
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5日 市長 公園緑地課 4月11日 全部開示

2 4月5日 市長 道路河川課 4月12日 全部開示

3 4月20日 市長 下水道課 5月2日 部分開示
みよし市情報公開条例（以下「条
例」という。）第7条第2号の規定
（個人に関する情報）に該当

4 4月25日 市長 協働推進課 5月9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）
2 条例第7条第2号に該当（個人に関
する情報）

5 4月28日 市長 道路河川課 5月26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）
2 条例第7条第2号に該当（個人に関
する情報）

6 4月28日
教育委員
会

教育行政課 5月12日 全部開示

平成27年度 案件番号261 建設工事
管工事業
工事名；三好中学校普通教室空調機
設置（機械）工事
工事場所；みよし市三好町地内
工期；H27.4.27～H27.10.16

三好中学校普通教室空調機設置（機
械）工事　予定価格調書・図面を除
く金入り設計書一式

27年度に行政区に支払われた一括交
付金の申請書及び実績報告書

平成25年度みよし市（仮）福田第2地
区ポンプ場実施設計業務委託その2計
画検討書

平成25年度みよし市（仮）福田第2地
区ポンプ場実施設計業務委託その2計
画検討書

舗装修繕工事（莇生橋）の金入り及
び金抜き設計書

平成28年度開示請求内容と処理状況

平成27年度前田緑道整備工事の金抜
き設計書及び金入り設計書

H27/10/23開札執行日の前田緑道整備
工事（前田緑道みよし市三好町地内
の金抜き設計書と金入り設計書

行政文書名

H27年11月19日開札執行日の舗装修繕
工事（莇生橋）みよし市莇生町地内
の金抜き設計書と金入り設計書

請求行政文書の内容

1 平成27年度行政区一括交付金交付
申請書（収支予算書、事業計画書及
び予算案と事業計画が記載されてい
るもの。）
2 平成27年度行政区一括交付金実績
報告書（収支決算書、事業報告書並
びに総会で報告する行政区事業報告
書及び決算書を含む。）

三好中部土地区画整理組合に対し支
払われた公共施設管理者負担金に係
る文書（H27年度）

公共施設管理者負担金に関する変更
覚書の締結について他39件



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

7 5月2日 市長 都市計画課 5月27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）

8 5月2日 市長 人事課 5月16日 全部開示

9 5月6日
教育委員
会

教育行政課 5月12日 全部開示

10 5月6日
教育委員
会

教育行政課 5月12日 全部開示

11 5月6日
教育委員
会

教育行政課 5月12日 全部開示

12 5月6日 市長
子育て支援
課

5月18日 全部開示

13 5月9日
教育委員
会

教育行政課 5月12日 全部開示

三好中学校普通教室空調機設置（機
械）工事（開札執行日　平成27年4月
20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

三好中学校普通教室空調機設置（機
械）工事　予定価格調書・図面を除
く金入り設計書一式

三好丘中学校普通教室空調機設置
（機械）工事（開札執行日　平成27
年4月20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

三好丘中学校普通教室空調機設置
（機械）工事　予定価格調書・図面
を除く金入り設計書一式

愛大跡地利用に関し地区まちづくり
協議会が市に提出した開発計画書

地区まちづくり計画提案書

27年度の時間外勤務の実態を記した
文書（月別、部課別）

27年度の時間外勤務の実態を記した
文書（月別、部課別）

南中学校普通教室空調機設置（機
械）工事（開札執行日　平成27年4月
20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

南中学校普通教室空調機設置（機
械）工事　予定価格調書・図面を除
く金入り設計書一式

すみれ保育園大規模改修（機械）工
事（開札執行日　平成28年4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

すみれ保育園大規模改修（機械）工
事
設計書、経費計算表及び予定価格調
書

平成27年度　三好丘中学校普通教室
空調機設置（機械）工事設計内訳一
式（金入り）

三好丘中学校普通教室空調機設置
（機械）工事　図面を除く金入り設
計書一式



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

14 5月13日 市長 都市計画課 5月26日 部分開示
条例第7条第2号に該当（個人に関す
る情報）

15 5月13日 市長 道路河川課 5月27日 全部開示

16 5月13日 市長 下水道課 5月27日 全部開示

17 5月13日 市長 下水道課 5月27日 不開示
条例第2条第2号非該当（文書不存
在）

18 5月17日 市長 道路河川課 5月30日 全部開示

19 5月23日 市長 下水道課 5月26日 全部開示

20 5月23日
教育委員
会

教育行政課 6月6日 全部開示

21 5月23日
教育委員
会

教育行政課 6月6日 全部開示

中部小学校普通教室空調機設置（機
械）工事（開札執行日平成28年5月20
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

中部小学校普通教室空調機設置（機
械）工事（開札執行日平成28年5月20
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

三吉小学校普通教室空調機設置（機
械）工事（開札執行日平成28年5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

三吉小学校普通教室空調機設置（機
械）工事（開札執行日平成28年5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

公共工事の積算時に使用する平成27
年度共通代価一覧表、施行単価一覧
表

平成27年度共通代価一覧表、施工単
価一覧表

株式会社安川電機中部支店・中部ロ
ボットセンタ建築にかかるみよし市
まちづくり条例の事前協議書および
申請書の写し

（仮称）株式会社安川電機　中部ロ
ボットセンタ新築工事に係るみよし
市まちづくり土地利用条例に基づく
次の書類
・特定開発事業の構想届出書
・開発計画書
・協議後開発計画書

みよし市が平成28年度に発注する土
木工事、下水道工事、水道工事で使
用する市独自で調査した単価の一覧

みよし市が平成28年度に発注する下
水道工事で使用する市独自で調査し
た単価の一覧

みよし市が平成28年度に発注する土
木工事、下水道工事、水道工事で使
用する市独自で調査した単価の一覧

みよし市が平成28年度に発注する水
道工事で使用する市独自で調査した
単価の一覧

みよし市が平成28年度に発注する土
木工事、下水道工事、水道工事で使
用する市独自で調査した単価の一覧

みよし市が平成28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

みよし市流域関連公共下水道事業基
本計画書の表紙と目次

みよし市流域関連公共下水道事業基
本計画書の表紙及び目次



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

22 5月23日
教育委員
会

教育行政課 6月6日 全部開示

23 5月23日 市長 道路河川課 6月7日 全部開示

24 5月26日 市長
子育て支援
課

6月6日 全部開示

25 5月26日
教育委員
会

教育行政課 6月6日 全部開示

26 5月26日
教育委員
会

教育行政課 6月6日 全部開示

27 5月28日 市長 下水道課 6月10日 部分開示
条例第7条第2号に該当（個人に関す
る情報）

28 6月5日 市長 下水道課 6月13日 全部開示
みよし市流域関連公共下水道事業基
本計画書　平成23年3月の電子データ
（CD-R）

「みよし市流域関連公共下水道事業
基本計画書　平成23年3月」の電子
データ（CD-R)

南部小学校普通教室空調機設置（機
械）工事（開札執行日平成28年5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

南部小学校普通教室空調機設置（機
械）工事（開札執行日平成28年5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

H28/05/19開札執行日の側溝整備工事
（市道東谷清水池浦線）の金入り設
計書

H28/05/19開札執行日の側溝整備工事
（市道東谷清水池浦線）の金入り設
計書

「すみれ保育園大規模改修（電気）
工事」（開札執行日平成28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

「三吉小学校普通教室空調機設置
（電気）工事」（開札執行日平成28
年5月20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26年度みよし市（仮）福田第2ポ
ンプ場実施設計業務委託　設計検討
書（土木）　平成27年5月のCDコピー

平成26年度みよし市（仮）福田第2ポ
ンプ場実施設計業務委託　設計検討
書（土木）　平成27年5月

「中部小学校普通教室空調機設置
（電気）工事」（開札執行日平成28
年5月20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

「中部小学校普通教室空調機設置
（電気）工事」（開札執行日平成28
年5月20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

「三吉小学校普通教室空調機設置
（電気）工事」（開札執行日平成28
年5月20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

すみれ保育園大規模改修（電気）工
事
設計書、経費計算表及び予定価格調
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

行政文書名請求行政文書の内容

29 6月7日 市長 公園緑地課 6月7日 全部開示

30 6月7日
教育委員
会

生涯学習推
進課

6月17日 全部開示

31 6月14日
教育委員
会

教育行政課 6月23日 全部開示

32 6月14日
教育委員
会

学校教育課 6月28日 全部開示

33 6月22日
教育委員
会

教育行政課 7月6日 全部開示

34 6月24日 市長 下水道課 6月30日 全部開示

35 7月11日 市長 保険年金課 7月21日 不開示
条例第2条第2号非該当（文書不存
在）

平成28年度国民健康保険柔道整復師
療養費支給申請書点検業務委託
平成28年度（国民健康保険及び生活
保護）における診療報酬明細書点検
業務委託
①入札説明書②入札・見積合わせ参
加業者及び各業者の応札金額③仕様
書④契約書及び契約金額

平成28年度国民健康保険柔道整復師
療養費支給申請書点検業務委託
平成28年度（国民健康保険及び生活
保護）における診療報酬明細書点検
業務委託
①入札説明書②入札・見積合わせ参
加業者及び各業者の応札金額③仕様
書④契約書及び契約金額

ノートパソコン100台購入（H28.6議
会議案提出）に係る仕様書と設計書

中学校校務用コンピュータ機器設計
書

開札日H28/12/17 中部小学校ワーク
スペース屋上等防水改修工事　金入
り設計内訳書

中部小学校ワークスペース屋上等防
水改修工事金入り設計書一式（図面
を除く）

・校務支援システム等賃借　基本仕
様書
・校務支援システム活用ガイドブッ
クⅠ
【基本操作・グループウェア編】
【グループウェア機能一覧】
【校務・スケジュール機能一覧】
【児童生徒情報管理機能一覧】
【成績管理機能一覧】
【保健管理機能一覧】

既成市街地公共下水道管渠築造工事
（舟ヶ峪地区）
予定価格調書、図面を除く金入り設
計書一式

既成市街地公共下水道管渠築造工事
（舟ヶ峪地区）の予定価格及び図面
を除く金入り設計書一式

みよし市総合体育館トレーニング
ルーム改修（機械）工事の設計書
（図面以外）

みよし市総合体育館トレーニング
ルーム改修（機械）工事の設計書
（図面以外）

職員駐車場（西）整備工事の設計書
（図面以外）

職員駐車場（西）整備工事の設計書
（図面以外）

校務支援システム仕様書と使用方法
を記した文書



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

行政文書名請求行政文書の内容

36 7月22日
教育委員
会

教育行政課 7月22日 全部開示

37 7月22日
教育委員
会

教育行政課 7月22日 全部開示

38 7月22日 市長 産業課 8月25日 取下げ

39 7月22日 市長 協働推進課 8月1日 全部開示

40 8月5日 市長 道路河川課 8月10日 全部開示

41 8月5日 市長 長寿介護課 8月19日 全部開示

H28年度中学校校務用コンピュータ機
器購入に係る見積書

中学校校務用コンピュータ機器見積
書

H28年度小学校校務用コンピュータ機
器設計書、納入仕様書、見積書

小学校校務用コンピュータ機器設計
書、納入仕様書、見積書

㈱ULJapanの企業立地奨励措置認定申
請書

舗装修繕工事（市道三好ケ丘駒場
線）金入り設計書、予定価格書及び
低入札調査基準価格

成年後見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28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27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）。

きたよし地区拠点施設整備の基本設
計入札に係り市が作成した文書

1 執行伺書（きたよし地区拠点施設
建設工事設計委託設計書を含む。）
2 指名業者選定結果及び指名通知伺
3 契約締結伺兼支出負担行為決議書

第669号　舗装修繕工事（市道三好ヶ
丘駒場線）金入り設計書及び予定価
格及び低入調査価格

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28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



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

42 8月5日 市長 長寿介護課 8月19日 不開示
条例第2条第2号非該当（文書不存
在）

43 8月12日 市長 都市計画課 8月24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（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）

44 8月12日 市長 企画政策課 8月25日 部分開示
条例第7条第2号に該当（個人に関す
る情報）

45 8月12日 市長 財政課 8月24日 全部開示

46 8月18日
教育委員
会

学校教育課 8月26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）

1 砂防指定地内行為許可について
（照会）
2 砂防指定地内行為許可申請に対す
る意見について（回答）5号
3 砂防指定地内行為許可申請に対す
る意見について（回答）5-1号

「外国語指導助手派遣業務」で契約
者として特定された会社の企画提案
書

地方公会計標準システム機器等並び
に地方公会計標準システム導入業務
委託の設計書及び仕様書

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）、さんさ
んバス車両（くろまつくん3号、さつ
きちゃん4号）の仕様書とみつもり書

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27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27
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）。

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27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27
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）。

○○○○㈱により愛知県に提出され
た砂防指定地内行為許可申請書（H28
に係るもの）、同申請に対し県から
みよし市に出された意見照会及びみ
よし市の回答、○○○○㈱からみよ
し市に提出された対応策

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3
号、さつきちゃん4号）設計書、見積
書

みよし市外国語指導助手派遣業務提
案書

H28年度に入札が行われた地方公会計
標準システム機器等、地方公会計標
準システム導入業務委託（みよし市
役所）の仕様書とみつもり書



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

行政文書名請求行政文書の内容

47 8月29日 市長 企画政策課 9月9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）

48 8月29日
教育委員
会

学校教育課 9月12日 全部開示

49 8月30日 市長 企画政策課 9月2日 全部開示

50 8月30日 市長 税務課 9月12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）
2 条例第7条第2号に該当（個人に関
する情報）

51 8月30日 市長 税務課 9月12日 不開示
条例第2条第2号に規定する行政文書
を作成していないため。

52 8月30日 市長 協働推進課 9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）

53 9月1日 市長 道路河川課 9月6日 全部開示

54 9月2日 市長 財政課 9月13日 全部開示

みよし市が株式会社インテックに渡
した文書

屋外彫刻点検診断業務委託（H27年
度）の成果物

みよし市屋外彫刻調査報告書2015年
①作品1番から作品37番まで、みよし
市屋外彫刻調査報告書2015年②作品
38番から作品74番まで

1 平成28年度市民税・県民税納付書
領収証書（本人控え分）の納期限の
誤りについて（顛末書）
2 用紙印刷業務にかかる改善計画の
提出について
3　みよし市様市県民税納付書納期限
印刷誤り対応作業実績報告書

市県民税納付書の記載誤り問題に関
し㈱インテックから市に提出された
文書及び市が同社に渡した文書

市県民税納付書の記載誤り問題に関
し㈱インテックから市に提出された
文書及び市が同社に渡した文書

固定資産台帳調査作成業務委託（H27
年度）の成果物

みよし市地区拠点施設整備基本構想

平成28年6月に実施されたみよし市プ
ロモーション動画等製作業務委託プ
ロポーザルにおいて、公募した5社の
うち、○○○○を除く、4社すべての
提案書類

みよし市立学校教職員用コンピュー
タ使用マニュアル

みよし市立学校教職員用コンピュー
タ使用マニュアル

みよし市プロモーション動画等制作
業務委託に係る公募型プロポーザル
における企画提案書（選定されたも
のに限る。）

固定資産台帳調査作成業務委託（H27
年度）の成果物

地区拠点施設整備基本構想策定業務
委託（H27年度）の成果物

舗装修繕工事（市道三好ヶ丘駒場
線）工事費内訳書及び代価表

舗装修繕工事（市道三好ヶ丘駒場
線）工事費内訳書及び代価表



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

55 9月5日 市長 企画政策課 9月12日 全部開示

56 9月7日 市長 下水道課 9月13日 全部開示

57 9月7日 市長
子育て支援
課

9月15日 全部開示

58 9月12日
教育委員
会

教育行政課 9月23日 全部開示

59 9月12日
教育委員
会

教育行政課 9月23日 全部開示

60 9月12日
教育委員
会

教育行政課 9月23日 全部開示

61 9月14日 市長 総務課 9月27日 全部開示

62 9月14日
教育委員
会

教育行政課 9月27日 全部開示

みよし市プロモーション動画等制作
業務委託における採用された企画提
案書

市で付保している損害保険の内容の
開示（平成27年度のもの）

損害保険契約の証券等

H27年度購入の小学校教職員用コン
ピュータ、中学校教職員用コン
ピュータ（ただし給食関係を除く）
に係る設計書、仕様書、見積書

H26年度購入の小学校教職員用コン
ピュータ、中学校教職員用コン
ピュータに係る設計書、仕様書、見
積書

・平成26年度小学校校務用コン
ピュータ機器設計書、仕様書、見積
書
・平成26年度中学校校務用コン
ピュータ機器設計書、仕様書、見積
書

賠償責任保険証券等

既成市街地公共下水道管渠築造工事
（三好中部地区）の予定価格及び図
面を除く金入り設計書一式

平成27年度購入の給食センター用コ
ンピュータ機器設計書、仕様書、見
積書、随意契約を認めた文書

みよし市プロモーション動画等制作
業務委託に係る公募型プロポーザル
における採用された企画提案書に限
る。

既成市街地公共下水道管渠築造工事
（三好中部地区）
予定価格調書、図面を除く金入り設
計書一式

市で付保している損害保険の内容の
開示（平成27年度のもの）

北部児童クラブ建設（建築）工事金
入り設計書

みよし市北部児童クラブ建設（建
築）工事設計書

H27年度購入の給食に関する小学校の
教職員用コンピュータ、中学校の教
職員用コンピュータに係る設計書、
仕様書、見積書、契約書、随意契約
を認めた文書

・平成27年度小学校校務用コン
ピュータ機器設計書、仕様書、見積
書
・平成27年度中学校校務用コン
ピュータ機器設計書、仕様書、見積
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

行政文書名請求行政文書の内容

63 9月16日 市長 人事課 9月28日 全部開示

64 9月20日 市長 協働推進課 9月29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）

65 9月20日
教育委員
会

教育行政課 9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）

66 9月20日
教育委員
会

教育行政課 9月30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。

67 9月20日 市長 産業課 10月3日 部分開示
条例第7条第2号に該当（個人に関す
る情報）

68 9月23日 市長 企画政策課 10月6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）

69 10月25日 市長 企画政策課 11月1日 全部開示

平成28年度市民活動保険の契約に関
する文書

1 農事組合法人ファームズ三好第11
回通常総会資料
2 農事組合法人夢の実ファームみよ
し第5回通常総会資料

みよし市総合計画実施計画No.7の事
務用

みよし市総合計画実施計画No.7（事
務用）

H27年度、28年度における小中学の教
職員用コンピュータ購入（給食業務
用も含む）に係る契約書

平成27年度購入小学校校務用コン
ピュータ機器契約書及び中学校校務
用コンピュータ機器契約書（給食セ
ンター分）

農事組合法人ファームズ三好と夢の
実ファームみよしの総会資料（直近
年度のもの）

みよし市市民活動保険について　平
成28年度契約時の入札および見積り
合わせ等の結果

みよし市プロモーション動画等制作
業務委託プロポーザルにおける企画
提案書の開示請求の御願いについて

みよし市プロモーション動画等制作
業務委託に係る公募型プロポーザル
における企画提案書（選定されたも
のに限る。）

H22年度以降　臨時職員を含む職員数
職種の分かるもの

平成22年度以降　臨時職員を含む職
員数職種の分かる文書

H27年度、28年度における小中学の教
職員用コンピュータ購入（給食業務
用も含む）に係る契約書

・平成27年度小学校校務用コン
ピュータ機器契約書
・平成27年度中学校校務用コン
ピュータ機器契約書
・平成28年度小学校校務用コン
ピュータ機器契約書
・平成28年度中学校校務用コン
ピュータ機器契約書



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

行政文書名請求行政文書の内容

70 11月25日 市長 産業課 12月1日 全部開示

71 11月25日 市長 下水道課 12月9日 全部開示

72 11月25日 市長 下水道課 12月9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。

73 11月25日 市長 下水道課 12月9日 全部開示

74 11月25日
教育委員
会

生涯学習推
進課

11月29日 全部開示

75 11月25日
教育委員
会

生涯学習推
進課

11月29日 全部開示

サンライブの図書館システム機器購
入に係る見積書、設計書、契約書

生涯学習講座用パソコン等購入に係
る見積書、設計書、契約書

保田ケ池の改修工事計画を記した文
書

みよし市立中央図書館システム機器
購入に係る見積書、設計書、契約書

市内の農集排処理場及びコミプラ処
理場の処理水の排出基準への適合状
況を記した（過去1年分）文書

市内の農業集落排水処理上及びコ
ミュニティプラント処理場の処理水
の排出基準適合状況を記した文書
（過去１年分）

県営保田ヶ池地区土地改良事業計画
書

みよし市が福田第2雨水ポンプ場建設
に係り下水道事業団と交渉した契約
書

・平成27年度みよし市公共下水道事
業福田第2ポンプ場建設工事委託に関
する年度実施協定
・平成27年度みよし市公共下水道事
業福田第2雨水ポンプ場の建設工事委
託に関する年度実施協定の一部を変
更する協定
・平成27年度みよし市公共下水道事
業福田第2雨水ポンプ場建設工事委託
に関する年度実施協定の一部を変更
する協定
・平成28年度みよし市公共下水道事
業福田第2雨水ポンプ場建設工事委託
に関する年度実施協定

サンライブの講座用パソコン購入に
係る見積書、設計書、契約書

市内の農集排処理場及びコミプラ処
理場の処理水の排出基準を定めた文
書

市内の農集排処理場及びコミプラ処
理場の処理水の排出基準を定めた文
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

行政文書名請求行政文書の内容

76 12月6日 市長 福祉課 12月14日 全部開示

77 12月12日 市長 都市計画課 12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）
2 条例第7条第2号に該当（個人に関
する情報）

78 12月12日 市長 公園緑地課 1月20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）
3　条例第7条第6号イに該当（交渉に
係る事務に関し、地方公共団体の財
産上の利益又は当事者としての地位
を不当に害する恐れがあるため。）

79 1月4日 市長 防災安全課 1月17日 全部開示

80 1月4日 市長 環境課 1月17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）

みよし市莇生町山田地区における開
発行為につき市が作成及び取得した
文書H27.8以降

市社会福祉協議会が市に提出したみ
よし市くらい資金貸付事業報告書
（市の保有分）

・平成28年度第1回社会福祉法人みよ
し市社会福祉協議会理事会議案書
・平成27年度社会福祉法人みよし市
社会福祉協議会社会福祉事業資金収
支決算（概要）事業区分、拠点区分
及びサービス区分一覧表

1 協議後開発計画書（みよし市莇生
町地内住宅団地造成事業）
2 市街化調整区域内地区計画（莇生
町山田地区）の策定に係る手続につ
いて（伺い）
3 市街化調整区域内地区計画（莇生
町山田地区）の策定に係る調整連絡
会議からの意見に対する回答につい
て（伺）

苦情受付、処理等
○○○○との相談分の全てについて

苦情受付・処理簿

三好中部特定土地区画整理事業につ
き市が作成及び取得した文書(H27.8
月以降）

三好中部特定土地区画整理組合の理
事及び氏名及び住所について（通
知）等

尾三消防の広域化に関し現在行われ
ている協議状況を記した文書

尾三消防の広域化に関し現在行われ
ている協議状況を記した文書



No
受付
日付

実施機関 担当課 決定日 決定内容
不開示
理由

行政文書名請求行政文書の内容

81 1月10日 市長 下水道課 1月25日 全部開示

82 1月10日 市長 下水道課 1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。

83 1月10日
教育委員
会

教育行政課 1月24日 全部開示

84 1月12日
教育委員
会

学校教育課 1月17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）

85 1月13日
教育委員
会

生涯学習推
進課

1月25日 全部開示

86 1月20日 市長 下水道課 2月3日 全部開示

みよし市外国語指導助手派遣業務提
案書

「既成市街地公共下水道管渠築造工
事（三好中部地区その2）」（開札執
行日平成28年9月8日）
・上記明細書を含む金入り設計書一
式及び経費計算表

既成市街地公共下水道管渠築造工事
（三好中部地区その2）の明細書を含
む金入り設計書一式及び経費計算表

「三好中学校コンピューター教室及
び職員室空調機取替工事」（開札執
行日平成28年11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

平成29年1月18日に開札執行が行われ
た工事名　農業集落排水管路補修工
事（福田処理区）の金額の明記され
た積算の根拠を示した設計書

農業集落排水管路補修工事（福田処
理区）の金額の明記された積算を示
した設計書

「既成市街地公共下水道管渠築造工
事（三好中部地区その2）」（開札執
行日平成28年9月8日）
・上記工事の最低制限価格

既成市街地公共下水道管渠築造工事
（三好中部地区その2）の最低制限価
格

三好中学校コンピューター教室及び
職員室空調機取替工事
明細書を含む金入り設計書一式、経
費計算表及び工事の最低制限価格

・サンライブの備品及び建築にかか
る積算金額及び契約金額がわかる書
類
・中央図書館・生涯学習センターの
H28.7～12月の利用状況
・サンライブの基本構想

・サンライブの備品及び建築にかか
る積算金額及び契約金額がわかる書
類
・中央図書館・生涯学習センターの
H28.7～12月の利用状況
・サンライブの基本構想

「外国語指導助手派遣業務」で契約
者として特定された会社の企画提案
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

行政文書名請求行政文書の内容

87 1月20日 市長 下水道課 2月3日 不開示
条例第2条第2号に規定する行政文書
を作成及び取得していないため。

88 2月3日
教育委員
会

生涯学習推
進課

2月17日 全部開示

89 2月3日
教育委員
会

生涯学習推
進課

2月17日 不開示

1　行政文書1は、平成19年に作成さ
れた5年保存の行政文書であるため、
平成25年に廃棄済みであり、現在は
存在しない。
2　行政文書2は、当該会議を実施し
ていないため実施機関では作成して
おらず、存在しない。

90 2月3日
教育委員
会

生涯学習推
進課

2月17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）
2 条例第7条第2号に該当（個人に関
する情報）

・子ども読書活動推進計画策定委員
会（2月10日）で検討する計画書、委
員名
・H29年度計画策定会議の会議録

・第１回みよし市子ども読書活動推
進計画策定委員会の開催について
（伺い）
・第１回みよし市子ども読書活動推
進計画策定委員会資料の作成につい
て（伺い）
・第１回みよし市子ども読書活動推
進計画策定委員会会議録の作成につ
いて（伺い）
・みよし市子ども読書活動推進計画
策定に係る聞き取り調査の実施につ
いて（伺い）
・みよし市子ども読書活動推進計画
策定委員会設置要綱の全部改正につ
いて（伺い）

平成29年1月18日に開札執行が行われ
た工事名　農業集落排水管路補修工
事（福田処理区）の金額の明記され
た積算の根拠を示した設計書（最低
制限価格算出根拠経費を含む）

農業集落排水管路補修工事（福田処
理区）の最低制限価格算出根拠（経
費を含む）

・サンライブ備品の設計書及び選定
資料（カタログ等）

・みよし市図書館学習交流プラザ備
品管理委託に係る執行伺、支出負担
行為伺、支出負担行為決議書、請書
及び竣工図
・備品カタログ
・みよし市図書館学習交流プラザ備
品設計書（案）
・みよし市図書館学習交流プラザ備
品に係る参加申込業者報告書、契約
締結伺兼支出負担行為決議書、契約
書、変更契約締結伺決議書、契約内
容の変更、総括表、変更契約書及び
納品書

・H19、H24年度計画策定会議の会議
録

1　平成19年度計画策定会議の会議録
2　平成24年度計画策定会議の会議録



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

91 2月23日 市長 都市計画課 2月27日 全部開示

92 2月24日
教育委員
会

教育行政課 3月10日 部分開示

1　条例第7条第2号該当（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）

91 2月27日 市長 総務課 3月15日 不開示
条例第2条第2号に規定する行政文書
を作成及び取得していないため。

92 2月27日
教育委員
会

学校教育課
（給食セン
ター）

3月15日 全部開示

93 3月7日 市長 長寿介護課 3月21日 部分開示
条例第7条第2号に該当（個人に関す
る情報）

94 3月7日
教育委員
会

学校教育課 3月21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
それがあるもの）

2017年度最新給食集団施設（会社等
学校給食・学校給食）（営業所名・
住所・運営業者・代表者名・電話番
号）

1 みよし市立学校給食センターの
リーフレット
2 みよし市給食協会の概要

Ｈ28年度に行われた社会福祉法人
「翔寿会」に対する監査結果

平成28年度社会福祉法人指導監査の
結果について（通知）

学校給食センター調理場天井耐震化
等改修工事（Ｈ28年度）に係る入
札、契約、工事内容、経費を記した
文書

次に掲げる給食センター調理場天井
耐震化等改修（１期）工事に係る書
類
(1) 執行伺
(2) 契約締結兼支出負担行為決議書
(3) 契約書
(4) 契約保証届出書
(5) 保証証書
(6) 変更契約締結伺兼変更支出負担
行為決議書
(7) 設計変更協議書
(8) 指示・協議書
(9) 変更執行伺書
(10) 変更契約書

商業集積地区計画都市計画決定図書
作成業務委託の成果物

商業集積地区計画都市計画決定図書
（三好青木地区）作成業務委託成果
物

北中学校大規模改修（1期）建築工事
の変更協議の記録と変更契約書

北中学校大規模改修（１期）建築工
事の変更協の記録と変更家役所
1　変更協議書（指示・協議書及び変
更設計書含む。）
2　変更契約書

2017年度最新給食集団施設（会社等
学校給食・学校給食）（営業所名・
住所・運営業者・代表者名・電話番
号）

2017年度最新給食集団施設（会社等
学校給食・学校給食）（営業所名・
住所・運営業者・代表者名・電話番
号）



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

95 3月13日 市長 協働推進課 3月21日 全部開示

96 3月13日 市長 保険年金課 3月27日 全部開示

97 3月14日
教育委員
会

教育行政課 4月11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
それがあるもの）

98 3月14日
教育委員
会

学校教育課 3月23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2条第2号に規定する行政文
書を作成及び取得していないため。

99 3月14日
教育委員
会

スポーツ課 3月21日 部分開示

1 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
それがあるもの）
2 条例第7条第2号に該当（個人に関
する情報）

行政区が集会所を建設及び改修する
ときの市の補助制度

1 みよし市行政区活動事業補助金交
付要綱
2 みよし市地区公共施設修繕事業補
助金交付要綱
3 平成28年度行政区等への補助事業
一覧

国保の県所管化に関し愛知県と県内
自治体が協議する会議に提出された
資料及び会議録

国保の県所管化に関し愛知県と県内
自治体が協議する会議に提出された
資料及び会議録

H28年度に行われた体育館の備品購入
に係る設計書、仕様書、入札、契約
に係る文書

H28年度に行われた体育館の備品購入
に係る設計書、仕様書、入札、契約
に係る文書

H28年度に行われた給食センター工事
で行われた給食センター工事で起き
た死亡事故に係る事故原因の関係機
関への報告及び市に提出された同指
導、対応、改善柵を記した文書

電気事故報告書

H28年度に行われた小学校エアコン設
置に係る設計委託とその成果物、設
置工事に係る契約書とその付属文
書、仕様書、見積書

北部小学校・天王小学校・中部小学
校空調機設置工事設計委託契約書等


