
 

平成３０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３０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３０年４月１日～平成３１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 177 件 1,916 件 973 件 890 件 2 件 3 件 48 件 1 件 

教育委員会 14   40   35   1   0   0   4   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 1   1   1   0   0   0   0   0  

合 計 192   1,957  1,009  891  2  3  52  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 H30.4.2 

①各地区の対策協議会及び町会等が

殺虫剤の空中散布を松本市に要望す

る意思を示したことが分かる資料一

式 ②四賀・里山辺・本郷の殺虫剤

散布の施行伺及び入札結果が分かる

資料一式 ③〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇協議会規約、連絡先、委

員名簿 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

部分公開 

2 H30.4.12 

住居表示台帳における下記区域の写

し。南松本２丁目４街区、井川城２

丁目１６街区、南松本１丁目２街区、

野溝木工２丁目７街区、野溝東１丁

目４街区、村井町１丁目２０街区 

総務部 

市民課 

部分公開 

3 H30.4.17 

住居表示台帳における下記区域の写

し。渚３丁目５街区、村井町北１丁

目９街区、村井町西１丁目６街区 

総務部 

市民課 

部分公開 

4 H30.4.18 

市営住宅における平成２９年度共益

費支出に計上されたコピー代の元と

なった要望書 

建設部 

住宅課 

不存在 

5 H30.4.19 

平成３０年度松本市建設部見積材料

単価表（松本市土木独自単価）に記

載されている名称、規格、単位及び

単価の全て 

建設部 

建設課 

全部公開 

6 H30.4.20 

①平成２７年度～平成２９年度の薬

剤散布地、散布予定地が明記された

リモートセンシング調査解析図面

（四賀～中山・内田、四賀版、本郷

版、里山辺版）②本郷、里山辺の散

布予定地の枯損率が分かる資料 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

7 H30.4.20 

平成３０年４月１８日経済地域委員

協議会に資料として配布された「松

くい虫被害状況調査の結果につい

て」「松本市松くい虫被害対策基本方

針の見直しについて」の起案に関す

る書類一切 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

8 H30.4.20 

①平成２９年度分の松くい虫被害状

況調査業務（松本市全域）の報告書

②上記調査委託に伴う平成２８年度

及び平成２９年度の起案書・契約書

等の関係書類一切（起案から完了届

まで） 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 



9 H30.4.24 
平成２９年度の登記異動修正済の地

番図・家屋現況図 share データ 

財政部 

資産税課 

全部公開 

10 H30.4.24 

①平成２３年度～平成２９年度の松

本市立病院の入院患者数と病床稼働

率（一般病床、回復期リハ病棟、地

域包括ケア病棟の内訳）②平成２３

年度～平成２９年度の診療科毎の外

来患者数、入院患者数、収入につい

て③平成２５年度～平成２９年度の

ＭＲＩ撮影部位別の実施件数 

病院局 

松本市立病院 

全部公開  

不存在 

11 H30.4.25 

松本市立病院新公立病院改革プラン

の数値目標の試算のために使用した

基礎資料と計算方式 

病院局 

松本市立病院 

全部公開 

12 H30.4.26 

平成３０年４月１３日入札の松本市

基幹博物館整備事業に伴う地下水影

響調査業務委託（松本市大手２・３

丁目周辺）に係る金入り実施設計書 

教育委員会 

博物館 

全部公開 

13 H30.4.26 

平成３０年３月２９日入札の平成 

３０年度松本城南・西外堀復元事業

に伴う地下水影響調査業務委託（松

本市大手３丁目、城西２丁目）に係

る金入り実施設計書 

教育委員会 

松本城管理事務所 

全部公開 

14 H30.4.26 

①住居番号申請受付簿（平成３０年

１月１日から平成３０年３月３１日

の間に住居番号が付定されたもの）

②住居台帳（平成３０年１月１日か

ら平成３０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 

15 H30.4.26 

２０１８年４月２０日開催の〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇協議会が森

林病害虫等防除法に基づく松くい虫

防除に係る連絡協議会であることを

証する書類 

農林部 

耕地林務課 

不存在 

16 H30.4.27 

水質汚濁防止法に基づく特定事業場

一覧（全事業場）のうち、事業場名、

所在地、排出水量（通常）、号番号 

環境部 

環境保全課 

全部公開 

17 H30.5.1 
住居表示台帳における下記区域の写

し。井川城１丁目７街区 

総務部 

市民課 

部分公開 

18 H30.5.1 

住居表示台帳における下記区域の写

し。松本市両島８街区、征矢野一丁

目５街区、小屋南一丁目４２街区 

総務部 

市民課 

全部公開 

19 H30.5.2 

平成２８年度のリモートセンシング

解析結果における薬剤散布地区及び

散布地区を含む林小班の被害状況の

分類（枯損、枯死、感染等）が分か

る本数データ 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 



20 H30.5.2 

平成３０年４月２６日入札の松本市

立清水中学校プール改築工事地質調

査業務委託（松本市清水２丁目７番

１２号）に係る金入り実施設計書 

教育委員会 

学校教育課 

全部公開 

21 H30.5.8 
平成３０年度松本市建設部見積材料

単価表 

建設部 

建設課 

全部公開 

22 H30.5.8 

①松枯れ対策として、市が平成３０

年度にネオニコチノイド系殺虫剤の

空中散布を予定している四賀地区、

里山辺地区の散布場所が特定されて

いる図面（地図）等関係書類の一切

②散布場所の特定に当たって必要と

される所有者の承諾書・要望書等の

書類一切 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

23 H30.5.11 

①平成３０年度の松枯れ（松くい虫）

被害対策として実施予定の薬剤空中

散布の散布箇所の詳細箇所が分かる

もの、地図・図面等の一切全て②あ

れば散布箇所の所有者、住所、散布

箇所の住所地籍地番、面積地籍が分

かるもの全て（３０年度の発注図面） 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

部分公開 

24 H30.5.14 

平成３０年度四賀地区及び里山辺地

区の薬剤散布（無人ヘリコプター）

実施計画策定に先立ち要求されてい

る「リスクコミュニケーション」（全

住民を対象としているもの）を実施

したことを証明する一切の資料 

農林部 

耕地林務課 

不存在 

25 H30.5.14 

平成２７年度、平成２８年度及び平

成２９年度に〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇が提出したとされる松く

い虫（松枯れ）被害調査報告書（い

わゆるリモートセンシング）の〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇が市に

提出した状態そのままの電磁データ

の全て 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

26 H30.5.14 

①平成２９年５月１７日から本日現

在に至るまで、長野県から松くい虫

対策事業に関して指導・助言を受け

た資料②市又は所有者が自ら実施で

きる対策方法の提案（薬剤散布の代

替案） 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

27 H30.5.14 

平成２８年度、平成２９年度及び平

成３０年度の〇〇〇〇が報告した松

くい虫被害状況調査業務の①検査調

書②支出命令及びこれらに付随する

一切の資料（請求書含む） 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

不存在 



28 H30.5.14 

里山辺地区及び四賀地区における無

人ヘリコプターを利用した薬剤散布

における当該散布対象地の所有者及

び地権者の散布承諾書又は同意書 

農林部 

耕地林務課 

不存在 

29 H30.5.14 

平成２７年度分の①松くい虫被害状

況調査業務に係る報告書②調査業務

委託に伴う起案書、契約書等の関係

書類一切 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

30 H30.5.14 

平成３０年度〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇協議会の①議事録②配布資料③協

議会委員名簿④協議会の出欠一覧及

び決議事項の賛否一覧 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

不存在 

31 H30.5.15 
住居表示台帳における下記区域の写

し。横田３丁目３街区 

総務部 

市民課 

部分公開 

32 H30.5.15 

①平成２３年から平成２９年までの

松本市立病院全体の病床利用率②平

成２８年度及び平成２９年度の地域

包括ケア病床の病床利用率。直近３

カ月の一般病床・回復期リハビリ病

床・地域包括ケア病床のベッド単価

③平成２７年度から平成２９年度の

正常分娩数及び自費の費用④平成 

２７年度から平成２９年度の健診、

人間ドック受診者数、これに係る収

入⑤病院勤務者の職能別人数（医師

の診療科別常勤・非常勤、薬剤師、

看護師、介護士、放射線技師、臨床

検査技師、リハセラピスト、栄養士、

調理師の常勤・非常勤、事務職の課

別の常勤） 

病院局 

松本市立病院 

全部公開 

不存在 

33 H30.5.17 

平成２９年１１月１日～平成３０年

４月３０日受付分の松本市中高層建

築物の建築に係る良好な近隣関係の

保持に関する条例第１２条第１項の

規定に基づく「建築計画概要等報告

書（様式第２号）」（報告書の１面の

み） 

建設部 

建築指導課 

部分公開 

34 H30.5.18 

平成２８年度と平成２９年度の①市

立病院の薬剤費と材料費の年額と支

出に占めるそれぞれの割合②市立病

院の委託費の年額と支出に占める割

合 

病院局 

松本市立病院 

全部公開 

35 H30.5.21 

平成３０年４月２７日入札の松本市

西部給食センター井戸水ポンプ更新

工事（松本市野溝西３丁目６－１）

に係る金入実施設計書 

教育委員会 

学校給食課 

全部公開 



36 H30.5.22 

平成１２年４月２日から平成１３年

４月１日までに出生した男子及び女

子（日本人住民に限る。）及び平成８

年４月２日から平成１２年４月１日

までに出生した男子（日本人住民に

限る。）の住所、氏名、性別 

総務部 

市民課 

取下げ 

37 H30.5.23 

松枯れ対策として市が平成３０年度

にネオニコチノイド系殺虫剤の空中

散布を予定している散布場所の所有

者の承諾書（同意書）として①〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇協議会が市に提

出した承諾書、同意書もしくはそれ

らに係る確認済書などの書類の一切

②〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇協議会

が市に提出した承諾書、同意書もし

くはそれらに係る確認済書などの書

類の一切 

農林部 

耕地林務課 

不存在 

38 H30.5.23 

平成３０年度松くい虫被害予防（無

人ヘリ薬剤散布）業務委託その１及

びその２ 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

部分公開 

39 H30.5.25 

昭和３８年８月１５日指定、指定番

号〇〇号の道路位置指定書 

建設部 

建築指導課 

部分公開 

40 H30.5.25 

松本市南松本〇丁目〇〇〇〇－〇 

宅地〇〇〇〇〇〇に隣接する公衆用

道路（市道５２８８号線）及び水路

との境界確認における図面、記録等 

建設部 

維持課 

部分公開 

41 H30.5.25 

松本市波田〇〇〇〇－〇に係る平成

２５年度の立会記録、図面及び報告

書 

建設部 

維持課 

部分公開 

42 H30.5.29 

平成３０年４月２６日入札の松本市

立清水中学校プール改築工事地質調

査業務委託の金入設計書一式 

教育委員会 

学校教育課 

全部公開 

43 H30.5.29 

平成２７年度に〇〇〇〇が報告した

松くい虫被害状況調査業務の①検査

調書②支出命令書及びこれらに付随

する一切の資料 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

44 H30.6.1 

松本市立病院の平成３０年度産業廃

棄物、特別管理産業廃棄物の処理委

託契約の入札仕様書、入札状況 

病院局 

松本市立病院 

部分公開 



45 H30.6.4 

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の金入設計書 

危機管理部 

消防防災課 

全部公開 

46 H30.6.4 

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の金入設計

書 

危機管理部 

消防防災課 

全部公開 

47 H30.6.4 

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の金入設計

書 

危機管理部 

消防防災課 

全部公開 

48 H30.6.4 

平成２９年度丸の内排水雨水管渠整

備に伴う地質調査業務委託の金入設

計書 

建設部 

建設課 

全部公開 

49 H30.6.4 
平成３０年度筑摩雨水幹線整備に伴

う地質調査業務委託の金入設計書 

建設部 

建設課 

全部公開 

50 H30.6.4 

平成３０年度田川第一雨水幹線整備

に伴う地質調査業務委託の金入設計

書 

建設部 

建設課 

全部公開 

51 H30.6.4 

松本市営寿団地Ｂ－３棟、Ｂ－４棟

新築工事地質調査業務委託の金入設

計書 

建設部 

住宅課 

全部公開 

52 H30.6.4 

平成２７年度～平成２９年度に〇〇

〇〇に支出した有害鳥獣駆除事業補

助金の支出命令書、業務委託報告書、

くくり罠配布計画。ただし、〇〇〇

〇と〇〇〇〇〇との支出、くくり罠

は除く 

農林部 

耕地林務課 

部分公開 

不存在 

53 H30.6.4 

（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 

54 H30.6.5 

平成３０年度第１回〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇協議会の報告書及び会議音声

データ 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

55 H30.6.7 

平成３０年度の四賀、里山辺地区で

のネオニコチノイド系殺虫剤空中散

布に関する①起案書、仕様書等の書

類一切。図面、安全基準等すべて②

不落になった際の書類すべて③不落

になった後に再度契約管財課等関係

課に提出される又は提出しようとし

ている同書類の全て 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

部分公開 

56 H30.6.8 
見積材料単価表 建設部 

建設課 

全部公開 



57 H30.6.8 
上水道工事単価表 上下水道局 

上水道課 

部分公開 

58 H30.6.8 
下水道工事材料単価表及び更生工事

単価表 

上下水道局 

下水道課 

部分公開 

不存在 

59 H30.6.11 

平成２５年～平成２９年の〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇の製造の請負、物

件の供給等の入札参加申請の委任状 

財政部 

契約管財課 

部分公開 

不存在 

60 H30.6.11 

①「空中散布における無人航空機利

用技術指導指針」の「第５ 空中散

布の実施」の「３ 空中散布の実施

に関する周知事項」の⑴に基づき、

空中散布の実施区域及びその周辺に

ある学校、病院等の公共施設、居住

者に対し、２０１８年度松くい虫防

除農薬空中散布の実施予定日時、区

域、薬剤の内容等について連絡した

全ての文章。②「森林病害虫等防除

に係る連絡協議会等の設置要領例に

ついて」（平成９年４月７日付９林野

造第１０７号林野庁長官通知）に基

づいて設置された最後に行われた四

賀、里山辺の森林病害虫等防除地区

連絡協議会に係る全ての文章 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

部分公開 

61 H30.6.11 

平成３０年度松くい虫被害対策予防

業務委託（無人ヘリ散布、四賀・里

山辺）に関する仕様書その他契約に

関わる一切の資料 

農林部 

耕地林務課 

部分公開 

62 H30.6.13 

平成３０年２月８日障害福祉課窓口

における有料道路割引の車両変更手

続きに伴う職員対応についての処分

内容 

総務部 

職員課 

非公開 

63 H30.6.14 

平成２９年４月１１日に松本市高宮

中〇〇〇－〇で行われた境界立会記

録 

建設部 

維持課 

部分公開 

64 H30.6.18 

松くい虫被害予防（無人ヘリ薬剤散

布）業務委託の平成３０年度分の入

札・見積合わせ等に係る①登録業者

照会をかけた文書及びその回答等の

全ての関連書類の一切、②指名通知

等の関係書類の一切 

財政部 

契約管財課 

部分公開 

65 H30.6.18 

松くい虫被害予防（無人ヘリ薬剤散

布）業務委託の平成３０年度分の入

札・見積合わせ等に係る①登録業者

照会をかけた文書及びその回答等の

全ての関連書類の一切、②指名通知

等の関係書類の一切 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 



66 H30.6.18 

平成３０年度波田地区児童福祉施設

整備事業用地測量業務委託の金入実

施設計書 

こども部 

保育課 

全部公開 

67 H30.6.20 
指定番号第〇〇〇号の道路位置指定

書 

建設部建 

築指導課 

部分公開 

68 H30.6.20 

平成２８年度松本市立病院事業会計

決算書中①医業収入のその他医業収

入に係る医療相談収益の内容と件

数、②その他医業収入の内容、③医

業外収益のその他の医業外収益の内

容 

病院局 

松本市立病院 

不存在 

69 H30.6.21 

平成３０年６月２０日入札の平成 

３０年度松本市下水道用鋳鉄製マン

ホールふた購入（単価契約）に係る

入札経過書 

上下水道局 

総務課 

全部公開 

70 H30.6.25 

①５月２９日及び６月２５日入札の

平成３０年度松くい虫被害予防（無

人ヘリ薬剤散布）業務委託その２に

係る設計起案から入札経過書までの

関係する書類の一切、②平成３０年

度松くい虫被害予防（無人ヘリ薬剤

散布）業務委託その１の受託業者と

市が交わした契約書及び関係書類の

一切 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

71 H30.6.27 

松本駅前通りの愛称が県の森通りに

決定した経過が分かる書類、選考過

程や選考者、選考方法 

建設部 

維持課 

部分公開 

72 H30.6.28 

水質汚濁防止法に基づく特定事業場

一覧（全事業場）のうち、排出水量

（通常）が５０㎥以上の事業場名、

所在地、排出水量（通常）、号番号 

環境部 

環境保全課 

全部公開 

73 H30.7.2 

平成３０年６月１２日入札の焼岳小

屋改築工事地質調査業務委託の金入

実施設計書 

商工観光部 

山岳観光課 

全部公開 

74 H30.7.4 
平成３０年度町会長名簿 地域づくり部 

地域づくり課 

部分公開 

75 H30.7.5 
中川３９１８番地に係る土地に関す

る市と〇〇町会との賃貸借契約書 

建設部 

交通安全・都市交通課 

全部公開 

76 H30.7.6 
平成２４年度土壌汚染調査業務報告

書の調査結果 

環境部 

環境保全課 

全部公開 

77 H30.7.9 

松本市安曇〇〇〇〇番〇号地の国土

調査資料 

地域づくり部 

安曇地区地域づくり

センター 

全部公開 

部分公開 



78 H30.7.11 
市立小中学校の直近３カ月の全ての

固定電話の回線別支出明細 

教育委員会 

学校教育課 

全部公開 

79 H30.7.11 

平成２６年度の松本市立病院の純損

益額が５．３億円余である理由が分

かる資料 

病院局 

松本市立病院 

全部公開 

80 H30.7.13 
平成２９年度分の有害鳥獣の駆除、

錯誤、捕獲の頭数 

農林部 

耕地林務課 

部分公開 

81 H30.7.13 

①都市計画法又は土地区画整理法に

基づく土地区画整理事業で平成２７

年１２月１日から平成３０年４月 

３０日までに換地処分された事業の

換地図、施行地区位置図、施行地区

区域図、従前の土地の地番及び形状

の図面と新旧地番対照表②都市計画

法及び土地再開発法に基づく市街地

再開発事業で平成２７年１２月１日

から平成３０年４月３０日までに工

事が完了したものの施行地区位置

図、施行地区区域図、施行直後の地

区内の新地番が分かる図面、従前の

土地の地番及び形状の図面と新旧地

番対照表③都市計画法及び密集市街

地における防災街区の整備の促進に

関する法律に基づく防災街区整備事

業で平成２７年１２月１日から平成

３０年４月３０日までに事業が完了

したものの施行地区位置図、施行地

区区域図、事業完了直後の新地番が

分かる図面、従前の土地の地番及び

形状の図面と新旧地番対照表④都市

計画法及び首都圏の近郊整備地帯及

び都市開発区域の整備に関する法律

に基づく工業団地造成事業で平成 

２７年１２月１日から平成３０年４

月３０日までに事業が完了したもの

の事業地位地図、事業地区域図、事

業完了直後の新地番が分かる図面、

従前の土地の地番及び形状の図面と

新旧地番対照表⑤都市計画法及び新

住宅市街地開発法に基づく新住宅市

街地開発事業で平成２７年１２月１

日から平成３０年４月３０日までに

事業が完了したものの事業地位置

図、事業地区域図、事業完了直後の

新地番が分かる図面、従前の土地の

地番及び形状の図面と新旧地番対照

表 

建設部 

建築指導課 

全部公開 



82 H30.7.17 

平成３０年７月１０日から実施した

市営竹渕団地東側のアカシア伐採作

業に関する文書（２年前に伐採作業

を実施した経過を含む） 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

83 H30.7.17 

平成３０年７月１０日から実施した

市営竹渕団地東側のアカシア伐採作

業に関する文書（２年前に伐採作業

を実施した経過を含む） 

建設部 

住宅課 

部分公開 

84 H30.7.17 
昭和３１年８月１日指定、指定番号

〇〇〇〇〇号の道路位置指定書 

建設部 

建築指導課 

部分公開 

85 H30.7.20 

祖母故〇〇〇〇〇に関する介護保険

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 

健康福祉部 

高齢福祉課 

部分公開 

86 H30.7.23 

介護認知症型高齢者共同生活介護施

設の公募における〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇の提出書類 

健康福祉部 

高齢福祉課 

部分公開 

87 H30.7.24 
平成２５年の波田〇〇〇－〇におけ

る境界立会記録 

建設部 

維持課 

部分公開 

88 H30.7.24 

住居表示台帳における下記区域の写

し。渚３丁目５街区、両島８街区、

征矢野１丁目５街区及び８街区、並

柳１丁目９街区、並柳３丁目１６街

区、野溝木工２丁目７街区、野溝東

１丁目４街区、沢村３丁目６街区 

総務部 

市民課 

全部公開 

89 H30.7.26 

平成３０年４月１日から平成３０年

６月３０日の間に住居番号が付定さ

れた住居番号申請受付簿及び住居表

示台帳 

総務部 

市民課 

部分公開 

90 H30.7.30 

住居表示台帳における下記区域の写

し。両島８街区、征矢野１丁目５街

区、小屋南１丁目４２街区 

総務部 

市民課 

全部公開 

91 H30.7.31 

①市内４２カ所の児童センターと児

童育成クラブの各施設の放課後児童

健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例に基づく専用区

画の数値が分かる資料全て、専用区

画を基に算出した計算上の定員が分

かる資料全て、②平成３０年５月１

日現在の登録児童数が分かる資料全

て、③厚生労働省通知「放課後児童

健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準について」（雇児発０５３０第

１号、平成２６年５月３０日）に基

づく児童の数が分かる資料の全て 

こども部 

こども育成課 

全部公開 



92 H30.8.1 

平成２４年１０月１７日及び平成 

２４年１１月２８日に開催された〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇研究会と

の覚書に関する会議録 

建設部 

城下町整備本部 

部分公開 

93 H30.8.2 

①市立病院の歯科医師の派遣元、月

の診療日数、月の利用者、歯科診療

において多い疾患名上位３位まで、

毎月の歯科診療報酬と直近３年の年

度別歯科診療報酬、歯科診療設備、

１回の謝礼額。②口腔ケアにおける

言語聴覚士の人数、摂食・嚥下障害

支援の内容、口腔ケア指導の内容 

病院局 

松本市立病院 

全部公開 

部分公開 

不存在 

94 H30.8.2 

平成３０年７月３１日に入札を実施

した松本市下水道用鋳鉄製防護蓋購

入（Ｔ－２５）（Ｔ－１４）（見積合

わせ）に係る入札経過書 

上下水道局 

総務課 

全部公開 

95 H30.8.6 

平成６年１月７日付で〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇が市議会

議長に提出した陳情書（長野県視覚

障害者福祉センター福祉センター建

設に係る陳情書）の内容及び当該陳

情書の審査内容が分かる文書 

議会事務局 全部公開 

96 H30.8.6 

市営住宅松本駅北団地〇〇〇〇〇号

室の水道管凍結防止ヒーターのコン

セントに蓋をする工事に関する業者

への依頼書、工事終了後の支払いを

示す文書及び業者からの請求書 

建設部 

住宅課 

全部公開 

部分公開 

97 H30.8.7 
住居表示台帳における下記区域の写

し。清水２丁目１０街区 

総務部 

市民課 

部分公開 

98 H30.8.10 

認知症対応型高齢者共同生活介護施

設の〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇の補助金交付申請の際に提出さ

れた、地域密着型サービス事業に係

る施工業者の決定において工事価格

等の適正化を図るため一般競争入札

としたことが分かる書類 

健康福祉部 

高齢福祉課 

部分公開 

99 H30.8.13 

平成２４年松本駅北団地〇〇部分の

コンセントに蓋をした時の業者請求

書及び支払いを示す支出命令書 

建設部 

住宅課 

不存在 

100 H30.8.20 

①平成１５年度に行われた大村〇〇

－〇に係る境界立会記録②平成２１

年度に行われた大村〇〇－〇と〇〇

先に係る境界立会記録 

建設部 

維持課 

部分公開 



101 H30.8.20 

水質汚濁防止法に基づく特定事業場

一覧のうち、松本市平田東〇－〇〇

－〇〇に係る事業場名、所在地、排

出水量（通常）、号番号 

環境部 

環境保全課 

全部公開 

102 H30.8.28 

古墳名「弘法山古墳」を決定するま

での手続き書類その他文献のすべ

て、「ふるさと中山縄文のむかしか

ら」の口絵写真（昭和２３年の中山

地区航空写真）のネガ等鮮明な写真 

教育委員会 

文化財課 

不存在 

103 H30.8.29 

松本市大字島内〇〇〇－〇の木造家

屋に係る家屋計算書、家屋評価表及

び図面 

財政部 

資産税課 

全部公開 

104 H30.8.29 

平成１３年度から平成１４年度に国

土交通省住宅整備局から得ている松

本市営住宅駅北団地建設に係る国庫

補助金の交付金額を示す書類 

建設部 

住宅課 

全部公開 

105 H30.8.31 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の第

４４期事業報告書 

政策部 

広報課 

全部公開 

106 H30.9.6 

昭和５０年３月３１日に売買があっ

た松本市筑摩〇丁目〇〇〇〇－〇〇

の所有者〇〇〇〇との売買契約書 

財政部 

契約管財課 

部分公開 

107 H30.9.12 

平成３０年９月５日入札の松本市消

防団第１５分団本部詰所新築工事地

質調査業務委託に係る金入実施設計

書 

危機管理部 

消防防災課 

全部公開 

108 H30.9.12 

平成３０年９月５日入札の松本市消

防団第４１分団本部詰所新築工事地

質調査業務委託に係る金入実施設計

書 

危機管理部 

消防防災課 

全部公開 

109 H30.9.12 

平成３０年９月５日入札の松本市消

防団第４２分団本部詰所新築工事地

質調査業務委託に係る金入実施設計

書 

危機管理部 

消防防災課 

全部公開 

110 H30.9.12 
指定番号〇〇〇〇号の道路位置指定

書の申請書及び図面 

建設部 

建築指導課 

部分公開 

111 H30.9.21 
平成５年度公共下水道平瀬枝線その

２工事の変更図面 

上下水道局 

下水道課 

部分公開 

112 H30.9.25 

松本市開智〇丁目〇〇〇－〇、４の

土地の境界立会記録（確定図及び報

告書） 

建設部 

維持課 

部分公開 

113 H30.9.26 
寿北〇丁目〇〇〇〇－〇〇周辺の航

空写真、地番図との重ね図 

財政部 

資産税課 

全部公開 



114 H30.9.27 

市長が平成２９年５月２９日に行っ

た定例記者会見で発言した「信州大

学のリモートセンシングといって衛

星画像を使ってチェックしたとこ

ろ、効果があると出ているので、現

時点ではこの方法しかないというこ

とです。」の「信州大学のリモートセ

ンシングによる衛星画像」、「効果が

あると出ている」ことを示す資料 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

115 H30.9.27 

平成２５年から平成３０年に四賀地

区（藤池、穴沢、反町、反町・刈谷

原町）で実施した無人ヘリによる薬

剤空中散布によってもたらされた松

枯れ防止上の効果について県に提出

した書類 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

不存在 

116 H30.9.27 

平成３０年６月及び７月に四賀地区

（藤池、穴沢、反町、反町・刈谷原

町）で実施した無人ヘリによる薬剤

空中散布の各散布場所の地番、面積、

所有者が示されている資料 

農林部 

耕地林務課 

不存在 

117 H30.9.27 

平成２５年から平成３０年に四賀地

区（藤池、穴沢、反町、反町・刈谷

原町）で実施した無人ヘリによる薬

剤空中散布の散布事業者及び市と散

布業者との間でなされた委託契約、

散布業者に支払われた散布代金等分

かる資料 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

118 H30.9.27 

市が平成３０年６月及び７月に里山

辺地区（上金井、林）で実施した無

人ヘリによる薬剤空中散布の各散布

場所の地番、面積、所有者が示され

ている資料 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

部分公開 

119 H30.9.27 

平成２５年から平成３０年に四賀地

区（藤池、穴沢、反町、反町・刈谷

原町）で実施した無人ヘリによる薬

剤空中散布について国及び県から交

付を受けた各年度の補助金及びその

交付を受けるため県に提出した資料 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

120 H30.9.28 

平成１５年４月から供給開始した市

営住宅松本駅北団地の引き渡し（請

負業者からの）時の水道管凍結防止

ヒーターに関して施工業者と点検・

確認をしたか否かの記録文書 

建設部 

住宅課 

不存在 



121 H30.9.28 

旧松本市民会館が松本市民芸術館に

改築される際に作成された計画書や

提言書、協議機関の議事録 

文化スポーツ部 

文化振興課 

全部公開 

部分公開 

122 H30.10.1 

松本市横田〇－〇－〇〇〇にて〇〇

〇〇立会のもとで松本市役所職員に

よる８０の質問による認知検査が行

われた書類の照会登録番号 

健康福祉部 

高齢福祉課 

部分公開 

123 H30.10.2 

平成３０年９月１９日入札の土手小

路土質調査業務委託に係る金入実施

設計書 

建設部 

都市政策課 

全部公開 

124 H30.10.2 

平成３０年度都市計画道路出川浅間

線地質調査業務委託に係る金入実施

設計書 

建設部 

建設課 

全部公開 

125 H30.10.3 

市が平成２５年から平成３０年の６

年間、四賀地区（藤池、穴沢、反町、

反町・刈谷原）で実施した無人ヘリ

による薬剤散布について、市と散布

業者との委託契約に基づき空中散布

を実施した散布業者が、散布終了後

に市に提出した各年度の完了届、及

び完了届に添付されている資料一切 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

126 H30.10.4 

松本市教育文化センタープラネタリ

ウム投影機器賃貸借に係るプロポー

ザルの選定結果（得点）のうち、審

査結果表の各選定委員の評価項目に

よる詳細な配点と各社の得点、見積

額の価格評価得点、技術評価点の各

選定委員の配点 

教育部 

教育文化センター 

全部公開 

127 H30.10.9 

平成２年度奈良井川左岸汚水幹線島

立その９工事及びその２工事のう

ち、それぞれの地質ボーリング柱状

図とその位置 

上下水道局 

下水道課 

部分公開 

128 H30.10.15 

①平成１６年５月１４日に実施され

た境界立会の報告書、実測図。②平

成２４年１１月に実施された境界立

会の報告書、実測図 

建設部 

維持課 

部分公開 

129 H30.10.15 

①住居番号申請受付簿（平成３０年

７月１日から平成３０年９月３０日

の間に住居番号が付定されたもの）

②住居台帳（平成３０年７月１日か

ら平成３０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 



130 H30.10.16 

市長が平成２９年５月２９日に行っ

た定例記者会見で発言した「信州大

学のリモートセンシングといって衛

星画像を使ってチェックしたとこ

ろ、効果があると出ているので、現

時点ではこの方法しかないというこ

とです。」の「信州大学のリモートセ

ンシングによる衛星画像」並びに「効

果があると出ている」ことを示す資

料（信州大学のリモートセンシング

による衛星画像であって、〇〇〇の

ものではない） 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

131 H30.10.16 

松本市渚３丁目３０６－６、３０６

－７、３０６－８、３０６－９、  

３４５－１、３４５－２、３４５－

４、３４５－６、３４６－１、   

３４８－２の土地に関する下水道管

埋設承諾書の写し 

上下水道局 

下水道課 

部分公開 

132 H30.10.17 

市営葬祭センターの直近の指定管理

者公募時における以下の書類①応募

者からの質問と回答②公募に参加し

た〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇を除く全団体の事業計画書及び

収支計画書③選定基準、選定時の評

価表 

環境部 

環境保全課 

部分公開 

133 H30.10.17 

市営葬祭センターの直近の指定管理

者公募時における以下の書類①応募

者からの質問と回答②公募に参加し

た〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇を除く全団体の事業計画書及び

収支計画書③選定基準、選定時の評

価表 

総務部 

行政管理課 

部分公開 

134 H30.10.17 

松本市深志〇丁目〇〇〇番、〇〇〇

番の道路と民有地との敷地確定の有

無、確定済の場合は土地境界図の写

し 

建設部 

維持課 

部分公開 

135 H30.10.19 

①古墳名「弘法山古墳」の名称につ

いて検討した経過を示す文書、②「弘

法山古墳」が国史跡の名称と決定し

たことを示す文書 

教育委員会 

文化財課 

全部公開 

不存在 

136 H30.10.22 

指定番号〇〇〇〇号の道路位置指定

書の申請書及び図面 

建設部 

建築指導課 

部分公開 



137 H30.10.23 

旧制高等学校記念館について、台風

２１号による倒木、落下枝等により

与えた重要文化財破損他の修理に要

した費用の額（部所、対象被害につ

いて） 

教育委員会 

旧制高等学校記念館 

不存在 

138 H30.10.23 

あがたの森文化会館について、台風

２１号による倒木、落下枝等により

与えた重要文化財破損他の修理に要

した費用の額（部所、対象被害につ

いて） 

教育委員会 

あがたの森文化会館 

全部公開 

139 H30.10.23 

あがたの森公園について、台風２１

号による倒木、落下枝等により与え

た重要文化財破損他の修理に要した

費用の額（部所、対象被害について） 

建設部 

公園緑地課 

全部公開 

140 H30.10.24 
松本市大字新村〇〇〇番地〇周辺の

航空写真 

財政部 

資産税課 

全部公開 

141 H30.11.1 
平成３０年度上水道工事積算 水道

工事積算 単価コード一覧表 

上下水道局 

上水道課 

部分公開 

142 H30.11.2 

平成２５年度及び平成２８年度に実

施した松本市食品ロス調査業務委託

に係る公文書のうち成果に係る部分 

環境部 

環境政策課 

全部公開 

143 H30.11.5 
松本市景観審議会構成組織員、選出

方法及び選出規定 

建設部 

都市政策課 

全部公開 

144 H30.11.7 

①「弘法山古墳」の改称の可否を決

定した資料一切②手続きの引継ぎに

関する資料一切 

教育委員会 

文化財課 

不存在 

145 H30.11.13 

平成８年７月１６日に実施された県

〇丁目〇〇〇〇－〇及び平成１５年

６月１１日に実施された県〇丁目 

〇〇〇〇－〇〇の境界立会における

成果図面、報告書 

建設部 

維持課 

部分公開 

146 H30.11.14 
〇〇〇〇〇〇〇の新規商品に対して

補助金申請をした書類一式 

商工観光部 

商工課 

部分公開 

147 H30.11.15 

平成３０年１１月９日入札の松本市

鎌田地区福祉ひろば増築工事地質調

査業務委託に係る金入実施設計書 

健康福祉部 

福祉計画課 

全部公開 

148 H30.11.15 

平成３０年１１月９日入札の松本市

立開智小学校プール改築工事地質調

査業務委託に係る金入実施設計書 

教育委員会 

学校教育課 

全部公開 

149 H30.11.26 

平成２９年１２月２１日から平成 

３０年１１月２２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）の入札経過書 

上下水道局 

総務課 

全部公開 



150 H30.11.26 

平成２９年１２月２１日から平成 

３０年１１月２２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）の入札経過書 

財政部 

契約管財課 

全部公開 

151 H30.11.27 
入山辺〇〇〇〇番地付近の航空写真

（カラー）地番図の重ね図 

財政部 

資産税課 

全部公開 

152 H30.11.28 

白板〇－〇〇〇、村井町南〇－  

〇 〇 〇 〇 － 〇 、 村 井 町 南 〇 －   

〇 〇 〇 〇 － 〇 、 村 井 町 南 〇 －   

〇〇〇〇－〇に係る家屋の再建築費

評点数計算書、基準年度別計算書 

財政部 

資産税課 

全部公開 

不存在 

153 H30.11.29 
１月に生活保護窓口に設置予定の防

犯カメラに関するすべての公文書 

財政部 

契約管財課 

部分公開 

154 H30.11.30 

平成３０年度の松くい虫対策空中散

布の効果に関する資料（枯損木調査

を含む。）一切 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

155 H30.11.30 

平成３１年度の松枯れ対策としての

ネオニコチノイド殺虫剤空中散布に

関し、耕地林務課が予算要求してい

る資料一切 

農林部 

耕地林務課 

非公開 

156 H30.11.30 
平成９年に実施した松本市大字入山

辺〇〇〇〇－〇の境界立会結果一式 

建設部 

維持課 

部分公開 

157 H30.12.3 

平成２９年１２月１日から平成３０

年１１月３０日までに〇〇〇〇組合

員が提出した中山霊園工事における

工事完了届（霊園使用者に係る部分

を除く） 

環境部 

環境保全課 

全部公開 

158 H30.12.6 

大手２丁目２５０－３２先のテレビ

松本所有エディスタルボックスの市

道占有許可に係る書類 

建設部 

維持課 

全部公開 

159 H30.12.10 

平成３０年度に実施された四賀地区

における薬剤空中散布に関して、市

が県及び国に対し申請した補助金交

付に関する書類一切 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

160 H30.12.11 

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事務

局の業務に市の職員が従事できる根

拠となりうる職務専念義務免除に関

する届出書類（添付書類、許可証等

を含む。）の直近の５年分すべて 

総務部 

職員課 

全部公開 



161 H30.12.11 

松本城南・西外堀復元事業に係る市

における①土地収用の際に土地の売

主との間に交わした土地売買契約書

及びそれらに関係する添付書類、覚

書、念書を含む関連資料の一切。②

売主の氏名等が特定できるもの、契

約内容の分かるもの全て③鉛が検出

された地点の土地を含む任意の箇所

の売買契約書のうち、契約内容変更

前の契約書、変更後の契約書 

建設部 

城下町整備本部 

部分公開 

162 H30.12.11 

昭和４９年２月２７日指定、指定番

号〇〇〇番の位置指定道路の平面図

の写し 

建設部 

建築指導課 

部分公開 

163 H30.12.12 

住居表示台帳における下記区域の写

し。寿台３丁目１街区から１２街区

まで 

総務部 

市民課 

全部公開 

164 H30.12.14 

防犯カメラの設置について①市役所

内の事件発生から９月定例会までに

誰がどのように検討したか分かる文

書、②防犯カメラ設置中止を求めて

いる方々すべてとの面談内容の分か

る要望書 

財政部 

契約管財課 

部分公開 

165 H30.12.18 

四賀地区で実施された松枯れ防止策

としての薬剤空中散布の松枯れ防止

上の効果検証（平成３０年度分）に

関する書類一切 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

166 H30.12.20 

平成１９年３月６日付け市道占用許

可書（控）の占用期間満了に係る更

新の書類 

建設部 

維持課 

全部公開 

167 H30.12.26 

税務代理権限証書のうち、１２～ 

１７までの分の再建築費評点計算

書、基準年度別計算書 

財政部 

資産税課 

全部公開 

不存在 

168 H30.12.27 

平成１７年度に笹部〇丁目〇〇〇－

〇〇で行われた境界立会の図面、報

告書 

建設部 

維持課 

部分公開 

169 H31.1.4 

松くい虫防除（無人ヘリ薬剤散布）

の効果検証調査のうち平成３０年度

実施分の取りまとめ表 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

170 H31.1.4 

〇〇〇〇〇〇〇の固定資産税の高裁

判決にて上告をあきらめた理由の分

かる書類一式 

財政部 

資産税課 

全部公開 

171 H31.1.11 
指定番号〇〇〇〇号の道路位置指定

書の図面 

建設部 

建築指導課 

部分公開 



172 H31.1.15 

税務代理権限証書のうち、１８～ 

２９までの分の再建築費評点計算

書、基準年度別計算書 

財政部 

資産税課 

全部公開 

不存在 

173 H31.1.23 

平成３０年１２月２０日に行われた

神林〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇〇の水

道メーター取替に係る書類一式 

上下水道局 

営業課 

部分公開 

174 H31.1.23 

松本市大字神林〇〇〇〇－〇、松本

市大字神林〇〇〇〇－〇における給

水装置工事排水設備等工事計画確認

申請書一式及び完了届兼検査書一式 

上下水道局 

営業課 

部分公開 

175 H31.1.29 

２００７年から直近までの決算統

計、財政健全化法に基づく総括表、

地方交付税算定台帳 

財政部 

財政課 

全部公開 

176 H31.1.31 

平成２９年度松くい虫被害状況調査

業務委託の報告書及び散布地域の林

小班における枯損木状況調査データ

並びに平成３０年４月１８日の市議

会経済地域委員協議会で示された薬

剤散布に効果があるとされた報告に

対する根拠となるデータ 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

177 H31.2.7 

松本市双葉〇〇〇番〇、〇〇〇番 

〇〇、〇〇〇番〇〇～〇〇、〇〇〇

番〇、〇〇〇番〇〇、〇〇〇番〇〇

及び松本市芳野〇〇番〇〇、〇〇番

〇〇、〇〇〇番〇〇、〇〇〇〇番  

〇〇と官との確定図 

建設部 

維持課 

取下げ 

178 H31.2.8 

住居表示台帳における下記区域の写

し。村井町南２丁目２街区から６街

区まで 

総務部 

市民課 

部分公開 

179 H31.2.12 

平成３１年松本市自動販売機入札の

うち、①年額貸付料の次点の金額、

②入札参加全業者名（７社） 

財政部 

契約管財課 

部分公開 

180 H31.2.13 

住居表示台帳における下記区域の写

し。松本市旭２丁目１１街区、浅間

温泉１丁目８街区、１１街区、井川

城２丁目４街区、出川町２１街区、

笹部３丁目１２街区、城西１丁目６

街区、庄内２丁目６街区、７街区、

白板２丁目２街区、本庄２丁目１１

街区、村井町南４丁目２街区 

総務部 

市民課 

部分公開 

181 H31.2.15 

平成３０年１０月２３日入札の市道

１２２３号線他６路線開削調査等業

務委託に係る金入実施設計書 

建設部 

維持課 

全部公開 



182 H31.2.15 

平成３１年 1 月２１日入札の平成 

３０年度丸の内排水区雨水管渠整備

に伴う地質調査業務委託に係る金入

実施設計書 

建設部 

建設課 

全部公開 

183 H31.2.18 

①住居番号申請受付簿（平成３０年

１０月１日から平成３０年１２月 

３１日の間に住居番号が付定された

もの）②住居台帳（平成３０年１０

月１日から平成３０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 

184 H31.2.19 

平成３１年２月５日午前１０時から

行われた上下水道局、〇〇〇〇〇〇

〇〇〇及び〇〇〇との会議における

議事録一式 

上下水道局 

営業課 

全部公開 

185 H31.2.20 

平成２５年度史跡松本城（内堀）保

存整備事業たい積物除去（しゅんせ

つ）工事における汚染土壌処分費の

分かる書類一切 

教育委員会 

松本城管理事務所 

全部公開 

部分公開 

186 H31.2.21 

松本市巾上〇〇〇番〇を昭和２６年

１１月２８日に〇〇〇番〇、〇〇〇

番〇に分筆する際に、法務局から送

付された分筆申告書の副本とその添

付書類一式、その他本件に関する文

書 

財政部 

資産税課 

不存在 

187 H31.2.28 
建築基準法４２条第１号第４号道路

の道路図面 

建設部 

建築指導課 

部分公開 

188 H31.3.7 

平成３１年４月１日から県住宅供給

公社との間でスタートする管理代行

の契約書の準備された契約金額、代

行する事柄を示す文書 

建設部 

住宅課 

不存在 

189 H31.3.12 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の第

４４期事業報告書 

政策部 

広報課 

全部公開 

190 H31.3.14 

平成３０年３月県松くい虫被害対策

協議会に係る関係資料の提出につい

て（照会）に対する回答のうち、平

成３１年度無人ヘリ散布箇所の計画

位置図 

農林部 

耕地林務課 

全部公開 

191 H31.3.25 

住居表示台帳における下記区域の写

し。征矢野２丁目５街区、野溝木工

２丁目７街区、寿北６丁目２７街区 

総務部 

市民課 

部分公開 

192 H31.3.26 
平成３０年度上水道の基礎単価一覧

表と施工単価一覧表 

上下水道局 

上水道課 

取下げ 

 

 



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３１年３月３１日現在) 

実施機関 
平成 29年度

末登録件数 
平 成 ３ ０ 年 度 内 

登録件数 
登録件数 変更件数 廃止件数 

市    長 547 件 2 件 7 件 0 件 549 件 

教 育 委 員 会 91 0 0 1 90 

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 10 0 0 0 10 

固定資産評価審査委員会 1 0 0 0 1 

議    会 8 0 0 0 8 

合    計 675 2 7 1 676 

 

⑵ 開示請求件数及び処理内訳      （平成３０年４月１日～平成３１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 72 件 562 件 448 件 109 件 0 件 0 件 5 件 0 件 

教育委員会 1  1  0  0  0  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  0  1  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 74 564  448  110  0 0 6  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 H30.4.10 
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 

2 H30.4.11 
平成２５年４月以降の女性センター相

談室予約簿兼実施記録簿 

総務部 

人権・男女共生課 

部分開示 

3 H30.4.12 
被後見人・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 

4 H30.4.23 

故〇〇〇に係る平成２９年８月１８日

から１０月２１日までの印鑑登録証明

書交付申請書の写し 

総務部 

市民課 

不存在 

5 H30.4.24 

平成２９年４月２１日から平成３０年

４月１８日までの印鑑登録廃止申請書、

証明書交付申請書及び印鑑登録（廃止）

申請書 

総務部 

市民課 

開示 

6 H30.5.21 
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 

7 H30.5.21 
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 

8 H30.5.23 
平成３０年５月１８日に交付された住

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 

9 H30.5.25 

松本市桐〇丁目〇〇〇〇、家屋番号  

〇〇〇〇に係る非木造再建築費評点計

算書 

財政部 

資産税課 

開示 

10 H30.5.28 

平成３０年５月１０日に交付された除

籍謄本証明書等の交付申請書及び委任

状 

総務部 

市民課 

部分開示 

11 H30.5.30 
平成３０年５月１６日に交付された住

民票証明書の交付申請書及び委任状 

総務部 

市民課 

部分開示 

12 H30.6.14 
平成３０年６月６日に交付された戸籍

謄本等交付申請書及び委任状等 

総務部 

市民課 

部分開示 

13 H30.6.19 
平成３０年６月８日に交付された戸籍

謄本等交付申請書及び委任状等 

総務部 

市民課 

部分開示 

14 H30.6.26 

平成２７年４月１日から平成３０年６

月２５日までに交付された印鑑登録証

明の交付履歴が分かるもの 

総務部 

市民課 

開示 

15 H30.7.3 
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 

16 H30.7.9 

平成２９年２月１０日に行われた和田

〇〇〇〇－〇の土地に関する境界立会

記録 

建設部 

維持課 

部分開示 



17 H30.7.9 
平成３０年７月５日に交付された住民

票等の交付申請書及び委任状 

総務部 

市民課 

部分開示 

18 H30.7.11 
平成３０年度松本市職員採用資格試験

第１次試験の結果 

総務部 

職員課 

開示 

19 H30.7.12 
平成１６年５月１１日に行われた〇〇

〇〇の土地に関する境界立会記録 

建設部 

維持課 

部分開示 

20 H30.7.13 
印鑑登録カードの再発行の日付が分か

る書類 

総務部 

市民課 

開示 

21 H30.7.19 
平成３０年度松本市職員採用資格試験

第１次試験の結果 

総務部 

職員課 

開示 

22 H30.7.20 
平成３０年７月１８日に交付された住

民票の交付申請書及び委任状等 

総務部 

市民課 

部分開示 

23 H30.8.6 
平成３０年７月３０日に交付された戸

籍証明書等交付申請書及び委任状 

総務部 

市民課 

部分開示 

24 H30.8.8 

①５月２日に登録申請した印鑑登録申

請書、印鑑登録廃止申請書、その他関係

書類の申請した場所と時間が分かるも

の、②印鑑登録証明書の履歴一覧 

総務部 

市民課 

開示 

25 H30.8.13 
平成２９年１１月下旬頃に交付された

住民票交付申請書及び委任状 

総務部 

市民課 

不存在 

26 H30.8.13 
平成３０年７月１１日に交付された住

民票証明書等の交付申請書及び委任状 

総務部 

市民課 

部分開示 

27 H30.8.16 

平成○○年○月○日付住民監査請求に

伴い提出した書類一式及び同年○○月

○○日付住民監査請求に伴い提出した

書類一式 

監査事務局 部分開示 

28 H30.8.23 

平成〇〇年〇月〇〇日の教育相談で実

施した絵画語彙発達検査及びＳ－Ｍ社

会生活能力検査の結果 

こども部 

こども福祉課 

開示 

29 H30.8.24 
平成○○年○月○日に提出した審査請

求書（添付書類を含む） 

財政部 

財政課 

開示 

30 H30.8.24 

平成３０年度松本市職員採用資格試験

第１次試験の結果及び平成３０年１０

月採用松本市職員採用資格試験１次試

験の結果 

総務部 

職員課 

開示 

31 H30.8.30 
〇〇〇〇〇氏が所有している土地に関

して市が貸している相手方との契約書 

農林部 

農政課 

開示 

32 H30.9.5 

平成３０年１０月採用松本市職員採用

資格試験及び平成３０年度松本市職員

採用資格試験の結果（第１次、第２次試

験分） 

総務部 

職員課 

開示 



33 H30.9.7 

平成３０年度松本市職員採用資格試験

（大学卒業程度）の第１次から第３次ま

での試験の結果、平成３０年１０月採用

松本市職員採用資格試験（大学卒業程

度）第１次、第２次の試験の結果 

総務部 

職員課 

開示 

34 H30.9.10 

①平成２４年１０月１７日１９時から

開催された〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇研究会との覚書に関する会議録にお

ける○○○○の発言②平成２４年１１

月２８日に行われた同研究会との懇談

会記録における○○○○の発言 

建設部 

城下町整備本部 

開示 

35 H30.9.13 

平成３０年度松本市職員採用資格試験

（大学卒業程度）の第１次から第３次ま

での試験の結果 

総務部 

職員課 

開示 

36 H30.9.18 

平成３０年度松本市職員採用資格試験

（大学卒業程度）の第１次から第３次ま

での試験の結果 

総務部 

職員課 

開示 

37 H30.9.18 

平成３０年度松本市職員採用資格試験

（大学卒業程度）の第１次から第３次ま

での試験の結果 

総務部 

職員課 

開示 

38 H30.9.18 
平成３０年度松本市職員採用資格試験

（大学卒業程度）の第３次試験の結果 

総務部 

職員課 

開示 

39 H30.10.2 
被後見人・○○○○○○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 

40 H30.10.2 

平成○○年○月○○日付け申立書に係

る資産税課の回答文書及び回答文の依

頼文 

財政部 

資産税課 

開示 

41 H30.10.4 

平成２３年８月１１日から平成３０年

９月２１日までの生活保護ケース記録

表 

健康福祉部 

生活保護課 

部分開示 

42 H30.10.5 
被後見人・○○○○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 

43 H30.10.5 

平成３０年６月２６日に提出した子・○

○○○の特別児童扶養手当再認定申請

書に添付した診断書 

こども部 

こども福祉課 

開示 

44 H30.10.12 

平成３０年１０月採用松本市職員採用

資格試験（大学卒業程度）の第１次及び

第２次試験の結果 

総務部 

職員課 

開示 

45 H30.10.25 
被後見人・○○○○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 

46 H30.11.8 
印鑑登録申請をした申請書 総務部 

市民課 

開示 



47 H30.11.12 
平成３０年１１月２日に交付された住

民票証明書等の交付申請書及び委任状 

総務部 

市民課 

部分開示 

48 H30.11.12 
平成２５年９月以降に提出された弁護

士、司法書士等からの職務上請求書 

総務部 

市民課 

部分開示 

49 H30.11.14 
児童手当からの保育料徴収に関する届

出書 

こども部 

保育課 

開示 

50 H30.11.15 

介護認定申請の際提出された診断書（介

護認定が認められた当初以降のものす

べて）、介護認定調査の際立ち会った者、

立会場所、申請手続きと申請者の情報 

健康福祉部 

高齢福祉課 

開示 

51 H30.11.19 

平成２７年度、平成３０年度及び平成 

３０年１０月採用の松本市職員採用資

格試験（大学卒業程度）の第１次、第２

次試験の結果 

総務部 

職員課 

開示 

52 H30.11.19 

平成２８年度及び平成２９年度の松本

市職員採用資格試験（大学卒業程度）の

第１次試験の結果 

総務部 

職員課 

開示 

53 H30.11.22 
平成３０年 1 月からの住民票、印鑑証明

等の交付履歴 

総務部 

市民課 

開示 

54 H30.11.26 

平成３０年１１月２３日から２６日ま

でに交付された住民票と戸籍証明書の

交付申請書と交付履歴 

総務部 

市民課 

不存在 

55 H30.12.11 
被後見人・○○○○○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 

56 H30.12.17 
故○○○○に係る平成２７年７月２３

日付け介護保険負担限度額認定申請書 

健康福祉部 

高齢福祉課 

開示 

57 H30.12.19 

平成３０年１１月２６日から平成３０

年１２月１９日までに交付された住民

票の交付履歴と交付申請書の写し 

総務部 

市民課 

開示 

58 H31.1.7 

平成２９年９月から平成３１年１月７

日までに交付された印鑑証明書の発行

履歴と交付申請書の写し 

総務部 

市民課 

開示 

59 H31.1.8 
被後見人・○○○○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 

60 H31.1.25 
被後見人・○○○○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 

61 H31.1.29 

平成２９年３月１日から平成３０年 

１２月３１日までに第３者が請求した

戸籍謄本証明書等及び戸籍抄本証明書

等の交付申請書及び委任状 

総務部 

市民課 

不存在 

62 H31.1.29 

平成２９年３月１日から平成３０年 

１２月３１日までに第３者が請求した

戸籍謄本証明書等及び戸籍抄本証明書

等の交付申請書及び委任状 

総務部 

市民課 

部分開示 



63 H31.1.31 
診療報酬明細書（レセプト）等、調剤等、

その他保管のある附属の書類すべて 

健康福祉部 

保険課 

開示 

65 H31.2.4 
巾上○○○－○に係る物件の家屋図 財政部 

資産税課 

開示 

64 H31.2.4 
○○○○の世帯分離の異動届 総務部 

市民課 

開示 

66 H31.2.8 

平成３０年３月から平成３１年２月７

日までに交付された印鑑証明書の交付

申請書及び発行履歴 

総務部 

市民課 

開示 

67 H31.2.12 

平成２１年４月２７日付け建築確認及

び平成２１年９月１７日付け建築完了

検査に係る文書 

建設部 

建築指導課 

部分開示 

68 H31.2.20 

平成３０年８月から平成３１年２月ま

でに交付された戸籍謄抄本証明書等の

交付申請書及び委任状 

総務部 

市民課 

不存在 

69 H31.2.22 
平成３１年１月３０日に交付された住

民票の申請書及び委任状 

総務部 

市民課 

部分開示 

70 H31.2.28 
○○○○と○○○○の子育てに関する

母からの相談内容と市側の対応 

健康福祉部 

健康づくり課 

開示 

71 H31.3.1 
障害者手帳取得に係る一切の文書 健康福祉部 

障害福祉課 

開示 

72 H31.3.4 
平成３１年２月２５日に交付された住

民票証明書等の交付申請書及び委任状 

総務部 

市民課 

部分開示 

73 H31.3.5 
被後見人・○○○○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 

74 H31.3.14 
平成○○年○月○○日松本市図書館に

おける和解の会議の議事録 

教育委員会 

中央図書館 

不存在 

 


