
単位：件

全部開示 部分開示 不開示

34 10 17 6 0 1

秘書広報課 2 2

総務課 2 1 1

管財課 9 1 7 1

職員課 2 1 1

情報システム課 1 1

高齢福祉課 2 1 1

子育て支援課 2 2

税務課 1 1

環境課 2 2

農政商工課 7 2 5

道路下水道課 3 1 1 1

建築指導課 1 1

14 2 8 3 0 1

教育行政課 8 2 3 2 1

学校教育課 5 4 1

スポーツ課 1 1

1 1

1 1

0

0

1 1

0

51 14 26 9 0 2

選挙管理委員会

監査委員

農業委員会

固定資産評価審査委員会

議会

病院事業管理者

教育委員会

平成２１年度みよし市情報公開条例による開示請求の実施状況

市長

実施機関

　実施機関別の開示請求件数及び処理状況（累計）

取下げ
開示請求 決定の内容

決定処理中

処理状況

合　　　　　計
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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 4/1 町長 道路下水道課 4月13日 部分開示
条例第2条第2号
非該当
(不存在)

2 4/2 町長 情報システム課 4月6日 全部開示

3 4/13 町長 道路下水道課 4月24日 全部開示

4 4/22 教育委員会 学校教育課 4月28日 不開示
条例第2条第2号
非該当
(不存在)

5 4/27 町長 環境課 4月27日 全部開示

6 5/11 町長 農政商工課 5月19日 不開示
条例第2条第2号
非該当
(不存在)

7 5/26 町長 管財課 5月28日 部分開示
条例第7条第2号
該当
(個人情報該当)

8 6/1 町長 税務課 6月9日 部分開示

条例第2条第2号
該当
(不存在)
条例第7条第2号
該当
(個人情報該当)
条例第7条第3号
ア該当（利益を
害するおそれ）

9 6/9 町長 環境課 6月10日 全部開示

10 6/25 町長 総務課 7月6日 部分開示
条例第7条第2号
該当
(個人情報該当)

11 6/25 教育委員会 スポーツ課 7月6日 部分開示
条例第7条第2号
該当
(個人情報該当)

12 7/6 監査委員 事務局 7月14日 全部開示

13 7/10 教育委員会 学校教育課 7月17日 部分開示
条例第7条第2号
該当
(個人情報該当)

14 7/30 町長 職員課 8月13日 部分開示
条例第2条第2号
非該当
(不存在)

15 8/5 町長 総務課 8月10日 全部開示

16 8/31 町長 高齢福祉課 9月7日 部分開示
条例第7条第2号
該当
(個人情報該当)

17 9/7 町長 職員課 9月16日 全部開示

18 9/9 教育委員会 学校教育課 9月15日 部分開示
条例第2条第2号
非該当
(不存在)

19 9/10 町長 管財課 9月11日 部分開示
条例第7条第2号
該当
(個人情報該当)

平成22年度豊田加茂地区中学校教科
書用図書研究結果選定理由、採択日
程表、採択地区協議会委員名簿、調
査研究委員名簿

平成22年度豊田加茂地区中学校教科
書用図書研究結果選定理由、採択日
程表、採択地区協議会委員名簿、調
査研究委員名簿

三好字植ノ畑18-7、31-5、32-2寄附
採納願の写し

寄附採納願

平成17年（行ウ）第21号、第36号住
民訴訟事件に係る返還金請求書、返
還受領を示す文書（三好下行政区・
明知上行政区）

下水道工事・建築工事・樹木の伐採
をマニフェストにて文書にていただ
きたい

平成２１年度開示請求内容と処理状況

平成10年2月26日に三好町と三好町土
地開発公社と三好下行政区との間で
締結した公共補償契約書及び補償費
支払に係る書類

平成21年全国学力、学習状況調査の
町の平均値（小学校、中学校）

排ガス測定結果について

行政文書名

平成17年（行ウ）第21号、第36号住
民訴訟事件に係る返還金請求書、返
還受領を示す文書（三好下行政区・
明知上行政区）

工事施工（物件購入）の手引き

平成10年2月26日に三好町と三好町土
地開発公社と三好下行政区との間で
締結した公共補償契約書及び補償費
支払に係る書類

平成21年全国学力、学習状況調査の
町の平均値（小学校、中学校）

排ガス測定結果について

請求行政文書の内容

平成21年5月12日付住民監査請求に関
する会議録一切

平成20年度、21年度事例研究会・巡
回相談記録（総合教育センター又は
特例支援学校の職員が参加したも
の）

三好町土地改良区の文書で土地改良
法第29条に定める文書の一覧表又は
リスト等

平成16年9月9日開催の三好町公有地
取得処分審査会の議事録（不可の理
由が分かるもの）

平成21年固定資産評価関係文書

三好町ひばりケ丘二丁目、三好町三
好字上ケ池廃品回収の件について

三好町ひばりケ丘二丁目、三好町三
好字上ケ池廃品回収の件について

土地評価調書（三好根浦特定土地9-
A-20）

三好町公有地取得処分審査会（議事
録）

　平成18年4月からの給与構造改革の
概要文書について
　平成15年町民1人あたり4,111,000
円　根拠たる詳細の文書
　地域手当は10％としたと記されて
いるが、あきらかな詳細の文書

・平成20年度巡回相談報告書
・平成20年度発達障害児指導事例報
告書
・平成21年度発達障害児指導指令研
究会報告書

平成21年5月12日付住民監査請求に関
する会議録一切

教育委員会が契約者となる損害保険
契約（傷害保険、賠償責任保険、火
災保険、自動車保険）（今現在加入
している契約）証券の写しもしくは
下記内容が分かるもの（保険料、保
険期間、保険種類、保険の概要、担
当課、補償の内容、保険会社）

町が契約者となる損害保険契約（傷
害保険、賠償責任保険、火災保険、
自動車保険）（今現在加入している
契約）証券の写しもしくは下記内容
が分かるもの（保険料、保険期間、
保険種類、保険の概要、担当課、補
償の内容、保険会社）

町が契約者となる損害保険契約（傷
害保険、賠償責任保険、火災保険、
自動車保険）（今現在加入している
契約）証券の写しもしくは下記内容
が分かるもの（保険料、保険期間、
保険種類、保険の概要、担当課、補
償の内容、保険会社）

教育委員会が契約者となる損害保険
契約（傷害保険、賠償責任保険、火
災保険、自動車保険）（今現在加入
している契約）証券の写しもしくは
下記内容が分かるもの（保険料、保
険期間、保険種類、保険の概要、担
当課、補償の内容、保険会社）

三好町土地改良区の文書で土地改良
法第29条に定める文書の一覧表又は
リスト等

H21共通物品の価格（テープ類）

みよしの里に関わる三好町からの指
導監査に関わる書類一式（平成19年
度～20年度）

定年になった人達が年次有給、夏季
休暇、その他休暇を取得する根拠

　平成18年4月からの給与構造改革の
概要文書について
　地域手当は10％としたと記されて
いるが、あきらかな詳細の文書

共通物品購入契約

みよしの里に関わる三好町からの指
導監査に関わる書類一式（平成19年
度～20年度）

定年になった人達が年次有給、夏季
休暇、その他休暇を取得する根拠
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No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

行政文書名請求行政文書の内容

20 9/16 町長 農政商工課 9月25日 部分開示

条例第7条第2号
該当
(個人情報該当)
条例第7条第3号
該当
（法人その他の
団体情報該当）

21 10/13 町長 建築指導課 10月23日 部分開示
条例第7条第2号
該当
(個人情報該当)

22 10/23 教育委員会 教育行政課 11月5日 不開示

条例第7条第5号
該当
(町の機関の内部
の審議・検討に
関する情報)

23 10/23 教育委員会 教育行政課 11月5日 部分開示

条例第7条第5号
該当
(町の機関の内部
の審議・検討に
関する情報)

24 10/23 教育委員会 教育行政課 11月5日 不開示

条例第7条第5号
該当
(町の機関の内部
の審議・検討に
関する情報)

25 11/11 町長 高齢福祉課 11月25日 全部開示

26 11/20 教育委員会 学校教育課 12月1日 部分開示
条例第7条第2号
該当
(個人情報該当)

27 11/20 選挙管理委員会 事務局 11月20日 全部開示

28 12/28 町長 子育て支援課 1月6日 部分開示

条例第7条第2号
該当
(個人情報該当)
条例第2条第2号
該当
(不存在)

29 12/28 教育委員会 教育行政課 1月7日 部分開示

条例第7条第2号
該当
(個人情報該当)
条例第2条第2号
該当
(不存在)

30 1/7 教育委員会 教育行政課 取下げ

31 1/7 教育委員会 教育行政課 1月19日 全部開示

32 1/7 教育委員会 教育行政課 1月19日 部分開示

条例第7条第6号
該当（事務又は
事業の適正な遂
行に支障を及ぼ
すおそれのある
情報）

33 1/7 教育委員会 教育行政課 1月19日 全部開示

三好町勤労文化会館・三好町ふるさ
と会館指定管理者公募における次期
指定管理候補者の事業計画書

三好町勤労文化会館・三好町ふるさ
と会館指定管理者公募における次期
指定管理候補者の事業計画書

株式会社ヤマコーが、平成18年7月13
日付で届出した三好町まちづくり土
地利用条例に基づいてなした申請に
関する一件書類（18三都計第17－61
号）

株式会社ヤマコーが、平成18年7月13
日付で届出した三好町まちづくり土
地利用条例に基づいてなした申請に
関する一件書類（18三都計第17－61
号）

請求者株式会社ヤマコーが平成18年6
月7日付で提出した農用地利用計画変
更申出書一件書類

請求者株式会社ヤマコーが平成18年6
月7日付で提出した農用地利用計画変
更申出書一件書類

三好町勤労文化会館・三好町ふるさ
と会館指定管理者選定審査会の委員
並びに各委員の採点結果（各審査項
目毎）

三好町指定管理者選定審査会（勤労
文化会館等）委員名簿（平成21年5月
28日現在）

三好町勤労文化会館・三好町ふるさ
と会館指定管理者選定審査会におけ
る平成21年9月24日開催の会議議事録

三好町勤労文化会館・三好町ふるさ
と会館指定管理者選定審査会におけ
る平成21年9月24日開催の会議議事録

成年後見人制度に係る町長による審
判の請求に関する以下の文書。
①町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21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20年度の実績（対
象業務、件数及び費用）を記した文
書。

成年後見人制度に係る町長による審
判の請求に関する以下の文書。
①町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21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20年度の実績（対
象業務、件数及び費用）を記した文
書。

三吉小学校に係わるボーリング調査
結果のうち「柱状図」及び「調査位
置図」

三吉小学校に係わるボーリング調査
結果のうち「柱状図」及び「調査位
置図」

平成13年11月の町長選挙の結果を示
す文書、19年の議員選挙の結果を示
す文書

平成13年11月の町長選挙の結果を示
す文書、19年の議員選挙の結果を示
す文書

町営明知住宅、明知保育園、明知下
老人憩いの家、明知上老人憩いの
家、明知上児童館、明知下児童館に
係わるボーリング調査結果のうち
「柱状図」及び「調査位置図」

明知住宅
　ボーリング柱状図No.1、No2及び調
査位置図
明知保育園
　ボーリング柱状図No.1、No2、No3
及び調査地点位置図
明知上老人憩いの家
　ボーリング柱状図No.1、No2及び調
査地点位置図
明知下老人憩いの家
　ボーリング柱状図No.1、No2及び調
査地点位置図

明知下公民館、明知上公民館、南部
小に係わるボーリング調査結果のう
ち「柱状図」及び「調査位置図」

明知上公民館に係わる調査結果のう
ち、「調査位置平面図」及び「ボー
リング柱状図」
南部小学校に係わる調査結果のう
ち、「配置図」及び「土地柱状断面
図」

三好町勤労文化会館・三好町ふるさ
と会館指定管理者公募における次期
指定管理候補者の事業計画書

三好町勤労文化会館・三好町ふるさ
と会館指定管理者選定審査会の各選
定委員毎の採点結果（各審査項目
毎）

三好町勤労文化会館・三好町ふるさ
と会館指定管理者選定審査会の各選
定委員毎の採点結果（各審査項目
毎）

三好町勤労文化会館・三好町ふるさ
と会館指定管理者選定審査会におけ
る平成21年9月24日開催の会議議事録

三好町勤労文化会館・三好町ふるさ
と会館指定管理者選定審査会におけ
る平成21年9月24日開催の会議録

三好町勤労文化会館・三好町ふるさ
と会館指定管理者選定における採点
基準（各審査項目毎）

三好町勤労文化会館・三好町ふるさ
と会館指定管理者選定における採点
基準（各審査項目毎）
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No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

行政文書名請求行政文書の内容

34 3/1 市長 子育て支援課 3月4日 部分開示
条例第7条第2号
該当
(個人情報該当)

35 3/1 教育委員会 学校教育課 3月12日 部分開示

条例第7条第2号
該当
(個人情報該当)
条例第2条第2号
該当
(不存在)

36 3/2 市長 管財課 3月12日 部分開示

条例第7条第2号
該当
(個人情報該当)
条例第7条第3号
該当
（法人その他の
団体に関する情
報又は個人の当
該情報に関する
情報該当）

37 3/11 市長 管財課 3月16日 部分開示

条例第7条第2号
該当
(個人情報該当)
条例第7条第3号
該当
（法人その他の
団体に関する情
報又は個人の当
該情報に関する
情報該当）

38 3/11 市長 管財課 3月16日 部分開示

条例第7条第2号
該当
(個人情報該当)
条例第7条第3号
該当
（法人その他の
団体に関する情
報又は個人の当
該情報に関する
情報該当）

39 3/23 議会 議事課 4月1日 部分開示

条例第7条第2号
該当
(個人情報該当)
条例第7条第3号
該当
（法人その他の
団体に関する情
報又は個人の当
該情報に関する
情報該当）
条例第2条第2号
該当
(不存在)

40 3/24 市長 道路下水道課 取下げ

41 3/24 市長 農政商工課 4月6日 不開示
条例第2条第2号
非該当
(不存在)

42 3/24 市長 農政商工課 4月6日 不開示
条例第2条第2号
非該当
(不存在)

43 3/24 市長 農政商工課 4月6日 不開示
条例第2条第2号
非該当
(不存在)

辰巳山工業団地の造成にかかわる地
権者の測量図

昭和50年度野菜生産安定対策事の計
画書及び国庫補助金申請書（建築許
可許可申請書を含む）町補助金に関
連して

昭和50年度野菜生産安定対策事の計
画書及び国庫補助金申請書（建築許
可許可申請書を含む）町補助金に関
連して

・昭和52年度緑化センター建築許可
申請書
・昭和54年度堆肥センター建築許可
申請書

・昭和52年度緑化センター建築許可
申請書
・昭和54年度堆肥センター建築許可
申請書

昭和51年度地力増強施設・設置事業
に補助金を支出するに当り、関連す
る書類（建築許可申請書を含む）国
庫補助金申請書

昭和51年度地力増強施設・設置事業
に補助金を支出するに当り、関連す
る書類（建築許可申請書を含む）国
庫補助金申請書

①障害児保育計画、その実践が記載
されている文書　平成20年度から平
成21年度まで連続しているものの分
で自閉症児の一例（プロフィール、
アセスメント表を含む。）
②事例検討会（園内のものすべて）
で配布された文書及び議事録（平成
21年度）
③出張報告書の研修参加報告書のう
ち、発達障害（児）、自閉症に関す
る分のみ（平成21年度）

①障害児保育にかかる個人記録票
②事例検討会資料
③療育公開保育研修に関する研修資
料及び復命書
④子供理解研修に関する研修資料及
び復命書

①平成21年度巡回相談報告書
②平成21年度発達障害児童指導事例
研究会報告書
③②の事例研究会で使用している発
達障害児童の定義が記載されている
文書
④上記定義に該当する児童生徒の
「個別」教育支援計画及びその実践
が記載されている文書
⑤総合教育センター職員から受けた
指導、アドバイスが記載されている
文書（特別支援教育に関する分の
み）

①平成21年度巡回相談報告書
②平成21年度発達障害児童指導事例
研究会報告書
③②の事例研究会で使用している発
達障害児童の定義が記載されている
文書
④上記定義に該当する児童生徒の
「個別」教育支援計画及びその実践
が記載されている文書
⑤総合教育センター職員から受けた
指導、アドバイスが記載されている
文書（特別支援教育に関する分の
み）

・平成20年度分、21年度分（21年9月
現在）公有地の取得、譲渡、貸与、
払下げを行った物件の鑑定評価額を
表す文書
・上記を行った契約書、取得にもと
づく収入額を表わす文書
・鑑定評価に要した支出額を表す文
書

土地売買契約書、土地譲渡契約書、
不動産鑑定評価書（請負、完了
届）、使用貸借契約書

平成13年11月より平成20年3月までに
行った公有地の譲与に関して公有地
の時の登記簿謄本および地積図、契
約書

土地譲渡契約書、地図に準ずる図
面、地積測量図、土地全部事項証明
書

平成20年4月より平成21年9月までに
行った公有地の譲与に関して公有地
の時の登記簿謄本および地積図、契
約書

土地譲渡契約書、地図に準ずる図
面、地積測量図、土地全部事項証明
書

・市会議員各会派のH20年度とH21年
度の市の政務調査費、領収書
・上記に関し、H20年、H21年の残金
がでた場合の処理を明らかにするも
の

平成20、21年度政務調査費収支報告
書に関する文書
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No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

行政文書名請求行政文書の内容

44 3/25 市長 管財課 3月30日 部分開示

条例第7条第2号
該当
(個人情報該当)
条例第7条第3号
該当
（法人その他の
団体に関する情
報又は個人の当
該情報に関する
情報該当）

45 3/26 市長 秘書広報課 4月9日 全部開示

46 3/26 市長 秘書広報課 4月9日 全部開示

47 3/26 市長 管財課 4月7日 全部開示

48 3/26 市長 管財課 4月2日 不開示
条例第2条第2号
非該当
(不存在)

49 3/26 市長 農政商工課 4月7日 部分開示

条例第7条第2号
該当
(個人情報該当)
条例第7条第6号
該当
（事務又は事業
の適正な遂行に
支障を及ぼすお
それのある情
報）

50 3/26 市長 農政商工課 4月7日 不開示
条例第2条第2号
非該当
(不存在)

51 3/26 市長 管財課 3月31日 部分開示

条例第7条第3号
該当
（法人その他の
団体に関する情
報又は個人の当
該情報に関する
情報該当）

公有地であった三好町東平子31-1、
31-2の譲渡について契約に至るまで
の経緯

要望書、町有財産譲渡申請書（添付
図書を含む）

用途廃止をしたため池の譲与を要望
した行政区の要望書（明知上、福
谷、莇生、黒笹、打越）

町有財産払下げの議決書及び申請書
（明知上、福谷、黒笹、打越）

久野市長の平成21年3月26日から4月7
日までの間、町内、町外、県外への
出張命令簿（書）

久野市長の平成21年3月26日から4月7
日までの間、町内、町外、県外への
出張命令簿（書）

久野市長の平成21年3月26日から4月7
日までの間、来客との面談時間割の
受付簿

久野市長の平成21年3月26日から4月7
日までの間、来客との面談時間割の
受付簿

平成21年4月7日に行われた土地譲渡
契約の調印の際、甲側の出席者、乙
側の出席者

平成21年4月7日に行われた土地譲渡
契約の調印の際、甲側の出席者、乙
側の出席者

三好下地区・県営畑総事業21年度移
転宅地補償費の内訳、移転倉庫補償
費の内訳

三好下地区・県営畑総事業21年度移
転宅地補償費の内訳、移転倉庫補償
費の内訳

要望書、町有財産譲渡申請書の決定
書の写し

平子池の譲渡契約に係る決定書

三好下地区・県営畑総事業の全地権
者の確定地積地番の一覧表、確定地
番地積図

三好下地区・県営畑総事業の全地権
者の確定地積地番の一覧表、確定地
番地積図
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