
 

平成２８年度における松本市情報公開制度の実施状況について 

 

平成２８年度における松本市情報公開制度の実施状況は次のとおりです。 

 

１ 公文書公開の実施状況 

 ⑴ 公開請求件数及び処理内訳       （平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日） 

実施機関 請求件数 
公開請求 処  理  内  訳 不 服 

申立て 公文書数 公開 部分公開 非公開 取下げ 不存在 

市 長 91 件 1,978 件 406 件 1,565 件 1 件 0 件 6 件 0 件 

教育委員会 19   1,090   428   659   0   0   3   0  

選挙管理委員会 1   18   18   0   0   0   0   0  

監 査委 員 0   0   0   0   0   0   0   0  

農業委員会 0  0  0  0  0  0  0  0  

固定資産評価審査委員会 0  0  0  0  0  0  0  0  

議 会 2   17   1   16   0   0   0   0  

合 計 113   3,103   853   2,240   1   0   9   0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑵ 公開請求の内容等 

番

号 

請求 

年月日 
公開請求のあった公文書 担当部課 決定内容 

1 H28.4.6 

①職員の派遣に関し、現在の上田市

(旧武石村)、長和町(旧和田村)に同

意を求める文書並びに同意を示す文

書②トイレ改修に関する経費等を含

め立案からの資料 

商工観光部 

観光温泉課 

全部公開 

部分公開 

2 H28.4.11 

市営住宅条例施行規則第７条関係同

居申請書、第８条関係同居世帯異動

届について、駅北団地に関する平成

１５年度から現在までのそれぞれの

申請書と異動届 

建設部 

住宅課 

部分公開 

3 H28.4.14 

住居番号申請受付簿及び住居表示台

帳（平成２８年１月１日から２８年   

３月３１日の間に住居番号が付定さ

れたもの） 

総務部 

市民課 

部分公開 

4 H28.4.25 
松本市長が２２年９月２８日に〇〇

〇〇並びに〇〇〇に回答した文書 

文化スポーツ部 

スポーツ推進課 

全部公開 

5 H28.4.25 

㈱〇〇〇〇第６回定時株主総会にお

ける事前配布文書、当日配布文書を

含む総会資料並びに起案書、決裁書

など 

文化スポーツ部 

スポーツ推進課 

部分公開 

6 H28.4.25 

美ケ原地域行政事務組合の主たる事

務所として、丸子町、武石村（合併

後上田市）と和田村（合併後長和町）

への上記組合からの平成１１年度か

ら平成２１年度までの年度別負担金

の請求書並びに基金の長野市町村総

合事務組合への納入を示す文書 

商工観光部 

観光温泉課 

全部公開 

7 H28.4.26 

住居表示台帳における下記区域の写

し。蟻ケ崎５丁目１～４街区、蟻ケ

崎６丁目１～２６街区、井川城１丁

目１～１１街区、井川城２丁目１～

１６街区、井川城３丁目１～１２街

区 

総務部 

市民課 

部分公開 

8 H28.4.27 
旭町小学校に係る平成２７年度、 

２８年度の行政財産使用許可 

教育委員会 

学校教育課 

部分公開 

9 H28.5.2 

平成１７年４月１日から平成２８年  

４月３０日の間に提出された松本駅

北団地に関する①松本市公文書公開

請求された請求書（様式第１号）②

松本市公文書公開決定通知書（様式

第３号） 

建設部 

住宅課 

部分公開 

10 H28.5.2 

平成１７年４月１日から平成１９年  

４月３０日の間に提出された松本駅

北団地に関する市営住宅入居申込書 

 

建設部 

住宅課 

部分公開 



11 H28.5.2 

「松本市芳野〇〇〇番〇、地目 畑」

の道路改修計画の実施にあたり、接

している用地等との境界立会に伴い

確認された書類、記録等の全て及び

関連する文書の全て 

建設部 

建設課 

部分公開 

12 H28.5.11 
平成２７年度広域観光ルート（金沢、

高山、松本）に関する支出関係書類 

商工観光部 

観光温泉課 

全部公開 

13 H28.5.13 

中条児童遊園及び〇〇〇区の町内公

民館建設に係る次の書類①昭和４３

年１１月２０日付け松本建設事務所

発の河川占用許可書及び許可申請時

の現場写真、②〇〇〇区の町内公民

館建設用地借用に関する昭和４５年

５月２８日付けの〇〇〇町会からの

陳情書、③昭和４５年８月２１日付

けの松本建設事務所発出の河川占用

許可書及び許可申請時の町内公民館

建設計画平面図、④昭和４８年３月

１２日付けの松本建設事務所発出の

河川占用期間の期間更新許可書及び

更新申請時の現場写真、⑤平成２８

年度松本市児童遊園清掃管理等業務

委託契約書、⑥Ｈ９．２．１２ 松建

〇〇－〇〇〇号の書類一式 

こども部 

こども育成課 

部分公開 

14 H28.5.16 

松本市長講演（原発関連）の一覧（平

成２７年１０月９日以降の開催年月

日、場所、主催者、団体、講演テー

マ（内容）、随行者）と、それに伴う

市長並びに随行職員の県外出張に係

る出張命令兼支出負担行為決定書 

総務部 

秘書課 

全部公開 

部分公開  

不存在 

15 H28.5.18 

平成２７年度に議会へ提出した市道

に対する資料①認定・変更・廃止、

区域決定・区域変更、供用開始の告

示文書、②位置図、平面図（縮尺

1/500～1/1000 の道路形状がわかる

もの） 

建設部 

維持課 

全部公開 

16 H28.5.23 

住居表示台帳における下記区域。村

井町南１丁目２１街区、高宮南７街

区、笹部２丁目６街区、笹部４丁目

１街区、笹部４丁目４街区、笹部２

丁目３街区、笹部２丁目４街区、笹

部２丁目９街区、横田１丁目２６街

区、横田１丁目２５街区、蟻ケ崎５

丁目４街区 

総務部 

市民課 

全部公開 

17 H28.5.23 

松本市全域における、平成２８年 

１月１日現在（未整備の場合は平成

２７年１月１日現在又は最新のも

の）の土地（家屋もあれば家屋）の

現況図で、「地番等異動修正業務委託

財政部 

資産税課 

全部公開 



契約」や「ＧＩＳ整備業務委託契約」

等に基づく成果品としての、地番（家

屋）図の「異動修正済みデータ」の

複製物 

18 H28.5.25 

住居表示台帳における下記区域の写

し。石芝１丁目１街区、石芝２丁目

１街区、石芝３丁目１～１５街区、

石芝４丁目１～７街区、出川１丁目

１～２１街区 

総務部 

市民課 

部分公開 

19 H28.5.30 
平成２８年度松本市町会長名簿（町

会名、町会長名、加入数、回覧数） 

地域づくり部 

地域づくり課 

全部公開 

20 H28.6.3 

「平成２８年度梓川地区花見配水区

施設整備事業花見加圧所ポンプ設備

工事」及び「平成２８年度梓川地区

花見配水区施設整備事業花見加圧所

築造工事」の金入り設計書 

上下水道局 

上水道課 

全部公開 

21 H28.6.6 
平成２８年度町会長名簿（地区名、

氏名、住所） 

地域づくり部 

地域づくり課 

部分公開 

22 H28.6.8 
平成２７年１２月から平成２８年 

３月までの市長日程について 

総務部 

秘書課 

全部公開 

23 H28.6.8 

平成２７年１２月から平成２８年 

３月までの市長公用車運行記録実績

表について 

財政部 

契約管財課 

全部公開 

24 H28.6.8 
松本市が公共工事に使用する平成 

２８年度下水道独自単価 

上下水道局 

下水道課 

全部公開 

25 H28.6.8 
通所介護事業所〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇に係る指定申請書一式 

健康福祉部 

高齢福祉課 

部分公開 

26 H28.6.10 

平成２８年度の建設工事等設計単価

（一般土木、下水道、水道工事など

で見積等を取っている資材単価等） 

建設部 

建設課 

上下水道局 

下水道課 

全部公開 

27 H28.6.13 

住居表示台帳における下記区域の写

し。蟻ケ崎台１～２６街区、市場１

～１１街区、出川２丁目１～２１街

区、出川３丁目１～１０街区、笹部

２丁目１～１２街区 

総務部 

市民課 

部分公開 

28 H28.6.14 
松本市が公共工事に使用する平成 

２８年度独自単価資料（土木工事） 

建設部 

建設課 

全部公開 

29 H28.6.16 

平成２８年度松本市実施設計単価

（独自単価）。土木、下水の名称・規

格・単位・単価全て 

建設部 

建設課 

上下水道局 

下水道課 

全部公開 

30 H28.6.17 

平成２８年度国民健康保険柔道整復

師支給申請書点検業務及び平成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の点検業務

に係る①入札説明書・仕様書②入札

参加業者及び各応札金額③契約書及

び契約金額 

健康福祉部 

生活保護課 

保険課 

不存在 



31 H28.6.21 

平成５年以降、全市の町会公民館活

動に中央公民館が活動運営費を補助

している財務会計の全資料（支出負

担行為差引整理簿） 

教育委員会 

生涯学習課 

部分公開 

32 H28.6.24 

平成２８年度松本市下水道用鋳鉄製

マンホールふた（単価契約）に係る

入札経過書 

上下水道局 

総務課 

全部公開 

33 H28.6.27 
芳野集会場の机、イス等の備品の補

助金について分かる文章について 

建設部 

住宅課 

不存在 

34 H28.7.6 
航空写真地番図の重ね図（松本市奈

川〇〇〇〇－〇 砂防えん堤周辺） 

財政部 

資産税課 

全部公開 

35 H28.7.6 
松本市中条〇〇〇〇－〇周辺の航空

写真（Ｈ２５撮影分） 

財政部 

資産税課 

全部公開 

36 H28.7.8 
平成２８年度建設工事等設計単価 建設部 

建設課 

全部公開 

37 H28.7.12 

平成２８年７月８日入札松本市営住

宅寿団地Ｂ－５棟新築工事、地質調

査業務委託に係る金入積算内訳書 

建設部 

住宅課 

全部公開 

38 H28.7.20 

松本市野溝西〇－〇〇〇〇－〇〇先

の平成２７年１１月２０日付け官民

境界確定図 

建設部 

維持課 

部分公開 

39 H28.7.21 

住居表示台帳における下記区域の写

し。出川町１～２１街区、埋橋１丁

目１～１２街区、埋橋２丁目１～１

４街区、大手１丁目１～９街区、大

手２丁目１～１０街区 

総務部 

市民課 

部分公開 

40 H28.8.3 

平成２８年４月１日に〇〇〇〇〇〇

が路線廃止について松本市に申入れ

た文書。並びにそれにどう対応した

かが分かる起案書並びに提案内容、

該当地域への説明、対策内容の分か

るもの（地元協議会の構成の分かる

もの） 

建設部 

交通安全・都市交通課 

全部公開 

41 H28.8.5 

２０１６年７月に菅谷市長がベラ 

ルーシへ出張した間に職務代理者を

置かなかったことを決めた決裁文書 

総務部 

行政管理課 

全部公開 

42 H28.8.5 

〇〇〇〇〇〇の路線バスに関する支

出がわかる起案書、支払命令書など

の文書 

建設部 

交通安全・都市交通課 

全部公開 

43 H28.8.22 

住居表示台帳における下記区域の写

し。大手３丁目１～９街区、大手４

丁目１～１２街区、大手５丁目１～

７街区、開智１丁目１～６街区、開

智２丁目１～１０街区、開智３丁目

１～４街区 

総務部 

市民課 

部分公開 

44 H28.8.22 

住居番号申請受付簿及び住居表示台

帳（平成２８年４月１日から２８年

６月３０日の間に住居番号が付定さ

れたもの） 

総務部 

市民課 

部分公開 



45 H28.8.23 

〇〇〇〇〇〇バス路線の廃止につい

ての平成２６年７月１６日から平成

２８年２月１５日までの協議報告書 

建設部 

交通安全・都市交通課 

全部公開 

部分公開 

46 H28.9.1 
〇〇町の成り立ちに係る起案文書 地域づくり部 

地域づくり課 

全部公開 

47 H28.9.9 

松本市島内〇〇〇番地他の〇〇〇〇

〇〇〇〇〇内における地下水採取届

出書 

環境部 

環境保全課 

部分公開 

48 H28.9.13 

平成２７年７月１日から平成２８年

６月３０日までに締結した損害保険

特約（保険料が３万円以上のものに

限る）の保険証券の写し、又は当該

保険契約の内容が分かる書類の写し 

総務部 

人権・男女共生課 

財政部 

契約管財課 

文化スポーツ部 

スポーツ推進課 

健康福祉部 

福祉計画課 

障害福祉課 

生活保護課 

医務課 

健康づくり課 

こども部 

保育課 

農林部 

耕地林務課 

西部農林課 

商工観光部 

山岳観光課 

建設部 

維持課 

病院局 

市立病院事務部 

会田病院 

上下水道局 

総務課 

全部公開 

49 H28.9.13 

平成２７年７月１日から平成２８年

６月３０日までに締結した損害保険

特約（保険料が３万円以上のものに

限る）の保険証券の写し、又は当該

保険契約の内容が分かる書類の写し 

教育委員会 

学校教育課 

生涯学習課 

文化財課 

松本城管理事務所 

美術館 

博物館 

全部公開 

50 H28.9.14 

平成２８年８月３０日入札松本市消

防団２７分団本部詰所新築工事地質

調査業務委託に係る金入り積算内訳

書 

建設部 

住宅課 

全部公開 

51 H28.9.26 

平成２８年９月１６日入札平成２８

年度松本市一般廃棄物最終処分場残

容量測定業務委託（島内・安曇・奈

川）に係る金入積算内訳書 

環境部 

環境業務課 

全部公開 



52 H28.9.26 

かりがねサッカー場の平成２７年 

７月から平成２８年８月までの維持

管理費の実績資料、かりがねサッカ

ー場の使用料（平成２７年１２月か

ら平成２８年８月まで） 

文化スポーツ部 

スポーツ推進課 

全部公開 

53 H28.9.27 

松本市議会政務活動費及び政務調査

費の支出に関する部分が分かる書

類、領収書等（平成２４年度分・平

成２３年度分） 

議会事務局 部分公開 

54 H28.9.28 
松本市大字和田〇〇〇〇－〇の立会

いの報告書 

建設部 

維持課 

部分公開 

55 H28.9.28 

かりがねサッカー場の平成２７年 

７月から平成２８年８月までの人件

費の実績資料 

総務部 

職員課 

全部公開 

56 H28.9.30 

住居表示台帳における下記区域の写

し。鎌田１丁目１～１６街区、鎌田

２丁目１～８街区、神田１丁目１～

３８街区、神田２丁目１～１９街区、

神田３丁目１～１２街区 

総務部 

市民課 

部分公開 

57 H28.9.30 

下記の土地に係る立会い記録。松本

市蟻ケ崎台〇〇〇〇－〇、〇〇〇〇

－〇〇、〇〇〇〇－〇〇、〇〇〇〇

－〇、〇〇〇〇－〇、〇〇〇〇－  

〇〇 

建設部 

維持課 

部分公開 

58 H28.10.3 

㈱〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  

第４０期、第４１期、第４２期事業

報告書 

政策部 

広報課 

部分公開 

59 H28.10.5 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

㈱所有地（村井町北〇丁目〇〇〇）

の敷地における下水道管の敷地使用

（埋設設置）に関する使用貸借契約

書及び添付図面一式 

上下水道局 

下水道課 

部分公開 

60 H28.10.7 

平成２８年度（交付金）公共下水道

本郷分区管渠更生工事（金入り設計

書）・平成２８年度（交付金）公共下

水道本郷分区管渠更生その２工事

（金入り設計書）・平成２８年度（交

付金）公共下水道本郷分区管渠更生

その３工事（金入り設計書） 

上下水道局 

下水道課 

全部公開 

61 H28.10.14 

住居番号申請受付簿及び住居表示台

帳（平成２８年７月１日から２８年

９月３０日の間に住居番号が付定さ

れたもの） 

総務部 

市民課 

部分公開 

62 H28.10.21 

住居表示台帳における下記区域の写

し。北深志１丁目１～１３街区、北

深志２丁目１～５街区、北深志３丁

目１～１１街区、桐１丁目１～９街

区、桐２丁目１～６街区、桐３丁目

１～９街区 

総務部 

市民課 

部分公開 



63 H28.10.21 

シティプロモーション担当（政策特

命担当）部長を採用にあたって作ら

れた稟議書等。また、採用時給与の

分かるもの 

政策部 

政策課 

部分公開 

64 H28.10.24 

松本市立学校すべての固定電話回線

の回線別の支出明細（２０１６年７

月、８月、９月）、電気料金の支出明

細（２０１５年７月～２０１６年７

月） 

教育委員会 

学校教育課 

全部公開 

65 H28.10.24 

平成２８年度「かりがねサッカー場

（人工芝）」及び「かりがねサッカー

場（天然芝）」の予約状況の分かる調

整会議資料 

文化スポーツ部 

スポーツ推進課 

全部公開 

66 H28.10.27 

松本市が公共工事で統一的に使用す

る平成２８年度独自単価一覧のう

ち、平成２８年６月以降に改定が 

あったものすべて 

上下水道局 

下水道課 

全部公開 

67 H28.10.28 
松本市町会長名簿（町会名、地区、

名前、世帯数、回覧数） 

地域づくり部 

地域づくり課 

部分公開 

68 H28.11.2 

平成２８年７月８日入札「特別天然

記念物白骨温泉の噴湯丘と球状石灰

石」分布調査業務委託に係る金入積

算内訳書 

教育委員会 

文化財課 

全部公開 

69 H28.11.8 

平成２８年１０月２４日入札「平成

２８年度大規模盛土造成地変動予測

調査業務委託（松本市全域）」に係る

金入実施設計書 

建設部 

建築指導課 

全部公開 

70 H28.11.16 

平成２７年度及び平成２８年４月か

ら１０月末日に至るまでのかりがね

サッカー場（人工芝・天然芝）の使

用状況 

文化スポーツ部 

スポーツ推進課 

部分公開 

71 H28.11.18 
奈川〇〇〇〇－〇～〇〇〇〇－〇に

係る地番図と航空写真の重ね図 

財政部 

資産税課 

全部公開 

72 H28.11.25 

平成２６年７月１日松本市平田西〇

丁目〇〇〇番地〇（地目：田）が平

田駅西パークアンドライド拡張のた

め市に所有権移転された際の土地収

用の金額と㎡当たりの単価 

建設部 

交通安全・都市交通課 

部分公開 

73 H28.11.29 

２０１６年１月１日～１１月１日の

期間に届出のあった以下の文書。工

場立地法の新設に係る届出書及び添

付資料中の位置図、平面図といった

図面、工場立地法の変更に係る届出

書及び添付資料中の位置図・平面図

といった図面、工場立地法の氏名等

の変更に係る届出書、工場立地法の

廃止に係る届出書 

商工観光部 

商工課 

部分公開 



74 H28.12.1 

中山霊園工事における工事完了届

（霊園使用者の住所、氏名、連絡先

は除く。）期間：平成２７年１２月１

日から平成２８年１１月３０日ま

で、対象：〇〇〇〇組合員のみ 

環境部 

環境保全課 

全部公開 

75 H28.12.2 

暴行を受けけがをした際に福祉事務

所が決定した〇〇に係る返還額の分

かる書類 

健康福祉部 

生活保護課 

非公開 

76 H28.12.2 

平成２８年２月２９日開催の「プロ

スポーツを通じた地域振興に関する

意見交換」への㈱〇〇〇〇に対する

依頼文（案） 

議会事務局 全部公開 

77 H28.12.6 

住居表示台帳における下記区域の写

し。寿北１丁目１～１９街区、寿北

２丁目１～１７街区、寿北３丁目１

～１６街区、寿北４丁目１～１７街

区 

総務部 

市民課 

部分公開 

78 H28.12.7 

平成２６年９月１８日ころ実施され

た以下の工事の施行前、施工中及び

施工後の状況写真が貼付された報告

書等の公文書のすべて。松本市大字

島立〇〇〇番〇先、市道７２０２号

線アスファルト補修工事 

建設部 

維持課 

部分公開 

79 H28.12.13 

松本市職員他、市から通勤手当を受

給している職員等に関して担当課長

が確認するシステムを定めた規約並

びに職員等から提出させた確認書類

（現物、コピー等） 

総務部 

職員課 

部分公開 

80 H28.12.13 

２０１６年１２月８日に㈱〇〇の〇

〇〇〇ならびに〇〇代表取締役が松

本市長に要望した内容 

文化スポーツ部 

スポーツ推進課 

不存在 

81 H28.12.14 

以下の工事の設計書の内訳に金額の

入った書類。平成２７年度松本市今

井保育園屋根・床改修工事、松本市

役所本庁舎・本庁舎別棟屋根防水改

修工事、松本市波田支所屋上防水改

修工事、平成２８年度松本市緑ヶ丘

クラインガルテン改修工事、松本市

浅間温泉文化センター屋上防水改修

工事、松本市総合社会福祉センター

コンコース塗装改修工事、松本市安

曇風穴の里屋根塗装改修工事、松本

市蟻ケ崎西区公民館屋根塗装改修工

事 

総務部 

行政管理課 

財政部 

契約管財課 

地域づくり部 

波田地区地域づくり

センター 

環境部 

環境保全課 

こども部 

こども福祉課 

保育課 

農林部 

農政課 

西部農林課 

全部公開 

82 H28.12.14 

平成２８年度重要文化財旧開智学校

校舎塗装工事の設計書の内訳に金額

の入った書類 

教育委員会 

博物館 

全部公開 



83 H28.12.27 

松本城本丸庭園の北西の角に存在す

るケヤキの剪定（伐採）に関する書

類一切（起案書、剪定業者の工事見

積書及び関係書類、工程表等） 

教育委員会 

松本城管理事務所 

全部公開 

84 H28.12.28 

平成２６年８月任期満了知事選挙、

平成２６年１２月執行衆議院議員選

挙、平成２７年４月任期満了県議会

議員選挙、平成２７年４月任期満了

市議会議員選挙及び平成２８年３月

任期満了市長選挙の際のポスター掲

示板の調達業務に関する全体区画

数、設置箇所数、落札業者、落札価

格及び使用掲示板の材質 

選挙管理委員会事務局 全部公開 

85 H28.12.28 

松本城管理事務所が、松本城本丸北

西に生えるケヤキの大木の剪定につ

いて、新聞テレビの記者に回答した

内容に係る以下の書類。同ケヤキが

明治以降に植えられたとする根拠を

示す証拠書類、本丸庭園に約２０年

前に掲げられた看板の写真 

教育委員会 

松本城管理事務所 

全部公開 

86 H29.1.5 

松本城本丸北西のケヤキ剪定費用 

１３０万円についての予算説明書。

並びに上記作成に関しての根拠とな

る資料 

教育委員会 

松本城管理事務所 

全部公開 

87 H29.1.5 

お城本丸北外堀南面石垣の改修に際

して、起案書等測量の結果、その対

応内容、支払い関係の書類、そして

石垣上の樹木への対応の分かる書類

の一切 

教育委員会 

松本城管理事務所 

全部公開

部分公開 

88 H29.1.13 

平成２８年度に市が県又は市町村か

ら受けた行政視察に係る先方からの

視察依頼書 

政策部 

政策課 

全部公開 

89 H29.1.16 

住居表示台帳における下記区域の写

し。寿北５丁目１～７街区、寿北６

丁目１～１３街区、寿北７丁目１～

１２街区、寿北８丁目１～９街区、

寿北９丁目１～１５街区 

総務部 

市民課 

部分公開 

90 H29.1.19 

松本城本丸西のケヤキ剪定費用約 

１３０万円の予算に関する見積り等

を含む文書 

教育委員会 

教育政策課 

部分公開 

91 H29.1.20 

以下の入札済工事の設計書内訳に金

額の入った書類。松本市総合社会福

祉センター屋上防水改修工事、松本

市営住宅島内Ａ棟結露対策及び防水

改修等工事、松本市エコトピア山田

管理棟外装改修工事、平成２７年度

市道５５０３号線車道部高欄塗装工

事、松本市二子児童センター屋根塗

装等改修工事 

環境部 

環境業務課 

健康福祉部 

福祉計画課 

こども部 

こども育成課 

建設部 

建設課 

住宅課 

全部公開 



92 H29.1.20 

入札済みの松本市梓川公民館屋根防

水改修の設計書内訳に金額の入った

書類 

教育委員会 

生涯学習課 

全部公開 

93 H29.2.3 
平成２８年度下水道工事材料単価表

（松本市独自調査単価） 

上下水道局 

下水道課 

全部公開 

94 H29.2.10 

住居表示台帳における下記区域の写

し。寿台１丁目１～８街区、寿台２

丁目１～１２街区、寿台３丁目１～

１２街区、寿台４丁目１～１０街区、

寿台５丁目１～７街区 

総務部 

市民課 

部分公開 

95 H29.2.15 

〇〇〇氏の固定資産税額の裁判で弁

護士及び〇〇〇〇に対して支払った

裁判に係る費用の分かる書類 

総務部 

行政管理課 

全部公開 

96 H29.2.16 

住居番号申請受付簿及び住居表示台

帳（平成２８年１０月１日から２８

年１２月３１日の間に住居番号が付

定されたもの） 

総務部 

市民課 

部分公開 

97 H29.2.16 

史跡松本城（本丸外堀南面石垣）保

存整備事業に当たってなされた、文

化庁とやりとりの一切の文書（松本

市側から文化庁に提出された文書、

文化庁から松本市へ提出された文

書）。現在に至るまでのある文書全て 

教育委員会 

文化財課 

松本城管理事務所 

全部公開 

部分公開 

98 H29.2.20 

①松本城本丸庭園内に生育している

樹木の管理（剪定等）に関する指針

（名称を問わない。）の一切、②上記

樹木の管理（剪定、伐採等）に関し、

いかなる場合に文化庁に許可申請を

すべきかを定めた関係書類（名称を

問わない。）一切 

教育委員会 

松本城管理事務所 

不存在 

99 H29.3.2 

平成２９年１月３１日入札旧おぼけ

荘漏油土壌及び地下水調査業務委託

に係る金入り実施設計書 

健康福祉部 

高齢福祉課 

全部公開 

100 H29.3.3 

平成２８年度の固定資産概要調書の

うち「第６表 宅地等の負担調整に

関する調（つづき）（法定免税点以上

のもの）（平成２８年度分）」の２  

ページ分 

財政部 

資産税課 

全部公開 

101 H29.3.7 

松本城本丸北外堀の石垣の動態調査

の資料の過去のものを含む一切の成

果品、平成１４年度・１５年度・  

２２年度に実施した石垣現況調査の

成果品 

教育委員会 

松本城管理事務所 

全部公開 

部分公開 

102 H29.3.9 
課税証明書記載の対象家屋に係る固

定資産評価額及び税額の積算根拠 

財政部 

資産税課 

全部公開 

不存在 

103 H29.3.13 

平成２６年度、平成２７年度及び平

成２８年度マンホール鉄ぶたの購入

の単価契約の入札見積経過 

上下水道局 

総務課 

全部公開 



104 H29.3.15 
松本市長の各種団体等における役職

等の辞任手続きについて 

総務部 

行政管理課 

全部公開 

105 H29.3.15 
市長事務引継の実施について（伺） 総務部 

行政管理課 

全部公開 

106 H29.3.15 

市長退任に伴う市長事務引継書の作

成について（伺）及び各部等からの

引継書一式 

総務部 

行政管理課 

全部公開 

107 H29.3.21 

松本城史跡整備事業（特に松本城北

外堀南面石垣）について、文化庁調

査官の現地調査に関する一切の文書 

教育委員会 

松本城管理事務所 

不存在 

108 H29.3.21 

松本城管理事務所長の３月１７日か

ら３月２１日までの出張に関する起

案書（行先、目的等の分かるもの）

の一切 

教育委員会 

松本城管理事務所 

全部公開 

109 H29.3.21 

松本城管理事務所長の３月１７日か

ら３月２１日までの出張に関する起

案書（行先、目的等の分かるもの）

の一切 

総務部 

職員課 

全部公開 

110 H29.3.22 

以下の入札済工事の設計書内訳に金

額の入った書類。平成２８年度市道

５０３３号線井川城高欄塗替工事、

松本市営住宅島内団地Ｂ棟屋上防水

改修工事、松本市営住宅島内団地Ｄ

棟屋上防水改修工事 

建設部 

建設課 

住宅課 

全部公開 

111 H29.3.23 

平成２２年度石垣現況調査報告書の

作成過程の分かる文書（〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の現地

調査日程等、調査内容） 

教育委員会 

松本城管理事務所 

不存在 

112 H29.3.27 
特別防除等の枯損木調査の実施状況

について（Ｈ２８．１２．１） 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

113 H29.3.31 

市内小・中学校がＨ２６～２８年度

に入札や随契で納入された次の製品

について商品名（品番等）、納入価格、

納入業者名、見積参加業者名、同等

品の可否①体育の授業で使用するマ

ット、②運動会等で使用するテント 

教育委員会 

学校教育課 

全部公開 

 

 



２ 個人情報保護制度の運用状況 

 ⑴ 個人情報取扱業務登録状況              (平成２９年３月３１日現在) 

実施機関 
平成 27年度

末登録件数 

平 成 ２ ８ 年 度 内 
登録件数 

登録件数 変更件数 廃止件数 

市    長 504件 9件 56件 10件 503件 

教 育 委 員 会 97 1 1 1 97 

選挙管理委員会 15 0 0 0 15 

公 平 委 員 会 1 0 0 0 1 

監 査 委 員 2 0 0 0 2 

農 業 委 員 会 13 0 1 0 13 

固定資産評価審査委員会 1 0 0 0 1 

議    会 9 0 0 0 9 

合    計 642 10 58 11 641 

 

⑵ 開示請求件数及び処理内訳      （平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日） 

実施機関 請求件数 
開示請求 処  理  内  訳 不 服     

申立て 記 録 数 開 示 部分開示 拒 否 取下げ 不存在 

市 長 42 件 68 件 57 件 8 件 0 件 0 件 3 件 0 件 

教育委員会 0  0  0  0  0  0  0  0    

選挙管理委員会 0  0  0  0  0  0  0  0    

監 査委 員 1  5  0  5  0  0  0  0    

農業委員会 0  0  0  0  0  0  0  0    

固定資産評価審査委員会 0  0  0  0  0  0  0  0    

議 会 0  0  0  0  0  0  0  0    

合 計 43  73   57   13  0   0  3   0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ⑶ 開示請求の内容等 

番

号 

請求 

年月日 
請求内容 担当部課 決定内容 

1 H28.4.5 
平成２８年３月３０日付け住民票の写

しの交付に係る申請書及び委任状 

総務部 

市民課 

開示 

2 H28.4.11 
被後見人・〇〇〇〇氏の後見開始の審判

申立書及び添付書類 

健康福祉部 

高齢福祉課 

開示 

3 H28.4.25 
平成２６年６月６日付け監査結果の記

録すべて 

監査事務局 部分開示 

4 H28.5.10 
平成２７年度松本市職員採用資格試験

（上級）の試験結果（点数等） 

総務部 

職員課 

開示 

5 H28.5.24 

平成２８年３月２０日から平成２８年

５月２４日までの戸籍証明書の交付に

係る申請書及び委任状 

総務部 

市民課 

不存在 

6 H28.6.9 
平成２７年分の確定申告書 財政部 

市民税課 

開示 

7 H28.6.10 

平成２８年４月１日から平成２８年６月

１０日までの所得証明書の請求に係る

申請書及び委任状（本人請求を除く。） 

総務部 

市民課 

不存在 

8 H28.6.14 
被後見人・〇〇〇〇〇氏の後見開始の審

判申立書及び添付書類 

健康福祉部 

高齢福祉課 

開示 

9 H28.7.4 
平成２８年６月２７日付け除籍謄本の

写しの交付に係る申請書及び委任状 

総務部 

市民課 

開示 

10 H28.7.12 
平成２８年度松本市職員採用資格試験

結果 

総務部 

職員課 

開示 

11 H28.7.20 
平成２８年度松本市職員採用資格試験

結果 

総務部 

職員課 

開示 

12 H28.8.5 
平成２８年８月１日付け住民票の写し

の交付に係る申請書及び委任状 

総務部 

市民課 

部分開示 

13 H28.8.22 
被後見人・〇〇〇〇〇氏の後見開始の審

判申立書及び添付書類 

健康福祉部 

高齢福祉課 

開示 

14 H28.8.24 
平成２８年７月１４日付け住民票の写

しの交付に係る申請書及び委任状 

総務部 

市民課 

部分開示 

15 H28.8.31 
平成２８年８月２６日付け住民票世帯

連記の交付に係る申請書及び委任状 

総務部 

市民課 

開示 

16 H28.9.2 
平成２８年８月３１日付け住民票の写

しの交付に係る申請書及び委任状 

総務部 

市民課 

部分開示 

17 H28.9.15 
被後見人・〇〇〇〇〇氏の後見開始の審

判申立書及び添付書類 

健康福祉部 

高齢福祉課 

開示 

18 H28.9.29 

平成２８年６月１日付け保護内容の変

更等による過支給の返戻に係る納入済

み通知書 

健康福祉部 

生活保護課 

開示 

19 H28.10.14 
平成２８年１０月１１日付け住民票の

写しの交付に係る申請書及び委任状 

総務部 

市民課 

部分開示 

20 H28.10.31 
松本市職員採用試験結果（高卒程度） 総務部 

職員課 

開示 

21 H28.11.11 
平成２８年５月１８日付け戸籍証明書

の交付に係る申請書及び委任状 

総務部 

市民課 

開示 



22 H28.12.1 
被後見人・〇〇〇〇氏の後見開始の審判

申立書及び添付書類 

健康福祉部 

高齢福祉課 

開示 

23 H28.12.5 
被後見人・〇〇〇〇氏の後見開始の審判

申立書及び添付書類 

健康福祉部 

高齢福祉課 

開示 

24 H28.12.7 

①〇〇〇〇〇氏の松本市大字島立  

〇〇〇－〇先市道７２０２号線におけ

る事故に関する報告書（現況写真、図面

等添付のもの）②上記事故に関する事故

発生時から現在までの交渉内容、交渉経

過に関する報告書等のすべて 

建設部 

維持課 

開示 

25 H28.12.8 

平成２８年７月２８日提出、子・〇〇の

特別児童扶養手当再認定請求書添付の

診断書 

こども部 

こども福祉課 

開示 

26 H28.12.21 
伯母・〇〇〇〇〇の介護認定情報 健康福祉部 

高齢福祉課 

開示 

27 H29.1.12 

家屋評価図面（当初調査時のもの、平成

２８年９月２３日訪問時のもの及び平

成２８年度第３期更生後のもの） 

財政部 

資産税課 

開示 

28 H29.1.17 

母・〇〇〇〇〇（平成２８年１月１２日

死亡）に関する介護保険認定調査票、主

治医意見書、介護認定審査会資料、その

他介護認定に関する記録一式 

健康福祉部 

高齢福祉課 

開示 

29 H29.1.30 
平成２９年１月２６日付け住民票の写

しの交付に係る申請書及び委任状 

総務部 

市民課 

部分開示 

30 H29.2.1 

平成２８年１０月２７日から平成２８

年１０月３１日までの認定に関わる介

護保険認定情報 

健康福祉部 

高齢福祉課 

開示 

31 H29.2.2 
被後見人・〇〇〇〇氏の後見開始の審判

申立書及び添付書類 

健康福祉部 

高齢福祉課 

開示 

32 H29.2.7 
子・〇〇〇の平成２９年１月１日から 

２月７日までの出席簿 

こども部 

保育課 

開示 

33 H29.2.13 

子・〇〇〇〇の特別児童扶養手当に係る

平成２８年７月１３日提出再認定請求

書添付の診断書 

こども部 

こども福祉課 

開示 

34 H29.2.15 
被後見人・〇〇〇〇〇氏の後見開始の審

判申立書及び添付書類 

健康福祉部 

高齢福祉課 

開示 

35 H29.2.17 
被後見人・〇〇〇〇に係る最新の介護認

定情報 

健康福祉部 

高齢福祉課 

開示 

36 H29.2.27 
被保佐人・〇〇〇〇〇氏の保佐開始の審

判申立書及び添付書類 

健康福祉部 

高齢福祉課 

開示 

37 H29.3.10 
松本市中央〇丁目〇〇〇番に係る建物

図面 

財政部 

資産税課 

開示 

38 H29.3.13 
平成２９年２月１０日付け住民票の写

しの交付に係る申請書及び委任状 

総務部 

市民課 

不存在 

39 H29.3.15 

２０１５年８月３１日付け松本市公文

書公開決定等期間延長通知書に係る起

案文書のうち私の個人情報 

総務部 

行政管理課 

開示 



40 H29.3.15 

２０１５年８月３１日付け松本市公文

書公開決定通知書に係る起案文書のう

ち私の個人情報 

総務部 

行政管理課 

開示 

41 H29.3.15 

平成２５年１月１日から平成２９年３

月１４日までの印鑑登録証明書の交付

記録（年月日及び枚数） 

総務部 

市民課 

開示 

42 H29.3.23 

平成２４年４月１日から平成２９年３

月２２日までの印鑑登録証明書発行履

歴（年月日及び通数） 

総務部 

市民課 

開示 

43 H29.3.27 
被後見人・〇〇〇〇氏の後見開始の審判

申立書及び添付書類 

健康福祉部 

西部福祉課 

開示 

 


