
単位：件

全部開示 部分開示 不開示

130 52 57 18 0 3

政策推進課 0

秘書広報課 0

財政課 7 6 1

総務課 23 10 11 2

管財課 19 5 14

職員課 4 4

情報システム課 0

市民活動支援課 7 1 6

防災安全課 3 2 1

生涯学習課 1 1

福祉課 10 2 5 3

高齢福祉課 4 1 1 2

子育て支援課 7 3 2 2

市民課 0

保険年金課 2 2

税務課 1 1

収納課 0

環境課 2 1 1

農政商工課 7 1 3 2 1

都市計画課 7 2 3 2

道路下水道課 16 6 5 4 1

建築指導課 6 5 1

みどりの推進課 1 1

会計課 3 3

8 1 7 0 0 0

教育行政課 3 3

学校教育課 4 1 3

スポーツ課 1 1

0

1 1

4 4

0

0

0

143 53 69 18 0 3合　　　　　計

教育委員会

平成２２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

議会

病院事業管理者

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
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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 4/2 教育委員会 学校教育課 5月13日 部分開示

条例第2条第2号
非該当（文書不
存在）
条例第7条第2号
該当（個人に関
する情報）

2 4/5 市長 管財課 4月12日 部分開示
条例第7条第2号
該当（個人に関
する情報）

3 4/5 市長 農政商工課 4月16日 不開示
条例第2条第2号
非該当（文書不
存在）

4 4/5 市長 管財課 4月12日 全部開示

5 4/9 市長 管財課 4月21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
該当（法人その
他の団体に関す
る情報又は事業
を営む個人の当
該事業に関する
情報）

6 4/12 市長 管財課 4月23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
る情報又は事業
を営む個人の当
該事業に関する
情報）

7 4/20 市長 管財課 4月23日 全部開示

8 4/20 市長 総務課 4月20日 全部開示

9 4/22 市長 総務課 4月26日 部分開示
条例第2条第2号
非該当（文書不
存在）

10 4/26 市長 管財課 5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
該当（法人その
他の団体に関す
る情報又は事業
を営む個人の当
該事業に関する
情報）

11 4/26 市長 建築指導課 5月10日 全部開示

12 4/26 市長 建築指導課 5月10日 不開示
条例第2条第2号
非該当（文書不
存在）

13 4/26 市長 建築指導課 5月10日 全部開示

14 4/30 監査委員 事務局 5月11日 部分開示
条例第7条第2号
該当（個人に関
する情報）

15 5/11 市長 総務課 5月14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
る情報又は事業
を営む個人の当
該事業に関する
情報）

堆肥センター解体に係る予算書、決
算書、入札経過調書、契約書、解体
着工前の写真、図面、解体工事完了
届

庁舎新築工事実施設計委託に係る資
料①設計書②契約書

住民監査請求書、住民監査請求第1
回・第2回・第3回・第4回・第5回監
査委員審査会（要件審査会）議事
録、住民監査請求について（通知）

庁舎新築工事実施設計委託契約書

・安全運転の確保について（各所属
長宛報連相）
・部長会会議録
・職員の綱紀粛正につい（全職員宛
報連相）
・経営会議資料
・新たな交通事故及び交通法規違反
防止対策（飲酒運転撲滅）の実施に
ついて（全管理職・全職員宛報連
相）
・社協としての交通事故及び交通法
規違反防止対策

共通物品見積結果書

決定書、三好町公有地取得処分審査
会会議資料（旧平子池譲渡のみ）

平子池跡地の土地譲渡に係り提出さ
れた住民監査請求書、審査を記した
文書、審査結果報告書

建築確認申請受付台帳

昭和50年三好町農業協同組合の建築
確認申請の受付台帳の受付番号及び
県の確認番号

建築確認申請受付台帳

土地譲渡契約書
過去5年間（H17.4.1以降）に行われ
たみよし市の普通財産の無償譲渡の
記録（物品及び平子池関係を除く）

昭和51年三好町農業協同組合の地力
増強施設の建設確認申請の受付台帳
の受付番号及び県の確認番号

昭和50年三好町農業協同組合の建築
確認申請の受付台帳の受付番号及び
県の確認番号

昭和52年緑化センター、54年堆肥セ
ンターの建設確認申請の受付台帳の
受付番号及び県の確認番号

・堆肥センターの取りこわしについ
ての予算決算書
・業者の指令から工事完了に至るま
での書類（平成19年度）

平成21年3月27日に行われた公有地取
得処分審査会の会議資料（旧平子池
譲渡のみ）

共通物品21み総第331号
みよし市役所及び市内指定施設
平成23年3月31日まで

市社会福祉協議会職員が起こしたひ
き逃げ事故についての調査結果及び
対応、指示を記した文書

三好下区の現在進行中の畑総事業の
内の地積測量の業者指令から測量完
了報告までの関係書類

・平子池の用途廃止の起案書、決定
書
・行政財産から普通財産に変更する
際の条例

三好町福谷薬師洞20－30の土地が、
平成20年11月13日に譲渡された申請
から決定に至るまでの関係書類

行政文書名

①個別の教育計画②個別の指導計画
③平成20年度週案④平成21年度週案
⑤平成20年度学級経営案⑥平成21年
度学級経営案

平成21年3月27日に開催した公有地取
得処分審査会の議事録、同審査会の
性質・運営を規定する条例等

三好下区の現在進行中の畑総事業の
内の地積測量の業者指令から測量完
了報告までの関係書類

平子池の用途廃止に係る起案書・決
定書、行政財産から普通財産へ変更
する際の条例等

要望書、公有地取得処分審査会の決
定書、町有財産譲渡申請書、土地譲
渡契約の決定書

請求行政文書の内容

H20年度～H21年度自閉症児童生徒の
もの一人分
個別の教育計画週案
個別の指導計画教科指導案
学級経営案
アセスメント、月標、環境設定、
コーディネーターの職務、再アセス
メント評価文書等、校長等のコメン
ト

・町有財産の処分を決する審査会
（21年3月27日）の議事録
・審査会の性質、運営を規定する条
例（それに類するもの）

平成２２年度開示請求内容と処理状況
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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

16 5/14 市長 福祉課 5月20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
る情報又は事業
を営む個人の当
該事業に関する
情報）

17 5/14 市長 福祉課 5月20日 全部開示

18 5/14 市長 総務課 5月19日 全部開示

19 5/27 市長 農政商工課 6月8日 全部開示

20 5/31 市長 総務課 6月7日 全部開示

21 5/31 市長 管財課 6月8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
該当（法人その
他の団体に関す
る情報又は事業
を営む個人の当
該事業に関する
情報）

22 5/31 市長 農政商工課 7月15日 部分開示
条例第7条第2号
該当（個人に関
する情報）

23 5/31 市長 農政商工課 7月15日 不開示
条例第2条第2号
非該当（文書不
存在）

24 6/1 市長 高齢福祉課 6月4日 不開示
条例第2条第2号
非該当（文書不
存在）

25 6/2 市長 子育て支援課 7月12日 部分開示

条例第7条第2号
該当（個人に関
する情報）

26 6/2 市長 子育て支援課 7月12日 不開示
条例第2条第2号
非該当（文書不
存在）

27 6/3 市長 福祉課 6月14日 不開示
条例第2条第2号
非該当（文書不
存在）

28 6/4 市長 都市計画課 6月9日 部分開示
条例第7条第2号
該当（個人に関
する情報）

三好ケ丘第三土地区画整理組合総代
会（平成20年1月以降開催分）に提出
された文書

平成19年度第2回通常総代会議案書、
平成20年度第1回通常総代会議案書、
平成20年度第2回通常総代会議案書、
平成21年度第1回通常総代会議案書、
平成21年度第2回通常総代会議案書

障害福祉センターに係る基本協定書
及び同年度協定

障害福祉センター管理委託料、決算
報告書

・三好町障害者福祉センターの管理
運営に関する基本協定書
・三好町障害者福祉センターの管理
運営に関する年度協定書（平成21年
度）
・みよし市障害者福祉センターの管
理運営に関する年度協定書（平成22
年度）

・平成21年度「三好町障害者福祉セ
ンター」管理委託料決算報告書（特
別会計）
・平成21年度「三好町障害者福祉セ
ンター」管理委託料決算報告書（一
般会計）

三好町大字三好字31番5（表題部）の
土地を代替地とした経緯から契約に
至るまでの関係書類

要望書、同意書、普通財産処分決定
書、町有財産売買契約書

三好町福谷薬師洞20-30の土地が地権
者から寄附されていたが、その件
は、地権者からの希望でなされたの
か、町からの要望であったのかが明
らかになる文書

三好町福谷薬師洞20-30の土地が地権
者から寄附されていたが、その件
は、地権者からの希望でなされたの
か、町からの要望であったのかが明
らかになる文書

三好町から県、国に提出した補助金
申請書類

三好町から県、国に提出した補助金
申請書類

・三好町土地改良区、三好下工区か
ら提出された畑総事業補助金申請書
類
・各年度の補助金交付と提出された
事業報告書（事業開始年度から現在
まで）

・平成19年度県営畑地帯総合土地改
良事業（担い手支援型）補助金等交
付申請書
・平成20年度県営畑地帯総合土地改
良事業（担い手支援型）補助金等交
付申請書
・平成20年度県営畑地帯総合土地改
良事業（担い手支援型）補助金変更
交付申請書
・平成20年度県営畑総関連事業補助
金等交付申請書
・平成21年度県営畑総関連事業補助
金等交付申請書
・平成21年度変更承認申請書
・平成19年度土地改良事業（県営畑
総事業三好下地区）補助金実績報告
書
・平成20年度県営畑地帯総合土地改
良事業（担い手支援型）補助金等実
績報告書
・平成20年度県営畑総関連事業補助
金等実績報告書
・平成21年度県営畑総関連事業補助
金等実績報告書

総務部職員に対する平成22年3月、4
月、5月の市外出張命令簿（3月分は
21年度）

旅行命令（依頼）簿

5/12開催の公の施設管理方針検討委
員会に提出された文書

みよし市公の施設管理方針検討委員
会に係る資料

商工団体振興補助金6団体
平成21年度実績報告書
平成22年度事業計画書、補助金申請
書

平成21年度商工業振興補助金実績報
告書
平成21年度商工業振興補助金交付申
請書

障害児保育を受けた保育園に関する
文書のうち、教育委員会に提出した
文書H21年度、H22年度

保育所児童保育要録（障害児保育を
受けた保育園に関する文書のうち、
教育委員会に提出した文書H21年度、
H22年度）

国からの厚生労働省より、国、地方
の公共施設においてタバコは全員禁
煙するように出されておりますがみ
よし市はいつから全部の施設をする
のか文書にて解答をください

国からの厚生労働省より、国、地方
の公共施設においてタバコは全員禁
煙するように出されておりますがみ
よし市はいつから全部の施設をする
のか文書にて回答をください

障害児保育計画実践等、障害児保育
を受けた園児のもので、現在5年生
or6年生になっている者の分１件

障害児保育計画実践等障害児保育を
受けた園児のもので、現在5年生又は
6年生になっている者の分1件
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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

29 6/4 市長 都市計画課 7月13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
該当（法人その
他の団体に関す
る情報又は事業
を営む個人の当
該事業に関する
情報）

30 6/4 市長 都市計画課 6月18日 不開示
条例第2条第2号
非該当（文書不
存在）

31 6/14 市長 総務課 6月18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
る情報又は事業
を営む個人の当
該事業に関する
情報）

32 6/14 市長 環境課 6月28日 全部開示

33 6/21 市長 管財課 6月29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
該当（法人その
他の団体に関す
る情報又は事業
を営む個人の当
該事業に関する
情報）

34 6/21 市長 総務課 6月21日 全部開示

35 6/22 市長 総務課 6月29日 全部開示

36 7/29 市長 都市計画課 8月12日 全部開示

37 7/29 市長 道路下水道課 8月12日 全部開示

38 7/29 市長 道路下水道課 8月12日 全部開示

39 7/29 市長 道路下水道課 9月2日 全部開示

森曽工業団地1号線用地無償譲渡に係
り市（町）に対し提出された譲渡要
望書

平成20年度行政区要望（三好上）

森曽工業団地1号線用地無償譲渡に係
り市（町）が中部水道企業と行った
協議を記した文書

道路専用許可申請書（H21.9.15付）

7月27日に開かれた都市計画審議会に
提出された資料

平成22年度第2回みよし市都市計画審
議会会議資料

森曽工業団地内の下水道、ガス管、
水道管の敷設状態を記した文書

地下埋設物台帳図

平成22年度みよし市役所の共通物品
の文具内容

共通物品見積結果書

裁判書類一式21（行）ウ第62号

平成21年(行ウ)第62号違法公金支出
金返還等請求事件に係る
・訴状
・口頭弁論期日呼出及び答弁書催告
状
・答弁書
・準備書面(1)、準備書面(2)、準備
書面(3)
・第2準備書面、第3準備書面、第4準
備書面、第5準備書面、第6準備書面
・訴状訂正書(2)

グリーン・クリーンふじの丘H22年度
建設費負担金の支払い（前期分）を
記した文書

・平成22年度清掃事務の委託料、負
担金及び前期分の納入通知
・支出命令書（平成22年度前期分支
払に係るもの）
・振込通知書（納付書）兼領収書
・請求書

公有地の取得及び処分に関する事務
取扱規程、公有地処分審査会会議録
（三好堆肥センター跡地、森曽工業
団地1号線、三好町土地改良区（打越
地内）土地譲渡に係るもの）

公有地の取得及び処分に関する事務
取扱規程、公有地取得処分審査会会
議録（旧堆肥センター、森曽工業団
地1号線、三好町土地改良区への土地
譲渡に係るもの（打越地区））

三好ＩＣ交差点付近に設置されてい
る○及び○○○の看板の屋外広告物
設置に関する許可文書一式

三好ＩＣ交差点付近に設置されてい
る○及び○○○の看板の屋外広告物
設置に関する許可文書一式

新庁舎建設に係る実施設計委託契約
書

庁舎新築工事実施設計委託契約書

三好ＩＣ付近交差点角地内に設置さ
れている「○○○○」「○○○○」
に関する屋外広告物設置の許可文書
一式

「○○○○」及び「○○○○」に係
る屋外広告物表示等許可申請書、位
置図、構造図、及び色彩広告面模写
図
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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

40 7/29 市長 道路下水道課 9月2日 不開示
条例第2条第2号
非該当（文書不
存在）

41 7/29 市長 道路下水道課 9月2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
該当（法人その
他の団体に関す
る情報又は事業
を営む個人の当
該事業に関する
情報）

42 8/3 市長 道路下水道課 8月12日 全部開示

43 8/9 市長 管財課 8月12日 部分開示
条例第7条第2号
該当（個人に関
する情報）

44 8/9 市長 管財課 8月23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
該当（法人その
他の団体に関す
る情報又は事業
を営む個人の当
該事業に関する
情報）

45 8/9 市長 道路下水道課 8月24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
る情報又は事業
を営む個人の当
該事業に関する
情報）

46 8/9 市長 道路下水道課 8月24日 不開示
条例第2条第2号
非該当（文書不
存在）

47 8/9 市長 道路下水道課 取下げ

48 8/11 市長 財政課 8月17日 全部開示

49 8/16 市長 管財課 8月23日 部分開示
条例第7条第2号
該当（個人に関
する情報）

50 8/17 市長 福祉課 8月23日 全部開示

51 8/23 市長 管財課 9月2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
該当（法人その
他の団体に関す
る情報又は事業
を営む個人の当
該事業に関する
情報）

52 8/24 市長 総務課 9月1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
る情報又は事業
を営む個人の当
該事業に関する
情報）

森曽工業団地1号線用地無償譲渡に係
り市（町）が東邦ガス、中部電力、
豊田警察と行った協議を記した文書

森曽工業団地1号線用地無償譲渡に係
り市（町）が東邦ガス、中部電力、
豊田警察と行った協議を記した文書

加藤芳文町議会議員（当時）が提訴
した宝くじに関する訴訟の弁護士に
支出した費用を示す文書

・名古屋地方裁判所平成18年（行
ウ）第35号の処理委託に係る契約書
・名古屋地方裁判所平成19年（行
コ）第23号の処理委託に係る契約書

森曽工業団地1号線の付け替に伴い市
（町）が受けた土地の寄附について
記した文書

寄附採納願（H21.11.11付）

森曽工業団地内を通る市道の道路台
帳

道路台帳（森曽線、森曽工業団地1号
線・2号線）

第2しおみの丘建設につき近藤尚之市
議から市に提出された公開質問状及
びその回答

・「（仮）第2しおみの丘」整備計画
に対する公開質問状
・「「（仮）第2しおみの丘」整備計
画に対する公開質問状への回答につ
いて

平成19年3月14日福谷字寺ノ前17番
宅地757㎡
平成21年11月25日天王10番1 宅地
1337.03㎡
上記の公有地の無償譲渡について、
要望書、申請書（添付書類を含
む）、公有地処分審査会の開催日の
起案、審査会の審議資料、審査会の
議事録、譲渡決定通知書の起案、契
約書の起案、契約日の起案

・平成19年3月14日 福谷字寺ノ前17
番における公有地の無償譲渡につい
ての①要望書、②申請書、③公有地
取得処分審査会開催資料、④土地譲
渡契約の締結についての決定書
・平成21年11月25日 三好字天王10番
1における公有地の無償譲渡について
の⑤要望書、⑥申請書、⑦公有地取
得処分審査会開催資料、⑧公有地取
得処分審査会会議録、⑨公有地取得
処分審査会審査結果、⑩土地譲渡契
約の締結についての決定書

昭和50、51、52年度一般会計及び特
別会計決算書、実績並びに主要施策
報告書

昭和50、51、52年度一般会計・特別
会計決算書、実績並びに主要施策報
告書

公有地取得処分審査会会議録（平成
21年3月27日）中に説明されている
「過去の覚書にも・・・」の「覚
書」

平子池地内に生ゴミ並びに不燃物及
び焼却灰の埋立地を設置することに
関する覚書

21年12月市道森曽工業団地1号線の用
地の無償譲渡に関わる行政文書（契
約日の甲側出席者、乙側出席者）

21年12月市道森曽工業団地1号線の用
地の無償譲渡に係る行政文書のうち
「契約日の甲・乙出席者」

平成21年3月27、公有財産取得処分審
査議事録
同審査会討議資料

平成21年3月27日、公有地取得処分審
査会開催資料、公有地取得処分審査
会会議録

平成17年度から平成21年に至る間の
無償譲渡の譲渡契約書

平成17年度から平成21年度に至る土
地譲渡契約書及び添付書類

21年12月市道森曽工業団地1号線の用
地の無償譲渡に関わる行政文書（要
望書、申請書付属書類含む）、適用
条例

行政区要望（三好上）、町有財産譲
渡申請書、公有地取得処分審査会決
定通知、無償譲渡契約書の起案文、
三好町財産の交換、譲渡、無償貸付
等に関する条例

21年12月市道森曽工業団地1号線の用
地の無償譲渡に関わる行政文書（公
有地処分の審査会の開催日の起案、
審査会の議事録）

5 / 13



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

53 8/24 市長 総務課 9月1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
る情報又は事業
を営む個人の当
該事業に関する
情報）

54 8/24 市長 総務課 9月1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
る情報又は事業
を営む個人の当
該事業に関する
情報）

55 8/24 市長 総務課 9月1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
る情報又は事業
を営む個人の当
該事業に関する
情報）

56 8/24 市長 職員課 9月6日 全部開示

57 8/26 市長 職員課 9月6日 全部開示

58 8/30 市長
市民活動支
援課

9月13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
る情報又は事業
を営む個人の当
該事業に関する
情報）

59 8/30 市長 管財課 9月7日 部分開示
条例第7条第2号
該当（個人に関
する情報）

60 9/2 市長 総務課 9月10日 全部開示

61 9/2 市長 道路下水道課 9月2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
る情報又は事業
を営む個人の当
該事業に関する
情報）

62 9/2 市長 建築指導課 9月14日 全部開示

63 9/2 市長 建築指導課 9月14日 全部開示

64 9/2 市長 建築指導課 9月14日 全部開示

65 9/2 市長 みどりの推進課 9月16日 全部開示

66 9/2 市長 財政課 9月10日 全部開示

67 9/3 市長 管財課 9月6日 全部開示

68 9/6 教育委員会 学校教育課 9月13日 部分開示
条例第7条第2号
該当（個人に関
する情報）

69 9/6 市長 子育て支援課 9月9日 全部開示

H22研修・事例検討会勉強会資料のう
ち発達障害に関係する分のみ

平成22年度発達障害児指導事例研究
会報告書

H22年度研究、事例、勉強会資料のう
ち、発達障害に関係する分のみ

平成22年度愛知県母子保健指導者研
修会資料、地域子育て創生事業「障
害のある乳幼児の教育相談会」資
料、軽度発達障がいの理解と対応資
料（平成22年度研修、事例勉強会資
料のうち、発達障害に関係する分）

H21年度財務諸表4表作成業務委託の
成果物

普通会計財務諸表

財産の増減一覧表（21年度分） 平成21年度の財産増減一覧表

H18.4月～H22.4月の地域手当ての金
額を明らかにされたい　年額　平成
22年度予算額

・平成19年度、平成20年度、平成21
年度の「三好町の給与・定員管理
等」についてのうち４職員の手当の
状況(3)地域手当
・平成21年度支出集計表（地域手
当）
・「平成22年度当初予算説明書」の
うち「給与費明細書」及び「平成22
年度みよし市病院事業会計予算書お
よび予算説明書」のうち「給与費明
細書」

H21年度に行った都市公園遊具点検業
務委託の成果物

平成21年度都市公園遊具点検業務委
託点検報告書

地域手当てについて（地域手当ての
法的根拠を細かく法的の何項にある
か細かく記入してください。算定基
準どのような基準で予算を組み立て
ましたか細かく記入してください）

みよし市職員の給与に関する条例の
うち第13条の2地域手当に関する条文

協議後開発計画書（森曽地区H21.7.9
に係るもの）

協議後開発計画書（森曽地区
H21.7.9に係るもの）

道路に関する工事の設計書および実
施計画承認申請書（市道森曽工業団
地1号線に関する）

道路に関する工事の設計および実施
計画承認申請書（H21.3.29付）

平成21年（行ウ）第62号の弁護士費
用（着手金）を示す行政文書

名古屋地方裁判所平成21年（行ウ）
第62号の処理委託に係る契約書

平成13年（行ヒ）第324号事件弁護士
費用を示す行政文書

最高裁判所第三小法廷平成13年（行
ヒ）第324号の処理委託に係る契約書

平成17年（行ウ）第21号、第36号事
件の弁護士費用の明細の分かる文書

名古屋地方裁判所平成17年（行ウ）
第21号の処理委託に係る契約書

開発計画書（森曽地区H216.1に係る
もの）

開発計画書（森曽地区 H21.6.1に係
るもの）

新屋行政区の事業計画書、事業報告
書、収支予算書、収支計算書（平成
21年度、20年度、19年度）、規約

新屋行政区事業計画（案）、事業報
告、歳入歳出予算書、歳入歳出決算
書（平成21年度、20年度、19年
度）、新屋行政区規約

説明報告書（森曽地区H21.6.29に係
るもの）

説明報告書（森曽地区 H21.6.29に係
るもの）

平子池の所有権移転にかかる登記事
務の決裁書類（案、添付書類を含
む）

旧平子池の所有権移転に係る文書で
「決定書」、「登記嘱託書」、「添
付書類」のすべて

市顧問弁護士に行った相談の記録
（H21年4月1日以降分）

顧問弁護士法律相談一覧（平成21年
度、平成22年度）
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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

70 9/8 市長 道路下水道課 9月21日 全部開示

71 9/8 教育委員会 教育行政課 9月15日 部分開示
条例第7条第2号
該当（個人に関
する情報）

72 9/8 市長 福祉課 9月22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
該当（法人その
他の団体に関す
る情報又は事業
を営む個人の当
該事業に関する
情報）

73 9/8 市長 高齢福祉課 9月22日 全部開示

74 9/8 市長 高齢福祉課 9月22日 不開示
条例第2条第2号
非該当（文書不
存在）

75 9/10 市長 管財課 9月16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
る情報又は事業
を営む個人の当
該事業に関する
情報）

76 9/13 市長 総務課 9月22日 不開示
条例第2条第2号
非該当（文書不
存在）

三岳村への乗用車寄贈にかかる訴訟
の弁護士費用について
・住民監査請求に対する対処につい
ての相談料の明らかになる文書

三岳村への乗用車寄贈にかかる訴訟
の弁護士費用について
・住民監査請求に対する対処につい
ての相談料の明らかになる文書

予防接種業務委託（個別・集団）及
び胃がん検診等委託（個別）に係る
委託契約書及び実績報告書（21年
度）

(1)健康増進法に基づく保健事業実施に関する
委託契約書、(2)子宮頸がん検診（無料クーポ
ン）委託契約書、(3)乳がん検診（無料クーポ
ン）委託契約書、(4)個別乳がん検診・肺がん
検診（胸部Ｘ線）二重読影健康診査（生活保護
受給者等）委託契約書、(5)肺がん検診（胸部
直接Ｘ線）二重読影委託契約書、(6)平成21年
度予防接種業務（個別方式）委託契約書、(7)
平成21年度予防接種業務（集団方式）委託契約
書、(8)平成21年度予防接種業務（個別方式）
委託契約書（乾燥細胞培養日本脳炎ワクチ
ン）、(9)三好町肝炎ウィルス検診問診兼結果
票、(10)三好町胃がん検診票、(11)三好町大腸
がん検診票、(12)三好町子宮頸がん検診票、
(13)三好町肺がん検診票、(14)三好町肺がん検
診票（二重読影関係）、(15)三好町前立腺がん
検診票、(16) 三好町骨密度検診票、(17)三好
町胸部Ｘ線検査票、(18)三好町子宮頸がん検診
票（無料クーポン）　(19)三好町乳がん検診票
（無料クーポン）、(20) 三好町乳がん検診
票、(21) 平成21年度40歳からの健診【40歳～
75歳】健診票、(22) 平成21年度40歳からの健
診【40歳～75歳】、(23)三好町BCG接種予診
票、(24)三好町三種混合予防接種予診票（第1
期）、(25)三好町ニ種混合予防接種2期予診票
（11～13歳未満用）　　(26)三好町麻しん風し
ん混合（MR）予防接種予診票（第1期・2期
用）、(27)三好町麻しん風しん混合（MR）予防
接種予診票（第3期4期用）、(28)三好町日本脳
炎予防接種予診票（第1期）、(29)三好町日本
脳炎予防接種予診票（第2期）、(30)三好町イ
ンフルエンザ予防接種予診票、(31)三好町ポリ
オ予防接種予診表、(32)三好町日本脳炎予防接
種予診票（第１期）

新屋行政区がH4年度に三好町に提出
した寄附採納願い

平成4年度の新屋多目的広場用地にお
ける「寄附採納願い」、「覚書」、
「決定書」の該当ページ

境川流域関連環境整備事業負担金、
境川流域下水道事業建設負担金、境
川流域下水道維持管理負担金の負担
方法を定めた文書、H21年度、22年度
に市が支払った負担金に係る文書

境川流域下水道関連環境事業に関す
る確認書について、愛知県流域下水
道建設要綱の一部改正について（建
設負担金負担根拠）、流域下水道建
設事業に係る市町負担金（起債申請
用）、愛知県流域下水道の維持管理
に要する市町負担金単価算定要領に
ついて、境川流域下水道のうじ管理
に要する市町負担金に関する覚書
（平成21年度）、境川流域下水道の
維持管理に要する市町負担金に関す
る覚書（平成9、12、15年度）、境川
流域下水道の維持管理に要する市町
負担金に関する覚書の締結につい
て、流域下水道流入通知書／平成21
年度第1期～6期分）

福谷城跡史跡用地借り上げに関する
契約、協定書に類する文書、H21年
度、22年度の借上料支払いに関する
文書

福谷城跡史跡用地に係る土地賃貸借
契約書・支出負担行為決議書・支出
命令書・請求書

成年後見人制度に係る市長による審
判の請求に関する以下の文書。
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22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。

成年後見人制度に係る市長による審
判の請求に関する以下の文書。
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・みよし
市成年後見制度利用支援事業実施要
綱
②平成22年度当初歳出予算要求書

成年後見人制度に係る市長による審
判の請求に関する以下の文書。
③審判請求及び同制度利用支援事業
に係る平成21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市長による審
判の請求に関する以下の文書。
③審判請求及び同制度利用支援事業
に係る平成21年度の実績（対象業
務、件数及び費用）を記した文書。
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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

77 9/13 市長 総務課 9月22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
る情報又は事業
を営む個人の当
該事業に関する
情報）

78 9/14 市長 農政商工課 9月16日 部分開示
条例第2条第2号
非該当（文書不
存在）

79 9/22 市長 会計課 10月5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
該当（法人その
他の団体に関す
る情報又は事業
を営む個人の当
該事業に関する
情報）

80 9/27 市長 財政課 10月6日 全部開示

81 9/27 市長 財政課 取下げ

82 10/4 市長 財政課 10月7日 全部開示

83 10/4 市長 会計課 10月18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
該当（法人その
他の団体に関す
る情報又は事業
を営む個人の当
該事業に関する
情報）

84 10/6 市長 会計課 11月8日 部分開示
条例第7条第2号
該当（個人に関
する情報）

85 10/6 市長 管財課 10月19日 全部開示

86 10/12 市長 福祉課 10月19日 不開示
条例第2条第2号
非該当（文書不
存在）

87 10/12 市長 職員課 10月13日 全部開示

88 10/12 市長 農政商工課 10月14日 部分開示
条例第2条第2号
非該当（文書不
存在）

89 10/18 市長 財政課 10月22日 全部開示

90 10/18 市長 保険年金課 10月20日 全部開示

91 10/19 市長 総務課 10月21日 全部開示

経常一般財源決算状況 一般会計経常一般財源決算状況

・予算決算会計規則
・平成21年4月1日から4月20日までの
支払分の支払調書

・予算決算会計規則
・平成21年4月1日から4月20日までの
支払分の支払調書

平成22年度地方交付税のあらまし

地域手当ての件（平成15年より平成
21年商工会議所の職員に支払ってい
る地域手当て、平成15年より平成21
年までの年ごとの総額の詳細）

平成17年度から平成21年度までのみ
よし商工会一般会計収支決算書の支
出の部

三岳村への乗用車寄贈にかかる訴訟
の弁護士費用について
・名古屋地裁、名古屋高裁、最高
裁、名古屋高裁、最高裁、名古屋地
裁、各裁判の費用についての明らか
になる文書

・名古屋地方裁判所平成12年（行
ウ）第20号損害賠償請求事件の処理
委託に係る契約書
・名古屋高等裁判所平成12年（行
コ）第59号損害賠償請求事件の処理
委託に係る契約書
・最高裁判所第三小法廷平成13年
（行ヒ）第324号の処理委託に係る契
約書
・名古屋高等裁判所民事第4部平成15
年（行コ）第28号の処理委託に係る
契約書
・最高裁判所平成16年（行サ）第6号
及び平成16年（行ノ）第6号の処理委
託に係る契約書
・名古屋地方裁判所平成16年（行
ウ）第72号の処理委託に係る契約書

みよし市補助金交付規則 みよし市補助金等交付規則

平成21年4月21日から4月30日までの
支払調書

平成21年4月21日から4月30日までの
支払調書（H21年度分）

平成20年度分、21年3月15日～4月30
日までの支払調書

平成20年度分 平成21年3月15日から4
月30日までの支払調書の内、平成21
年2月分監査委員報酬支出負担行為兼
支出命令書

東平子31番－2所在の測量図 東平子31番2の地積測量図

国からの厚生労働省より、国、地方
の公共施設においてタバコは全員禁
煙するように出されておりますがみ
よし市はいつから全部の施設をする
のか文書にて解答をください

国からの厚生労働省より、国、地方
の公共施設においてタバコは全員禁
煙するように出されておりますがみ
よし市はいつから全部の施設をする
のか文書にて回答をください

地域手当てについて（地域手当ての
法的根拠を細かく法的の何項にある
か細かく記入してください。算定基
準どのような基準で予算を組み立て
ましたか細かく記入してください）

みよし市職員の給与に関する条例の
うち第13条の2地域手当に関する条文

9月30日に開かれた国保運営協議会で
配布された文書

平成22年度第2回国民健康保険運営協
議会文書

地域手当ての件（平成15年より平成
21年商工会議所の職員に支払ってい
る地域手当て、平成15年より平成21
年までの年ごとの総額の詳細、商工
会議所に出している地域手当を法的
根拠、算定基準を細かく文書にて解
答をください）

平成17年度から平成21年度までのみ
よし商工会一般会計収支決算書の支
出の部、みよし市商工業振興補助金
交付要綱

9月27日に開かれた行政改革推進委員
会で配布された文書

平成22年度第1回みよし市行政改革推
進委員会会議資料

みよし市情報公開条例の写し みよし市情報公開条例
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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

93 11/30 市長 総務課 12月8日 部分開示

条例第7条第2
号該当（個人
に関する情
報）

94 11/30 市長 道路下水道課 12月8日 不開示
条例第2条第2
号非該当（文
書不存在）

95 12/1 市長 財政課 12月13日 全部開示

96 12/1 市長
市民活動支
援課

12月8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
又は事業を営
む個人の当該
事業に関する
情報）

97 12/1 市長
市民活動支
援課

12月10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2条第2
号非該当（文
書不存在）

98 12/1 市長 福祉課 12月13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
号該当（法人
その他の団体
に関する情報
又は事業を営
む個人の当該
事業に関する
情報）

99 12/1 市長 管財課 12月8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
号該当（法人
その他の団体
に関する情報
又は事業を営
む個人の当該
事業に関する
情報）

100 12/6 市長 農政商工課 取下げ

101 12/6 市長 都市計画課 12月15日 部分開示

条例第7条第2
号該当（個人
に関する情
報）

平成18年1月1日以降のみよし市土地
改良区（三好町土地改良区も含む）
の一般会計、特会計当初予算、補正
予算及び同決算に係る文書

三好ケ丘第三土地区画整理組合平成
22年度第1回通常総代会に提出された
文書

平成22年度 第1回通常総代会議案書

障害児（者）施設整備計画調書（23
年度）

平成23年度 障害児（者）施設整備計
画調書

公有財産の内の普通財産の土地台帳 公有財産のうち、普通財産の土地台帳

福田ふるさとふれあいセンター基本協定
福田ふるさとふれあいセンター基本
協定書

市長に対して、福田行政区（区民・
区長・議員）が「ふれあいセンター
指定管理協定締結問題について（質
問状）」

福田ふるさとふれあいセンター指定
管理協定締結問題について（質問）

消防広域化問題について市が作成取
得した文書（前回請求以後の分）

平成21年度第6回尾張東部消防広域化
研究会作業部会復命書
平成22年度第1回尾張東部消防広域化
研究会及び同作業部会の日程調整並
びに構成員等の選出について（通
知）
平成22年度第1回尾張東部消防広域化
研究会作業部会の開催について（通
知）
平成22年度第1回尾張東部消防広域化
研究会作業部会の開催について（通
知）
平成22年度第2回尾張東部消防広域化
研究会作業部会の開催日程について
（照会）
平成22年度第2回尾張東部消防広域化
研究会作業部会の開催日程について
（照会）
平成22年度第2回尾張東部消防広域化
研究会作業部会の開催について（通
知）
財政状況の研究について（照会）
消防広域化に係る財政状況等の調査
について（依頼）
財政状況に係る各種課題の取扱いに
ついて（照会）
平成22年度第1回尾張東部消防広域化
研究会復命書
平成22年度第1回尾張東部消防広域化
研究会作業部会復命書
平成22年度第2回尾張東部消防広域化
研究会作業部会復命書
平成22年度第3回尾張東部消防広域化
研究会作業部会復命書
平成22年度第4回尾張東部消防広域化
研究会作業部会復命書

92 10/25 市長 防災安全課 11月1日 全部開示

病院用地取得に関する市側関係者聞
き取り調査記録

町民病院・用地取得及び公共補償に
関する事実確認資料

病院用地関連（道路分）に関する平
成12年2月10日、平成12年2月16日開
催の議事録

病院用地関連（道路分）に関する平
成12年2月10日、平成12年2月16日開
催の議事録

S50,51,52,53年決算報告書、主要事
業説明書（報告書）

昭和50,51,52,53年度一般会計・特別
会計決算書、実績並びに主要施策報
告書
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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

102 12/6 市長
市民活動支
援課

12月15日 部分開示

条例第7条第2
号該当（個人
に関する情
報）

103 12/8 市長
市民活動支
援課

12月10日 部分開示

条例第7条第2
号該当（個人
に関する情
報）

104 12/8 市長 福祉課 12月13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
号該当（法人
その他の団体
に関する情報
又は事業を営
む個人の当該
事業に関する
情報）

105 12/15 市長 都市計画課 12月17日 全部開示

106 12/15 農業委員会 事務局 12月28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
号該当（法人
その他の団体
に関する情報
又は事業を営
む個人の当該
事業に関する
情報）

107 12/15 市長 総務課 12月17日 全部開示

108 12/15 教育委員会 学校教育課 12月20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
又は事業を営
む個人の当該
事業に関する
情報）

109 12/16 市長 都市計画課 12月21日 不開示
条例第2条第2
号非該当（文
書不存在）

110 12/16 農業委員会 事務局 12月28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
号該当（法人
その他の団体
に関する情報
又は事業を営
む個人の当該
事業に関する
情報）

111 12/17 教育委員会 学校教育課 12月20日 全部開示

112 12/24 市長 管財課 12月28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
号該当（法人
その他の団体
に関する情報
又は事業を営
む個人の当該
事業に関する
情報）

113 12/27 市長 総務課 1月11日 全部開示

114 1/5 市長 防災安全課 1月7日 全部開示

行政財産（中部小学校用地）の土地
台帳

中部小学校用地に係る財産台帳（土
地）

平成22年4月から今日現在までに契約
した損害保険契約の証券の写し
※全国市有物件災害共済会の火災共
済、自動車共済は除く
※補償内容が記載されている面のみ
必要（裏面は不要）

平成22年4月から平成22年12月27日ま
でに契約した損害保険契約の証券の
写し

保田ケ池公園を南側に拡張するため
県に提出した都市計画変更を求める
文書

保田ケ池公園を南側に拡張するため
県に提出した都市計画変更を求める
文書

三好町（当時）が旧堆肥センター
（旧平子池）用地を三好下行政区に
無償譲渡するにつき三好下行政区が
みよし市（三好町）公有地の取得及
び処分に関する事務取扱規程に基づ
き三好町に提出した市（町）有財産
譲渡申請書（添付図書も含む。）

平成20年度の旧堆肥センター（旧平
子池）用地における、「町有財産譲
渡申請書」と添付書類

市内福谷町清水道29番地で行われて
いる農地改良につき届出者が市に提
出した書類一式。変更分も含む。

市内福谷町清水道29番地で行われて
いる農地改良につき届出者が市に提
出した書類一式、変更分も含む。

行政財産（三好町小坂50番地）の土
地台帳

庁舎に係る財産台帳

農地法第5条の規定による許可申請書
H21年2月9日受付 譲受人○○○○ 譲
渡人○○○○

農地法第5条の規定による許可申請書
平成21年2月9日受付 譲受人○○○○
譲渡人○○○○

北部小学校の校地の土地台帳
北部小学校用地に係る財産台帳（土
地）

（仮）第2しおみの丘建設に伴い愛知
県に提出した基本計画書、同計画に
ついて県と行ったヒアリングの記録

平成23年度 障害児（者）施設整備計
画調書

三好丘第三土地区画整理事業変更事
業計画（直近のもの）

三好ケ丘第三土地区画整理事業変更
事業計画（第13回）

福田行政区が地方自治法第260条の２
に基づく地縁による団体の認可を受
けるためみよし市に提出した文書及
び認可を与えるため市が作成した文
書

許可申請書及び添付書類
地縁団体許可通知書
地縁団体認可告示

福田区にあるふるさとふれあい施設
の指定管理者係る基本協定書につい
て近藤尚議員が市に提出した公開質
問状及びそれに対する市の回答

福田ふるさとふれあいセンター指定
管理協定締結問題について（質問）
及び回答書

自衛隊第10特科連体が1月12日に市内
で行進訓練するにつき、自衛隊とみ
よし市がやりとりした文書

陸上自衛隊第10特科連隊が1月12日に
市内で行進訓練をするにあたり、自
衛隊とみよし市がやりとりした文書
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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

115 1/21 市長
子育て支援
課

1月31日 不開示
条例第2条第2
号非該当（文
書不存在）

116 1/31 市長
市民活動支
援課

2月7日 全部開示

117 1/31 市長
子育て支援
課

2月7日 全部開示

118 1/31 市長
子育て支援
課

2月7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
又は事業を営
む個人の当該
事業に関する
情報）

119 1/31 市長 管財課 2月7日 全部開示

120 2/1 市長 総務課 2月14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
又は事業を営
む個人の当該
事業に関する
情報）

121 2/1 市長 総務課 2月7日 不開示
条例第2条第2
号非該当（文
書不存在）

122 2/1 教育委員会 教育行政課 2月4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
号該当（法人
その他の団体
に関する情報
又は事業を営
む個人の当該
事業に関する
情報）

123 2/3 市長 防災安全課 2月15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
号該当（法人
その他の団体
に関する情報
又は事業を営
む個人の当該
事業に関する
情報）

124 2/3 市長
市民活動支
援課

2月15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
号該当（法人
その他の団体
に関する情報
又は事業を営
む個人の当該
事業に関する
情報）

125 2/3 市長 環境課 2月15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
又は事業を営
む個人の当該
事業に関する
情報）

126 2/3 市長 高齢福祉課 2月7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
又は事業を営
む個人の当該
事業に関する
情報）

地区敬老会祝い品購入費補助金に関
する資料　20、21、22年度

地区敬老会祝い品購入費補助金に関
する資料　H20.21.22年度

・行政区活動事業補助金
・コミュニティ推進協議会補助金
に関する資料　20、21、22年度

・行政区活動事業補助金に関する資
料（平成20年度・平成21年度・平成
22年度）
・地区コミュニティ推進協議会補助
金に関する資料（平成20年度・平成
21年度・平成22年度）

・地区環境美化推進協議会補助金
・地域生活排水路清掃事業補助金
に関する資料　20、21、22年度

・平成20、21、22年度地区環境美化
推進協議会補助金（申請書、支出負
担行為、実績報告書）
・平成20、21、22年度地域生活排水
路清掃事業補助金（申請書、支出負
担行為、実績報告書）

旧平子池敷地（三好字平子31番1、31
番2）の無償譲渡に係るみよし市公有
地の取得及び処分に関する事務取扱
規程第19条に基づく文書

平成20年度の旧平子池敷地（三好町
大字三好字東平子31番1、31番2）の
無償譲渡における、決定書と添付書
類

福田行政区の保育園（当時）建設用
地の開発公社との売買契約書

福田行政区の保育園（当時）建設用
地の開発公社との売買契約書

建設工事請負契約書（さくら保育
園）

建設工事請負契約書（さくら保育
園）

さくら保育園の建設にともなう地元
（福田行政区）からの要望書、土地
寄附採納願、町の回答書

さくら保育園の建設にともなう地元
（福田行政区）からの要望書、土地
寄附採納願、町の回答書

福田ふるさとふれあいセンターの土
地台帳

福田ふるさとふれあいセンターに係
る財産台帳（土地）

みよし市の保有する施設の土地台帳
保育園、児童館、児童遊園、ふるさ
とふれあい広場、ふるさとふれあい
施設、農村公園、各行政区集会所、
学習交流センター

保育園、児童館、児童遊園、ふるさ
とふれあい広場、ふるさとふれあい
施設、農村公園、各行政区集会所、
学習交流センターに係る財産台帳

・地区安全なまちづくり推進協議会
補助金
・自主防災組織育成事業補助金
に関する資料　20、21、22年度

・地区安全なまちづくり推進協議会
補助金に関する資料（平成20、21、
22年度分）
・自主防災組織育成事業補助金に関
する資料（平成20、21、22年度分）

みよし市の保有する施設の土地台帳
勤労青少年ホーム

みよし市の保有する施設の土地台帳
（勤労青少年ホーム）

みよし市の保有する教育施設の、文
化施設の土地台帳
中央公民館、中央図書館、サンアー
ト、地区公民館

中央図書館、中央公民館、サンアー
ト、地区公民館に係る財産台帳（土
地）
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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

127 2/3 市長 生涯学習課 2月4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
号該当（法人
その他の団体
に関する情報
又は事業を営
む個人の当該
事業に関する
情報）

128 2/3 教育委員会 スポーツ課 2月10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
又は事業を営
む個人の当該
事業に関する
情報）

129 2/3 教育委員会 教育行政課 2月15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
号該当（法人
その他の団体
に関する情報
又は事業を営
む個人の当該
事業に関する
情報）

130 2/10 市長 総務課 2月16日 全部開示

131 2/21 市長 保険年金課 2月22日 全部開示

132 2/21 農業委員会 事務局 2月28日 部分開示

条例第7条第2
号該当（個人
に関する情
報）

133 2/28 市長 総務課 3月2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
又は事業を営
む個人の当該
事業に関する
情報）

134 2/28 市長
道路下水道
課

3月14日 部分開示

条例第7条第2
号該当（個人
に関する情
報）

135 2/28 農業委員会 事務局 3月9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
号該当（法人
その他の団体
に関する情報
又は事業を営
む個人の当該
事業に関する
情報）

136 3/15 市長
道路下水道
課

3月29日 全部開示

137 3/15 市長
道路下水道
課

3月29日 不開示
条例第2条第2
号非該当（文
書不存在）

138 3/16 市長
子育て支援
課

3月24日 全部開示

139 3/16 市長 福祉課 3月29日 部分開示

条例第7条第2
号該当（個人
に関する情
報）

H20年度、21年度、22年度の後期高齢
者支援金の支払いに関する文書

平成20年度、21年度、22年度の後期
高齢者支援金の支払いに関する文書

H.22年10月、11月、12月、H23年1月
に開かれた農業委員会の会議録

H.22年10月、11月、12月、H23年1月
に開かれた農業委員会の会議録

昭和52年3月定例議会の議案及び議案
説明（会議録）（総ての議案）

・昭和52年第1回三好町議会定例会の
議案
・昭和52年第1回三好町議会定例会会
議録

地区体力つくり事業補助金に関する
資料　20、21、22年度

地区体力つくり事業補助金に関する
資料（平成20、21、22年度）

・地区文化活動推進事業補助金
・地区公民館修繕事業補助金
・地区公民館運営事業補助金
・郷土史誌編さん事業補助金
に関する資料　20、21、22年度

平成22・21・22年度の地区文化活動
推進事業補助金、地区公民館修繕事
業補助金、地区公民館運営事業補助
金、郷土史誌編さん事業補助金に関
する資料

地区生涯学習講座補助金に関する資
料　20、21、22年度

地区生涯学習講座補助金に関する資
料　20、21、22年度

H21年3月25日開催の農業委員会に提
出された文書

H21年3月25日開催の農業委員会に提
出された文書

新庁舎建設に係る実施設計契約書及
び同変更契約書

庁舎新築工事実施設計委託契約書及
び変更契約書

市道三好大慈山線の用地買収契約書 市道三好大慈山線の土地売買契約書

市道三好大慈山線の道路用地買収に
係る従前地番と一時利用指定地番の
位置、面積を記した文書及び図面

市道三好大慈山線の道路用地に係る
従前地番と一時利用指定地番の位
置、面積を記した文書及び図面

復命書（障害児保育に関する分の
み。事業所、保育士）H22年度

平成22年度復命書（障害児保育に関
係する分のみ、事務所・保育士分）

市道三好大慈山線の設計書、同道路
建設に係る国への補助金交付申請書

市道三好大慈山線の設計書、同道路
建設に係る国への補助金交付申請書

自立支援協議会に関する文書一式
H22年度（別紙組織図に係る文書）

・平成22年度に開催したみよし市障
がい者自立支援協議会開催会議の会
議資料及び会議録
・平成22年度の個別支援会議の会議
録
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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

140 3/16 市長 福祉課 3月29日 不開示
条例第2条第2
号非該当（文
書不存在）

141 3/24 市長 職員課 3月31日 全部開示

142 3/30 市長 税務課 4月6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
又は事業を営
む個人の当該
事業に関する
情報）

143 3/30 市長
道路下水道
課

4月8日 部分開示

条例第7条第2
号該当（個人
に関する情
報）

三好町・みよし市が平成22年度まで
に支払った地域手当を文書にて明ら
かにしてください。

みよし市職員の給与に関する条例の
うち第13条の2地域手当に関する条文

・ICD-10で知的障害への臨床記述を
した文書
・ICD-10で自閉症の臨床記述をした
文書

・ICD-10で知的障害への臨床記述を
した文書
・ICD-10で自閉症の臨床記述をした
文書

みよし市の固定資産税課税に係わる
地番図（又は家屋図を含む）の加除
修正業務（地図情報システム等の構
築・更新・保守業務を含む）を民間
に委託した際に交わされた業務委託
契約書及び仕様書で、平成22年1月1
日現在分及び最新のもの。

・土地家屋現況調査業務委託（三好
町地内）契約書
・土地家屋現況調査業務委託（みよ
し市地内）契約書

畑総事業に伴い行った市道三好明知
下線用地買収に係る契約書及び道路
用地の従前地番と一時利用指定地番
の位置、面積を記した文書及び図面

市道三好明知下線の土地売買契約
書、地番該当証明書
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