
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12日 市長 税務課 4月26日 全部開示

2 5月15日
病院事業
管理者

管理課 5月29日 部分開示

１～３：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：条例第７条第２号に該当（個人
に関する情報）

3 5月22日 市長 下水道課 5月30日 全部開示

4 5月22日 市長 下水道課 5月30日 全部開示

5 5月22日 市長 下水道課 5月30日 全部開示

6 6月5日 市長 下水道課 6月13日 全部開示

7 6月5日
教育委員
会

生涯学習推
進課

6月18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 6月5日
教育委員
会

生涯学習推
進課

6月18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。

9 6月5日 市長 人事課 6月19日 全部開示

10 6月6日
教育委員
会

学校教育課 6月12日 全部開示

11 6月6日 市長 産業課 6月20日 全部開示

12 6月7日 市長 下水道課 6月12日 全部開示

13 6月19日 市長 下水道課 7月2日 全部開示

14 6月19日 市長 道路河川課 7月1日 全部開示

15 6月20日 市長 福祉課 7月1日 全部開示

16 6月20日 市長
子育て支援
課

6月28日 全部開示

17 6月21日 市長 下水道課 7月2日 全部開示

「障がい者福祉センター移転改修
（機械）工事」（開札執行日　平成
31年5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

障がい者福祉センター移転改修（機
械）工事設計書

「三吉児童クラブ建設（機械）工
事」（開札執行日　平成31年5月23
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

三吉児童クラブ建設（機械）工事設
計書

みよし市が令和元年度に発注する土
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）

令和元年度みよし市単価一覧表

案件番号　第550号　業種：土木工事
業
工事名：公共下水道管渠改築工事
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

令和１年度　設計書　公共下水道管
渠改築工事（図面、仕様書及び数量
表を除く。）及び予定価格調書

みよし市が平成31年度（令和元年
度）の公共工事に使用する、以下の
資料
・下水道単価の一覧
・土木単価の一覧

令和元年度みよし市単価一覧表

みよし市が平成31年度（令和元年
度）の公共工事に使用する、以下の
資料
・下水道単価の一覧
・土木単価の一覧

平成31年度　一般資材単価見積比較
一覧表

平成２１年度～平成３１年度までの
職員配置表（図書館に関わる部分に
限る）

・平成21年度から平成29年度までの
職員配置表（図書館に関わる部分に
限る。）
・平成30年度及び平成31年度の出入
表（図書館に関わる部分に限る。）

給食センター耐震工事の高力ボルト
不足による延期について、経緯と申
出、今後の対応を記した文書及び工
事経費の概略を記した文書

・決定書　令和元年度６月補正予算
（繰越明許費）について（伺い）
・報・連・相　給食センター調理場
天井耐震化等改修（３期）工事の入
札不調について
・平成31年度当初予算積算資料　平
成31年度調理場天井耐震化等改修３
期工事

三好池堤防工事の概略と経費、スケ
ジュールを記した文書

堤体耐震補強工事主要工事内容説明
資料
愛知用水三好支線水路緊急対策事業
負担額計算表（H30.9.20時点）

案件番号　第391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

平成31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。）

図書館open前の地質調査（ふっその
出てる地点及び数量がわかるもの）
実施設計、実施計画図面
図書館あり方研究会とうしん資料
プロポーザル決定がわかる資料（３
年、２年がわかるもの）

・土壌又は地下水の汚染の状況等の
報告書
・複合施設建設工事基本設計書
・複合施設建設工事実施計画書図面
・みよし市立中央図書館運営業務委
託に係るプロポーザル実施要領
・みよし市図書館窓口等運営業務委
託プロポーザル実施要領
・図書館学習交流プラザ建設工事竣
工図（電気・機械）

図書館open前の地質調査（ふっその
出てる地点及び数量がわかるもの）
実施設計、実施計画図面
図書館あり方研究会とうしん資料
プロポーザル決定がわかる資料（３
年、２年がわかるもの）

図書館あり方研究会　答申資料

金入り設計書
第317号　公共下水道管路清掃調査業
務委託（三好処理区）
開札日H31.4.25

平成31年度　設計書　公共下水道管
路清掃・調査業務委託（三好処理
区）（図面、仕様書及び数量表を除
く。）

金入り設計書
第315号　サイホン堆積土浚渫処理工
事（湯ノ前雨水幹線）
開札日H31.4.25

平成31年度　設計書　サイホン堆積
土浚渫処理工事（湯ノ前雨水幹線）
（図面、仕様書及び数量表を除
く。）

金入り設計書
公共下水道管路更生工事（三好処理
区）
開札日R01.05.16

平成31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。）

令和元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

地番現況図　家屋形状図　１／500
みよし市福谷町市場13、14－1

地番現況図及び家屋形状図

㈱ニチイ学館との医療業務委託に係
る文書一式

１　執行伺書
２　平成30年度・平成31年度・平成
32年度　設計書
３　指名業者選定結果及び指名通知
伺
４　入札経過調書
５　契約締結伺



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 7月4日 市長 公園緑地課 7月11日 全部開示

20 7月8日 市長 産業課 8月21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）

21 7月8日
農業委員
会

事務局 8月21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）

22 7月11日 市長 下水道課 7月23日 全部開示

23 7月11日 市長 下水道課 7月23日 全部開示

24 7月23日 市長 市民課 7月30日 全部開示

管理番号：20190000000593 工事区
分：土木工事一式
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
・上記工事の図面を除く金入り設計
書一式

令和１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 カリヨンハウスについて
　1) 多目的室1、多目的室2、多目的
室3について
　　①平成28、29年、30年度の各室
の利用状況と収支　②令和１年の利
用状況

・平成28年度カリヨンハウス部屋
別、月別利用件数、利用人数
・平成29年度カリヨンハウス部屋
別、月別利用件数、利用人数
・平成30年度カリヨンハウス部屋
別、月別利用件数、利用人数
・平成31年度カリヨンハウス部屋
別、月別利用件数、利用人数
・平成28年度主要施策成果説明書
・平成29年度主要施策成果説明書
・平成28年度歳入決算事業別調書
・平成29年度歳入決算事業別調書
・平成30年度歳入決算事業別調書

荒廃農地の発生・解消情況に関する
全て
人・農地プラン（地域農業マスター
プラン）

遊休農地管理の意向確認通知の送付
について（伺い）他359件

荒廃農地に係る農地法第2条第1項の
「農地」に該当するか否かの判断に
関する要綱に関する全て
現況証明に関する全て

・決定書　荒廃農地に係る農地法第2
条第1項の「農地」に該当するか否か
の判断に関する要綱等について（伺
い）他9件
・決定書　みよし市農業委員会現況
証明事務処理基準の一部改正につい
て（伺い）他81件

管理番号：20180000000886 工事区
分：土木工事一式
工事名：農業集落排水向管布設工事
その４（東山処理区）
工事場所：みよし市莇生町地内
・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４（東山処理区）
（図面、仕様書及び数量表を除
く。）及び予定価格調書

都市計画課 7月8日 部分開示

①、②：条例第７条第２号の規定に
該当（個人に関する情報）
③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）

前田緑道歩道橋耐震補強工事
金入り設計書「本工事費内訳表、明
細書、代価表、施行単価表）

令和元年度　設計書　前田緑道歩道
橋耐震補強工事（本工事費内訳表、
明細書、代価表及び施工単価表）

18 6月24日

莇生住宅大規模改修（２期）建築工
事に係る契約変更協議（別添）の記
録、文書及び契約金額の支払い状況

を記した文書

莇生住宅大規模改修（2期）建築工事 第1回
設計変更協議書（平成30年5月10日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事 第2回
設計変更協議書（平成30年12月10日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事 第3回
設計変更協議書（令和元年6月7日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事指示・
協議書No.1（平成29年10月26日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事指示・
協議書No.2（平成29年11月2日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事指示・
協議書No.3（平成29年11月16日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事指示・
協議書No.4,5（平成29年11月21日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事指示・
協議書No.6,7,8（平成29年12月7日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事指示・
協議書No.9（平成29年12月8日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事指示・
協議書No.10（平成29年12月14日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事指示・
協議書No.11（平成29年12月19日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事指示・
協議書No.12,13（平成30年1月11日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事指示・
協議書No.14（平成30年2月8日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事指示・
協議書No.15（平成30年3月1日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事指示・
協議書No.16（平成30年3月3日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事指示・
協議書No.17（平成30年3月8日）

莇生住宅大規模改修（2期）建築工事指示・
協議書No.18,19,20（平成30年3月16日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事指示・
協議書No.21（平成30年4月10日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事指示・
協議書No.22（平成30年4月16日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事指示・
協議書No.23（平成30年5月10日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事指示・
協議書No.24,25（平成30年6月7日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事指示・
協議書No.26（平成30年6月14日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事指示・
協議書No.27,28（平成30年6月21日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事指示・
協議書No.29（平成30年9月20日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事指示・
協議書No.30（平成30年12月10日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事指示・
協議書No.31（平成30年12月20日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事指示・
協議書No.32（平成31年4月12日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事指示・
協議書No.33,34（令和1年5月16日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事支出命
令書（平成29年10月10日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事支出命
令書（平成30年3月30日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事支出命
令書（逓時繰越）（現年）（平成30年11月21
日）
莇生住宅大規模改修（2期）建築工事支出命
令書（令和1年5月8日）

市長



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 7月23日 市長 広報情報課 8月5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）

26 7月23日 市長 協働推進課 7月29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）

27 7月23日 市長 産業課 8月1日 全部開示

28 7月23日 市長 企画政策課 7月30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）

29 7月23日
病院事業
管理者

管理課 8月6日 全部開示

30 7月23日
教育委員
会

教育行政課 7月23日 全部開示

31 7月23日
教育委員
会

教育行政課 7月23日 全部開示

32 7月23日 市長 都市計画課 7月29日 全部開示

33 8月1日 市長 下水道課 8月13日 全部開示

34 8月1日 市長 下水道課 8月13日 全部開示

35 8月1日
教育委員
会

教育行政課 8月9日 全部開示

36 8月13日 市長 総務課 8月16日 取下げ

37 8月13日 市長 人事課 8月16日 取下げ

38 8月13日 市長 防災安全課 8月16日 取下げ

39 8月13日 市長 協働推進課 8月16日 取下げ

別紙工事の
・金入り設計書（仕様書、図面を含
む。）
・予定価格調書

平成30年度　道路狭さく工事（市道
三好丘旭3号線）

8/16取下げ

別紙工事の
・金入り設計書（仕様書、図面を含
む。）
・予定価格調書

平成30年度　明知下ふるさとふれあ
い広場整備工事
平成29年度　テニスコート改修工事
（南部地区コミュニティ広場）

8/16取下げ

「中部南部地区小学校特別教室空調
機設置工事」（開札執行日　令和元
年7月4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

・中部南部地区小学校特別教室空調
機設置工事設計書
・中部南部地区小学校特別教室空調
機設置工事予定価格調書

別紙工事の
・金入り設計書（仕様書、図面を含
む。）
・予定価格調書

平成30年度　分庁舎駐車場整備工事

8/16取下げ

別紙工事の
・金入り設計書（仕様書、図面を含
む。）
・予定価格調書

平成28年度　職員駐車場（西）整備
工事

8/16取下げ

莇生住宅大規模改修（3期）機械工事
の金入り設計書及び予定価格調書

莇生住宅大規模改修（3期）機械工事
設計書
莇生住宅大規模改修（3期）機械工事
予定価格調書

管理番号：20190000000658　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S86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

令和元年度　設計書　三好西部地区
公共下水道管渠築造工事（第S86工
区）（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）」（開札執
行日　令和元年７月11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

令和元年度　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

みよし市民病院空調機等改修（2期）
工事の金入り設計書及び予定価格調
書

みよし市民病院空調機等改修（2期）
工事　設計書及び予定価格調書

中部南部地区中学校特別教室空調機
設置工事の金入り設計書及び予定価
格調書

中部南部地区中学校特別教室空調機
設置工事設計書
中部南部地区中学校特別教室空調機
設置工事予定価格調書

北部地区小学校特別教室空調機設置
工事の金入り設計書及び予定価格調
書

北部地区小学校特別教室空調機設置
工事設計書
北部地区小学校特別教室空調機設置
工事予定価格調書

2 地域活動コラボエリアの利用状況
　1) 平成28、29、30年度の空き室時
間

・平成28年度コラボエリア利用状況
・平成29年度コラボエリア利用状況
・平成30年度コラボエリア利用状況
・令和元年度コラボエリア利用状況

３　ビジターセンターについて
　1) 現在の運営状況・・・平成30年
度、令和１年
　　①扱っている物品　②利用者状
況　③収支状況

・H30ビジターセンター販売種別売上
統計
・H30ビジターセンター販売月/曜日
別販売実績調査書
・ビジターセンター月別来店者状況
（平成30年度）
・ビジターセンター時間帯別来店者
状況（平成30年度）
・R1ビジターセンター販売種別売上
統計
・R1ビジターセンター販売月/曜日別
販売実績調査表
・ビジターセンター月別来店者状況
（令和元年度）
・ビジターセンター時間帯別来店者
状況（令和元年度）

２階
1 テナントスペースについて
　1) 現コンビニエンスストアについ
て
　　①募集・応募状況　②契約につ
いて　③運営について　・運営時間
・人員配置　・収支状況

・市有財産有償貸付契約書
・開札記録票
・Mont Sun Store　売上実績

2 地域活動コラボエリアの利用状況
　1) 平成28、29、30年度の空き室時
間
　　①市制番組　地元大学生との協
働による市制番組放送の状況
　  ②コミュニティＦＭ公開生放送
の状況　③令和１年の利用状況

コミュニティＦＭ市政情報番組制作
放送業務委託（平成28年4月分から平
成31年3月分まで）放送実績報告書中
のコーナー番組放送確認書及びみよ
し（コミュニティ）ニュース項目



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

40 8月13日 市長 福祉課 8月16日 取下げ

41 8月13日 市長
子育て支援
課

8月16日 取下げ

42 8月13日 市長 産業課 8月16日 取下げ

市長 道路河川課 8月16日 取下げ

別紙工事の
・金入り設計書（仕様書、図面を含
む。）
・予定価格調書

平成29年度　明知保育園駐車場整備
工事
平成29年度　みどり保育園駐車場整
備工事

8/16取下げ

別紙工事の
・金入り設計書（仕様書、図面を含
む。）
・予定価格調書

令和１年度　広場緑地保全業務委託
（緑と花のセンター）

8/16取下げ

43 8月13日

別紙工事の
・金入り設計書（仕様書、図面を含
む。）
・予定価格調書

令和１年度　河川草刈業務委託（準用河
川唐沢川外7河川）
令和１年度　街路樹維持管理業務委託
（市道東山台弥栄線外15路線）
令和１年度　道路草刈管理業務委託（市
道打越黒笹1・2号線外）
令和１年度　街路樹維持管理業務委託
（歩行者専用道路・駅前広場・道路附帯
地）
令和１年度　高嶺行政区里道整備工事
令和１年度　新屋行政区里道整備工事
令和１年度　側溝整備工事（市道一色前
線）
令和１年度　街路新設改良工事（都市計
画道路平池天王台線）
令和１年度　街路新設改良工事（都市計
画道路青木線他1路線）
令和１年度　河川改良附帯工事（準用河
川茶屋川）
令和１年度　道路改良工事（市道植ノ畑
八和田線）
平成30年度　交通安全施設設置工事（市
道落合辰巳山線）
平成30年度　側溝整備工事（市道湯ノ前
中島線）
平成30年度　側溝整備工事（市道三好丘
6号線）

8/16取下げ

平成30年度　舗装修繕工事（市道三好ヶ
丘駒場線）
平成30年度　河川改良工事（準用河川茶
屋川）
平成30年度　交通安全施設設置工事（市
道莇生打越線）
平成30年度　カラー舗装設置工事（市道
竹ヶ花三好丘線外）
平成30年度　舗装修繕工事（市道美里松
葉池浦線）
平成30年度　街路新設改良工事（都市計
画道路蜂ヶ池線）
平成30年度　側溝整備工事（市道黒笹福
谷線）
平成30年度　莇生行政区里道整備工事
平成30年度　西一色行政区里道整備工事
平成30年度　カーブミラー設置工事（市
内全域）
平成30年度　明知下行政区里道整備工事
平成30年度　道路改良工事（市道植ノ畑
八和田線）
平成30年度　御嶽橋修繕工事（市道山ノ
間小林線）
平成30年度　河川改修工事（準用河川砂
後川）
平成30年度　舗装修繕工事（市道福谷
線）
平成30年度　街路新設改良工事（都市計
画道路平池天王台線）
平成30年度　歩道築造工事（市道中大通
線）

別紙工事の
・金入り設計書（仕様書、図面を含
む。）
・予定価格調書

平成28年度　障がい者福祉センター
駐車場整備工事

8/16取下げ



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 8月13日 市長 下水道課 8月16日 取下げ

市長 公園緑地課 8月16日 取下げ

平成28年度　側溝整備工事（市道打越本
地線）
平成28年度　側溝整備工事（市道黒笹福
谷線）
平成28年度　街路新設改良工事（都市計
画道路平池天王台線）
平成28年度　河川改修工事（準用河川砂
後川）
平成28年度　橋梁修繕工事（三好ヶ丘高
架橋）
平成28年度　街路新設狩用工事（都市計
画道路蜂ヶ池線）
平成28年度　歩道築造工事（市道細口鏡
塚船）
平成28年度　側溝整備工事（市道棚田
線）
平成28年度　交通安全施設設置工事（市
道三好丘旭自転車歩行者専用道14号線始
め）

別紙工事の
・金入り設計書（仕様書、図面を含
む。）
・予定価格調書

令和元年度　草刈業務委託（三好雨水幹
線他17箇所）
令和元年度　公共下水道管渠改築工事
令和元年度　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）
令和元年度　三好西部地区公共下水道管
渠築造工事（第S86工区）
令和元年度　公共下水道向管布設工事
（三好処理区）
平成30年度　公共下水道向管布設工事
（三好処理区）
平成30年度　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））
平成30年度　公共下水道マンホール改築
工事その6（三好処理区）
平成30年度　農業集落排水マンホール改
築工事その4（明知処理区）
平成29年度　公共下水道マンホール改築
工事その6（三好処理区）
平成29年度　農業集落排水マンホール改
築工事その4（明知処理区）
平成29年度　雨水排水整備工事（莇生水
洗地区）
平成28年度　緊急雨水対策工事（根浦
川）

8/16取下げ

45 8月13日

別紙工事の
・金入り設計書（仕様書、図面を含
む。）
・予定価格調書

令和元年度　大沢公園他13公園管理
業務委託（大沢公園他13公園）
令和元年度　境川緑地管理業務委託
（境川緑地）
令和元年度　小坂公園他16公園管理
業務委託（小坂公園他16公園）
令和元年度　三好公園・保田ヶ池公
園樹木管理業務委託（三好公園・保
田ヶ池公園）
令和元年度　都市公園遊具点検業務
委託（都市公園）
令和元年度　潮見北公園デッキ修繕
工事
令和元年度　三好公園陸上競技場国
旗掲揚塔撤去工事
令和元年度　保田ヶ池公園整備工事
平成30年度　三好公園整備工事
平成30年度　保田ヶ池公園整備工事
平成30年度　三好中部1号公園整備工
事
平成30年度　森曽公園駐車場整備工
事
平成29年度　細口公園健康遊具設置
工事（細口公園）
平成29年度　保田ヶ池公園整備工事

8/16取下げ

市長 道路河川課 8月16日 取下げ43 8月13日 8/16取下げ

平成30年度　側溝整備工事（市道三吉小
学校2号線外）
平成30年度　歩道築造工事（市道今池下
流谷線）
平成30年度　街路新設改良工事（都市計
画道路青木線）
平成30年度　河川改修工事その3（充用
河川砂後川）
平成30年度　明知上行政区里道整備工事
平成30年度　舗装修繕工事（市道イン
ター3号線）
平成30年度　側溝整備工事（市道福谷落
合線）
平成30年度　側溝整備工事（市道明知新
屋線）
平成29年度　東明跨道橋修繕工事（市道
莇生打越線）
平成29年度　側溝整備工事（市道三好東
山線）
平成29年度　道路安全施設設置工事（市
道三好丘あおば19号線）
平成29年度　街路新設改良工事（都市経
過道路平池天王台線）
平成29年度河川改修工事（準用河川砂後
川）
平成29年度　カーブミラー設置工事（市
内全域）
平成29年度　カラー舗装設置工事（市内
全域）
平成29年度　街路新設改良工事その3
（都市計画道路青木線）



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

46 8月13日
教育委員
会

教育行政課 8月16日 取下げ

47 8月13日
教育委員
会

スポーツ課 8月16日 取下げ

48 8月13日
教育委員
会

生涯学習推
進課

8月16日 取下げ

49 8月15日 市長
子育て支援
課

8月26日 部分開示

１及び３は、条例第７条第２号に該
当（個人に関する情報）
２、５及び６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ため）
４は、条例第７条第６号イに該当
（契約に係る事務に関し、他の地方
公共団体の財産上の利益を不当に害
するおそれがあるため）

50 8月20日
教育委員
会

教育行政課 8月27日 全部開示

51 8月23日 市長 産業課 9月5日 部分開示

１、２、３の一部及び４は、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。）

３の一部は、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）

52 8月26日 市長 道路河川課 8月26日 取下げ

53 8月26日
農業委員
会

事務局 9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）

54 9月4日 市長 協働推進課 9月6日 取下げ

55 9月9日 市長 税務課 9月17日 全部開示

56 9月10日 市長 道路河川課 9月20日 全部開示

みよし市三好町前田18番地5の航空写
真（S62年度とH30年度撮影分）

・昭和62年度航空写真（みよし市三
好町前田18番5周辺）
・昭和30年度航空写真（みよし市三
好町前田18番5周辺）

第765号
舗装修繕工事（市道三好明知下線）
金入り設計書

平成元年度　設計書　舗装修繕工事
（市道三好明知下線）（令和元年８
月２９日）開札

みよし市施施工の市道・都市計画道
路のうち
・2車線以上の新設（センターライン
あり）
・大規模改良（2車線化、線形改良な
ど）が行われたもので【2018年度中
に道路開放された路線】【2019年度
中に道路開放を予定している路線】
の詳細情報と位置図および平面図

8/26取下げ

遊休農地に関する調査等全て
遊休農地管理の意向確認通知の送付
について（伺い）他151件

愛大跡地の住宅開発区域の行政区帰
属に関する関係団体との協議記録
（H31年1月1日以降分）

9/6取下げ

2018年10月3日にホームページで公表
されたプロポーザル結果について
みよし市放課後児童クラブ運営（そ
の2）業務委託プロポーザルに参加し
た業者の提案書一式

みよし市放課後児童クラブ運営（そ
の2）業務委託のプロポーザルに係る
参加業者の業務提案書一式

「三吉小学校大規模改修（1期）管工
事」（開札執行日　令和元年8月2
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（1期）管工
事設計書
・三吉小学校大規模改修（1期）管工
事予定価格調書

2019年に行われた新商業都市（株）
の株主総会に提出された文書

１　第23期定時株主総会開催のご案
内
２　第23期定時株主総会招集ご通知
３　第23期定時株主総会招集ご通知
（総会資料）
４　第23期定時株主総会決議のご通
知

別紙工事の
・金入り設計書（仕様書、図面を含
む。）
・予定価格調書

平成30年度　安全のみどり線設置工
事（市道三好中央線外）
平成30年度　天王小学校正門ガード
パイプ設置及び排水溝改修工事
平成29年度　三好中学校法面補修工
事
平成28年度　小学校遊具等補修工事
平成28年度　中学校体育用具等補修
工事

8/16取下げ

別紙工事の
・金入り設計書（仕様書、図面を含
む。）
・予定価格調書

令和1年度　ゲートボール・グラウン
ドゴルフ場整備工事

8/16取下げ

別紙工事の
・金入り設計書（仕様書、図面を含
む。）
・予定価格調書

情報の道整備工事

8/16取下げ

市長 公園緑地課 8月16日 取下げ45 8月13日 8/16取下げ

平成29年度　東山公園配水塔解体撤
去工事
平成28年度　三好公園空中園路手摺
修繕工事（三好公園）
平成28年度　三好公園整備工事（三
好公園）
平成28年度　前田緑道整備工事（前
田緑道）
平成28年度　景観重要樹木整備工事
（蜂ヶ池公園）
平成28年度　保田ヶ池公園整備工事
（保田ヶ池公園）



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

57 9月12日
教育委員
会

学校教育課 9月20日 全部開示

58 9月30日
教育委員
会

教育行政課 10月7日 取下げ

59 9月30日
教育委員
会

教育行政課 10月7日 取下げ

60 10月1日 市長 協働推進課 10月11日 全部開示

61 10月15日 市長 協働推進課 10月21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）

62 10月18日 市長 道路河川課 10月30日 全部開示

63 10月18日 市長 公園緑地課 10月29日 全部開示

64 10月18日 市長 下水道課 10月29日 全部開示

65 10月28日 市長 下水道課 11月1日 全部開示

66 10月28日 市長 協働推進課 11月7日 全部開示

67 10月30日
病院事業
管理者

管理課 11月13日 全部開示

件名：みよし市民病院医事業務委託
①2015年4月1日から2018年3月31日
②2018年4月1日から2021年3月31日
上記①、②の指名入札案件に係る下
記各文書
(1)指名通知書
(2)仕様書及び設計書
(3)入札結果
(4)業者決定通知書

１　医療業務委託（みよし市民病
院）（平成27年４月１日から平成30
年３月31日まで）に係る以下の文書
・指名通知書　・医療業務委託仕様
書　・設計書　入札経過調書
２　医療業務委託（みよし市民病
院）（平成30年4月1日から平成33年3
月31日まで）に係る以下の文書
・指名通知書　・医療業務委託仕様
書　・設計書　・入札経過調書　・
落札経過調書

下記の金入り設計書【H31年度】
・公共下水道向管布設工事（三好処
理区）
・公共下水道管渠改築工事

令和元年度　設計書　公共下水道向
管布設工事　三好処理区（表紙、事
業費総括表、本工事費内訳表、明細
書、代価表及び施工単価表）
令和１年度　設計書　公共下水道管
渠改築工事（表紙、事業費総括表、
本工事費内訳表、明細書、代価表及
び施工単価表）

第893号
農業集落排水管路更生工事（福谷処
理区）金入設計書

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。）

「市民活動センター空調機更新工
事」
（開札執行日　令和元年１０月３
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

市民活動センター空調機更新工事設
計書及び予定価格調書

みよし市市民活動保険についての下
記文書
・平成31年度契約時の入札および見
積り合わせ等の結果
・平成28、29、30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３１年度自治会（行政
区）活動保険の契約について（伺
い）
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
30　市民活動保険事故受付等一覧

下記の金入り設計書【H31年度】
・橋梁修繕工事（無名橋53号）
・河川改良工事（準用河川茶屋川）
・道路改良工事（市道植ノ畑八和田
線）

令和元年度　設計書　橋梁修繕工事
（無名橋53号）（表紙、事業費総括
表、本工事費内訳表、明細書及び代
価表）
令和元年度　設計書　河川改良工事
（準用河川茶屋川）（表紙、事業費
総括表、本工事費内訳表、明細書、
代価表及び施工単価表）
令和元年度　設計書　道路改良工事
（市道植ノ畑八和田線）（表紙、事
業費総括表、本工事費内訳表、明細
書、代価表及び施工単価表）

下記の金入り設計書【H31年度】
・保田ヶ池公園整備工事その３

平成元年度　設計書　保田ヶ池公園
整備工事その３（表紙、事業費総括
表、本工事費内訳表、代価表及び施
工単価表）

「市内４中学校配膳室空調機設置工
事」（開札執行日　令和元年9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

10/7取下げ

「市内７小学校配膳室空調機設置工
事」（開札執行日　令和元年9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

10/7取下げ

（仮称）きたよし地区拠点施設建設
（建築）工事
・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

（仮称）きたよし地区拠点施設建設
（建築）工事設計書及び予定価格調
書

１　豊田・みよし地区教科用図書採
択地区協議会規約
２　令和元年度豊田・みよし地区教
科用図書採択地区協議会・研究員会
議日程
３　令和元年度豊田・みよし地区教
科用図書採択地区協議会　協議会委
員名簿
４　令和元年度豊田・みよし地区教
科用図書採択地区協議会　研究員名
簿
５　報告書（小学校用教科書）
６　選定理由
７　令和元年度第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　令和元年度第２回豊田・みよし
地区教科用図書採択地区協議会　会
議録
９　令和２年度使用小学校及び中学
校用教科用図書の採択結果について

１　豊田・みよし地区教科用図書採
択地区協議会規約
２　令和元年度豊田・みよし地区教
科用図書採択地区協議会・研究員会
議日程
３　令和元年度豊田・みよし地区教
科用図書採択地区協議会　協議会委
員名簿
４　令和元年度豊田・みよし地区教
科用図書採択地区協議会　研究員名
簿
５　令和２年度使用教科用図書採択
小学校用教科書　報告書
６　令和２年度使用小学校用教科書
選定理由
７　令和元年度第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　令和元年度第２回豊田・みよし
地区教科用図書採択地区協議会　会
議録
９　令和２年度使用小学校及び中学
校用教科用図書の採択結果について
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受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
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請求行政文書の内容 行政文書名

68 10月30日 市長 長寿介護課 11月11日 全部開示

69 10月30日 市長 長寿介護課 11月11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。

70 11月1日 市長 下水道課 11月7日 全部開示

71 11月1日 市長
子育て支援
課

11月11日 全部開示

72 11月7日 市長 税務課 11月21日 部分開示
土地家屋課税台帳に記載される事項
のうち、登記事項以外の部分

73 11月7日 市長 税務課 11月21日 全部開示

74 11月11日 市長 下水道課 11月19日 全部開示

75 11月19日
農業委員
会

事務局 11月29日 部分開示

①許可申請書中法人印及び行政書士
の印、許可申請書中譲渡人の個人
印、職業及び年齢
②取消願書中法人印、取消願書中譲
渡人の個人印
③許可申請書中法人印及び行政書士
の印、許可申請書中譲渡人の個人
印、職業及び年齢。重機置場の用地
を探した状況について中法人印、重
機置場の用地を探した状況について
中地権者の意見。住宅地図中個人の
氏名。株式会社サンキョウ定款。臨
時株主総会議事録及び決定書。公図
の写中個人氏名及び住所。排水計画
図中個人氏名。事業計画書中法人
印。みよし土地改良区意見書中理事
長印。排水同意書中法人印及び区長
の印。土地利用計画図中個人氏名。
隣地承諾書中隣地の表示、住所、氏
名及び個人印。公共用物の使用又収
益に伴う同意書中法人印及び区長の
印。開発申請図中個人氏名及び住
所。土地利用計画図中個人氏名。決
算報告書。委任状中法人印、委任状
中代理人の携帯番号並びに譲渡人の
個人印。

76 11月20日 市長 道路河川課 12月2日 全部開示

77 11月20日 市長 道路河川課 12月2日 全部開示

第941号
舗装修繕工事（市道三好ヶ丘自動車
歩行者専用道路5号線）
金入り設計書

平成元年度　設計書　舗装修繕工事
（市道三好ヶ丘自動車歩行者専用道
路5号線）（表紙、事業費総括表、本
工事費内訳表、明細書、代価表及び
施工単価表）

第946号
舗装修繕工事（市道インター2号線）
金入り設計書

平成元年度　設計書　舗装修繕工事
（市道インター2号線）（表紙、事業
費総括表、本工事費内訳表、明細
書、代価表及び施工単価表）

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、2018年中の登記移動修正済の
shapeデータ。

土地家屋形状図（2018年中の登記移
動修正済のshapeデータ）

案件番号　第893号
農業集落排水管路更生工事（福谷処
理区）
工事場所　みよし市福谷町地内
金入設計書　材料費見積金額

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。）

平成24年23に下記の土地地番の農地
転用許可申請され許可されたもので
すが、これら申請時の文書・図面・
公図を含む公文書の開示請求を致し
ます。①みよし市福谷町上三戸口5番
1　田、6番5　田、8番2　田
農地転用許可申請に係る文書の全て

①農地法第5条の規定による許可申請
について（許可）
②農地法第5条の規定による許可の取
消しについて（通知）
③農地法第5条の規定による許可申請
書

金入り設計書（図面、数量表除く）
工事名：処理施設維持管理工事（き
たよし）（福谷、新田根浦、莇生処
理区）
工期：着手令和元年９月２７日　完
了令和２年２月２８日

令和元年度　設計書　処理施設維持
管理工事（きたよし）（福谷、新田
根浦、莇生処理区）（図面、仕様書
及び数量表を除く。）

「明知保育園職員室空調機取替工
事」
（開札執行日　令和元年１０月３１
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

明知保育園職員室空調機取替工事設
計書及び予定価格調書

①：土地・家屋課税台帳の電磁的記
録。
②：①が不存在、又は開示が不可能
の場合は、みよし市内の登記されて
いる土地・家屋の登記情報のうち、
登記名義人、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・建築年
月日の情報を含む一覧の電磁的記
録。

平成31年度土地家屋課税台帳

「成年後見制度に係る以下の文書
（１については取下げ）。
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３１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３０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　平成31年度当初歳出予算内示書
（当初予算）
２　成年後見制度利用支援事業調べ

「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３
０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３０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３
０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３０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）。」
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78 11月20日 市長 道路河川課 12月2日 全部開示

79 12月2日 市長 下水道課 12月9日 全部開示

80 12月2日 市長 道路河川課 12月16日 不開示
みよし市情報公開条例第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。

81 12月9日 市長 環境課 12月12日 全部開示

82 12月27日
教育委員
会

学校教育課 1月7日 全部開示

83 12月27日 市長 下水道課 1月8日 全部開示

84 12月27日 市長 長寿介護課 1月8日 全部開示

85 12月27日 市長 協働推進課 1月7日 全部開示

86 2月5日
教育委員
会

学校教育課 2月18日 全部開示

87 3月23日
教育委員
会

教育行政課

「市民活動センター多目的室２空調
機取替工事」
（開札執行日　令和元年12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

市民活動センター多目的室２空調機
取替工事設計書及び予定価格調書

令和元年度に実施された中学校学習
診断テストの問題、解答、配点（中
３（年３回分）、中１・２（各年１
回分）

令和元年度　第1学年　学習診断テス
ト
令和元年度　第2学年　学習診断テス
ト
令和元年度　第3学年　第1回学習診
断テスト
令和元年度　第3学年　第2回学習診
断テスト
令和元年度　第3学年　第3回学習診
断テスト

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

緑丘小と北中の今年度の学校経営案
（令和元年度）

令和元年度学校経営案（愛知県みよ
し市立緑丘小学校）
令和元年度学校経営案（愛知県みよ
し市立北中学校）

「既成市街地公共下水道管渠築造工
事（三好中部地区その４）」
（開札執行日　令和元年12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

令和元年度　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４（図面、仕様書及び数量表
を除く。）及び予定価格調書

「高齢者生きがいセンター「福谷太
陽の家」空調機取替工事」
（開札執行日　令和元年12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

高齢者生きがいセンター「福谷太陽
の家」空調機取替工事に係る設計書
（図面及び仕様書を除く。）及び予
定価格調書

管理番号：20190000000894
工種区分：土木一式工事
工事名：東山浄化センター切替工事
その３（東山処理区）
工事場所：みよし市莇生町地内
・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

令和元年度　設計書　東山浄化セン
ター切替工事その３　東山処理区
（図面、仕様書及び数量表を除
く。）及び予定価格調書

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）にある、野々山
幸議員が三好町に対して指摘した、
公共施設周辺の側溝整備、ふた整備
を行っていくとする整備計画等につ
いて、この指摘以後の三好町（現在
みよし市）の側溝整備ふた整備の整
備計画と施工された成果の記録（平
成19年当時から現在に至る全てのも
の）

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）にある、野々山
幸議員が三好町に対して指摘した、
公共施設周辺の側溝整備、ふた整備
を行っていくとする整備計画等につ
いて、この指摘以後の三好町（現在
みよし市）の側溝整備ふた整備の整
備計画と施工された成果の記録（平
成19年当時から現在に至る全てのも
の）

みよし市不燃物埋め立て処分場の年
間利用実績、直近５年分及び維持管
理費、埋め立て残量

・平成26年度一般廃棄物処理事業実態調
査　施設整備状況調査票（最終処分場
〔都道府県、市区町村、一部事務組合・
広域連合設置施設用〕）
・平成27年度一般廃棄物処理事業実態調
査　施設整備状況調査票（最終処分場
〔都道府県、市区町村、一部事務組合・
広域連合設置施設用〕）
・平成28年度一般廃棄物処理事業実態調
査　施設整備状況調査票（最終処分場
〔都道府県、市区町村、一部事務組合・
広域連合設置施設用〕）
・平成30年度一般廃棄物処理事業実態調
査　施設整備状況調査票（最終処分場
〔都道府県、市区町村、一部事務組合・
広域連合設置施設用〕）・平成26年度一
般廃棄物処理事業実態調査　施設整備状
況調査票（最終処分場〔都道府県、市区
町村、一部事務組合・広域連合設置施設
用〕）
・平成26年度決算　主要施策成果説明書
（不燃物埋立処分場管理事業）
・平成27年度決算　主要施策成果説明書
（不燃物埋立処分場管理事業）
・平成28年度決算　主要施策成果説明書
（不燃物埋立処分場管理事業）
・平成29年度決算　主要施策成果説明書
（不燃物埋立処分場管理事業）
・平成30年度決算　主要施策成果説明書
（不燃物埋立処分場管理事業）

第947号
舗装修繕工事（市道三好ヶ丘駒場
線）
金入り設計書

平成元年度　設計書　舗装修繕工事
（市道三好ヶ丘駒場線）（表紙、事
業費総括表、本工事費内訳表、明細
書、代価表及び施工単価表）


