道管路更生工事
（三好処理区）みよし市三
好丘桜地内
金入り設計書

平成３０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。）

平成30年度　案件番号518
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）

平成３０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。）

みよし市外国語指導助手派
遣業務委託最優秀選定業者
の企画提案書（H30年度
分）

外国語指導助手派遣業務委託提案書
及び見積提示金額調書

「北中学校大規模改修（３
期）機械設備工事」（開札
執行日　平成30年5月24
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

北中学校大規模改修（３期）機械設
備工事設計書

みよし市発注の公共工事に
参加資格を有するみよし市
内本店、支店、営業所の一
覧

市内業者登録状況一覧【工事】H30.5
月末現在

案件番号：第433号　業
種：土木工事業
工事名：既成市街地公共下
水道管渠築造工事（三好中
部地区（平池工区））
工事場所：みよし市三好町
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

平成３０年度　設計書　既成市街地
公共下水道管渠築造工事　三好中部
地区（平池工区）　（図面、仕様書
及び数量表を除く。）　及び　予定
価格調書

公告日：平成30年4月19日
工事名：三好西部地区公共
下水道管渠築造工事（第
S85工区）の金額入設計書
（内訳書～代価表）

平成３０年度　設計書　三好西部地
区公共下水道管渠築造工事　第S８５
工区　（図面、仕様書及び数量表を
除く。）

企業立地推進プロジェクト
の会議で用いられた資料、
会議の記録、企業アンケー
トのまとめ

企業立地推進プロジェクトの会議で
用いられた資料、会議の記録及び企
業アンケート

「わかば保育園大規模改修
（機械）工事」（開札執行
日　平成30年4月26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

わかば保育園大規模改修（機械）工
事設計書及び予定価格調書

「わかば保育園大規模改修
（建築）工事」（開札執行
日　平成30年4月6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

わかば保育園大規模改修（建築）工
事設計書及び予定価格調書



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

34 6月29日 市長 総務課 7月5日 全部開示

35 6月29日
教育委員
会

教育行政課 7月13日 全部開示

36 6月29日 市長 下水道課 7月4日 全部開示

37 7月4日 市長 下水道課 7月11日 全部開示

38 7月5日 市長 総務課 7月18日 全部開示

39 7月5日 市長 下水道課 7月11日 全部開示

40 7月9日 市長 下水道課 7月13日 全部開示

41 7月12日 市長 産業課 7月17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）

42 7月17日 市長 下水道課 7月31日 全部開示

43 7月17日 市長 下水道課 7月31日 全部開示

44 7月17日 市長 下水道課 7月31日 全部開示

管理番号20170000000955
（落札決定日：平成30年1
月25日）
「公共下水道管路更生工事
その２（三好処理区）」
上記に係る金入り設計書
（明細書、代価表、経費計
算表を含む）

平成２９年度　設計書　公共下水道
管路更生工事その２（三好処理区）
（図面、仕様書及び数量表を除
く。）

みよし市が株式譲渡に伴い
三好商業振興㈱と交わした
協定書

協定書

管理番号20170000000752
（落札決定日：平成29年9
月14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
（明細書、代価表、経費計
算表を含む）

平成２９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。）

管理番号20170000000755
（落札決定日：平成29年9
月14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
（明細書、代価表、経費計
算表を含む）

平成２９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。）

全国町村会総合賠償補償保
険の請求事案発生時のみよ
し市の請求マニュアルフ
ローチャートなど

総合賠償補償事務手順

「公共下水道管路更生工事
（三好処理区）」（開札執
行日　平成30年6月21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

平成３０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。）

平成30年5月31日公告
案件番号第518号
工事名　公共下水道管路更
生工事工事（三好処理区）
金入設計書

平成３０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。）

別紙８件の入札済み工事の
金入り設計書
４．北中学校大規模改修
（３期）機械設備工事
７．中学校特別教室（音楽
室）空調機設置工事
８．小学校特別教室（音楽
室）空調機設置工事

４　北中学校大規模改修（３期）機
械設備工事設計書
７　中学校特別教室（音楽室）空調
機設置工事設計書
８　小学校特別教室（音楽室）空調
機設置工事設計書

①平成３０年度　案件番号
５１８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。）

平成３０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。）

金入工事設計書　一式
案件番号：518号
工事名：公共下水道管路更
生工事（三好処理区）
開札日：平成30年6月21日

平成３０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。）

別紙８件の入札済み工事の
金入り設計書
１．城山保育園乳児室空調
機取替工事
２．わかば保育園大規模改
修（機械）工事
３．（仮称）きたよし地区
拠点施設建設（機械）工事
５．総合体育館大規模改修
（トイレ・空調機等）工事
（機械）
６．中部児童クラブ建設
（機械）工事

１　城山保育園乳児室空調機取替工
事設計書
２　わかば保育園大規模改修（機
械）工事設計書
３　（仮称）きたよし地区拠点施設
建設（機械）工事設計書
５　総合体育館大規模改修（トイ
レ・空調機等）工事（機械）設計書
６　中部児童クラブ建設（機械）工
事設計書



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

45 7月17日 市長 下水道課 7月31日 全部開示

46 7月17日 市長 下水道課 7月31日 全部開示

47 7月17日 市長 下水道課 7月31日 全部開示

48 7月18日 市長 都市計画課 7月19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。

49 7月19日 市長 防災安全課 7月30日 全部開示

50 7月19日
教育委員
会

教育行政課 7月24日 全部開示

51 7月23日 市長 産業課 8月2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。

52 7月27日 市長 下水道課 8月1日 全部開示

53 8月6日 市長 下水道課 8月13日 全部開示

54 8月8日
選挙管理
委員会

事務局 8月22日 部分開示

１　個人（候補者及び法
人の代表者を除く。）の
氏名、住所及び連絡先並
びに候補者の印影につい
ては条例第７条第２号に
該当（個人に関する情
報）
２　契約の相手方の法人
の印影については条例第
７条第３号に該当（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）

55 8月8日
選挙管理
委員会

事務局 8月13日 全部開示

56 8月17日 市長 下水道課 8月23日 全部開示

57 8月21日 市長 道路河川課 9月4日 全部開示

①平成３０年度　案件番号
５９８号農業集落排水管路
更生工事（福谷処理区）金
入り設計書（図面、仕様書
等を除く。）

平成３０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。）

第561号
舗装修繕工事（市道三好ヶ
丘駒場線）金入設計書

設計書　舗装修繕工事（市道三好ヶ
丘駒場線）

平成30年度　農業集落排水
マンホール改築工事その４
金入設計書

平成３０年度　設計書　農業集落排
水マンホール改築工事その４　明知
処理区　（図面、仕様書及び数量表
を除く。）

選挙における自動車の使用
並びにビラ及びポスターの
作成費実績
市制施行２７年の市議会議
員選挙

１　選挙運動用自動車の使用の契約
届出書
２　ポスター作成契約届出書

選挙における自動車の使用
並びにビラ及びポスターの
作成費実績一覧等

選挙における自動車の使用並びにビ
ラ及びポスターの作成費実績一覧等

最近の行われた市内のブ
ロックべい（学校）の安全
点検調査の結果

市内小中学校のブロック塀の安全点
検調査結果

みよし市土地改良区が行っ
た入札の開札記録表、入札
執行調書の類の文書（H.28
年度以降分）

みよし市土地改良区が行った入札の
開札記録表・入札執行調書の類の文
書（Ｈ28年度以降分）

農業集落排水管路更正工事
（福谷処理区）の金入設計
書
平成30年7月5日公告　案件
番号第598号

平成３０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。）

みよし市が平成30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）

平成３０年度単価一覧表及び材料単
価決定表（下水道工事）

市営あみだ堂住宅の自治会
規約、Ｈ29年度、30年度の
自治会総会資料事業計画
書、報告書、予算書、決算
書、人事案を含む

市営あみだ堂住宅の自治会規約、Ｈ
29年度、30年度の自治会総会資料事
業計画書、報告書、予算書、決算
書、人事案を含む

最近の行われた市内のブ
ロックべい（公共施設）の
安全点検調査の結果

危険箇所緊急点検結果一覧

管理番号20180000000518
（落札決定日：平成30年6
月21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
（明細書、代価表、経費計
算表を含む）

平成３０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。）

みよし市が平成29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）

平成２９年度単価一覧表及び材料単
価決定表（下水道工事）



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

58 8月22日 市長 協働推進課 8月30日 全部開示

59 8月24日
選挙管理
委員会

事務局 8月31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）

60 8月24日
選挙管理
委員会

事務局 8月31日 不開示

行政文書の保存期間（５
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。

61 8月28日
選挙管理
委員会

事務局 8月31日 部分開示

１　開示しないこととし
た部分１については条例
第７条第２号に該当（個
人に関する情報）
２　開示しないこととし
た部分２については条例
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
あるもの）

62 8月30日 市長 企画政策課 9月5日 全部開示

63 8月30日 市長 企画政策課 9月5日 全部開示

64 8月30日 市長 広報情報課 9月3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
れがあるもの）

65 8月30日 市長 産業課 10月12日 部分開示

①、③、⑤、⑦：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
それがあるもの）
②、④、⑥、⑧：条例第７
条第２号に該当（個人に関
する情報）

66 9月4日
教育委員
会

学校教育課 9月14日 全部開示

Ｈ２９年度に企業立地推進
事業として行われた企業再
投資促進補助金と新規成長
産業立地奨励金の申請書

・補助事業認定申請書
・補助金等交付申請書兼実績報告書
・企業立地奨励措置認定申請書
・奨励金交付申請書

・平成30年度第1回豊田み
よし教採用図書採択地区協
議会議事録
・同第２回議事録
・同第２回採択地区協議会
資料
・豊田みよし教採用図書採
択地区協議会規約

１　平成30年度第１回豊田・みよし
地区教科用図書採択地区協議会　会
議録
２　平成30年度第２回豊田・みよし
地区教科用図書採択地区協議会　会
議録
３　平成30年度第２回豊田・みよし
地区教科用図書採択地区協議会　要
項
４　豊田・みよし地区教科用図書採
択地区協議会　規約

Ｈ２９年度に行われたみよ
し市中心市街地基本構想策
定業務委託の成果物

みよし市中心市街地基本構想

Ｈ３０年度に購入する小型
ノンステップバス２台の契
約事務に関する文書

・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）
・予定価格調書

Ｈ２９年度に総務費で行わ
れたＯＡ機器等購入（パソ
コン30台、プリンタ７台）
543万7800円に係る文書

OA機器等購入（パソコン、ページプ
リンタ）の次の文書
執行伺チェックシート、入札経過調
書、予定価格調書、契約書、納品書

投票区をコミュニティ単位
とする検討と決定した時の
資料及び会議録

・選挙管理委員会次第（平成２５年
６月２日開催分）
・選挙管理委員会次第（平成２５年
９月２日開催分）
・選挙管理委員会次第（平成２５年
１２月２日開催分）
・選挙管理委員会会議録（平成２５
年６月２日開催分）
・選挙管理委員会会議録（平成２５
年９月２日開催分）
・選挙管理委員会会議録（平成２５
年１２月２日開催分）

投票区をコミュニティ単位
とする検討と決定した時の
資料及び会議録

選挙管理委員会の会議資料及び会議
録（平成２４年度以前の開催分）

平成２７年市議会議員で市
が公費負担で支払った額が
分かる書類（請求書不用）

支出負担行為兼支出命令書

市内８コミュニティの規約
集

三好地区コミュニティ推進協議会規
約
北部地区コミュニティ推進協議会規
約(案)
黒笹地区コミュニティ推進協議会規
約
三好丘地区コミュニティ推進協議会
規約(案)及び三好丘地区コミュニ
ティ推進協議会運営細則(案)
緑丘地区コミュニティ推進協議会規
約
南部地区コミュニティ推進協議会規
約
西部地区コミュニティ推進協議会規
約
天王地区コミュニティ推進協議会規
約



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 9月4日
教育委員
会

学校教育課 9月14日 全部開示

68 9月4日 市長 協働推進課 9月14日 部分開示

１　開示しないこととし
た部分１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）
２　開示しないこととし
た部分２及び３は、条例
第７条第２号に該当（個
人に関する情報）

69 9月5日
教育委員
会

生涯学習推
進課

9月11日 全部開示

豊田市みよし市在宅医療・
介護・福祉総合ネットワー
ク協議会に係る文書

・豊田市みよし市在宅医療・介護・福祉総合
ネットワーク協議会委員推薦書
・決定書　豊田市みよし市在宅医療・介護・
福祉総合ネットワーク協議会への参画につい
て（伺い）
・第１回豊田市みよし市在宅医療・介護・福
祉総合ネットワーク協議会の資料及び会議録
（Ｈ２９）
・決定書　在宅医療・介護連携推進事業に関
する協定の締結について（伺い）（Ｈ２９）
・在宅医療・介護連携推進事業に関する協定
（Ｈ２９）
・電子＠連絡帳サービス賃貸借契約書（Ｈ２
９）
・予算流用
・決定書　豊田市みよし市在宅医療・介護・
福祉総合ネットワーク利用規約の改正につい
て（伺い）
・豊田市みよし市在宅医療・介護・福祉総合
ネットワーク利用規約改正承諾書
・決定書　在宅医療・介護連携推進事業に関
する協定の締結について（伺い）（Ｈ３０）
・在宅医療・介護連携推進事業に関する協定
（Ｈ３０）
・電子＠連絡帳サービス賃貸借契約書（Ｈ３
０）
・平成30年度第１回豊田市みよし市在宅医
療・介護・福祉総合ネットワーク協議会の開
催について（通知）
・平成30年度第１回豊田市みよし市在宅医
療・介護・福祉総合ネットワーク協議会出欠
確認票
・復命書　平成30年度第１回豊田市みよし市
在宅医療・介護・福祉総合ネットワーク協議
会
・豊田市みよし市在宅医療・介護・福祉総合
ネットワーク協議会収支決算報告書

みよし市市民活動保険につ
いての下記文書
・平成30年度契約時の入札
および見積り合わせ等の結
果
・平成27、28、29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）

決定書　平成30年度自治会（行政
区）活動保険の契約について
27　市民活動保険事故受付等一覧
28　市民活動保険事故受付等一覧
29　市民活動保険事故受付等一覧

なかよし中央地区都市再生
整備事業事後評価作成業務
委託の成果物

・みよし市なかよし中央地区都市再
生整備計画（地方リノベーション事
業）事後評価作成業務委託
・都市再生整備計画　事後評価シー
ト　みよし市なかよし中央地区

・平成30年度豊田みよし地
区教採用図書採択地区協議
会委員名簿
・同研究員名簿
・平成31年度使用中学校教
採用図書調査研究報告書
・同選定理由書
・同採択計画

１　平成30年度豊田・みよし地区教
採用図書採択地区協議会　委員名簿
２　平成30年度豊田・みよし地区教
採用図書採択地区協議会　研究員名
簿
３　平成31年度使用教科用図書採択
中学校「特別の教科　道徳」報告書
４　選定理由【種目名】（中学校
「特別の教科　道徳」）
５　平成30年度豊田・みよし地区教
科用図書　採択計画

市長 長寿介護課70 9月5日 9月26日 部分開示

１、３、４、６、７、
８、11、12：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）
２、５、９、10：条例第
７条第２号に該当（個人
に関する情報）



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

71 9月5日
教育委員
会

学校教育課 9月14日 全部開示

72 9月5日
教育委員
会

学校教育課 9月18日 全部開示

73 9月6日 市長 道路河川課 9月19日 全部開示

74 9月6日 市長 道路河川課 9月19日 全部開示

75 9月11日 市長 都市計画課 9月19日 部分開示

①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）
②条例第７条第２号に該当
（個人に関する情報）

76 9月11日 市長 防災安全課 9月21日 全部開示

第658号　街路新設改良工
事（都市計画道路蜂ヶ池
線）金入り設計書

平成30年度　設計書　街路新設改良
工事（都市計画道路蜂ヶ池線）

H29年度に行った区域区分
見直し資料作成業務委託の
成果物

区域区分見直し資料作成業務委託図
書及び資料

H29年度に行われた大規模
地震対策アクションプラン
策定業務委託の成果物

H29年度大規模地震対策アクションプ
ラン策定業務委託成果物

平成31年度使用豊田みよし
地区教科書採択に関する文
書（中学校道徳）
・採択日程
・研究員名簿
・選定理由書
・協議会名簿
・協議会議事録

１　豊田・みよし地区教科用図書採
択地区協議会規約
２　平成30年度豊田・みよし地区教
科用図書採択計画
３　平成30年度豊田・みよし地区教
科用図書採択地区協議会選定理由
（種目名：中学校「特別の教科　道
徳」）
４　平成31年度使用教科用図書採択
中学校「特別の教科　道徳」報告書
５　平成30年度豊田・みよし地区教
採用図書採択地区協議会研究員名簿
６　平成30年度豊田・みよし地区教
採用図書採択地区協議会委員名簿
７　平成30年度第１回豊田・みよし
地区教科用図書採択地区協議会　会
議録
８　平成30年度第２回豊田・みよし
地区教科用図書採択地区協議会　会
議録

第672号　舗装修繕工事
（市道大沢井ヶ谷線）金入
り設計書

平成30年度　設計書　舗装修繕工事
（市道大沢井ヶ谷線）

①平成30年度教科用図書採
択地区協議会規約
②平成30年度教科用図書採
択地区協議会協議会委員名
簿
③平成30年度教科用図書採
択地区協議会協議会研究員
名簿
④平成30年度教科用図書採
択地区協議会採択計画
⑤平成30年度教科用図書採
択地区協議会小学校調査研
究報告書
⑥平成30年度教科用図書採
択地区協議会小学校選定理
由書
⑦平成30年度教科用図書採
択地区協議会中学校調査研
究報告書
⑧平成30年度教科用図書採
択地区協議会中学校選定理
由書
⑨平成30年度教科用図書採
択地区協議会議事録
⑩平成30年度教科用図書採
択地区協議会別添資料

１　豊田・みよし地区教科用図書採
択地区協議会　規約
２　平成30年度豊田・みよし地区教
採用図書採択地区協議会　委員名簿
３　平成30年度豊田・みよし地区教
採用図書採択地区協議会　研究員名
簿
４　平成30年度豊田・みよし地区教
科用図書　採択計画
５　平成31年度使用教科用図書採択
小学校用教科書報告書
６　平成31年度使用教科用図書採択
中学校「特別の教科　道徳」報告書
７　平成31年度使用教科用図書採択
選定理由書
８　平成30年度第１回豊田・みよし
地区教科用図書採択地区協議会　会
議録
９　平成30年度第２回豊田・みよし
地区教科用図書採択地区協議会　会
議録
10　平成30年度第１回豊田・みよし
地区教科用図書採択地区協議会　要
項
11　平成30年度第２回豊田・みよし
地区教科用図書採択地区協議会　要
項



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

77

1,2,3,4,5,7,9：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）
5,8,10,11,12：条例第７
条第２号に該当（個人に
関する情報）
13,14,15,17,18,20,22,2
3,24,25,26,27：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）
16,19,21：条例第７条第
２号に該当（個人に関す
る情報）
28,29,32：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）
30,31,33：条例第７条第
２号に該当（個人に関す
る情報）

・平成30年度 設計書 街路樹維持管理業
務委託(市道三好丘線外8路線)
・平成30年度 契約書 街路樹維持管理業
務委託(市道三好丘線外8路線)
・平成29年度 委託変更設計書 街路樹維
持管理委託(歩行者専用道路・駅前広場・
道路附帯地)
・平成29年度 変更契約書 街路樹維持管
理委託(歩行者専用道路・駅前広場・道路
附帯地)
・平成29年度 完了届 街路樹維持管理委
託(歩行者専用道路・駅前広場・道路附帯
地)
・平成29年度 提出書類一覧表 街路樹維
持管理委託(歩行者専用道路・駅前広場・
道路附帯地)
・平成29年度 委託業務記録 街路樹維持
管理委託(歩行者専用道路・駅前広場・道
路附帯地)
・平成29年度 出来形測定成果表 街路樹
維持管理委託(歩行者専用道路・駅前広
場・道路附帯地)
・平成29年度 材料使用一覧表 街路樹維
持管理委託(歩行者専用道路・駅前広場・
道路附帯地)
・平成29年度 発生材処分数量表(尾三衛
生組合) 街路樹維持管理委託(歩行者専用
道路・駅前広場・道路附帯地)
・平成29年度 安全・訓練等の実施報告書
街路樹維持管理委託(歩行者専用道路・駅
前広場・道路附帯地)
・平成29年度 委託業務写真 街路樹維持
管理委託(歩行者専用道路・駅前広場・道
路附帯地)
・平成29年度 委託変更設計書 街路樹維
持管理委託(市道福谷線他6路線)
・平成29年度 変更契約書 街路樹維持管
理委託(市道福谷線他6路線)
・平成29年度 完了届 街路樹維持管理委
託(市道福谷線他6路線)
・平成29年度 委託業務提出書類一覧表
街路樹維持管理委託(市道福谷線他6路)
・平成29年度 委託業務記録 街路樹維持
管理委託(市道福谷線他6路線)
・平成29年度 委託業務写真 街路樹維持
管理委託(市道福谷線他6路線)
・平成29年度 出来形測定成果総括表 出
来形測定成果一覧表(街路樹維持管理委託
市道福谷線他6路線)
・平成29年度 刈草・切枝数量表 街路樹
維持管理委託(市道福谷線他6路線)
・平成29年度 打合簿一覧表 街路樹維持
管理委託(市道福谷線他6路線)
・平成29年度 主要材料使用総括表 主要
材料使用一覧表 街路樹維持管理委託(市
道福谷線他6路線)
・平成29年度 交通警備員数量表 街路樹
維持管理委託(市道福谷線他6路線)
・平成29年度 創意工夫・社会性等に関す
る実施状況 街路樹維持管理委託(市道福
谷線他6路線)
・平成29年度 委託変更設計書 街路樹維
持管理委託(市道三好丘線他8路線)
・平成29年度 変更契約書 街路樹維持管
理委託(市道三好丘線他8路線)
・平成29年度 完了届 街路樹維持管理委
託 (市道三好丘線他8路線)
・平成29年度　完了提出書類一覧表　街
路樹維持管理委託　（市道三好丘線他8路
線）
・平成29年度　出来形測定成果総括表
街路樹維持管理委託　（市道三好丘線他8
路線）
・平成29年度　主要材料使用総括表　街
路樹維持管理委託　（市道三好丘線他8路
線）
・平成29年度　主要材料使用一覧表　街
路樹維持管理委託　（市道三好丘線他8路
線）
・平成29年度　工事記録　街路樹維持管
理委託　（市道三好丘線他8路線）
・平成29年度　ごみ処分記録　街路樹維
持管理委託　（市道三好丘線他8路線）
・平成29年度　創意工夫　街路樹維持管
理委託　（市道三好丘線他8路線）
・平成29年度　工事写真帳　街路樹維持
管理委託　（市道三好丘線他8路線）
・高木、低木撤去計画図

9月11日

三好丘地区で29年度以降行
われた街路樹伐採に係る街
路樹維持管理委託の設計書
（変更も含む）、契約書
（変更も含む）、委託業務
の報告書

市長 道路河川課 9月25日 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

80 9月11日 市長 公園緑地課 9月21日 全部開示

81 9月11日 市長
子育て支援
課

9月13日 全部開示

82 9月11日
教育委員
会

教育行政課 9月19日 全部開示

78 9月11日

三好丘、三好丘旭、三好丘
緑、ひばりが丘の各行政区
から提出された行政区要望
（H28、29、30年度の街路
樹伐採に係るもの）

・平成26年度 行政区需要状況調査書事業概要
書 当初分(三好丘緑行政区)遊歩道の樹木の高
さ統一
・平成27年度 行政区需要状況調査書事業概要
書 当初分(三好丘緑行政区)遊歩道の樹木の高
さ統一
・平成27年度 行政区需要状況調査書事業概要
書 緊急分(三好丘行政区)三好丘中学校前の街
路樹の伐採依頼
・平成28年度 行政区需要状況調査書事業概要
表 当初分(ひばりヶ丘行政区)西側遊歩道の視
界確保
・平成28年度 行政区需要状況調査書事業概要
表 緊急分(三好丘緑行政区)遊歩道のケヤキの
伐採
・平成29年度 行政区需要状況調査書事業概要
表 当初分(ひばりヶ丘行政区)西側遊歩道の視
界確保
・平成29年度 行政区需要状況調査書事業概要
表 緊急分(三好丘行政区)街路樹の枝伐採のお
願い
・平成29年度10月6日受付 三好ヶ丘行政区 市
道三好ヶ丘線 街路樹一部伐採について
・平成30年度 行政区需要状況調査書事業概要
表 当初分(三好丘行政区)カーブミラーの設置
(一丁目)
・平成30年度 行政区需要状況調査書事業概要
表 当初分(三好丘緑行政区)道路の補修
・平成30年度 行政区需要状況調査書事業概要
表 当初分(三好丘旭行政区)5丁目 カーブミ
ラーの設置
・平成30年度 行政区需要状況調査書事業概要
表 当初分(三好丘旭行政区)4丁目 カーブミ
ラーの設置

市長 道路河川課 9月25日 部分開示

①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）
②、③、④条例第７条第
２号に該当（個人に関す
る情報）

①H30調整池築造工事（三
好中島地区計画１号公共空
地）の金入設計書（仕様
書、図面）
②H30側溝整備工事（市道
湯ノ前中島線）の金入設計
書（仕様書、図面）
③H30側溝整備工事（市道
三好丘6号線）の金入設計
書（仕様書、図面）
④H30側溝整備工事（市道
黒笹福谷線）の金入設計書
（仕様書、図面）
⑤H30舗装修繕工事（市道
三好ヶ丘駒場線）の金入設
計書（仕様書、図面）
⑥H30交通安全施設設置工
事（市道莇生打越線）の金
入設計書（仕様書、図面）
⑧H29三好上行政区里道整
備工事の金入設計書（仕様
書、図面）
⑨H29側溝整備工事（市道
東山線）の金入設計書（仕
様書、図面）
⑩H29階段設置工事（準用
河川砂後川）の金入設計書
（仕様書、図面）
⑬H29カーブミラー設置工
事その3（市内全域）の金
入設計書（仕様書、図面）

平成30年度　設計書　調整池築造工
事（三好中島地区計画1号公共空地）
（仕様書、図面含む）
平成30年度　設計書　側溝整備工事
（市道湯ノ前中島線）（仕様書、図
面含む）
平成30年度　設計書　側溝整備工事
（市道三好丘６号線）（仕様書、図
面含む）
平成30年度　設計書　側溝整備工事
（市道黒笹福谷線）（仕様書、図面
含む）
平成30年度　設計書　舗装修繕工事
（市道三好ヶ丘駒場線）（仕様書、
図面含む）
平成30年度　設計書　交通安全施設
設置工事（市道莇生打越線）（仕様
書、図面含む）
平成29年度　設計書　三好上行政区
里道整備工事（仕様書、図面含む）
平成29年度　設計書　側溝整備工事
（市道三好東山線）（仕様書、図面
含む）
平成29年度　設計書　階段設置工事
（準用河川砂後川）（仕様書、図面
含む）
平成29年度　設計書　カーブミラー
設置工事その３（市内全域）（仕様
書、図面含む）

市長 道路河川課

H29みどり保育園駐車場整
備工事の金入設計書（仕様
書、図面）

平成29年度　工事変更設計書　みど
り保育園駐車場整備工事（みどり保
育園）（仕様書及び図面を含む。）

H29サンアート駐車場出入
口改修工事の金入設計書
（仕様書、図面）

平成29年度工事変更設計書　サン
アート駐車場出入口改修工事（仕様
書及び図面を含む。）

79 9月11日 9月25日 全部開示

H30三好公園整備工事の金
入設計書（仕様書、図面）

平成30年度　設計書　三好公園整備
工事（仕様書及び図面含む。）



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

83 9月13日
教育委員
会

学校教育課 9月25日 全部開示

84 9月25日 市長 下水道課 10月1日 全部開示

85 9月28日
教育委員
会

学校教育課 10月12日 全部開示

86 9月28日
教育委員
会

学校教育課 10月11日 全部開示

87 10月2日 市長 福祉課 10月12日 全部開示

88 10月2日 市長 福祉課 10月12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。

福祉事業所「就労移行支
援」「Ａ型」「Ｂ型」のい
ずれかを含む事業所全てに
ついて、下記の情報の一覧
表
設置者（法人等）事業所名
所在地　電話番号　主たる
対象者（身体、知的、精
神、難病等）　事業所区分
（就労移行、Ａ型、Ｂ型、
複合など）　指定年月日
利用定員数（複合の場合、
内訳も）　利用者契約人数
（最新。障害種別の内訳
も）　一日当たりの利用者
数（最新）　企業への就労
実績（人数）

福祉事業所「就労移行支援」「Ａ
型」「Ｂ型」のいずれかを含む事業
所全てについて、下記の情報の一覧
表
・主たる対象者（身体、知的、精
神、難病等）
・利用者契約人数のうち障がい種別
の内訳
・一日当たりの利用者数
・企業への就労実績

平成30年豊田みよし地区教
科用図書採択協議会につい
て
・採択協議会委員名簿
・採択協議会研究員名簿
（小学校全教科、中学道
徳）
・第2回協議会議事録

１　平成30年度第２回豊田・みよし
地区教科用図書採択地区協議会　会
議録
２　平成30年度豊田・みよし地区教
科用図書採択地区協議会委員名簿
３　平成30年度豊田・みよし地区教
科用図書採択地区協議会研究員名簿

平成31年度使用
・中学校「特別の教科道
徳」採択協議会議事録
（１・２回）、研究員会議
事録（１・２・３回）、調
査研究員名簿
・小学校教科用図書採択
（１年採択採択協議会議事
録（１・２回）、研究員会
議事録
小学校教科用図書採択は、
「図画工作」のみ

１　平成30年度第１回豊田・みよし
地区教科用図書採択地区協議会　会
議録
２　平成30年度第２回豊田・みよし
地区教科用図書採択地区協議会　会
議録
３　平成31年度使用教科用図書採択
中学校「特別の教科　道徳」報告書
４　平成31年度使用小学校教科用図
書採択〈報告書〉【種目名】（図画
工作）
５　平成30年度第１回豊田・みよし
地区教科用図書採択地区協議会　選
定理由【種目名】（図画工作）
６　平成30年度豊田・みよし地区教
科用図書採択地区協議会　研究員名
簿

福祉事業所「就労移行支
援」「Ａ型」「Ｂ型」のい
ずれかを含む事業所全てに
ついて、下記の情報の一覧
表
設置者（法人等）事業所名
所在地　電話番号　主たる
対象者（身体、知的、精
神、難病等）　事業所区分
（就労移行、Ａ型、Ｂ型、
複合など）　指定年月日
利用定員数（複合の場合、
内訳も）　利用者契約人数
（最新。障害種別の内訳
も）　一日当たりの利用者
数（最新）　企業への就労
実績（人数）

・20180801事業所データ
・市内福祉事業所契約者数一覧

平成31年度用教科用図書採
択における議事録等一式

１　豊田・みよし地区教科用図書採
択地区協議会規約
２　平成30年度豊田・みよし地区教
採用図書採択地区協議会委員名簿
３　平成30年度豊田・みよし地区教
採用図書採択地区協議会研究員名簿
４　平成30年度豊田・みよし地区教
科用図書採択計画
５　平成31年度使用教科用図書採択
小学校用教科書報告書
６　平成31年度使用教科用図書採択
中学校「特別の教科　道徳」報告書
７　平成31年度使用教科用図書採択
選定理由書
８　平成30年度第１回豊田・みよし
地区教科用図書採択地区協議会　会
議録
９　平成30年度第２回豊田・みよし
地区教科用図書採択地区協議会　会
議録

平成３０年度　農業集落排
水管路更生工事（福谷処理
区）金入り設計書（図面、
仕様書等を除く。）

平成30年度　設計書　農業集落排水
管路更正工事　福谷処理区（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

89 10月4日 市長 下水道課 10月17日 全部開示

90 10月9日 市長 下水道課 10月18日 全部開示

91 10月10日 議会 議事課 11月8日 全部開示

92 10月16日 市長 企画政策課 10月24日 全部開示

93 10月19日 市長 税務課 10月30日 全部開示

94 10月23日 市長 道路河川課 11月5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
れがあるもの）

95 10月29日 市長 税務課 11月12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。

96 10月31日 市長 協働推進課 11月13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
れがあるもの）

97 11月2日 市長 道路河川課 11月15日 全部開示

「舗装修繕工事（市道福谷
線）」（開札執行日　平成
30年11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書
・上記工事の最低制限価格

平成30年度　設計書　舗装修繕工事
（市道福谷線）及び予定価格調書

みよし市ＬＥＤ道路照明灯
導入促進事業公募型プロ
ポーザル審査結果につき、
入札参加事業者の評価点の
配点、内訳

みよし市ＬＥＤ道路照明灯導入促進
事業採点基準表

土地評価事務取扱要領
平成30基準年度

平成30基準年度　土地評価事務取扱
要領

市民活動活性化事業業務委
託の契約書（Ｈ２９年度、
Ｈ３０年度）、実績報告書
（Ｈ２９年度）

みよし市市民活動活性化事業業務委
託契約書（平成29年度）
みよし市市民活動活性化事業業務委
託契約書（平成30年度）
平成29年度みよし市市民活動活性化
事業業務報告書

みよし市議会における会議
録中の側溝、側溝ぶた、
蓋、ふたの文言を含む議会
のやり取りが把握できる質
問及び答弁

平成17年第２回定例会三好町議会会
議録（第３号６月15日）
平成18年第４回定例会三好町議会会
議録（第２号12月13日）
平成18年第４回定例会三好町議会会
議録（第２号12月14日）
平成19年第１回定例会三好町議会会
議録（第３号３月８日）
平成19年第２回定例会三好町議会会
議録（第２号６月14日）
平成22年第３回定例会三好町議会会
議録（第３号９月７日）
平成22年第３回定例会三好町議会会
議録（第３号９月８日）
平成22年みよし市議会第２回定例会
生活経済委員会会議録（６月23日）
平成23年みよし市議会第１回定例会
生活経済委員会会議録（３月16日）
平成24年第１回定例会みよし市議会
会議録（第３号３月７日）
平成26年第１回定例会みよし市議会
会議録（第２号３月５日）

みよし市総合計画実施計画
平成31年度→平成33年度
事務用

平成30年度みよし市総合計画実施計
画（事務用）

打越区の航空写真 航空写真（打越行政区）

管理番号：20180000000646
工種区分：土木一式工事
工事名：既成市街地公共下
水道管渠築造工事（三好中
部地区その３）
工事場所：みよし市三好町
地内
上記工事の予定価格調書及
び図面を除く金入り設計書
一式

平成30年度　設計書　既成市街地公
共下水道管渠築造工事　三好中部地
区その３（図面、仕様書及び数量表
を除く。）及び予定価格調書

１　管理番号：
20180000000610　調達案件
名称：農業集落排水マン
ホール改築工事その４（明
知処理区）
２　管理番号：
20180000000518　調達案件
名称：公共下水道管路更生
工事（三好処理区）

平成30年度　設計書　農業集落排水
マンホール改築工事その４　明知処
理区（図面、仕様書及び数量表を除
く。）
平成30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。）



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

98 11月2日 市長 長寿介護課 11月6日 全部開示

99 11月2日 市長 長寿介護課 11月16日 不開示
条例第2条第2号に規定す
る行政文書を取得してい
ないため。

100 11月12日 市長 都市計画課 11月15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。

みよし市が最近行った田園
住居地域についての調査及
び研究の結果を記した文書

みよし市が最近行った田園住居地域
についての調査及び研究の結果を記
した文書

101 11月12日

成年後見制度に係る以下の
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30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29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30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
５　成年後見制度利用支援事業助成
要件調査票
６　みよし市成年後見制度利用支援
事業助成決定通知書

成年後見制度に係る以下の
文書。
④いわゆる成年後見（支
援）センターを設置または
社会福祉法人等へ委託して
いる場合、その設置、運営
に係る要綱、規程。
⑤社会福祉法人等へ委託し
ている場合を含め、市民後
見（人）に係る事業の運用
規程（要綱）及び平成29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）。
⑥社会福祉法人等へ委託し
ている場合を含め、法人後
見に係る事業の運用規程
（要綱）及び平成29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）。

１　いわゆる成年後見（支援）セン
ターを設置または社会福祉法人等へ
委託している場合、その設置、運営
に係る要綱、規程。
２　社会福祉法人等へ委託している
場合を含め、市民後見（人）に係る
事業の運用規程（要綱）及び平成29
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）。
３　社会福祉法人等へ委託している
場合を含め、法人後見に係る事業の
運用規程（要綱）及び平成29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）。

三好中部土地区画整理組合
とみよし市間で取得及び作
成した文書（前回請求以後
の分、公共施設管理者負担
金の支出に関する部分を除
く）

・第１４回総会開催について（ご案
内）
・決定書 総会の開催結果について
（報告）
・通常総会の開催結果について（報
告）
・第１５回総会開催について（ご案
内）
・総会の開催結果について（報告）
決定書
・総会の開催結果について（報告）
・決定書　平成30年度定期監査の実
施（報告）について（伺い）
・平成30年度定期監査の実施につい
て（報告）
・みよし市土地区画整理事業補助金
計画変更承認申請書（平成29年度)
・決定書　土地区画整理事業補助金
変更交付決定通知について(伺）（平
成29年度）
・支出負担行為決議書（変更）（平
成29年度）
・平成29年度みよし市土地区画整理
事業実績報告書
・平成29年度みよし市土地区画整理
事業補助金　完了確認調書
・みよし市土地区画整理事業補助金
交付申請書（平成30年度）(排水路築
造工事その１）
・決定書　土地区画整理事業補助金
交付決定通知について(伺）決定書
（平成30年度）(排水路築造工事その
１）
・支出負担行為決議書（平成30年
度）(排水路築造工事その１）
・みよし市土地区画整理事業補助金
交付申請書（平成30年度）(排水路築
造工事その２）
・決定書　土地区画整理事業補助金
交付決定通知について(伺）（平成30
年度）(排水路築造工事その２）
・支出負担行為決議書（平成30年
度）(排水路築造工事その２）
・三好中部特定土地区画整理事業の
更なる事業推進について

市長 公園緑地課 12月26日 部分開示

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 条例第７条第２号に
該当（個人に関する情
報）
11 12 13 14 16 17 18
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

103 11月14日 市長 税務課 11月28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。

104 11月26日 市長 下水道課 12月7日 全部開示

105 11月27日 市長
子育て支援
課

12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）

平成30年度　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

案件番号第829号
工事名　公共下水道管路更
生工事その２（三好処理
区）
工事場所　みよし市三好町
地内
金入設計書

平成30年度　設計書　公共下水道管
路更生工事その２（三好処理区）
（図面、仕様書及び数量表を除
く。）

○様とみどり保育園の駐車
場賃借契約

・土地賃貸借契約書
・土地賃貸借変更契約書

市長 福祉課 11月27日 部分開示

①、④、⑦、⑬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
るもの）
②、③、⑤、⑥、⑧、
⑨、⑩、⑪、⑫、⑭条例
第７条第２号に該当（個
人に関する情報）

1みよし市障がい者福祉センター指定管理
者応募申請書表紙
2【様式第１号】施設指定管理理由書
3【様式第２－１号】法人関係調書
4【様式第２－２号】障がい者施設管理
（障がい福祉サービス事業）実績一覧表
及び【様式第２－３号】法人事業計画
5現在事項全部証明書
6印鑑証明書
7定款、職員給与規定及び職員就業規則
8平成２２年度　指導内容票
9平成２２年度社会福祉法人等指導監査の
指示事項への対応について（回答）
10平成２３年度　指導内容票
11平成２３年度社会福祉法人等指導監査
の指示事項への対応について（回答）
12【様式第３－１号】、【様式第３－２
号】、【様式第３－３号】、【様式第３
－４号】、【様式第３－５号】及び【様
式第３－６号】みよし市障がい者福祉セ
ンターの事業計画書
13【様式第３－７号】みよし市障がい者
福祉センターの事業計画書
14【様式第３－８号】みよし市障がい者
福祉センターの事業計画書
15【様式第４号】職員採用計画書
16【様式第５－１号】履歴書（理事長
用）
17【様式第５－２号】履歴書（管理者予
定者用）
18【様式第５－２号】（履歴書）管理者
就任承諾欄
19【様式第６号】みよし市障がい者福祉
センターの管理に係る収支計画書
20～24　平成２６年度から平成３０年度
までの各年度分の【様式第７－１号】委
託事業活動収支計画書、【様式第７－１
号　別紙】人件費積算内訳書、【様式第
７－２号】法人独自事業活動収支計画書
及び【様式第７－２号　別紙】人件費積
算内訳書
25【様式第８号】経営状況
26平成２２年度決算報告書
27平成２３年度事業報告書
28平成２３年度決算報告書
29平成２４年度事業報告書
30平成２４年度決算報告書

102 11月14日
平成25年度に提出のあった
みよし市障害者福祉セン
ター指定管理者応募申請書



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

107 12月5日 市長 下水道課 12月19日 全部開示

108 12月5日 市長 道路河川課 12月19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
れがあるもの）

109 12月20日 市長 下水道課 12月27日 全部開示

110 1月4日 市長 協働推進課 1月15日 取下げ

111 1月11日 市長 協働推進課 1月17日 全部開示

112 1月15日 市長 協働推進課 1月22日 取下げ

113 1月15日
教育委員
会

生涯学習推
進課

1月22日 取下げ

みよし市の行っている多文
化交流事業の概要と成果を
記した文書　H29、30年度
分

1/22取下げ

みよし市の行っている多文
化交流事業の概要と成果を
記した文書　H29、30年度
分

1/22取下げ

案件番号：第884号　業
種：土木工事業
工事名：農業集落排水向管
布設工事その２（福谷処理
区）
工事場所：みよし市福谷町
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

平成３０年度　設計書　農業集落排
水向管布設工事その２　福谷処理区
（図面、仕様書及び数量表を除
く。）及び　予定価格調書

愛大跡地の住宅地の帰属行
政区に関する協議の記録文
書（H29年９月１日以降
分）

1/15取下げ

公告日：平成30年4月6日
案件番号：第224号
工事名：（仮称）きたよし
地区拠点施設建設機械工事
金入り設計書

（仮称）きたよし地区拠点施設建設
（機械）工事設計書

共通代価一覧表、施工単価
一覧表、みよし単価一覧表

共通代価一覧表、施工単価一覧表、
単価一覧表

共通代価一覧表、施工単価
一覧表、みよし単価一覧表

平成30年度一般資材単価見積比較一
覧表

みよし市内全行政区の規約
集、行政区が支払う区役員
の報酬を記した文書

1　新屋行政区運営規約、平成29年度新屋行政
区会計決算
2　三好上行政区運営規約、平成29年度歳入・
歳出決算
3　三好下行政区運営規約、平成29年度三好下
区長会計　決算書
4　西一色行政区運営規約、平成29年度一般会
計収支決算報告
5　福田区規約、平成29年度一般会計収支決算
書
6　明知上行政区規約、平成29年度明知上区一
般会計収支決算書
7　明知下行政区運営規約、平成29年度明知下
区一般会計決算書
8　打越行政区規約、平成29年度一般会計決算
書
9　莇生行政区規約、平成29年度莇生区一般会
計歳入歳出決算
10　福谷区規約、平成29年度福谷区一般会計
11　黒笹区規約　平成29年度黒笹区一般会計
決算報告書
12　東山行政区運営規約、平成29年度収支決
算報告
13　みよし市高嶺行政区規約、平成29年度収
支決算報告書
14　好住区規約、平成29年度好住区決算報告
書
15　中島行政区運営規約、平成29年度決算報
告
16　ひばりヶ丘行政区運営規約、平成29年度
ひばりヶ丘行政区収支報告
17　あみだ堂行政区規約、平成29年度会計決
算報告
18　山伏行政区区則、平成29年度山伏行政区
収支決算報告書
19　平池自治会会則、平成29年度会計報告
20　上ヶ池区規約、平成29年度会計報告並び
に監査報告
21　三好丘行政区規約、平成29年度決算報告
に関する件
22　三好丘緑行政区規約、平成29年度決算報
告
23　三好丘旭行政区規約、平成29年度決算報
告
24　三好丘桜行政区規約、平成29年度決算報
告書
25　三好丘あおば行政区規約、平成29年度決
算報告書

部分開示

・行政区長の印影：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
あるもの）
・その他の部分：条例第
７条第２号に該当（個人
に関する情報）

106 11月29日 市長 協働推進課 12月27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

114 1月17日 市長 協働推進課 1月21日 全部開示

115 1月25日 市長 下水道課 1月31日 全部開示

116 1月25日 市長 教育行政課 2月8日 全部開示

117 1月25日 市長 長寿介護課 2月1日 全部開示

118 1月30日 市長 福祉課 2月12日 部分開示

条例第７条第５号の規定
に該当（他の地方公共団
体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、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
るおそれがあるもの）

119 2月1日 市長 下水道課 2月8日 全部開示

120 2月7日 市長 下水道課 2月18日 全部開示

121 2月8日 市長 企画政策課 2月8日 取下げ

122 2月12日 市長 産業課 2月15日 全部開示

123 2月18日 市長 産業課 3月4日 不開示
条例第2条第2号に規定す
る行政文書を作成してい
ないため。

124 2月18日 市長 産業課 3月4日 全部開示

平成20年から平成30年まで
の間の
・市長は、農業経営基盤強
化促進法に基づく遊休農地
対策の運用に関するガイド
ラインから遊休農地及び基
本構想への位置付けと、遊
休農地及び遊休農地となる
恐れがある農地の改善策に
関する関係書類の全て公開

・みよし市農業経営基盤の強化の促
進に関する基本的な構想の変更に対
する意見について（協議）
・みよし市農業経営基盤の強化の促
進に関する基本的な構想の変更に対
する意見について（答申）
・みよし市農業経営基盤の強化の促
進に関する基本的な構想

Ｈ30年度みよし市第２回行
政改革推進委員に提出され
た「補助金の見直し結果」
についての資料

2/8取下げ

共同通信が最近全国の自治
体に行った外国人処遇につ
いてのみよし市の回答

共同通信社【地方創生・全自治体首
長アンケート】回答

平成20年から平成30年まで
の間の
・市長は農業委員会の判断
により何を決断し決定した
かの関係書類の公開

市長は農業委員会の判断により何を
決断し決定したかの関係書類の公開

平成30年度に開催された西
三河９市福祉担当部長会議
の配布資料全部

・平成30年度西三河９市福祉担当部
長会議
・平成30年度西三河９市福祉担当部
長会議名簿
・平成30年度　西三河９市福祉担当
部長会議　議題
・議題５別紙　扶助料について（西
尾市）
・安城市介護従事者就労支援事業補
助金交付要綱
・岡崎市介護保険関係資格取得研修
受講料等補助金交付要綱
・みよし市介護人材育成等支援事業
助成金交付要綱

第897号
公共下水道管路更生工事そ
の３（三好処理区）金入り
設計書

平成３０年度　設計書　既成市街地
公共下水道管渠築造工事（三好中部
地区その３）　（図面、仕様書及び
数量表を除く。）及び　予定価格調
書

第897号
公共下水道管路更生工事そ
の３（三好処理区）金入り
設計書

平成３０年度　設計書　既成市街地
公共下水道管渠築造工事（三好中部
地区その３）　（図面、仕様書及び
数量表を除く。）及び　予定価格調
書

「既成市街地公共下水道管
渠築造工事（三好中部地区
その３）」（開札予定日
平成30年8月30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

平成３０年度　設計書　既成市街地
公共下水道管渠築造工事（三好中部
地区その３）　（図面、仕様書及び
数量表を除く。）及び　予定価格調
書

「中学校特別教室（音楽
室）空調機設置工事」（開
札予定日　平成30年6月21
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

中学校特別教室（音楽室）空調機設
置工事設計書及び予定価格調書

「福谷老人憩いの家空調機
取替工事」（開札予定日
平成30年9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表
・上記工事の最低制限価格

福谷老人憩いの家空調機取替工事設
計書及び予定価格調書

南台集会所用地（みよし市
南台175番地）寄付採納に
かかる公有地処分審査会審
査結果（審査結果通知書）

公有地取得処分審査結果通知書



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

125 2月18日
農業委員
会

事務局 3月4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。

126 2月18日 市長 協働推進課 2月27日 部分開示

１及び４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も
の）
２、３及び５は、条例第
７条第２号に該当（個人
に関する情報）

127 2月20日 市長 都市計画課 2月27日 全部開示

128 3月6日 市長 総務課 3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）
・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
れがあるもの）

129 3月6日
病院事業
管理者

管理課 3月20日 全部開示

130 3月11日 市長 財政課 3月14日 部分開示
・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）

131 3月11日
教育委員
会

学校教育課 3月25日 全部開示

132 3月11日 市長 産業課 3月25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。

133 3月11日
農業委員
会

事務局 3月25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。

134 3月13日 市長 健康推進課 3月13日 取下げ

みよし市明知町美並4-1、
4-4の土地に関する農地法
第51条に関する内容の記載
されている書類全て

みよし市明知町美並4-1、4-4の土地
に関する農地法第51条に関する内容
の記載されている書類全て

H30年度に行われた地域自
殺対策計画策定業務委託の
成果物

3/13取下げ

Ｈ３０年度に行った公共施
設劣化点検業務委託の成果
物

みよし市公共建物調査　調査報告書

H30年度に予定した給食セ
ンターの調理場天井耐震化
等改修（3期）工事の工事
内容記した文書

給食センター調理場天井耐震化等改
修（３期）工事設計書

みよし市明知町美並4-1、
4-4の土地に関する農地法
第51条に関する内容の記載
されている書類全て

みよし市明知町美並4-1、4-4の土地
に関する農地法第51条に関する内容
の記載されている書類全て

平成28年度莇生住宅大規模
改修（1期）建築工事金額
入り積算内訳書全て
平成28年度莇生住宅大規模
改修（1期）電気工事金額
入り積算内訳書全て
平成28年度莇生住宅大規模
改修（1期）機械工事金額
入り積算内訳書全て
平成28年度莇生住宅大規模
改修（2期）建築工事金額
入り積算内訳書全て
平成28年度莇生住宅大規模
改修（2期）電気工事金額
入り積算内訳書全て
平成28年度莇生住宅大規模
改修（2期）機械工事金額
入り積算内訳書全て

莇生住宅大規模改修（1期）建築工事
設計書
莇生住宅大規模改修（1期）電気工事
設計書
莇生住宅大規模改修（1期）機械工事
設計書
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事
設計書
莇生住宅大規模改修（2期）電気工事
設計書
莇生住宅大規模改修（2期）機械工事
設計書

市役所本庁舎の構造安定性
の検証と結果を記した文書

送付書
評定書(建築計画等)
免震ダンパーの変動特性の再設定に
伴う免震告示計算の再検証　みよし
市庁舎

市民病院の認知症対応マ
ニュアル

認知症・せん妄ケアマニュアル

平成20年から平成30年まで
の間の
・耕作放棄地全体を調査要
綱に基づき把握された耕作
放棄地を農地法第2条第1項
の「農地」に該当するか否
かの判断が必要となった場
合には、市長は農業委員会
に対して、判断を依頼する
ことができる、農業委員会
に依頼した関係書類全ての
公開
・市長から調査を依頼され
た農業委員会長の判断の公
開

・耕作放棄地全体を調査要綱に基づ
き把握された耕作放棄地を農地法第2
条第1項の「農地」に該当するか否か
の判断が必要となった場合には、市
長は農業委員会に対して、判断を依
頼することができる、農業委員会に
依頼した関係書類全ての公開
・市長から調査を依頼された農業委
員会長の判断の公開

みよし市がんばる地域応援
補助金制度に提出された２
団体の企画文書（Ｈ31年度
開始に係るもの）

・みよし市がんばる地域応援補助金
提案事業採択申込書（三好丘緑行政
区）
・みよし市がんばる地域応援補助金
提案事業採択申込書（高嶺公民館カ
フェ）



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

135 3月14日 市長 下水道課 3月28日 全部開示

136 3月14日 市長 下水道課 3月28日 全部開示

137 3月14日 市長 下水道課 3月28日 全部開示

138 3月14日 市長 下水道課 3月20日 取下げ

139 3月14日
教育委員
会

教育行政課 3月26日 全部開示

140 3月15日
教育委員
会

教育行政課 3月28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
れがあるもの）

141 3月15日
教育委員
会

教育行政課 3月22日 取下げ

142 3月20日 市長 長寿介護課 3月26日 部分開示
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）

143 3月28日 市長 下水道課 3月29日 全部開示

平成30年12月20日に発生し
た行方不明者の対応経過記
録

行方不明者対応の経過報告について

次の工事の金入設計書
公共下水道管路更生工事そ
の３（三好処理区）
公共下水道管路更生工事そ
の２（三好処理区）
公共下水道マンホール改築
工事その６（三好処理区）
公共下水道管路更生工事
（三好処理区）

平成30年度　設計書　公共下水道管
路更生工事（三好処理区）、公共下
水道管路更生工事その２（三好処理
区）、公共下水道管路更生工事その
３（三好処理区）、公共下水道マン
ホール改築工事その６（三好処理
区）（図面、仕様書を除く。）

緑丘小学校の図面（平面
図、配置図、立面図）

緑丘小学校の平面図、配置図及び立
面図

H30年度予算説明書（181
Ｐ）にある小学校教育用コ
ンピュータ機器等賃借料
40583千円
同（187Ｐ）にある中学校
教育用コンピュータ機器等
賃借料19232千円に係る下
記の文書
品名、規格、品番等、数
量、単位、単価、金額、契
約単価、契約金額、使用に
関する条件を記した文書及
び入札結果、契約金額を記
した文書、機器の保守点検
を行った状況、支払った金
額を記した文書

(1)3中学校教育用コンピュータの賃
貸借に係る賃貸借契約書
(2)中部小学校教育用コンピュータの
賃貸借に係る賃貸借契約書
(3)5小学校教育用コンピュータの賃
貸借に係る賃貸借契約書
(4)三好丘中学校教育用コンピュータ
の賃貸借に係る賃貸借契約書
(5)黒笹小学校教育用コンピュータ機
器等賃借に係る単価契約書
(6)緑丘小学校教育用コンピュータ機
器等賃借に係る単価契約書
(7)3中学校教育用コンピュータ機器
等賃借に係る契約締結伺決議書
(8)中部小学校教育用コンピュータ機
器等賃借に係る契約締結伺決議書
(9)5小学校教育用コンピュータ機器
等賃借に係る契約締結伺決議書
(10)三好丘中学校教育用コンピュー
タ機器等賃借に係る契約締結伺決議
書
(11)黒笹小学校教育用コンピュータ
機器等賃借に係る契約締結伺決議書
(12)緑丘小学校育用コンピュータ機
器等賃借に係る契約締結伺決議書

H31年度予算説明書（183
Ｐ）にある小学校教育用コ
ンピュータ機器等賃借料
40917千円
同（189Ｐ）にある中学校
教育用コンピュータ機器等
賃借料21440千円に係る下
記の文書
品名、規格、品番等、数
量、単位、単価、金額、使
用に関する条件を記した文
書

3/22取下げ

（落札決定日：平成30年12
月26日）
公共下水道管路更生工事そ
の３（三好処理区）
上記に係る金入り設計書
（内訳書、明細票、施行単
価表、単価表、施行パッ
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）

平成30年度　設計書　公共下水道管
路更生工事その３（三好処理区）
（図面、仕様書及び数量表を除
く。）

（落札決定日：平成30年7
月26日）
農業集落排水管路更正工事
（福谷処理区）
上記に係る金入り設計書
（内訳書、明細票、施行単
価表、単価表、施行パッ
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）

平成30年度　設計書　農業集落排水
管路更正工事　福谷処理区（図面、
仕様書及び数量表を除く。）

みよし市が平成31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）

3/20取下げ

（落札決定日：平成30年11
月15日）
公共下水道管路更生工事そ
の２（三好処理区）
上記に係る金入り設計書
（内訳書、明細票、施行単
価表、単価表、施行パッ
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）

平成30年度　設計書　公共下水道管
路更生工事その２（三好処理区）
（図面、仕様書及び数量表を除
く。）


