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市勢の推移
年月日 記事

令和３年
４月１日～

中核市に移行
中核市移行に伴い、長野県松本合同庁舎１階に松本市保健所を設置、島内に松本市食肉
衛生検査所を設置
地域づくりセンター強化モデル事業を庄内、島内、芳川、四賀の４地区で開始

６月17日～22日 第７回　信州・まつもと大歌舞伎の開催
７月13日 「株式会社クラダシ」と食品ロス削減に向けた連携協定の締結
８月１日 松本駅お城口広場自転車駐車場リニューアルオープン
８月15日 第 26 回松本市平和祈念式典の開催
８月21日～９月６日「2021 セイジ・オザワ 松本フェスティバル」の開催
10月21日 松本市における食を通じた健康増進と地域活性化に関する包括連携協定を森永乳業株式

会社と締結
10月31日 松本市波田中央保育園・松本市波田児童センター放課後児童クラブ室竣工式
12月17日～
　令和４年３月31日

原油価格の高騰による経済的負担の軽減のため、松本市灯油購入費等給付金の支給

令和４年
２月20日

未来へつなぐ　私たちのまちづくりの集いの開催
～第 37 回公民館研究集会 令和３年度地域づくり市民活動研究集会～

２月21日 松本平ゼロカーボン・コンソーシアムの設立
３月９日 松本市立病院フレイル外来開設
３月11日 松本市美術館大規模改修工事竣工
３月24日 松本市里山辺公民館　竣工式

新型コロナウイルス感染症に係る松本市の対応
年月日 記事

令和３年
４月１日

24 時間対応「新型コロナウイルス感染症受診相談センター運営」開始
新型コロナウイルス感染症外来・検査センターを長野県と共同設置

４月22日～６月19日 高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症の自主検査費用を助成
４月28日 市内の高齢者福祉施設のコロナウイルスワクチン初回接種開始
５月８日 市が運営する集団接種会場（市内保健センター３か所・アルピコプラザ）でコロナウイ

ルスワクチン接種開始
５月13日～ 生理用品の無償配布（市内 5か所の窓口）
７月３日～７月18日　キャッシュレス決済ポイント還元第 3弾の実施
８月５日～10月12日 高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症の自主検査費用を助成
９月10日 松本市立病院にて、日帰り入院病床６床を開設。既存の受入病床数 37 床と合わせ、県内

医療機関最大の 43 床を確保
９月11日～10月17日 学校の教職員を対象とした職域接種の実施（１回目、２回目の接種）
10月１日～
　令和４年２月15日

市があっせんする売上高減少等が融資条件となっている制度資金を利用している事業者
に対して松本市新型コロナウイルス対策中小企業等特別応援金を支給

12月１日 ２回目接種から６か月経過した医療従事者から追加（３回目）接種開始
10月12日～12月15日 松本市新型コロナウイルスワクチン職域接種事務費補助金を支給
12月６日 松本市議会からの緊急要望を受け、庁舎入口に据置型非接触型体温計の設置等、庁内の

感染防止対策を強化
令和４年
１月９日

令和４年松本市成人式を２部制への変更、感染予防チェックシート・証明書の受付提示
等の対策を講じ実施

１月13日～３月31日 高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症の自主検査費用を助成
２月２日～ 住民税非課税世等に対する臨時特別給付金を支給
３月１日～ 事業者の事業継続及び回復を支援する国の事業復活支援金受給事業者に対して、松本市

第６波対応事業者特別支援金を支給
３月21日 松本市立病院にて、治療効果が期待される、経口治療薬パキロビットパックの使用を早期に開始
３月22日 満５歳～ 11 歳の小児ワクチン接種開始
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市政の目標と重点施策

１　基本構想２０３０の概要
　⑴　キャッチフレーズ
　　　豊かさと幸せに 挑み続ける 三ガク都
　⑵　基本理念 
　　　岳　自然豊かな環境に感謝し
　　　楽　文化・芸術を楽しみ
　　　学　共に生涯学び続ける
　　　ことにより、三ガク都に象徴される松本らしさを「シンカ」（進化・深化）させる
　⑶　行動目標
　　　みとめる ……… 自分らしく生き、支え合う
　　　まなぶ　 ……… 共にはぐくみ、学ぶ
　　　いかす　 ……… 自然・歴史・文化の恵みを受け継ぎ、磨く
　　　つなぐ　 ……… 人・街・自然をつなぎ直し、未来に贈る
　　　いどむ　 ……… 新たな価値を創造し、常に進化する

２　第 11次基本計画の概要
　 　基本構想 2030 に掲げる基本理念の下、前期計画として、この５年で「何のために何をする」のかを示す計
画としています。
⑴　「何のために」・・・第 11次基本計画の目的
　　ア　一人ひとりが豊かさと幸せを実感できるまちをつくる。
　　イ　松本の地域特性を活かした循環型社会を実現する。　　
　　ウ　三ガク都に象徴される松本らしさを「シンカ」させる。
　　エ　市民の具体的な行動（アクション）を支える。
⑵　「何をする」・・・政策の方向性と重点戦略及び基本施策
　　ア　政策の方向性
　　　ア　まちの土台になる「安全・安心」のシンカ
　　　イ  まちの主役になる「ひと・地域」のシンカ
　　　ウ  まちの豊かさになる「価値・魅力」のシンカ
　　イ　重点戦略　
　　　「ゼロカーボン」、「ＤＸ・デジタル化」
　　ウ　基本施策（７分野・４７施策）
　　　　 こども・若者・教育、健康・医療・福祉、住民自治・共生、都市基盤・危機管理、環境・エネルギー、

経済・産業、文化・観光
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議会主要議決事件
　令和３年松本市議会第１回臨時会　　　令和３年５月 18 日（会期１日間）

件　　　　　名 概　　　　　　　　　　要
工事請負契約の締結について（松本市
移動系防災行政無線システム整備工
事）

移動系防災行政無線システムを整備
　請負金額　　　２億 4,750 万円
　請 負 人　　　㈱日立国際電気長野営業所

工事請負契約の締結について（松本市
総合体育館空調設備改修工事）

総合体育館の空調設備を改修
　請負金額　　　２億 8,600 万円
　請 負 人　　　㈱大和ホーム工業

市有財産の取得について（松本都市計
画道路３・２・12 号内環状北線整備事
業用地）

松本都市計画道路３・２・12 号内環状北線整備事業用地として大
手３丁目地籍の土地を取得
　取得面積　　　0.02㎡
　取得金額　　　1,606 円
　相 手 方　　　松本斉産土地㈱　外１人

市有財産の取得について（松本城南・
西外堀復元事業用地）

松本城南・西外堀復元事業用地として大手３丁目及び城西２丁目地
籍の土地を取得
　取得面積　　　288.51㎡
　取得金額　　　2,213 万 1,021 円
　相 手 方　　　松本斉産土地㈱　外３人

松本市市税条例等の一部を改正する条
例について（専決報告）

地方税法の改正に伴う個人市民税の住宅借入金等特別税額控除の
特例の延長、土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置
の延長、軽自動車税（種別割）のグリーン化特例の見直し等

監査委員の選任について 監査委員として上條俊道氏を選任することに同意

　令和３年松本市議会６月定例会　　　令和３年６月７日から令和３年６月 24 日まで（会期 18 日間）
件　　　　　名 概　　　　　　　　　　要

松本市市税条例の一部を改正する条例 地方税法等の改正に伴う個人の市民税の非課税の範囲の見直し等
松本市固定資産評価審査委員会条例の
一部を改正する条例

所得税法等の改正に準じた押印に係る規定の見直し

松本市指定障害福祉サービスの事業等
の人員、設備及び運営の基準等を定め
る条例の一部を改正する条例

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す
る基準の改正に伴う電磁的記録等に係る規定の追加、用語の整理

松本市障害福祉サービス事業の設備及
び運営の基準を定める条例の一部を改
正する条例

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に
基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準の改正
に伴う電磁的記録等に係る規定の追加

松本市指定障害者支援施設等の人員、
設備及び運営の基準等を定める条例の
一部を改正する条例

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準の
改正に伴う電磁的記録等に係る規定の追加

松本市障害者支援施設の設備及び運営
の基準を定める条例の一部を改正する
条例

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に
基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準の改正に伴う
電磁的記録等に係る規定の追加

松本市地域活動支援センターの設備及
び運営の基準を定める条例の一部を改
正する条例

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に
基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準の改正
に伴う電磁的記録等に係る規定の追加

松本市福祉ホームの設備及び運営の基
準を定める条例の一部を改正する条例

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に
基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準の改正に伴う電磁
的記録等に係る規定の追加

松本市保護施設の設備及び運営の基準
を定める条例の一部を改正する条例

救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に
関する基準の改正に伴う感染症対策に係る規定の整備、感染症等の
発生時におけるサービスの提供を継続するための業務継続計画の
策定に係る規定の追加等

松本市指定通所支援の事業等の人員、
設備及び運営の基準等を定める条例の
一部を改正する条例

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に
関する基準の改正に伴う電磁的記録等に係る規定の追加
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件　　　　　名 概　　　　　　　　　　要
松本市農業集落排水処理施設の設置及
び管理等に関する条例の一部を改正す
る条例

消費税の表示方法の見直しに伴う施設使用料の表示方法の見直し

松本市自転車駐車場条例の一部を改正
する条例

松本駅お城口広場自転車駐車場の改修に伴う開場時間の変更、使用
料の徴収方法の見直し等

松本市水道事業給水条例の一部を改正
する条例

消費税の表示方法の見直し等に伴う水量料金の表示方法の見直し
等

松本市下水道条例の一部を改正する条
例

消費税の表示方法の見直しに伴う汚水排水料金の表示方法の見直
し等

松本市上高地特定環境保全公共下水道
条例の一部を改正する条例

消費税の表示方法の見直し等に伴う下水道使用料の表示方法の見
直し等

工事請負契約の締結について（令和３
年度松本市エコトピア山田既存廃棄物
移設工事）

エコトピア山田の既存廃棄物を移設
　請負金額　　　４億 4,078 万 1,000 円
　請 負 人　　　㈱藤澤組

工事請負契約の締結について（国宝旧
開智学校校舎耐震補強主体工事）

国宝旧開智学校校舎の耐震補強等
　請負金額　　　３億 1,900 万円
　請 負 人　　　ハシバテクノス㈱

市有財産の取得について（松本城南・
西外堀復元事業用地）

松本城南・西外堀復元事業用地として城西２丁目地籍の土地を取得
　取得面積　　　91.79㎡
　取得金額　　　743 万 4,990 円
　相 手 方    　　松本斉産土地㈱　外１人

市有財産の譲渡について（取出第一農
業生活改善施設）

取出第一農業生活改善施設を無償譲渡
　譲渡財産　　　木造平家建　　延　74.53㎡
　相 手 方　　　取出町会

市有財産の譲渡について（赤怒田多目
的集会施設）

赤怒田多目的集会施設を無償譲渡
　譲渡財産　　　木造平家建　　延　202.62㎡
　相 手 方　　　赤怒田町会

市有財産の譲渡について（取出地区多
目的集会所）

取出地区多目的集会所を無償譲渡
　譲渡財産　　　木造平家建　　延　178.04㎡
　相 手 方　　　取出町会

市有財産の譲渡について（奈川高齢者
活動拠点施設）

奈川高齢者活動拠点施設を無償譲渡
　譲渡財産　　　木造平家建　　延　189.40㎡
　相 手 方　　　金原町会

市道の認定について 公共性及び利用度の高い生活道路等で、市道認定基準に当てはまる
10 路線を市道認定

農業委員会委員の任命について 農業委員会委員として、窪田英明氏外 25 人を任命することに同意

　令和３年松本市議会第２回臨時会　　　令和３年７月 21 日（会期１日間）
件　　　　　名 概　　　　　　　　　　要

松本市手数料条例の一部を改正する条
例

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律の改正に伴う個人番号カードの再交付手数料に係る規定
の削除

松本市個人情報保護条例の一部を改正
する条例

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律の改正に伴う実施機関が訂正決定に基づく個人情報の訂
正を実施した場合における情報提供等記録の通知先の変更、引用条
項の整理

市有財産の取得について（消防ポンプ
自動車）

消防ポンプ自動車を取得
　取得財産　　　消防ポンプ自動車　　２台
　取得金額　　　4,626 万 4,160 円
　相 手 方　　　㈱高橋自動車商会
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件　　　　　名 概　　　　　　　　　　要
市有財産の取得について（除雪グレー
ダ）

除雪グレーダを取得
　取得財産　　　除雪グレーダ　　１台
　取得金額　　　2,177 万 8,727 円
　相 手 方　　　㈱前田製作所松本営業所

市有財産の取得について（凍結防止剤
散布車）

凍結防止剤散布車を取得
　取得財産　　　凍結防止剤散布車　　１台
　取得金額　　　2,077 万 8,950 円
　相 手 方　　　㈱辰巳商会

市有財産の取得について（松本都市計
画道路３・２・12 号内環状北線整備事
業用地）

松本都市計画道路３・２・12 号内環状北線整備事業用地として大
手３丁目地籍の土地を取得
　取得面積　　　841.38㎡
　取得金額　　　6,846 万 1,129 円
　相 手 方　　　松本斉産土地㈱　外２者

市有財産の取得について（松本城南・
西外堀復元事業用地）

松本城南・西外堀復元事業用地として大手３丁目地籍の土地を取得
　取得面積　　　200.31㎡
　取得金額　　　1,608 万 4,893 円
　相 手 方　　　松本斉産土地㈱　外１人

　令和３年松本市議会９月定例会　　　令和３年９月６日から令和３年９月 27 日まで（会期 22 日間）
件　　　　　名 概　　　　　　　　　　要

市有財産の譲渡について（寿台ふれあ
いセンター）

寿台ふれあいセンターを無償譲渡
　譲渡財産　　　木造平家建　　延　194.00㎡
　相 手 方　　　寿台東町会

市有財産の譲渡について（古宿集会施
設）

古宿集会施設を無償譲渡
　譲渡財産　　　木造平家建　　延　205.58㎡
　相 手 方　　　古宿町会

市有財産の譲渡について（旧梓川診療
所）

旧梓川診療所を無償譲渡
　譲渡財産　　　木造２階建　　延　311.14㎡
　相 手 方　　　（医）梓誠会梓川診療所

市道の認定について 公共性及び利用度の高い生活道路で、市道認定基準に当てはまる７
路線を市道認定

過疎地域持続的発展計画の策定につい
て

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定に基づき、
地域の持続的発展の基本方針、地域の持続的発展のための基本目標
等を定めた過疎地域持続的発展計画を策定

令和３年松本市議会第３回臨時会　　　　　令和３年 10 月 29 日（会期１日間）
主要議決事件なし

　令和３年松本市議会 12 月定例会　　　令和３年 11 月 29 日から令和３年 12 月 16 日まで（会期 18 日間）
件　　　　　名 概　　　　　　　　　　要

松本市国民健康保険条例の一部を改正
する条例

健康保険法施行令の改正に伴う出産育児一時金等の見直し

松本市国民健康保険税条例の一部を改
正する条例

地方税法等の改正等に伴う被保険者均等割額のうち未就学児に係
る額を減額する規定の追加等

松本市家庭的保育事業等の設備及び運
営に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴う電磁
的記録に係る規定の追加、用語の整理

松本市特定教育・保育施設及び特定地
域型保育事業の運営に関する基準を定
める条例の一部を改正する条例

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子
育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴う電磁的記録に係
る規定の整理等
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件　　　　　名 概　　　　　　　　　　要
松本市特定児童福祉施設の設備及び運
営に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の改正に伴う心理療法
担当職員の資格要件に係る規定の見直し、電磁的記録に係る規定の
追加

松本市地区計画の区域内における建築
物の制限に関する条例の一部を改正す
る条例

地区整備計画が新たに都市計画決定されたことに伴う信州大学松
本キャンパス地区地区整備計画区域の追加

松本市手数料条例の一部を改正する条
例

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正等に伴う共同住
宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定及び変更の認定の申請に
対する審査手数料の整備等

松本市都市計画法に基づく開発許可等
の基準に関する条例の一部を改正する
条例

都市計画法施行令の改正に伴う市街化調整区域内において市長が
開発行為を認める土地の区域の見直し

松本市特別職の職員の給与及び費用弁
償に関する条例の一部を改正する条例

人事院勧告に準じた期末手当の支給率の改定

松本市職員の給与に関する条例及び松
本市一般職の任期付職員の採用等に関
する条例の一部を改正する条例

人事院勧告に準じた一般職の期末手当の支給率の改定等

市有財産の取得について（松本市基幹
博物館資料収納棚等）

松本市基幹博物館資料収納棚等を取得
　取得財産　　　スチール棚　　　　　 195 台
　　　　　　　　軸装棚　　　　　　　　 1 台
　　　　　　　　パレットラック　　　　29 台
　　　　　　　　壁面メッシュパネル　　52 枚
　　　　　　　　ドライキャビネット　　 2 台
　　　　　　　　足場台　　　　　　　　 4 台
　取得金額　　　8,116 万円
　相 手 方　　　㈱中惣

市道の認定について 公共性及び利用度の高い生活道路で、市道認定基準に当てはまる３
路線を市道認定

公の施設の指定管理者の指定について
（奈川高ソメキャンプ場　外１施設）

公の施設の指定管理者に㈱ふるさと奈川を指定

公の施設の指定管理者の指定について
（駅前会館）

公の施設の指定管理者に（一社）松本市歯科医師会を指定

公の施設の指定管理者の指定について
（城山介護老人保健施設）

公の施設の指定管理者に（一社）松本市医師会を指定

公の施設の指定管理者の指定について
（奈川屋内スポーツ施設）

公の施設の指定管理者に（福）松本市社会福祉協議会を指定

公の施設の指定管理者の指定について
（奈川生きがい増進センターふれあいの
家）

公の施設の指定管理者に（福）松本市社会福祉協議会を指定

公の施設の指定管理者の指定について
（中央西駐車場）

公の施設の指定管理者に㈱パルコスペースシステムズを指定

公の施設の指定管理者の指定について
（中央駐車場）

公の施設の指定管理者に㈱フューチャーインを指定

公の施設の指定管理者の指定について
（大久保工場公園団地管理会館）

公の施設の指定管理者に松本市大久保工場公園団地管理組合を指
定

公の施設の指定管理者の指定について
（公設地方卸売市場）

公の施設の指定管理者に松本市場管理㈱を指定

公の施設の指定管理者の指定について
（梓川地場産品直売センター）

公の施設の指定管理者に梓川地場産品直売センター組合を指定

公の施設の指定管理者の指定について
（三城いこいの広場）

公の施設の指定管理者に美ケ原観光組合を指定

公の施設の指定管理者の指定について
（竜島温泉施設）

公の施設の指定管理者に㈱奥原造園を指定
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件　　　　　名 概　　　　　　　　　　要
公の施設の指定管理者の指定について
（鈴木鎮一記念館）

公の施設の指定管理者に（公社）才能教育研究会を指定

公の施設の指定管理者の指定について
（音楽文化ホール）

公の施設の指定管理者に（一財）松本市芸術文化振興財団を指定

公の施設の指定管理者の指定について
（美術館　外１施設）

公の施設の指定管理者に（一財）松本市芸術文化振興財団を指定

公の施設の指定管理者の指定について
（庄内屋内プール　外 1施設）

公の施設の指定管理者にゆめひろば庄内運営企業体を指定

公の施設の指定管理者の指定について
（下町会館）

公の施設の指定管理者にお城下町まちづくり推進協議会を指定

公の施設の指定管理者の指定について
（中町蔵の会館）

公の施設の指定管理者に中町（蔵のある）まちづくり推進協議会を
指定

公の施設の指定管理者の指定について
（河川防災ステーション）

公の施設の指定管理者に（公社）松本地域シルバー人材センターを
指定

公の施設の指定管理者の指定について
（松本駅お城口広場　外３施設）

公の施設の指定管理者に長野三菱電機機器販売㈱を指定

公の施設の指定管理者の指定について
（アルプス公園　外２施設）

公の施設の指定管理者にＴＯＹ　ＢＯＸを指定

教育委員会委員の任命について 教育委員会委員として、春原啓子氏を任命することに同意
固定資産評価審査委員会委員の選任に
ついて

固定資産評価審査委員会委員として、北澤伸一氏を選任することに
同意

　令和４年松本市議会２月定例会　　　令和４年２月 22 日から令和４年３月 18 日まで（会期 25 日間）
件　　　　　名 概　　　　　　　　　　要

「三ガク都」松本シンカ推進基金条例 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する財源に充てるため、
基金を設置することについて必要な事項を定めるもの

松本市過疎地域の持続的発展の支援に
関する特別措置法の適用に伴う固定資
産税の課税免除に関する条例

松本市過疎地域持続的発展計画で定めた産業振興促進区域におい
て製造業等の用に供する設備の取得等をした者に係る固定資産税
を免除するため、必要な事項を定めるもの

松本市上高地観光施設事業の設置等に
関する条例の一部を改正する条例

徳沢ロッヂの料金の見直しに伴う所要の改正

松本市乗鞍観光センター条例の一部を
改正する条例

設備の新設に伴う所要の改正

松本市印鑑登録及び証明に関する条例
の一部を改正する条例

個人番号カードによる印鑑登録証の見直しに伴う個人番号カード
による印鑑登録証に係る規定の削除等

松本市高齢者介護手当条例の一部を改
正する条例

介護者の定義の見直しに伴う所要の改正

松本市福祉医療費給付金条例の一部を
改正する条例

子育て支援医療の対象者の見直しに伴う所要の改正等

松本市営市街地駐車場条例の一部を改
正する条例

駐車使用料の引下げに係る期間の延長に伴い特別駐車券に関する
特例措置の追加

松本市農村広場条例の一部を改正する
条例

穴沢運動公園テニスコートの廃止に伴う所要の改正

松本市奈川農林業者研修宿泊施設条例
の一部を改正する条例

奈川新規就農者技術習得管理施設の廃止に伴う所要の改正

松本市美術館条例の一部を改正する条
例

大規模改修による施設の整備に伴い暗室及び情報交流館の使用料
に係る規定の削除

松本市体育施設の設置管理等に関する
条例の一部を改正する条例

大野田運動広場の廃止等に伴う所要の改正

松本市自転車駐車場条例の一部を改正
する条例

中条自転車駐車場の整備に伴う所要の改正
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件　　　　　名 概　　　　　　　　　　要
松本市心身障害児就学支援委員会設置
条例の一部を改正する条例

委員会の任務等の見直しに伴う所要の改正

松本市公民館条例の一部を改正する条
例

里山辺公民館の移転新築に伴う所要の改正

松本市職員の育児休業等に関する条例
の一部を改正する条例

国家公務員の育児休業制度の見直しに準じた非常勤職員に係る育
児休業の取得要件の見直し等

松本市消防団員等公務災害補償条例の
一部を改正する条例

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の改正に伴い
損害補償を受ける権利に係る規定の見直し

松本市消防団員の定員、任免、給与、
服務等に関する条例の一部を改正する
条例

消防団員の報酬等の見直しに伴う報酬の改定等

松本市老人集会施設条例を廃止する条
例

施設の廃止に伴う条例の廃止

松本市営市街地駐車場建設整備基金条
例を廃止する条例

基金の廃止に伴う条例の廃止

工事請負契約の締結について（松本市
基幹博物館新築主体工事）の議決更正
について

令和２年２月定例会で議決された工事請負契約の締結について（松
本市基幹博物館新築主体工事）の一部を変更

工事請負契約の締結について（松本市
基幹博物館新築電気設備工事）の議決
更正について

令和２年２月定例会で議決された工事請負契約の締結について（松
本市基幹博物館新築電気設備工事）の一部を変更

工事請負契約の締結について（松本市
基幹博物館新築機械設備工事）の議決
更正について

令和２年２月定例会で議決された工事請負契約の締結について（松
本市基幹博物館新築機械設備工事）の一部を変更

松本市基幹博物館展示製作業務委託に
関する契約の締結についての議決更正
について

令和２年９月定例会で議決された松本市基幹博物館展示製作業務
委託に関する契約の締結についての一部を変更

篠ノ井線村井駅東西自由通路新設及び
半橋上駅舎整備工事の施行に関する協
定の締結についての議決更正について

令和２年 12 月定例会で議決された篠ノ井線村井駅東西自由通路新
設及び半橋上駅舎整備工事の施行に関する協定の締結についての
一部を変更

市有財産の取得について（松本城南・
西外堀復元事業用地）

松本城南・西外堀復元事業用地として城西２丁目地籍の土地を取得
　取得面積　　　236.69㎡
　取得金額　　　1,917 万 1,890 円
　相 手 方　　　松本斉産土地㈱　外 1人

市有財産の譲渡について（川浦集会施
設）

川浦集会施設を無償譲渡
　譲渡財産　　　木造平家建　　延　167.69㎡
　相 手 方　　　川浦町会

市有財産の交換についての議決更正に
ついて

令和元年第２回臨時会で議決された市有財産の交換についての一
部を変更

市道の認定について 公共性及び利用度の高い生活道路で、市道認定基準に当てはまる１
路線を市道認定

市道の変更について 路線の再編成に伴う１路線の市道変更
辺地に係る総合整備計画の策定につい
て

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に
関する法律の規定に基づき、辺地の整備を行うための総合整備計画
を策定

包括外部監査契約の締結について 包括外部監査を委託
　契約金額　　　1,195 万 1,500 円を限度とする額
　相 手 方　　　岩渕　道男（公認会計士）

補助金交付事務による事故に関する和
解について

平成 17 年度から令和元年度までの農業経営基盤強化資金利子助成
事業に係る補助金交付事務による事故に関する和解

安曇野市・松本市山林組合規約の変更
について

管理経営する山林の面積の変更に伴う規約の変更

松本市・山形村・朝日村中学校組合議
会議員の選出について

松本市・山形村・朝日村中学校組合議会議員として、櫻井健司氏、
塩原資史氏を選出することに同意
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監査委員
　
住民監査請求
令和３年度において地方自治法第 242 条第 1項の規定に基づく住民監査請求はありませんでした。




