
 

平成２９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２９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２９年４月１日～平成３０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 140 件 1,213 件 639 件 528 件 0 件 2 件 44 件 1 件 

教育委員会 23   174   144   28   1   0   1   0  

選挙管理委員会 0   0   0   0   0   0   0   0  

公平委員会 0  0  0  0  0  0  0  0  

監 査 委 員 1   1   1   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 0   0   0   0   0   0   0   0  

合 計 164   1,388  784  556  1  2  45  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑵ 公開請求の内容 

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 H29.4.4 

昭和５３年２月２日指定№○○○号

により指定を受けた位置指定道路の

申請時の道路図面一式 

建設部 

建築指導課 

全部公開 

2 H29.4.6 

①史跡松本城整備研究会の本丸北面

石垣約１４０ｍについて行った研究

会及び指導助言に関する一切の資料

（開催された研究会の日時、場所、

検討内容及び検討結果等、過去一切

のもの）②指導助言者からの助言に

関する文書あるいは記録、打合せ会

に関する一切の文書（電話、メール

等を含む。）、過去一切のもの 

教育委員会 

松本城管理事務所 

全部公開 

不存在 

3 H29.4.6 

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（委託事業に

関する起案書、支払命令書、契約書、

評価書等） 

教育委員会 

松本城管理事務所 

部分公開 

4 H29.4.11 

平成２７年１０月３日から平成２９

年４月１１日までの環境調査（大

気・水質・地下水・騒音・振動・土

壌・アスベスト・生態系・放射線等

の測定・ダイオキシン類・悪臭・臭

気測定等）の入札見積経過書 

財政部 

契約管財課 

全部公開 

5 H29.4.12 

平成２９年２月１５日付け及び平成

２９年３月７日付け「○○町会と新

たな四賀有機センター管理運営協定

締結に向けた合同意見交換会」の会

議報告書及び会議録 

農林部 

農政課 

部分公開 

6 H29.4.13 

松本城本丸北面の石垣（１３５ｍ）

について、松本市は平成２９年度か

ら平成３８年度まで１０カ年計画で

同石垣の改修工事（解体修理工事）

を予定していると言っているので、

上記の改修工事の実施計画は、松本

市の誰が、何時、どのようにして決

定したのかが分かる書類の一切 

教育委員会 

松本城管理事務所 

全部公開 

7 H29.4.14 

１．松本市旭町放課後児童クラブ委

託契約書、２．松本市旭町放課後児

童クラブ委託事業者選定に係る書類 

こども部 

こども育成課 

全部公開 

8 H29.4.14 

昭和５９年度四賀村集落移転整備事

業（○○地区に限る。）による住宅用

地の賃貸借契約の締結に関する書類 

財政部 

契約管財課 

部分公開 

9 H29.4.19 

松本市災害時支援物資集積拠点整備

計画（案）のパブリックコメントの

実施についての文書一切 

危機管理部 

危機管理課 

全部公開 



10 H29.4.24 

住居番号申請受付簿（平成２９年１

月１日から同年３月３１日の間に住

居番号が付定されたもの）、住居表示

台帳（平成２９年１月１日から同年

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 

11 H29.4.24 

松本市の、平成２９年１月１日現在

の、課税業務のための地番・筆界等

（できれば字界・字名・家屋も）の

現況図で、業務委託によって作成又

は更新されたもの 

財政部 

資産税課 

全部公開 

12 H29.4.24 

平成２９年３月２２日入札、平成２

８年度（交付金）公共下水道丸の内

汚水幹線耐震工事に係る金入設計書 

上下水道局 

下水道課 

全部公開 

13 H29.4.25 

平成２９年４月に開催された㈱○○

○○の定例株主総会において松本市

への招請（通知）状、議決・出席の

起案書並びに総会で提出、提案され

た文書 

文化スポーツ部 

スポーツ推進課 

部分公開 

14 H29.4.28 

平成２６年３月２４日住民の会が提

出した公開質問状及びその回答 

建設部 

住宅課 

部分公開 

15 H29.5.10 

○○町会と新たな四賀有機センター

管理運営協定締結に向けた合同意見

交換会（Ｈ２９．３．３０）の会議

報告書及び会議録 

農林部 

農政課 

部分公開 

16 H29.5.12 

起案日、決裁日が平成２２年９月１

日となっていて設計委託名が「史跡

松本城（二の丸御殿跡西側内堀東面

石垣）保存整備事業基本設計業務委

託」の業務の範囲が（史跡松本城二

の丸御殿跡西側内堀東面石垣）の設

計額が１，５８０，０００円（税含

む。）になっている根拠と、設計 

仕様書並びに業者の見積書、第 

１回入札書並びに予算化した時の

１，５８０，０００円の決定に至る

全部の書類（財政課の査定関係も含

む。） 

教育委員会 

松本城管理事務所 

全部公開 

17 H29.5.15 

○○○○○○○○○○○○○○の協

議会及び役員会議の議事録・資料全

て 

地域づくり部 

里山辺地区地域づく

りセンター 

部分公開 

18 H29.5.15 

○○○○○○○○○○○○○の協議

会及び役員会議の議事録・資料全て 

地域づくり部 

本地区郷地域づくり  

センター 

不存在 

19 H29.5.15 

○○○及び○○○○○○○○○○○

○○からの依頼文書（職員の派遣）

及び要望書すべて 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 



20 H29.5.18 

平成２５年度から平成２８年度まで

の、特別防除及び無人ヘリ散布によ

る枯損状況調査のナンバリングを書

いた別紙１、枯損木位置図のプロッ

ト図 

農林部 

耕地林務課 

不存在 

21 H29.5.24 

平成２９年５月２３日付け○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○の記事中、「国が使

用を認めている薬剤でこれまでに空

中散布による健康被害は報告されて

いない」と「松本市によると衛星画

像を使った被害状況の調査で、薬剤

散布を続けてきた四賀地区では被害

を防ぐ効果が出ている」の具体的な

根拠となる文書 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

22 H29.5.25 

松本市大字島立○○○○－○（市道

７７３８号線）に係るＨ２９．４．

１１立会いの記録簿 

建設部 

維持課 

部分公開 

23 H29.5.26 

平成２８年１０月の「市長への手紙」

に係る松本市各種競技会出場者祝金

の○○○○○○回答文一式 

文化スポーツ部 

スポーツ推進課 

全部公開 

24 H29.5.30 

松本城北面１３５ｍ石垣について

「解体修理工事のための調査の検討

資料（文化庁も含む。）」の一切 

教育委員会 

松本城管理事務所 

部分公開 

25 H29.5.30 

①平成２６年、２７年、２８年にな

された「松本城天守の耐震診断に関

する書類一切（調査成果品の一切、

補助金交付申請書の添付書類を含

む。） ②松本城管理事務所が平成２

９年５月１７日に天守前、黒門前に

設置、掲示された「国宝松本城に入

城される皆様へ」に関する教育委員

会の討議関係書類の一切（起案書を

含む。） 

教育委員会 

松本城管理事務所 

全部公開 

部分公開 

26 H29.5.30 

松本市商店街活動振興事業の「○○

○○○○○○○○○○」に対する以

下の書類。①補助金交付申請書（現

在及び過去４年分）、②実績報告書

（過去３年分）、③補助金の確定につ

いて（過去３年分） 

商工観光部 

商工課 

全部公開 

部分公開 

27 H29.6.5 

松本市本庄○丁目○○○－○○に係

る昭和○○年○月○○日付け不適格

建築物調書及び工場調書 

建設部 

建築指導課 

全部公開 

28 H29.6.5 

松枯れ防止対策として準備を進めて

いた平成２９年６月２日契約の薬剤

散布についての設計金額を決定する

に至った関係書類の一切 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 



29 H29.6.5 

平成２５年６月、平成２６年６月、

平成２７年６月、平成２８年６月に

四賀地区で実施された農薬空中散布

に係る各起案書、入札経過関係の書

類、散布効果等が分かる書類の一切

（設計価格決定経過の分かる関係書

類、仕様書を含む。） 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

30 H29.6.6 
平成２８年度に外部団体へ提出をし

た子どもの権利侵害に対する意見書 

こども部 

こども育成課 

全部公開 

31 H29.6.6 

松本市が平成２９年度の公共工事に

使用する以下の資料を含む独自運用

単価一覧。①建設部見積材料単価表、

②上水道工事単価表 

建設部 

建設課 

全部公開 

32 H29.6.6 

平成２９年度松本市実施設計単価

（独自単価） 土木 名称・規格・

単位・単価 全て 

建設部 

建設課 

全部公開 

33 H29.6.6 

平成２９年度の建設工事等設計単価

（一般土木、上水道などで見積等を

取っている資材単価等） 

建設部 

建設課 

全部公開 

34 H29.6.7 

①平成２９年６月６日松本市勤労者

福祉センター第７会議室で開始予定

の会議の告知のプレスリリース、②

同会議への参加を促す告知内容とそ

の対象者名簿、③同会議の告知等の

時系列の分かる対応表 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

不存在 

35 H29.6.8 

平成２９年度市道７０５５号線用地

測量業務委託の金額入り実施設計書 

建設部 

建設課 

全部公開 

36 H29.6.15 

出川○丁目○－○○、野溝西○丁目

○○○○の家屋の再建築費評点数計

算書 

財政部 

資産税課 

全部公開 

37 H29.6.16 

平成２９年度重要文化財旧開智学校

校舎塗装工事（入札済工事）の設計

書内訳・細目に金額の入った書類 

教育委員会 

博物館 

全部公開 

38 H29.6.19 

①平成２８年度薬剤散布に伴う環境

影響調査等業務委託報告書、②平成

２８年度枯損木調査報告書（農薬散

布地・非散布地対象比較）、③本数が

分かる詳細な地図 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

不存在 

39 H29.6.22 

松本市深志○－○○－○の家屋に係

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 

40 H29.6.22 
松本市が平成２９年度の公共工事に

使用する更生工事単価表 

上下水道局 

下水道課 

全部公開 

41 H29.6.22 

平成２９年度松本市実施設計単価

（独自単価） 下水 名称・規格・

単位・単価 全て 

上下水道局 

下水道課 

全部公開 



42 H29.6.23 

平成１４年３月以降で最大限存在す

る次の学校の揮発性有機物質の濃度

測定データ。四賀地区の新旧小中学

校、女鳥羽中、岡田小、本郷小、山

辺中、清水中、山辺小、清水小、開

成中、その他市内小中学校で新築・

改築時のデータのある学校 

教育委員会 

学校教育課 

全部公開 

43 H29.6.23 

平成１４年３月以降で最大限存在す

る次の保育園及び幼稚園３園の揮発

性有機物質の濃度測定のデータ（新

築・改築等におけるもの）。双葉保育

園、錦部保育園、のばら保育園、岡

田保育園、里山辺保育園、あがた保

育園 

こども部 

保育課 

全部公開 

不存在 

44 H29.6.26 

①２９年度の無人ヘリ薬剤散布業務

委託に関する見積依頼書をはじめと

する入札に関わる文書、②２５年度

の無人ヘリ薬剤散布業務委託に関す

る指名通知書（又はこれに準じる文

書） 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

45 H29.6.27 

平成２９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 

46 H29.6.27 

松本市並柳○丁目○○○－○、同○

○○－○、同○○○－○、同○○○

－○の土地の取得に関する資料 

建設部 

建設総務課 

部分公開 

47 H29.6.29 
松本市駅前広場指定管理業務委託に

関する書類 

建設部 

維持課 

全部公開 

48 H29.6.29 

平成２９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

入札参加会社各社の入札金額 

上下水道局 

総務課 

全部公開 

49 H29.6.30 
松本市大字松原○○番○○の立会記

録成果図 

建設部 

維持課 

取下げ 

50 H29.6.30 
平成２７年度～２９年度の下水道用

鉄蓋購入の設計書及び入札結果 

上下水道局 

総務課 

全部公開 

51 H29.7.4 
平成２８年度上水道大口使用者に関

する調書上位３０（社名不要） 

上下水道局 

営業課 

部分公開 

52 H29.7.4 

大手○丁目○○○－○他、○○○○

○○○を市の駐車場として取得する

に至った経過、契約の関係の書類一

切 

商工観光部 

商工課 

部分公開 

53 H29.7.5 

平成２９年度中央図書館屋上防水改

修工事の設計書にある全項目の金額

が入ったもの 

教育委員会 

中央図書館 

全部公開 

54 H29.7.6 

松本市中条○○○○番地○の土地に

ついての境界立会結果資料等 

建設部 

維持課 

部分公開 



55 H29.7.10 

①市が○○○○○○に支給している

平成２８年度鳥害獣駆除助成金の支

給日及び支給額の内訳と法的根拠、

②助成金の支給を受けた○○○○○

が支給者たる松本市長に対して行う

べき会計報告義務及び法的根拠、③

○○○○○が各会員に対して公開す

べき会計報告の内容、④市が支給し

た助成金の受給方法に関する法的根

拠、⑤害獣の区別による支給単価 

農林部 

耕地林務課 

部分公開 

不存在 

56 H29.7.11 
平成２８年度路面下空洞調査業務委

託報告書 

建設部 

維持課 

部分公開 

57 H29.7.12 

工芸の五月（クラフトフェア）関連

イベント「○○○○○○」（○○○○

○○○○○及び○○○○○○○○主

催）が提出した松本市道２３２８号

線の道路使用許可申請に係る書類の

一切 

建設部 

維持課 

部分公開 

58 H29.7.12 

市長への手紙制度における平成２８

年７月２６日及び同２９日受付の松

ガレ対策に関する差出人からの手紙

の写し 

地域づくり部 

市民相談課 

部分公開 

59 H29.7.14 
平成２９年度内環状北線整備に係る

景観検討業務委託の金額入り設計書 

建設部 

城下町整備本部 

全部公開 

60 H29.7.14 

平成２５年度から平成２９年度まで

における四賀地区での松枯れ対策空

中散布の結果における健康被害等の

実態調査に関する文書の一切 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

部分公開 

61 H29.7.19 

２０１７年度市民税・県民税特別徴

収税額決定・変更通知書のうち、す

べての誤送付及び誤配達事例につい

て、発生の経緯、発覚日、発生件数

（事業所数及び人数）、発生原因、事

後対応、防止対策、個人番号の変更

の有無等を記載した記録のすべて 

財政部 

市民税課 

全部公開 

62 H29.7.20 
長野県との○○○職員派遣に関する

協定書 

総務部 

職員課 

全部公開 

63 H29.7.24 
ひろば２種臨時職員の雇用条件 健康福祉部 

福祉計画課 

全部公開 

64 H29.7.24 

平成２８年度（交付金）公共下水道

本郷分区管渠更生その４工事、平成

２８年度松本地区管路点検業務委託

及び平成２９年度松本地区管路点検

業務委託の金入設計書 

上下水道局 

下水道課 

全部公開 

65 H29.7.27 

平成２９年度（交付金）公共下水道

合流区域管渠改築設計業務委託及び

平成２９年度田川第一雨水幹線詳細

設計業務委託に係る金入設計書 

建設部 

建設課 

全部公開 



66 H29.7.31 

平成２９年７月２４日入札の松本市

営住宅寿団地Ｂ－３棟・Ｂ－４棟新

築工事地質調査業務委託に係る金入

り実施設計書 

建設部 

住宅課 

全部公開 

67 H29.7.31 

平成２９年７月２４日入札の（仮称）

松本市災害時支援物資集積拠点施設

建設工事地質調査業務委託に係る金

入り実施設計書 

危機管理部 

危機管理課 

全部公開 

68 H29.7.31 

平成２９年７月２４日入札の松本城

大手門駐車場平面式駐車場管理棟新

築工事地質調査業務委託に係る金入

り実施設計書 

商工観光部 

商工課 

全部公開 

69 H29.8.1 

２０１７年５月１日から８月１日ま

での市長の毎日のスケジュールが分

かるもの 

総務部 

秘書課 

全部公開 

70 H29.8.1 
田川公民館の用地買収についての資

料一式 

教育委員会 

中央公民館 

部分公開 

71 H29.8.2 

平成２９年７月２４日入札の（仮称）

松本市災害時支援物資集積拠点施設

建設工事地質調査業務委託に係る金

入り実施設計書 

危機管理部 

危機管理課 

全部公開 

72 H29.8.4 

①２０１７年７月１３日付け里山辺

本年度中止のプレスリリース、②四

賀地区におけるＨ２５年度からＨ 

２８年度の４年間分の松枯れ薬剤空

中散布の実施についての住民説明会

の告知、開催案内並びに実施機関の

分かるもの、議事録並びに住民意見

の分かるものの一切の文書、③Ｈ 

２９年度７月の散布に向けて継続し

て協議を続けた業者名とその協議内

容の一切が分かる文書、④○○○○

○○○○○○○が耕地林務課に各種

問い合わせがあっても答えないよう

にと箝口令を要請されたと言ってい

るが、その経緯の分かる一切の文書、

⑤○○○○○○○○○○○が里山辺

の実施（６月２３日）を延期した後

の発表後、松本市と○○○○○○○

○○○○の協議内容の経過の分かる

一切の文書 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

部分公開 

不存在 

73 H29.8.4 

○○○○○○○○と市における平成

２９年度○○○○○開催に関する話

し合いの記録 

商工観光部 

観光温泉課 

不存在 



74 H29.8.4 

①松本城公園管理に関わる新旧の内

規、②非公開の協議会も含む内規変

更（今年春）に関わる市教委会合の

記録（議事録など）、③○○○○○○

○○と市教委（市も）とのＨ２９年

度の○○○○○開催に関わる話し合

いの記録（議事録など） 

教育部 

教育政策課 

全部公開 

75 H29.8.4 

２０１７年４月１日付けで改正され

た「公園の使用許可の運用を定める

内規」について、改正に至った経緯

を示す全ての文書 

教育部 

松本城管理事務所 

全部公開 

76 H29.8.4 

松本城公園の使用に関する基準を定

めた内規の変更について、非公開の

教育委員会の協議で決定された際の

会議録、音声データ等 

教育部 

教育政策課 

全部公開 

77 H29.8.4 

①松本城公園の使用許可基準が定め

られた内規、②今年４月１日付けの

同内規の変更に係る理由・経緯が分

かるもの 

教育部 

松本城管理事務所 

全部公開 

78 H29.8.4 

①平成２９年３月の教育委員会で改

訂された松本城管理規定（内規）の

改訂前と改定後の全文、②協議会議

事録のうち上記規定の改定に伴う部

分 

教育部 

教育政策課 

全部公開 

79 H29.8.8 

原発事故に関わる市長講演の一覧。

開催年月日、場所、主催団体、講演

テーマ並びに随行者の分かるもの

で、平成２８年５月１７日から平成

２９年８月８日まで 

総務部 

秘書課 

全部公開 

80 H29.8.14 

平成２７年度、２８年度の松くい虫

被害状況調査委託リモートセンシン

グの施行伺書、仕様書、契約理由書、

検査調書に関する書類 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

81 H29.8.14 

殺虫剤散布を実施した山林等の所有

者等について明らかにするに必要な

書類（森林簿） 

農林部 

耕地林務課 

不存在 

82 H29.8.17 

松本市大字島内○○○○－○の土地

上に設置されている上下水道本管の

設置の経緯及び土地所有者の承諾書

など現在の状況に至るまでの書類 

上下水道局 

上水道課 

不存在 

83 H29.8.17 

平成２５年度から平成２９年度の間

に松本市四賀地区での松枯れ空中散

布の際の地権者並びに所有者の同意

書又は契約書等に関する書類一切 

農林部 

耕地林務課 

不存在 



84 H29.8.21 

住居番号申請受付簿（平成２９年４

月１日から２９年６月３０日の間に

住居番号が付定されたもの）、住居表

示台帳（平成２９年４月１日から 

２９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 

85 H29.8.21 

平成２９年度松本市消防団第２６分

団本部詰所新築工事地質調査業務委

託に係る金入設計書 

危機管理部 

消防防災課 

全部公開 

86 H29.8.22 

平成２７年度、２８年度の松くい虫

被害状況調査委託について受注者か

ら業務完了時に提出された書類 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

87 H29.8.23 

「固定資産税等賦課徴収等を怠る事

実の違法確認請求及び当該怠る事実

に係る損害賠償請求」を内容とする

住民訴訟について言い渡された長野

地方裁判所平成２６年９月１２日判

決の判決書 

総務部 

行政管理課 

全部公開 

88 H29.8.23 

原発事故に関する市長講演の市長随

行職員の県外出張に係る出張命令兼

支出負担行為の決定書（平成２８年

５月１７日から平成２９年８月８日

まで） 

総務部 

秘書課 

全部公開 

部分公開 

89 H29.8.23 

２０１７．７．２８付け新聞報道に

係る○○○○○○○○○○○○○の

答弁の根拠となる庁内での検討、調

整された文書の一切 

農林部 

耕地林務課 

不存在 

90 H29.8.23 
平成２５年度から平成２９年度四賀

地区の○○○○○○○○○の名簿 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

91 H29.8.24 

松本市役所北別棟庁舎建設事業設

計・施工一括発注プロポーザルに係

る○○○○○の提案書及び選定理由 

財政部 

契約管財課 

全部公開 

92 H29.8.24 

平成２９年６月１５日に開催された

奈川地区の地域振興に係る懇談会に

関する届出書 

地域づくり部 

奈川地区地域づくり

センター 

不存在 

93 H29.8.28 

平成２９年８月１８日入札松本市消

防団第１分団本部詰所新築工事地質

調査業務委託に係る金入設計書 

危機管理部 

消防防災課 

全部公開 

94 H29.8.28 

平成２９年８月１８日入札松本市消

防団第２６分団本部詰所新築工事地

質調査業務委託に係る金入設計書 

危機管理部 

消防防災課 

全部公開 

95 H29.8.28 

平成２９年８月１８日入札松本市消

防団第２８分団本部詰所新築工事地

質調査業務委託に係る金入設計書 

危機管理部 

消防防災課 

全部公開 

96 H29.8.28 

平成２９年８月１８日入札（仮称）

松本市蟻ケ崎児童センター新築工事

地質調査業務委託に係る金入設計書 

こども部 

こども育成課 

全部公開 



97 H29.8.29 

平成２９年８月１８日入札松本市基

幹博物館建設地地質調査業務委託に

係る金入設計書 

教育委員会 

博物館 

全部公開 

98 H29.9.1 

㈱○○○○○○○○○○○○○の第

４３期事業報告書（平成２８年６月

１日～平成２９年５月３１日） 

政策部 

広報課 

部分公開 

99 H29.9.1 

平成２９年６月１５日に開催された

奈川地区の地域振興に係る懇談会に

関する届出書 

地域づくり部 

奈川地区地域づくり

センター 

不存在 

100 H29.9.12 

平成２９年９月６日入札松本城南・

西外堀復元事業に伴う地下水影響調

査業務委託に係る金入設計書 

教育委員会 

松本城管理事務所 

全部公開 

101 H29.9.14 
○○氏固定資産税額の住民監査結果

通知書 

監査事務局 全部公開 

102 H29.9.15 

平成２５年度起案「「松くい虫による

松枯れ対策のための薬剤散布」にか

かる庁内打合せ会議」に記載されて

いる次の内容が分かる資料。①市に

おける化学物質過敏症の事前把握の

人数、②薬剤の害に係る協議内容と

マニュアル、③専門家による説明会

の資料、主な意見、対処法、④救急

体制の対応方法、⑤医者にかかった

場合の報告実績、⑥出雲市及び上田

市の状況について、調査、検討、判

断した経過、⑦○○○○○○○○○

○○の構成メンバーの選出基準、報

酬、出席者名簿、議事録、⑧防除方

法の普及に係る出前講座や防除講習

会の開催要綱、実績、⑨薬剤散布に

より実際に医療機関を受診した事

例、⑩養蜂家への通知に係る対象者

名簿、通知、⑪薬剤散布に係る相談

窓口の相談実績 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

部分公開 

不存在 

103 H29.9.22 

昭和５８年３月１９日指定、指定番

号○○○○号位置指定道路の申請資

料一式 

建設部 

建築指導課 

全部公開 

104 H29.9.25 
平成２６年度（仮称）松本市美鈴湖

自転車競技場建設工事 

文化スポーツ部 

スポーツ推進課 

全部公開 

105 H29.9.25 

次の４件の金入設計書。①平成２８

年度本郷分区管路施設補修その１工

事、②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、③平成２９年度（交付金）公共

下水道本郷分区管渠更生その１工

事、④平成２９年度（交付金）公共

下水道本郷分区管渠更生その３工事 

上下水道局 

下水道課 

取下げ 



106 H29.10.2 

平成２５年度から平成２９年度の四

賀地区「松枯れ病対策空中散布」の

各年度の事業成果物と評価ならびに

支払許可の決裁書類、立会記録、散

布する前の松山の状態の分かるもの 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

107 H29.10.3 

午前７時５８分が奈川支所において

勤務時間か否かの写し 

地域づくり部 

奈川地区地域づくり

センター 

不存在 

108 H29.10.4 

長野地方裁判所平成２６年（行ウ）

第５号、東京高等裁判所平成２８年

（行コ）第３０６号及び最高裁判所

平成２９年（行ツ）第１８０号の判

決文 

総務部 

行政管理課 

全部公開 

109 H29.10.4 

次の２点に関する松本市職員倫理委

員会の見解が分かる文書。①民間企

業と市職員との飲食、②市職員によ

る民間事業の宣伝 

総務部 

職員課 

不存在 

110 H29.10.5 

松本市出川○－○○○○－○及び○

－○○○○の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 

111 H29.10.5 
内環状北線の計画決定に関する文書

（平成４年度から平成９年度まで） 

建設部 

都市政策課 

全部公開 

112 H29.10.10 

ツイッターの松本市公式アカウント

に映り込んだ人物に係る肖像権利用

承諾書 

政策部 

広報課 

不存在 

113 H29.10.10 

○○○○○○○○○○○○○に掲載

された松本市臨時職員募集の記事に

写っている私企業の代表者に係る肖

像権利用における承諾書 

地域づくり部 

安曇地区地域づくり

センター 

不存在 

114 H29.10.10 

○○○○○○○○○○○○○に掲載

された松本市臨時職員募集の記事に

おいて私企業を広報した法的論拠 

地域づくり部 

安曇地区地域づくり

センター 

不存在 

115 H29.10.10 

○○○○○○○○○○○○○に掲載

された松本市臨時職員募集の記事の

うち募集要件に係る記載内容の協議

経緯が分かる議事録 

地域づくり部 

安曇地区地域づくり

センター 

不存在 

116 H29.10.10 

①地域おこし協力隊に関する地域住

民、漁協等の同意書又は意見書、②

地域おこし協力隊に関する住民説明

会の次第 

地域づくり部 

安曇地区地域づくり

センター 

不存在 

117 H29.10.11 

平成２４年２月２４日、大手○丁目

○○○－○で行われた境界立会の成

果図 

建設部 

維持課 

部分公開 

118 H29.10.12 

松本市立病院の加入している病院賠

償責任保険の内容の分かるもののう

ち、現在加入しているもの及び前年

度加入していたもの 

病院局 

松本市立病院 

全部公開 



119 H29.10.12 

平成２７年１２月２１日契約宮渕浄

化センター運転管理業務委託及び平

成２７年１２月２１日契約市四賀、

上高地、波田浄化センター運転管理

業務委託に係る入札結果（入札業者

名、入札金額、業務期間、予定価格、

入札日） 

上下水道局 

総務課 

全部公開 

120 H29.10.19 

次の２件の金入設計書。①平成２８

年度本郷分区管路施設補修その１工

事、②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 

上下水道局 

下水道課 

全部公開 

121 H29.10.20 

①○○○○○○○○○の意見を聞く

と約束した書面、②平成２６年に住

民の会が犯した器物損壊事件に関

し、市が松本警察署又は長野検察庁

松本支部に提出した書類 

建設部 

住宅課 

不存在 

122 H29.10.23 

住居番号申請受付簿（平成２９年７

月１日から２９年９月３０日の間に

住居番号が付定されたもの）、住居表

示台帳（平成２９年７月１日から 

２９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 

123 H29.10.25 

①平成２５年度から平成２９年度の

５年間にわたって実施された松くい

虫防除対策無人ヘリ薬剤散布に関し

て、各年度の実施前、実施後の対象

地区の状態を調査した記録等の一

切、②上記の実施に当たり、空中散

布の効果を検証するために行われた

空中散布の対象でない他地区の状況

の５年間にわたる調査資料等の一切 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

124 H29.11.1 

松枯れ対策として松本市が行おうと

しているネオニコチノイド系殺虫剤

のヘリコプターによる薬剤空中散布

の差し止め裁判における、松本市と

担当弁護士事務所との間における委

任契約書 

総務部 

行政管理課 

全部公開 

125 H29.11.16 

平成２９年１０月３０日入札松本市

基幹博物館整備事業に伴う地下水影

響調査業務委託に係る金入設計書 

教育委員会 

博物館 

全部公開 

126 H29.11.16 

平成２９年１０月１７日入札松本市

大規模盛土造成地変動予測調査業務

委託に係る金入設計書 

建設部 

建築指導課 

全部公開 

127 H29.11.16 

平成２９年１０月２０日入札松本市

野麦峠スキー場トイレ棟改築工事地

質調査業務委託に係る金入設計書 

商工観光部 

山岳観光課 

全部公開 



128 H29.11.21 

平成１５年４月に完成させた松本市

営住宅駅北団地について、２ＬＤＫ、

３ＬＤＫには各部屋に物置（倉庫）

がありながら、それよりも狭い１Ｄ

Ｋに物置が用意されなかったことを

決定した書類 

建設部 

住宅課 

不存在 

129 H29.11.27 

○○○○○○○○の建築過程で提出

された統括安全衛生責任者等の選任

に関する報告の全て。加えて建設過

程で重大な労働災害が発生していた

場合においては、労働者死傷病報告

書や安全衛生改善計画の作成の指

示、又はその後提出された安全衛生

改善計画の要旨。また、現場や事業

所への立入りが行われた際にはその

立入りの際に作成された文書又は提

出された文書の全て 

商工観光部 

商工課 

不存在 

130 H29.12.1 

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２８年１２月１

日から平成２９年１１月３０日ま

で、対象：○○○○組合員のみ 

環境部 

環境保全課 

全部公開 

131 H29.12.14 

平成２９年１２月１３日入札松本城

南・西外堀復元事業に伴う地下水観

測井設置工事に係る金入設計書 

教育委員会 

松本城管理事務所 

全部公開 

132 H29.12.18 

松本市村井町南○丁目○○○○番に

係る平成２６年１１月１７日付け立

会いの境界確認図 

建設部 

維持課 

部分公開 

133 H29.12.20 

平成２９年１１月１６日入札平成 

２９年度トンネル定期点検及び長寿

命化修繕計画策定委託業務に係る金

入設計書 

建設部 

維持課 

全部公開 

134 H29.12.21 

平成２９年４月１２日から平成２９

年１２月２０日までの環境調査（大

気・水質・地下水・騒音・振動・土

壌・アスベスト・生態系・放射線等

の測定・ダイオキシン類・悪臭・臭

気測定等）の入札見積経過書 

財政部 

契約管財課 

全部公開 

135 H30.1.5 

中条児童遊園・○○○町会公民館の

敷地に関し、昭和４３年、昭和４５

年、平成９年の①公民館及び児童遊

園の河川占用申請等における測量

図、②河川占用の許可書、③測量時

の測量者又は境界の立会者 

こども部 

こども育成課 

全部公開 

不存在 

136 H30.1.9 

平成２８年度退職した松本市職員

（市長部局のみ）の個別の退職手当

金額 

総務部 

職員課 

全部公開 



137 H30.1.23 

平成２５年から平成２９年における

無人ヘリ薬剤散布に関わる効果検証

の結果及び調査方法の分かる資料 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

138 H30.1.26 

松本市を被告として提訴されている

ネオニコチノイド系殺虫剤の空中散

布差止訴訟について、長野地方裁判

所松本支部で平成２９年１０月３１

日開催の第２回口頭弁論期日におい

て原告側から提出された訴えの取下

げに対する同意・不同意に関してな

された松本市の関係書類の一切 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

139 H30.1.30 

松本市時計博物館屋上防水改修工事

の設計書にある全項目の金額が入っ

たもの 

教育委員会 

博物館 

全部公開 

140 H30.2.6 

○○○○○○○○○○○○○○○○

した件で、学校が市教委に提出した

書類一式 

教育委員会 

学校指導課 

非公開 

141 H30.2.13 
平成２９年春秋の特別防除等の枯損

木調査の結果及びその野帳 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

142 H30.2.13 
平成２９年に里山辺○○○○－○で

行われた境界確定図面 

建設部 

維持課 

部分公開 

143 H30.2.15 

松本市営住宅松本駅北団地ペット飼

育取扱要綱の変更に係る平成２５年

３月２９日告示第１５８号を改訂し

たときの業者への依頼を示す文書 

総務部 

行政管理課 

不存在 

144 H30.2.16 

ＩＣＴ拠点施設が○○○○○に選定

された理由が分かる資料（議会への

説明資料、「ＩＣＴ人材育成プラット

フォーム」に提供された資料） 

商工観光部 

商工課 

全部公開 

部分公開 

145 H30.2.16 

○○○○○○○○○○なる人物個人

及び○○○が代表として実質経営、

運営、主催する団体・事業主体等へ

松本市が支払った報酬、謝礼、業務

委託費などの総額とその明細の全て

（平成２８年度分及び平成２９年４

月１日から１２月末日の期間の分） 

政策部 

政策課 

全部公開 

146 H30.2.16 

○○○○○○○○○○なる人物個人

及び○○○が代表として実質経営、

運営、主催する団体・事業主体等へ

松本市が支払った報酬、謝礼、業務

委託費などの総額とその明細の全て

（平成２８年度分及び平成２９年４

月１日から１２月末日の期間の分） 

教育委員会 

中央公民館 

全部公開 

147 H30.2.20 

住居番号申請受付簿（平成２９年 

１０月１日から２９年１２月３１日

の間に住居番号が付定されたもの）、

住居表示台帳（平成２９年１０月１

日から２９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 



148 H30.2.21 

松本市営駅北有料駐車場における側

壁からの雨漏り等の改修工事に係る

経費を示す文書 

建設部 

交通安全・都市交通課 

全部公開 

149 H30.2.22 
第１回新科学館整備基本構想策定委

員会に関する資料 

教育委員会 

教育政策課 

全部公開 

150 H30.2.26 

次の工事の金入設計書。①平成２９

年度公共下水道合流区域蛇川汚水幹

線管渠更生その１工事、②平成２９

年度公共下水道合流区域蛇川汚水幹

線管渠更生その２工事、③平成２９

年度公共下水道合流区域丸の内汚水

幹線管渠更生工事 

上下水道局 

下水道課 

全部公開 

151 H30.3.2 

松本市営住宅ペット飼育取扱要綱第

７２号から第１５８号の変更に至る

までの変更した時の要綱の文章 

建設部 

住宅課 

全部公開 

152 H30.3.5 

松本市大字島立○○○○－○外１２

筆の土地に係る水質汚濁防止法の届

出に関する全ての情報 

環境部 

環境保全課 

全部公開 

153 H30.3.5 
征矢野○丁目○○○○－○の官民境

界査定図 

建設部 

維持課 

部分公開 

154 H30.3.8 

松本市役所新庁舎建設候補地検証委

員会委員に○○○氏を選任した経過

と理由が明確に分かる書類の一切 

政策部 

政策課 

部分公開 

155 H30.3.8 

㈱○○○○○○○○○○○○○の第

４１期、第４２期、第４３期事業報

告書 

政策部 

広報課 

部分公開 

156 H30.3.16 
安曇村からの現役職員一覧及び現在

の所属 

総務部 

職員課 

全部公開 

157 H30.3.20 

松本市を被告として提訴されていた

ネオニコチノイド系殺虫剤の空中散

布差止訴訟（長野地裁松本支部平成

２９年（ワ）第１７６号）について、

平成３０年１月２５日開催の法廷

で、同日付の「取下書」の提出を  

もってなされた訴えの取下げに対す

る松本市の同意・不同意を決定する

ためになされた同市の関係書類に関

する書類一切 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

158 H30.3.20 

四賀地区の薬剤散布に伴う効果検証

調査箇所の範囲及び毎木プロットの

分かる資料 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

159 H30.3.23 

平成２８年度松本市都市デザイン戦

略支援業務委託のうち、随意契約理

由書及び業務委託仕様書 

建設部 

都市政策課 

部分公開 

160 H30.3.23 

平成２７年分の○○○○○○○に支

払った報償費とワナを配布した日、

その数 

農林部 

耕地林務課 

部分公開 



161 H30.3.26 

平成２９年度の「○○○○○○」の

補助金申請に関する書類のうち次の

文書。①補助金の確定について（報

告書含む。）、②○○○○○○○○○

からの報告書 

商工観光部 

商工課 

部分公開 

162 H30.3.26 

平成２８、２９年度の松本駅前広場

（お城口・西口）の使用申込申請・

許可記録、許可証の控え等使用申込

書の記載部分（場所、日時、人数等）

の確認できるもの（○○○○関係） 

建設部 

維持課 

部分公開 

163 H30.3.30 

市道波田９８号線の平成２９年度工

事区間（拡幅２車線化区間、延長３

４０ｍ）の工事用平面図（縮尺   

１/５００～１/２５００程度） 

建設部 

建設課 

全部公開 

164 H30.3.30 

○○町会と新たな四賀有機センター

管理運営協定締結に向けた合同意見

交換会（Ｈ２９．５．１８及び   

Ｈ３０．１．１８）の会議報告書及

び会議録 

農林部 

耕地林務課 

部分公開 

 

 



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３０年３月３１日現在) 

実施機関 
平成 28年度

末登録件数 
平 成 ２ ９ 年 度 内 

登録件数 
登録件数 変更件数 廃止件数 

市    長 503 件 52 件 61 件 8 件 547 件 

教 育 委 員 会 97 5 11 11 91 

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 0 3 10 

固定資産評価審査委員会 1 0 0 0 1 

議    会 9 0 3 1 8 

合    計 641 57 75 23 675 

 

⑵ 開示請求件数及び処理内訳      （平成２９年４月１日～平成３０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 49 件 89 件 55 件 31 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    

公平委員会 0  0  0  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 0  0  0  0  0  0  0  0    

合 計 49 89  55  31  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 H29.4.18 
住民票証明書等交付申請書及び委任状 総務部 

市民課 
開示 

2 H29.4.27 

平成２６年１２月１７日から平成２７

年６月末までの住民票、証明書等交付申

請書及び委任状 

総務部 
市民課 

部分開示 

3 H29.5.10 
平成２８年７月２１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 

4 H29.5.15 

私が所有する松本市大手○丁目○○○

○番地上に存在する建物（家屋番号  

○○○○番）の家屋調査等 

財政部 
資産税課 

開示 

5 H29.6.5 
○○○の平成２９年３月１０日付け移

転に係る住所異動届書類 
総務部 

市民課 
部分開示 

6 H29.6.20 

平成２６年６月１日から平成２９年６

月２０日までの印鑑登録証明書の交付

書類の写 

総務部 
市民課 

開示 

7 H29.6.26 

２０１７年６月１日から２０１７年６

月２３日までに交付された住民票（証明

書等交付申請書）の写し 

総務部 
市民課 

開示 

8 H29.6.29 
○○○○氏の後見開始の審判申立書及

び添付書類 
健康福祉部 

障害福祉課 
開示 

9 H29.7.7 

大手○－○○○○、大手○－○○○○、

中央○－○○○及び中央○○○－○－

○の家屋評価図面 

財政部 
資産税課 

開示 

10 H29.7.10 
Ｈ２９採用試験結果 総務部 

職員課 
開示 

11 H29.7.11 

平成２９年度、２８年度、２７年度の松

本市職員採用資格試験（大学卒業程度）

第１次試験結果 

総務部 
職員課 

開示 

12 H29.7.13 

平成２９年７月１０日に交付された住

民票の証明書等交付申請書及び関係書

類 

総務部 
市民課 

部分開示 

13 H29.7.18 
平成２９年度松本市新規採用試験第１

次試験結果（面接・筆記） 
総務部 

職員課 
開示 

14 H29.7.25 

①笹賀○○○○－○の家屋に係る家屋

評価図面、②同地番に係る家屋調査票、

③同地番に係る建築年月日昭和５５年

４月２０日の家屋に係る最下年評価額

計算書、④同地番の台帳番号○○○○○

の家屋に係る木造家屋再建築費評点計

算書、⑤笹賀町家屋番号○○○○番の家

屋に係る木造家屋再建築費評点調査表

９ 

財政部 
資産税課 

開示 

15 H29.8.3 
平成２９年７月２１日付け交付した住

民票等に伴う申請書類等 
総務部 

市民課 
部分開示 



16 H29.8.4 
父○○○○に関する安曇大野川診療所

における診断記録の全て 
健康福祉部 

医務課 
開示 

17 H29.8.14 

平成２９年度松本市職員採用資格試験

（大学卒業程度）第１次試験及び第２次

試験結果 

総務部 
職員課 

開示 

18 H29.8.14 
○○○○○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 

19 H29.8.14 
○○○○氏の後見等申立書類及び添付

書類 
健康福祉部 

高齢福祉課 
開示 

20 H29.8.16 

平成２９年度松本市職員採用資格試験

（大学卒業程度）第１次試験及び第２次

試験結果 

総務部 
職員課 

開示 

21 H29.8.24 
○○○○氏の後見等申立書類及び添付

書類 
健康福祉部 

高齢福祉課 
開示 

22 H29.8.25 
平成２９年８月２１日付け交付の住民

票に伴う申請書 
総務部 

市民課 
部分開示 

23 H29.8.28 
平成２６年４月３０日付け住民異動届 総務部 

市民課 
開示 

24 H29.9.15 

登録の日から今日までの印鑑登録申請

書及び印鑑登録証明書交付申請書の写

し 

総務部 
市民課 

開示 

25 H29.9.30 
住民票交付申請書及び委任状（保存があ

る全ての申請書） 
総務部 

市民課 
不存在 

26 H29.10.3 
平成２９年度職員採用試験結果（１次か

ら３次） 
総務部 

職員課 
開示 

27 H29.10.5 
松本市職員採用試験（大学卒業程度）の

成績 
総務部 

職員課 
開示 

28 H29.10.6 
平成２９年９月１３日付け住民票の写

しの交付に係る申請書 
総務部 

市民課 
部分開示 

29 H29.10.11 

平成２９年１月４日から１０月６日ま

でに提出された戸籍証明書交付申請書、

住民票証明書等交付申請書及び印鑑登

録証明書交付申請書の写し 

総務部 
市民課 

開示 

30 H29.10.20 
平成２９年９月２７日提出の世帯異動

届の写し 
総務部 

市民課 
開示 

31 H29.10.25 

松本市内田○○○－○○家屋番号○○

○－○○に係る非木造家屋再建築費評

点計算書 

財政部 
資産税課 

開示 

32 H29.10.30 
平成２９年１０月２６日付け住民票証

明書等交付申請書等の写し 
総務部 

市民課 
部分開示 

33 H29.11.7 
子、○○○○の特別児童扶養手当認定請

求書添付の診断書 
こども部 

こども福祉課 
開示 

34 H29.11.8 
平成２９年１０月３１日付け交付住民

票世帯連記（一部）の申請書類 
総務部 

市民課 
部分開示 

35 H29.11.9 
平成２９年１０月３１日付け交付住民

票世帯連記（一部）の申請書類 
総務部 

市民課 
部分開示 

36 H29.12.1 
平成２９年１１月２７日付け交付住民

票世帯連記（一部）の申請書類 
総務部 

市民課 
部分開示 



37 H29.12.7 

子、○○○○の特別児童扶養手当に関

し、平成２８年７月２０日提出の再認定

請求書添付の診断書 

こども部 
こども福祉課 

開示 

38 H29.12.14 
子、○○○○○の３歳児健診のおたずね

表と相談表の内容 
健康福祉部 

健康づくり課 
開示 

39 H29.12.14 
平成２９年１１月１日にあるぷキッズ

支援室にて相談した記録内容 
こども部 

こども福祉課 
開示 

40 H30.1.15 
平成３０年１月４日に交付された住民

票世帯連記の申請書 
総務部 

市民課 
部分開示 

41 H30.1.29 

平成２９年１月２９日から平成３０年

１月２９日までの間に提出された住民

票及び戸籍の申請書 

総務部 
市民課 

不存在 

42 H30.2.9 

平成２８年８月１日から平成３０年２

月９日までの住民票証明書等交付申請

書及び委任状の写し 

総務部 
市民課 

開示 

43 H30.2.13 

○○○○に係る有効期間平成２９年１

０月１日から平成３１年９月３０日ま

での介護保険認定情報（主治医意見書は

除く。） 

健康福祉部 
高齢福祉課 

開示 

44 H30.2.19 

平成２９年１１月１８日から平成３０

年２月１９日までに申請された所得証

明書に係る申請書類 

総務部 
市民課 

部分開示 

45 H30.2.22 

平成２８年９月１日から平成２９年９

月３０日までに申請された住民票及び

戸籍等の写し 

総務部 
市民課 

部分開示 

46 H30.2.26 
平成３０年２月２０日に交付された戸

籍全部事項証明書等の申請書等の写し 
総務部 

市民課 
部分開示 

47 H30.2.28 

私がこども福祉課相談員に対して平成

２８年９月から平成２９年３月まで相

談したことが分かるもの 

こども部 
こども福祉課 

部分開示 

48 H30.3.22 

平成３０年２月１０日から平成３０年

３月２２日までの住民票証明書等交付

申請書及び委任状の写し 

総務部 
市民課 

不存在 

49 H30.3.29 
子、○○○○に係る特別児童扶養手当の

診断書（平成２７年２月２０日提出） 
こども部 

こども福祉課 
開示 

 


