
（報告事項） 

 

令和３年度における松本市情報公開制度の実施状況について 

 

 令和３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     （令和３年４月１日～令和４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 191 件 1,342 件 372 件 929 件 3 件 10 件 28 件 0 件 

教育委員会 25  164   43   117   0   1  3   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  

病院事業管理者 2  23  19  2  0  0  2  0  

議 会 2   101   0  101   0   0   0   0  

合 計 220  1,630   434  1,149   3   11   33   0  

 

 ⑵ 公開請求の内容 

   別紙１のとおり 



２ 個人情報開示の実施状況 

 ⑴ 開示請求件数及び処理内訳      （令和３年４月１日～令和４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 不存在等 

市 長 54 件 78 件 53 件 16 件 0 件 0 件 9 件 2 件 

教育委員会 8  9  6  1  0  0  2  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    

病院事業管理者 0  0  0  0  0  0  0  0    

議 会 0  0  0  0  0  0  0  0    

合 計 62  87   59   17  0   0  11   2   

 

 ⑵ 開示請求書の内容等    

   別紙２のとおり 

 

 

 

 

  



公文書公開 

番号 請求年月日 公開請求のあった文書 担当部署 決定内容 

1 4月 2日 ①道路指定書（指定番号○○）②図面 
建設部 

建築指導課 
全部公開 

2 4月 6日 公民館の面積 94.95㎡分等の契約書 
こども部 

こども育成課 
全部公開 

3 4月 12日 
本庄１丁目 ○○（私立地域型保育施設）の設置

認可に関する一切の資料 

こども部 

保育課 
部分公開 

4 4月 12日 令和３年度下水道工事材料単価表 
上下水道局 

下水道課 
取下げ 

5 4月 12日 
松本市の決算の目的別‐性質別のクロス収計表

（2006 年度～2019年度分） 

財政部 

財政課 
全部公開 

6 4月 9日 
○○株式会社上下水道指定工事届登録年月日～廃

止年月日のわかる書類一式 

上下水道局 

総務課 
全部公開 

7 4月 12日 令和３年度松本市建設部見積材料単価表 
建設部 

建築指導課 
全部公開 

8 4月 6日 

住居表示台帳の写し①筑摩３丁目３５街区②神田

１丁目２９街区③村井町西１丁目５街区④笹部４

丁目４街区 

住民自治局 

市民課 
部分公開 

9 4月 12日 
本庄１丁目地区優良建築物等整備事業に対する補

助交付に関する一切の資料 

建設部 

都市計画課 

全部公開 

部分公開 

10 4月 14日 

令和３年３月２６日公告、工事名 令和３年度 

松本市坊主山クラインガルテン改修工事における

内訳書の金額と単価の算出方法及び根拠 

産業振興部 

農政課 
全部公開 

11 4月 12日 令和３年度上水道工事積算単価 
上下水道局 

上水道課 
取下げ 

12 4月 15日 
松本市社会福祉審議会（各委員会、専門分科会）

の委員について稟議書一式 

健康福祉部 

福祉政策課 
部分公開 

13 4月 16日 
①令和２年度旧合併特例事業に係る事業調書（２

次分）②令和２年度起債協議書（２次分） 

財政部 

財政課 
部分開示 

14 4月 16日 
市と○○及び株式会社○○との間で締結されてい

る事業用定期借地権設定契約公正証書のすべて 

教育委員会 

博物館 
部分公開 

15 4月 19日 

現在建設中の基幹博物館の建設費用に係る国から

の補助金交付を求める書類の一切（申請に伴う添

付資料の一切を含む）及び決定通知等の一切 

建設部 

都市計画課 
全部公開 

16 4月 13日 

○○周辺の土地買上げの為にし、もしくは公社が

行った調査、測量、鑑定等の起案、決裁文書とそ

の附属書類、図面等の全て。約１，３００万とさ

れる支出済（借入）の内容がわかる書類の一切 

松本市 

土地開発公社 
部分公開 

17 4月 21日 
松本建設事務所指令○○松建第○○－○○号及び

指令○松建○○－○○号の河川専用許可証 

こども部 

こども育成課 
全部公開 

18 4月 19日 
松本城公園内博物館前の貸自転車置き場に係る書

類一式 

交通部 

自転車推進課 
取下げ 

19 4月 26日 

建設リサイクル法受付台帳で、工事の種類が解体

工事である届出のうち以下の事項（ただし、受付

日が 2021年 1月 1日～2021年 3 月 31日のもの） 

建設部 

建築指導課 
部分公開 

20 4月 19日 

2016.3 月頃～6月「松本市と○○との連絡会議

（案）」松本市地域づくり部地域づくり課協定後

の今後の取り組み方、進め方について松本市と打

合せした結果をまとめた書類一式稟議書。協定書 

住民自治局 

地域づくり課 
取下げ 

別紙１ 



番号 請求年月日 公開請求のあった文書 担当部署 決定内容 

21 4月 26日 令和３年度松本市建設部見積単価表 
建設部 

建設課 
全部公開 

22 4月 26日 同上 
建設部 

建設課 
全部公開 

23 4月 27日 ○○設置に係る公募決定に関する書類一式 
こども部 

保育課 
部分公開 

24 4月 21日 

令和３年４月１日現在、松本市内において保健所

が営業を許可している食品営業許可施設に係る以

下の項目一覧・営業所名・営業所所在地・申請者

氏名・業種・種目・許可年月日・初回許可年月日 

健康福祉部 

食品・生活衛生課 
取下げ 

25 4月 28日 

指定管理施設「アルプス公園」及び「アルプスド

リームコースター」の公募時における事業計画書

（提案書）及び収支計画書 

総務部 

行政管理課 
部分公開 

26 4月 30日 

○○町会平成３０年４月１日～平成３１年３月 

３１日公民館改修補助金の申請理由、支払先など

について 

教育部 

生涯学習課 
部分公開 

27 4月 30日 
新庁舎建設に関する松本城の世界遺産登録への影

響について文化庁の見解がわかる書類一式 

文化観光部 

文化振興課 
部分公開 

28 5月 6日 
基幹博物館主体工事、機械工事、電気工事の入札

にかかわる書類（経過書） 

教育委員会 

博物館 

全部公開 

部分公開 

29 5月 6日 

令和２年第○○号、○○号公正証書（松本市と○

○もしくは○○）を作成するにあたって先に作成

した覚書等と同起案書等及びその関係書類の一切 

教育委員会 

博物館 
部分公開 

30 5月 11日 松本市浅間温泉○丁目○○－○図面 
財政部 

資産税課 
部分公開 

31 4月 27日 
松本市内の衛生検査所名簿（直近分）・営業所・

屋号・開設年月日・電話番号 

健康福祉部 

保険総務課 
全部公開 

32 4月 27日 

松本市内の医薬品店舗販売業卸売販売業一覧に係

る以下の項目（直近分）・開設者、店舗名、郵便

番号、住所、電話番号、有効期限開始日、有効期

限終了日 

健康福祉部 

食品・生活衛生課 
全部公開 

33 5月 14日 

令和２年前後に松本市の松本市立基幹博物館の建

設費等にあてられているいわゆる合併特例債３億

円前後にかかわる関係書類等の一式。計画書、協

議書、同意書、同起案書等のすべて。松本市役所

内文書および県・国・市等の３者間で出され、受

け取った書類等のあるものすべて。（添付書類や

意見書等もあれば含む）令和２年度旧合併特例事

業に係る事業調書（２次分）の提出について令和

２年度起債協議書（２次分）等 

財政部 

財政課 
全部公開 

34 5月 14日 
令和３年４月２６日の令和３年度旧合併特例事業

に係る事業計画書等の提出について 

財政部 

財政課 

全部公開 

部分公開 

35 5月 12日 
基幹博物館土地所有者と結んだ借地権設定契約書

（公正証書） 

教育委員会 

博物館 
部分公開 

36 5月 11日 

老人福祉法に基づく有料老人ホームを建築する場

合の提案基準（３）当該施設は介護保険法第７０

条１項に基づく特定施設入所者生活介護事業所、

指定を受けることができる見込みのある施設であ

ること、（５）当該施設の立地について、市長が

承認を与えたものであること、有料老人ホーム開

健康福祉部 

高齢福祉課 
部分公開 



番号 請求年月日 公開請求のあった文書 担当部署 決定内容 

始、設置、変更届等、○○の意見書、稟議書に係

る書類一式 

37 5月 14日 市立博物館移転先の方針決定に係る書類一式 
総合戦略局 

総合戦略室 
全部公開 

38 4月 30日 
第８期松本市健康福祉２１市民会議、介護保険、

高齢福祉専門員会議事録 

健康福祉部 

高齢福祉課 
取下げ 

39 5月 6日 市役所新庁舎建設に係る庁内調整関係書類一式 
総合戦略局 

総合戦略室 

全部公開 

部分公開 

40 5月 13日 

平成 11 年松本城基本計画の二の丸御殿再建計画

の係る書類一式（Ｈ１１～Ｒ２までの資料）会議

等 

教育部 

文化財課 
全部公開 

41 5月 19日 

2020年度（令和２年）における有害鳥駆除の実績

報告書の写し１通、○○のもの（写真があれば白

黒でも可） 

環境エネルギー部

森林環境課 
部分公開 

42 5月 20日 
博物館にかかわる計画通知一式、ただし構造計算

書を除く 

建設部 

建築指導課 
部分公開 

43 5月 26日 

建設リサイクル法受付台帳で、工事の種類が解体

工事である届出のうち以下の事項（ただし、受付

日が 2021年 4月 1日～2021年 5 月 20日のもの）

①受付日②工事場所③元受業者名および連絡先④

㎡数 

建設部 

建築指導課 
部分公開 

44 5月 26日 

令和２年 4月 1日以降に提出された、建設リサイ

クル法に基づく届出書（様式第一号）のうち、別

紙「対象住所一覧」の住所を工事の場所とするも

の。公開請求の対象は様式第一号の「届出書」、

いわゆる頭紙の A4用紙１枚（不随する別表や様式

第２号の工程表などは不要） 

建設部 

建築指導課 
部分公開 

45 5月 17日 

「本庄１丁目地区優良建築物等整備事業」に係る

景観評価会の議事録、通知書、報告書、最終図面

等、適合審査に関わる一切の資料 

建設部 

都市計画課 

全部公開 

部分公開 

46 5月 28日 新科学館基本計画素案 

教育部 

教育政策課（教育 

文化センター） 

全部公開 

47 5月 31日 

Ｒ３.１.２５ 市議会全員協議会で報告した後、

議員の指摘によって、○○らと取り交わした文書

等の一切 

総合戦略局 

お城まちなみ 

創造本部 

部分公開 

48 5月 20日 

令和２年度あがたの森文化会館本館講堂西玄関耐

震補強工事に係る竣工書類のうち下記の内容がわ

かる書類・塗装（壁、柱）のマンセル値・指示票

（Ｒ２旧松本高等学校）（Ｒ２講堂西玄関工事）・

色彩、艶、肌等塗分け下地調整・塗料製造出荷証

明・標準塗布量・塗り面積、使用材料計算書のわ

かる書類一式 

教育部 

生涯学習課 

（あがたの森 

文化会館） 

部分公開 

49 6月 1日 

松本市新科学館基本計画（案）、（仮）松本市新

科学館基本設計業務建築編、（仮）松本市新科学

館基本設計業務展示編 

教育部 

教育政策課（教育 

文化センター） 

全部公開 

50 6月 8日 

令和２年公募の指定管理者施設「松本市民プー

ル・松本市民変形プール・松本市沢村市民プール」

現指定管理者の公募時における事業計画書及び事

業計画書の収支予算書 

文化観光部 

スポーツ推進課 
部分公開 



番号 請求年月日 公開請求のあった文書 担当部署 決定内容 

51 6月 10日 

東京高等裁判所令和３年４月１５日判決（固定資

産税賦課決定処分審査請求控訴事件）及び同事件

の原審である長野地方裁判所判決に係る各判決書 

財政部財政課 部分公開 

52 5月 31日 

新型コロナウイルスが存在するということを証明

する科学的根拠を立証する文書・マスク着用が新

型コロナウイルス感染症予防に効果があるという

科学的根拠を立証する文書・新型コロナウイルス

無症状感染者が感染させる可能性があるという科

学的根拠を立証する文書・新型コロナウイルスに

対するワクチンの有効性と安全性を立証する文書 

健康福祉部 

健康づくり課 
不存在 

53 6月 9日 

令和３年６月３日に入札が行われた松本市国民健

康保険奈川診療所新築工事、地質調査業務委託に

おいて金入り設計書 

健康福祉部 

福祉政策課 
全部公開 

54 6月 8日 

住居番号申請受付簿（2021年 1月 1日から 2021

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（2021年 1月 1日から 2021年 3月

31日の間に住居番号が付定されたもの） 

住民自治局 

市民課 
部分公開 

55 6月 22日 基幹博物館建設用地に関わる賃貸借契約書 
教育委員会 

博物館 
部分公開 

56 6月 21日 
道路位置指定書関係書類一式、申請書一式、図面

一式、指定日○○．○．○○ 指定番号○○号 

建設部建築 

指導課 
部分公開 

57 6月 22日 

上水道工事積算単価、下水道工事材料単価表、そ

れぞれ決定単価にすべて金額がはいったもので、

公開できる最新のもの 

上下水道局 

下水道課 
取下げ 

58 7月 5日 
基幹博物館建設の入札参加資格決定に関わる文書

一切 

財政部 

契約管財課 
部分公開 

59 7月 5日 
松本市基幹博物館の設計業者が決定される過程が

わかる書類一切 

教育委員会 

博物館 

全部公開 

部分公開 

60 6月 25日 
松本市新博物館の管工事の入札経過、結果におけ

る価格以外の評価点の内訳がわかる書類一式 

教育委員会 

博物館 
全部公開 

61 7月 12日 
給水装置工事承認排水設備工事等計画確認申請書 

表紙図面他一式 

上下水道局 

営業課 
部分公開 

62 7月 7日 

市道 2021号線改良に関する長野県及び○○との

協議打合せに関する資料（平成 15年度～平成 24

年度）一式及び指導 2021号線改良設計に関する協

議資料（平成 22年度～平成 24年度）一式 

建設部 

建設総務課 

全部公開 

部分公開 

63 7月 7日 

指定管理者施設「松本市美鈴湖もりの国」の現指

定管理者「株式会社○○」の指定管理者公募時に

おける「事業計画書」およびその「収支予算書」 

環境エネルギー部

森林環境課 
部分公開 

64 7月 7日 平成 20 年 9月 10付景観評価会の意見書 
建設部 

都市計画課 
全部公開 

65 6月 29日 

基幹博物館整備事業に伴う①開発部局との埋没文

化財保護協議文書②発掘調査実施に関する文書③

発掘調査実施の周知文書一式 

教育部 

文化財課 

全部公開 

部分公開 

66 6月 25日 

株式会社○○の決算書。当該企業の・平成３１年

６月１日～令和１年５月３１日分・令和１年６月

１日～令和２年５月３１日分 上記２期分の決算

書（貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算

書及び附帯書類一式） 

 

総合戦略室 

秘書広報室 
部分公開 



番号 請求年月日 公開請求のあった文書 担当部署 決定内容 

67 7月 7日 

市道 2021号線改良に関する長野県及び○○との

協議打合せに関する資料（平成 15年度～平成 24

年度）一式及び指導 2021号線改良設計に関する協

議資料（平成 22年度～平成 24年度）一式 

建設部 

公共用地課 

全部公開 

部分公開 

68 7月 21日 
梓川にかかる雑炊橋の橋梁一般図（側面、平面、

塔桁断面図） 

建設部 

維持課 
全部公開 

69 7月 21日 

・長野地方裁判所平成２２年１０月８日判決及び

東京高等裁判所平成２３年６月２日判決に係る各

判決書（住民訴訟。同日判決が複数ある場合には

そのいずれも） 

・長野地方裁判所平成２３年９月２日判決及び東

京高等裁判所平成２４年４月１７日判決に係る各

判決書並びに最高裁判所平成２４年１０月１２日

決定に係る決定書（住民訴訟） 

・長野地方裁判所平成２４年１０月１９日判決及

び東京高等裁判所平成２５年２月２８日判決に係

る各判決書並びに最高裁判所平成２５年９月１７

日決定に係る決定書（住民訴訟） 

総務部 

行政管理課 
全部公開 

70 7月 26日 
平成 27 年 2月 26日付、地積：中条○○-○一帯の

境界立会い結果報告書 

こども部 

こども育成課 
公開 

71 7月 26日 

令和２年度 松本地区管路点検業務委託、令和２

年度 公共下水道マンホールポンプ場松本地区点

検（上半期）業務委託、令和２年度公共下水道南

深志第二排水区管渠更生その１工事、令和２年度 

公共下水道寿台分区管渠更生工事のそれぞれの金

入設計書（代価表含む） 

上下水道局 

下水道課 
全部公開 

72 7月 27日 

建設リサイクル法受付台帳で、工事の種類が解体

工事である届出のうち以下の事項（ただし、受付

日が 2021年 4月 1日～2021年 6 月 20日のもの）

①受付日②工事場所③元受業者名および連絡先 

建設部 

建築指導課 
部分公開 

73 7月 30日 令和３年度蟻ケ崎配水地系漏水調査業務委託 
上下水道局 

上水道課 
全部公開 

74 7月 26日 

下記家屋の固定資産評価基準に基づく、再建築費

評点数算定における各評点項目の標準評点数、使

用料、補正係数、及びに課税床面積等が記載され

た計算書、さらに、用途、構造とそれに伴う新築

後から最新の課税年度までの経年原点補正率、再

建築費評点補正率の適用が明記された資料一式

（所在地：松本市深志○-○○ 家屋番号：○○ 

用途：ホテル 竣工年：S57年 課税床面積：

9,137.94㎡） 

財政部 

資産税課 

全部公開 

不存在 

75 7月 30日 

自動車リサイクル法 破砕業・株式会社○○ 破

砕前解体自動車保管場所平面図及び保管容量（た

て×よこ×高さ）令和３年７月現在 株式会社○

○・産業廃棄物処理施設、保管場所、容量等の変

更（令和３年４月から７月） 

環境エネルギー部 

廃棄物対策課 

全部公開 

部分公開 

不存在 

76 8月 2日 

○○、○○、○○に立ち入った指導した内容及び

立入記録等の一切の書類（期間はＲ３年４月～Ｒ

３年７月）及び前年度棚峯公園で実施したあおぞ

ら号の測定結果 

環境エネルギー部 

環境保全課 
部分公開 



番号 請求年月日 公開請求のあった文書 担当部署 決定内容 

77 8月 2日 

○○、○○、○○に立ち入った指導した内容及び

立入記録等の一切の書類（期間はＲ３年４月～Ｒ

３年７月）及び前年度棚峯公園で実施したあおぞ

ら号の測定結果 

総務部 

公共施設 

マネジメント課 

全部公開 

78 8月 2日 同上 
環境エネルギー部 

廃棄物対策課 
全部公開 

79 8月 2日 同上 
建設部 

建築指導課 
全部公開 

80 8月 10日 

令和３年度合併特例債事業に係る事業計画書等、

令和２年度旧合併特例事業に係る事業調書（２次

分）、令和２年度起債協議書（２次分） 

財政部財政課 全部公開 

81 7月 30日 

・令和２年 4月から令和３年３月までの業務委託

契約期間①業務委託契約書（粗大ごみ）②各月マ

ットレス・ソファー等の処理実績によるクリーン

センターに処理残渣持込み数量実績数量 

環境エネルギー部 

環境業務課 
部分公開 

82 8月 5日 

令和元年 5月 24日午前 0時頃、株式会社○○（長

野県松本市大字島立○○番地）の事業所（同住所）

において発生した火災に関し、市が作成し、又は

取得した一切の文書図画及び電磁的記 

環境エネルギー部 

廃棄物対策課 
部分公開 

83 8月 2日 
市道 2021号線改良設計及び補償に関する協議資

料（株式会社○○平成 25年度以降）一式 
建設部建設課 全部公開 

84 8月 2日 
市道 2021号線改良設計及び補償に関する協議資

料（株式会社○○平成 25年度以降）一式 

建設部 

公共用地課 
部分公開 

85 8月 4日 

・旧五常小学校の後利用に関して松本市側と○○

側で行われた打ち合わせや、○○側からの問い合

わせに対する市側の返答の内容がわかる記録全般

（議事録、メール、メモ等）・旧五常小学校の後

利用に関する審査結果の内容がわかる文書 

総合戦略局 

総合戦略室 
部分公開 

86 8月 3日 
令和元年発行の「景観計画の手引書」に関する協

議経過に関する資料一式 

建設部 

都市計画課 
全部公開 

87 8月 10日 両島 17 街区の最新の住居表示台帳 
住民自治局 

市民課 
全部公開 

88 8月 19日 

松本市が「基幹博物館整備事業」を進めるに当た

って、合併特例債を国に申請する際に作成した令

和２年度、及び令和３年度の記載計画書。また、

当該記載計画書を作成する際に市内部で作成した

一切の報告書 

財政部 

財政課 

全部公開 

部分公開 

不存在 

89 8月 23日 
道路指定書（指定番号○○）図面および申請書、

指定書一式 

建設部 

建築指導課 
部分公開 

90 8月 20日 幹部職員にタブレットを配った理由の書類一式 
総合戦略局 

DX 推進本部 
取下げ 

91 8月 23日 
「令和３年度 丸の内排水区雨水幹線測量設計業

務委託」（6/10入札）の金入り設計書 

建設部 

建設課 
全部公開 

92 8月 23日 
「令和３年度 筑摩排水区雨水幹線測量設計業務

委託」（8/11入札）の金入り設計書 

建設部 

建設課 
全部公開 

93 8月 19日 

6月 29日に行われた旧松本市立五常小学校校舎等

活用事業プロポーザル審査における７人の審査委

員の審査結果がわかる文書・旧松本市立五条小学

校校舎等活用事業プロポーザル審査（全応募団体

分） 

総合戦略局 

総合戦略室 
部分公開 



番号 請求年月日 公開請求のあった文書 担当部署 決定内容 

94 8月 24日 
基幹博物館新新築工事（主体工事・電気設備工事・

機械設備工事）に係る施行伺い 

教育委員会 

博物館 
全部公開 

95 8月 26日 
株式会社○○の令和３年５月期の事業報告書（決

算報告書） 

総合戦略局 

秘書広報室 
部分公開 

96 8月 27日 

下記業者の産業廃棄物処理実績及び施設状況報告

書（令和２年度実績）①住所 松本市大字和田○

○－○○ ○○株式会社②住所 松本市大字和田

○○ 株式会社○○ 

環境エネルギー部 

廃棄物対策課 
部分公開 

97 8月 30日 道路指定書（指定番号○○）図面及び申請書 
建設部 

建築指導課 
部分公開 

98 8月 31日 
松本城三の丸エリアビジョン策定共有支援業務委

託・契約書・稟議書 

総合戦略局 

お城まちなみ 

創造本部 

公開 

99 9月 2日 

基幹博物館建設用地に関して、令和２年３月２３

日に松本市と株式会社○○他１社との間で締結さ

れた「業務用定期借地権設定契約公正証書」 

教育委員会 

博物館 
部分公開 

100 8月 20日 

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、空気環境測定、産

業廃棄物の分析、PCBの分析等）の②松本市上下

水道局の入札見積経過書 期間令和２年３月１３

日～令和３年８月２０日まで 

上下水道局 

総務課 
全部公開 

101 9月 1日 

重要文化財旧制高等学校校舎耐震対策にともな

う、外壁材各取り替え理由のわかる書類一式（各

一枚ずつ・文化財保護法によるだれが決めたかわ

かるもの） 

教育部 

生涯学習課（あがた

の森文化会館） 

部分公開 

102 9月 7日 
○○に対する立ち入り検査の日時、結果（指導、

勧告、措置命令など）の分かる書類 

健康福祉部 

食品・生活衛生課 
部分公開 

103 9月 10日 

発注：松本市建設課 開札日：令和３年 8月 11

日 業務名：令和３年度橋梁定期点検業務委託 

箇所名：松本市内 上記指名入札の金入の設計書 

建設部 

建設課 
全部公開 

104 9月 13日 

惣社、岡田東土地区画整理事業に係る、施行地区

位置図、換地図（従前の宅地及び換地）、新旧（旧

新）地番対照表（対照表が不存在の場合は換地明

細）。※電磁的記録での開示を優先的に希望 

建設部 

都市計画課 
全部公開 

105 9月 13日 

１．土地・家屋課税台帳の電磁的記録で最新のも

の。２．１が不存在又は開示不可能の場合は、１

以外の文書で、市内の土地・家屋の登記情報のう

ち、土地の所在・地番・地目・地積、家屋の所在・

地番・家屋番号・種類・構造・床面積の情報を含

む一覧の電磁的記録で最新のもの。登記名義人・

建築年の情報もあれば含む。※１につき地方税法

第 81条第 1項・第 3項により土地・家屋課税台帳

に登録しなければならない登記事項・登記名義人

として登録されている部分（項目）のみ※エクセ

ル等の表形式のデータを優先的に希望。その他デ

ータとなる場合※「登記名義人」の項目につき全

県下維持が難しい場合は、法人のみ→官公庁のみ

→松本市のみ、の順※コード表記等による読替を

行っている場合は、それを読み替えるための資料 

財政部 

資産税課 
部分公開 



番号 請求年月日 公開請求のあった文書 担当部署 決定内容 

106 9月 13日 

松本市の地番が載った図面（公図、地籍図、地番

参考（現況）の図等、図面種類・制度は問わない）

で、2020年中の登記異動修正済の shapeデータ。

※地番の他、字界・字名・家屋（外形・家屋番号）

の情報も付加可能であれば。※次回最新版に更新

される予定時期と、測地成果（JGD2000、JGD2011

等）について※コード表記等を行っている場合は、

コード表等の資料も 

財政部 

資産税課 
全部公開 

107 9月 15日 

令和元年 10月 25日松本市広告代 225号一般競争

入札（総合評価落札方式）の執行について 関す

る公文書請求。工事概要・工事名 松本市基幹博

物館新設主体工事・請求文書 １入札結果（入札

参加企業体、入札書記載金額、評価点、評価値、

結果がわかるもの）２設計図書３各企業体の技術

提案書４工事内訳書 

教育委員会 

博物館 

全部公開 

非公開 

108 9月 16日 

○○が入るビルの土地と、新市立博物館の土地の

取得を巡り、松本市と○○側で行われた交渉内容

を記した決裁、報告書、一切の文書 

教育委員会 

博物館 
部分公開 

109 9月 22日 

教育委員会が担当窓口となり、市（市長）、また

は教育委員会が契約者となる損害保険契約（傷害

保険、賠償責任保険、火災保険、動産総合保険）

の証券の写し。（保険始期が令和２月 4月 1日～

令和３年 7月 31日までの分）もしくは下記か内容

が分かるもの。（保険会社、保健期間、保険種類、

保険の内容、保険料、担当課） 

教育部 

学校教育課 
公開 

110 9月 22日 同上 

教育部 

生涯学習課 

（中央公民館） 

全部公開 

111 7月 9日 

当組合員提出（令和３年３月 1日～令和３年４月

３０日）「下水道使用開始申請書」［工事種別］

新築・新設のみ（増開設・浄化槽切替 不要） 

上下水道局 

営業課 
部分公開 

112 9月 1日 

当組合員提出（令和３年５月 1日～令和３年６月

３０日）「下水道使用開始申請書」［工事種別］

新築・新設のみ（増開設・浄化槽切替 不要） 

上下水道局 

営業課 
部分公開 

113 9月 14日 

・住居番号申請受付簿※１（2021 年 4月 1日から

2021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（2021年 4月 1日から 2021

年 6月 30日の間に住居番号が付定されたもの）※

1との繋がりが分かるよう付定日・印等明記 

住民自治局 

市民課 
部分公開 

114 9月 16日 

○○が入るビルの土地と、新市立博物館の土地の

取得を巡り、松本市と○○側で行われた交渉内容

を記した決裁、報告書の一切の文書 

総合戦略局 

お城まちなみ 

創造本部 

部分公開 

115 9月 22日 

市（市長）、または下記担当課が契約者となる損

害保険契約（傷害保険、賠償責任保険、火災保険、

動産総合保険）の証券の写し。（保険始期が令和

２年 4月 1日～令和３年 7月 31日までの分で保険

料 5万円以上のもので下記内容が分かるもの）（保

険会社、保険期間、保険種類、保険の内容、保険

料、担当課）・民間の損害保険会社で契約する傷

害保険、賠償責任保険・道路に関する賠償責任保

住民自治局 

地域づくり課 
不存在 



番号 請求年月日 公開請求のあった文書 担当部署 決定内容 

険・市営住宅に関する賠償責任保険・教育委員会

が契約する委託する保険（外部協力者に対する傷

害保険、行事の際にかける傷害保険、プール開放

に係る傷害保険、職業体験に係る賠償責任保険、

学童に関する保険等）・学童に係る傷害保険、賠

償責任保険・市民活動に係る傷害保険、賠償責任

保険・公民館総合保障制度≪除外するもの≫・日

本スポーツ振興センター（災害共済）・建物総合

損害共済・児童安全共済・全国市有物件災害共済・

自動車保険全般（自賠責含む）・保健福祉事業の

医療等業務総合賠償保険、傷害保険・全国自治体

病院協議会病賠償責任保険・消防に係る傷害保険、

賠償責任保険（共済含む） 

116 9月 22日 同上 
教育委員会 

博物館 
公開 

117 9月 22日 同上 
こども部 

こども育成課 
部分公開 

118 9月 22日 同上 
教育部 

文化財課 
全部公開 

119 9月 22日 

松本市長宛てに提出された産業廃棄物処分実績及

び施設状況報告書（令和２年度実績）の次の２社

のもの １．○○株式会社 ２．有限会社○○ 

環境エネルギー部 

廃棄物対策課 

全部公開 

不存在 

120 9月 27日 
○○の「土地の賃借に関する依頼書」の提出に関

する起案書一式（別紙依頼書を含む）の一切 

教育委員会 

博物館 
部分公開 

121 9月 27日 

令和３年４月より現在の9月27日迄の間に○○株

式会社より提出された産業廃棄物処分業に係る申

請書等（許可申請、変更届王を含む） 

環境エネルギー部 

廃棄物対策課 
部分公開 

122 9月 24日 

令和３年４月より 9月 24日迄の間の次の 2社に対

する「立入検査記録」の写しの公開を請求する①

○○株式会社②株式会社○○ 

環境エネルギー部 

廃棄物対策課 
部分公開 

123 9月 27日 

卒業制作で松本市美術館を活用したいため、松本

市美術館の建築図面（設計図面）のうち平面詳細

図、断面図、立面図、配置図、矩計図 

教育委員会 

美術館 
部分公開 

124 9月 28日 

○○投資法人が所有する下記家屋の家屋固定資産

評価の評価根拠資料（①再建築費評点数計算書、

②基準年度別計算書、③家屋調査票、④図面 所

在地 松本市浅間温泉 1-81-1 床面積 3986.75㎡ 

財政部 

資産税課 

全部公開 

不存在 

125 9月 30日 
平成 22 年に実施の上新公民館の耐震診断の結果

書一式 

建設部 

建築指導課 
部分公開 

126 7月 7日 

市道 2021号線に改良に関する長野県及び○○と

の協議打合せに関する資料一式及び市道 2021号

線改良設計に関する協議資料一式 

建設部 

建設課 

全部公開 

部分公開 

127 9月 16日 

・外壁下見板補修枚数および調書（腰板部含む）・

すき間について、コーキング補修した理由 旧松

本高等学校保存活用計画を変えたのか 文化庁へ

の届書類 

教育部 

生涯学習課（あがた

の森文化会館） 

部分公開 

128 7月 21日 

コミュニティバス（西部地域コミュニティバス、

市営バス奈川線、四賀線、四賀地域バス、南部循

環線、全路線）の使用車両（常用、予備車）の全

車両車両一覧表、（現有車及び過去車の書類の存

交通部 

公共交通課 
全部公開 



番号 請求年月日 公開請求のあった文書 担当部署 決定内容 

在するもの）、全車両車検証の写し（現有車及び

過去車の書類の存在するもの）、新製時のボディ

メーカー発行製作仕様書前頁の写し（図面類含

む）、（現有車及び過去車の書類の存在するもの） 

129 9月 6日 

長野県松本市内の第１種動物取扱業者である「○

○○○○」にかかわるすべての文書、メモ、電子

記録 

健康福祉部 

食品・生活衛生課 

全部公開 

部分公開 

130 12月 16日 

○○○○に対する立ち入り検査の日時、結果（指

導、勧告、措置命令など）のわかる書類で保管さ

れているもの 

建設部 

維持課 
部分公開 

131 9月 13日 

・松本市に登録している第１種動物取扱業者リス

ト・事業者名、登録番号、初年度登録、登録数、

動物取扱責任者、・2020、2021 年度、犬登録数 

健康福祉部 

食品・生活衛生課 

全部公開 

部分公開 

132 9月 14日 

○○（株式会社○○○○）について、第一種動物

取扱業の登録に係る書類すべてに関する情報公開

を求める。（登録申請に関する書類及び添付書類、

変更・廃業等に関する届出書類、苦情の記録、立

入・指導等の記録、○○からの提出物等などを含

む関連の記録すべて）※令和３年４月１日以前の

情報も 

健康福祉部 

食品・生活衛生課 

全部公開 

部分公開 

133 9月 15日 

2018年 4月～2019年 3月迄と 2019年 4月～2020

年 3月迄と 2020年 4月～2021年 3月迄の○○協

同組合に加入している会社に松本市が支払った資

源ゴミ回収に対する委託料 

環境エネルギー部 

環境業務課 
部分公開 

134 9月 15日 

2018年 4月～2019年 3月迄と 2019年 4月～2020

年 3月迄と 2020年 4月～2021年 3月迄の株式会

社○○及び、株式会社○○に対し松本市が支払っ

た資源ゴミ回収に対する委託料 

環境エネルギー部 

環境業務課 
全部公開 

135 9月 30日 

松本市のペット事業者「○○」について、・県松

本保健福祉事務所および松本市保健所が過去に行

った立入検査や定期的な巡回に関する、履歴や結

果報告などが書かれた文書全て（メモ等を含む）・

県松本保健福祉事務所および松本市保健所が過去

に行った指導や改善命令、勧告について書かれた

文書全て（メモ等を含む）・業者側が県松本保健

福祉事務所および松本市保健所に提出した登録申

請書や犬猫等健康安全計画など、第１種動物取扱

業の登録・更新にかかわる文書全て（メモ等を含

む）・県松本保健福祉事務所及び松本市保健所が

地元住民から受けた申し立てなどに関する文書全

て（メモ等を含む）・今月２日に県警が捜索を行

い、同１６日の定例市長会見にて言及された劣悪

環境での飼育が疑われる事案について、把握後に

松本市保健所、長野県などの関係機関による対応

が記載された文書全て（メモ等を含む） 

健康福祉部 

食品・生活衛生課 

全部公開 

部分公開 

非公開 

136 12月 21日 

住居番号申請受付簿（2021年 7月 1日から 2021

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（2021年 7月 1日から 2021年 9月

30日の間に住居番号が付定されたもの） 

住民自治局 

市民課 
部分公開 



番号 請求年月日 公開請求のあった文書 担当部署 決定内容 

137 10月 12日 

建設リサイクル法受付台帳で、工事の種類が解体

工事である届出のうち以下の事項（ただし、受付

日が 2021年 7月 1日～2021年 9 月 30日のもの）

①受付日②工事場所③元受業者名及び連絡先 

建設部 

建築指導課 
全部公開 

138 10月 14日 
旧○○解体工事アスベスト除去工事の届け出書類

のうち写真 

環境エネルギー部 

環境保全課 
公開 

139 10月 15日 

固定資産標準宅地（標宅番号：○○ 所在：中央

○-○○-○○）の評価に関する下記資料①鑑定評

価書および標準宅地調書（価格時点：令和２年１

月１日）②時点修正率を記載した資料（価格時点：

令和２年７月 1日）③標準宅地価格を基に敷設さ

れた全固定資産時路線価の街路条件等の補正状況

を記載した資料④上記③の路線価の路線番号と位

置を記載した資料 

財政部 

資産税課 
部分公開 

140 10月 18日 

令和３年１０月８日入札令和３年度波田扇子田運

動公園移設に係る地質調査業務委託に係る金入り

実施設計書の公表 

文化観光部 

スポーツ推進課 
全部公開 

141 10月 12日 

次の文書のうち、美術館に関する部分・平成 6年

12月 16 日開催の松本市議会教育民生委員協議会

の資料及び会議録・平成 7年１月 24日開催の松本

市議会議員協議会資料及び会議録・平成 7年８月

10日開催の松本市議会教育民生委員協議会の資

料及び会議録・平成 7 年８月 18日開催の松本市議

会議員協議会資料及び会議録・平成 8年 6月 20

日開催の松本市議会教育民生委員協議会資料及び

会議録・平成 8年 6月 27日開催の松本市議会議員

協議会資料及び会議録 

議会事務局 部分公開 

142 10月 20日 

・平成 10年度乗鞍簡易水道、配水支管布設工、配

水支管 350ルート写真・令和２年度、配水管調査、

状況写真（カラー）・乗鞍簡易水道、楢ノ木配水

管布設工事、配管平面図（1枚）、竣工図（1枚） 

上下水道局 

上水道課 
全部公開 

143 10月 19日 

①松本市保健所職員について、2021 年 7月 1日～

9月 30 日までの残業時間がわかる資料  

②①と比較するため、新型コロナウイルス感染拡

大以前の 2019年の同時期（7月 1日～9月 30日）

の松本保健所職員の残業時間がわかる資料 

総務部 

職員課 

部分公開 

不存在 

144 10月 25日 

○○株式会社から提出された「産業廃棄物処分完

結及び施設状況報告書（令和２年度実績）（但し

松本事業場の処分について） 

環境エネルギー部 

廃棄物対策課 
全部公開 

145 10月 26日 道路指定申請書（指定番号第○○号）の図面 
建設部 

建築指導課 
全部公開 

146 9月 10日 
令和３年度林道橋梁延命化事業 白樺橋調査概略

設計書業務委託 

環境エネルギー部 

森林環境課 
公開 

147 11月 12日 

市営松本城大手門駐車場の定期駐車に係る（株）

○○銀行の現在の利用状況がわかる資料令和元年

度から最新のものまで 

産業振興部 

商工課 

部分公開 

不存在 



番号 請求年月日 公開請求のあった文書 担当部署 決定内容 

148 10月 18日 

昭和 38 年から 39年にかけて行われた、旧開智学

校の移転修理に関する公文書。特に、工事中、旧

開智学校の文書等の資料が武徳殿（昭和３４年ま

で松本図書館だった建物）に一時保管されたとい

う関係者の証言を得ているが、それを示す文書 

教育委員会 

博物館 

旧開智学校 

不存在 

149 10月 18日 

平成３年１０月に新築された松本市中央図書館の

建設計画に関する公文書。新築された際に、図書

館３階の収蔵庫に旧開智学校の所蔵資料が保存さ

れることになったのか、その経緯がわかる公文書 

教育委員会 

博物館 

旧開智学校 

不存在 

150 10月 25日 

本年度において、警察から動物愛護管理法違反の

容疑で取り調べを受けた松本市内の動物取扱業者

が所有していた犬が所有権放棄され、埼玉県内の

動物取扱業者等に多数移送された件について、松

本市当局の対応記録一式（長野県・埼玉県及び環

境省との相談・指導に関するやり取り、捜索を受

けた市内動物取扱業者から市当局に報告された犬

の所有状況等に関する直近の定期報告と当支局に

よる本年度の指導記録、市長記者会見で説明され

たように当支局が所有権放棄を市内の当該業者に

要請して里親への譲渡をしたいと準備していたこ

と及び譲渡希望が多数寄せられていたことを示す

行政文書） 

健康福祉部 

食品・生活衛生課 

全部公開 

部分公開 

151 11月 1日 
国土交通省へ優良建築物整備事業に関する要望書

類一式 

建設部 

都市計画課 

全部公開 

部分公開 

152 11月 2日 

当組合員提出（令和３年７月１日～令和３年８月

３１日）「下水道使用開始申請書」［工事種別］

新築・新設のみ（増改設・浄化槽切替 不要） 

上下水道局 

営業課 
部分公開 

153 11月 9日 

株式会社○○・有限会社○○・有限会社○○の３

社への７月２８日以降現在までの立入検査記録及

び市発注解体工事の落札状況 

環境エネルギー部 

廃棄物対策課 
部分公開 

154 11月 9日 

2015年 11月 17日に発生したと報道されている、

健康診断で胃の内視鏡検査を受けた男女計５人に

対し、「ホルマリン」を誤って投与した事故に関

する事故調査報告書及び発生原因や発生後の状

況、患者の後遺障害等に関して事実関係等をまと

めた文書一式 

病院局 

事務部 
全部公開 

155 7月 1日 松本市における水道料金の算定方法 
上下水道局 

営業課 
取下げ 

156 10月 1日 Ｒ３旧制高等学校耐震工事に係る書類一式 

教育部 

生涯学習課（あがた

の森文化会館） 

部分公開 

157 11月 25日 

松本城大手門駐車場の移転前の平面式駐車場にお

ける○○株式会社の現金輸送車の駐車場内通行に

関する取り決めがわかる資料 

産業振興部 

商工課 
部分公開 

158 11月 25日 

①令和３年度、松本市立博物館の登録に関する書

類の一切。その他現博物館の現状について記載さ

れた書類の一切②博物館協議会の議事録作成にあ

たって使用された全ての発言内容のわかる書類の

一切。例えば非公開の議事録や議事内容のメモな

ど。 

教育委員会 

博物館 

全部公開 

不存在 



番号 請求年月日 公開請求のあった文書 担当部署 決定内容 

159 11月 29日 

松本市沢村○丁目○○番地○○（○○様）不動産

について下水道本管が○○-○、○○-○土地（○

○所有地）に埋没があり、以前松本市と当時の所

有者との間で取り交わしがあった「下水道管の埋

没に関する承諾書」 

上下水道局 

下水道課 
部分公開 

160 11月 29日 株式会社○○に対する立入検査に関する記録等 
環境エネルギー部 

廃棄物対策課 
部分公開 

161 12月 3日 

松本市ホームページ作成システム再構築及び運用

保守業務委託公募型プロポーザルにかかる審査資

料一式 １．参加事業者提出資料一式 ２．業者

選定の根拠となる評価基準に基づく評価結果（評

価点がわかるもの） 

総合戦略局 

秘書広報室 

部分公開 

非公開 

162 12月 16日 道路指定書（指定番号○○）申請書一式 
建設部 

都市計画課 
部分公開 

163 12月 16日 
基幹博物館建設用地について○○との交渉経過が

わかる書類（令和元年度のもの） 

教育委員会 

博物館 
部分公開 

164 11月 10日 

本年度において、警察から動物愛護管理法違反の

容疑で取り調べを受けた松本市内の動物取扱業者

が所有していた犬が所有権放棄され、埼玉県内の

動物取扱業者等に多数移送された件について、松

本市当局の対応記録一式 

環境エネルギー部 

廃棄物対策課 
部分公開 

165 11月 16日 建築相談処理カード No.南西部○-○○ 
建設部 

建築指導課 
部分公開 

166 11月 15日 

松本市波田○○番地株式会社○○に関する ①産

業、一般廃棄物処理に関する評価の書類のうち近

隣住民及び周辺との協定書に関するもの ②産業

処分業、収集運搬業及び一般処理業の現行許可に

関する許可申請書類のうち営業時間、曜日に関す

る部分の資料 ③産業処分業、収集運搬業及び一

般処理業の現行許可証 

環境エネルギー部 

廃棄物対策課 

部分公開 

不存在 

167 12月 8日 
本庄１丁目地区優良建築物等整備事業の取下げに

関する一切の書類 

建設部 

都市計画課 

全部公開 

部分公開 

168 12月 23日 
12月 9 日の文化庁の打合せ録（令和３年耐震（美

化）工事） 

教育部 

生涯学習課（あがた

の森文化会館） 

全部公開 

169 1月 11日 
令和３年9月27日開催○○運営に関する打合せの

音源データ 

住民自治局 

庄内地区地域づく

りセンター 

全部公開 

170 12月 16日 

①アルプス公園整備事業費に関わる工事請負費 1

億 1,288 万円、特にキャンプ場 3,348万円の概算

見積内訳書他議会で配布された A4一枚平面図面

等（以後の 3月議会時に提出されていなかった資

料でも、現状のキャンプ場整備に向けて作成され

ている資料一式）②11月 27日多事総論会の資料

中「利用実態から見る潜在的資源～その１～」で

示されている、居住者、年齢層、来園目的の円グ

ラフを算出するにあたってのアンケート質問内

容、サンプル数、詳細がわかる資料③アルプス公

園南口に「キャンプ場整備に関する希望が、白板

文化観光部 

観光プロモーショ

ン課 

全部公開 



番号 請求年月日 公開請求のあった文書 担当部署 決定内容 

地区などの公園周辺の地区、地元飲食店、民間企

業等から出た」と市長等が答弁した際の根拠とな

る参加者、議事録④まきば山荘跡地の再整備に関

わり、その中でキャンプ場整備が決定した経緯が

わかる会議の議事録⑤今年度「陳情 6号オートキ

ャンプ場新設計画について」の中でオートキャン

プ場新設について 1000人規模で行われたとされ

るアンケート内容等の結果や詳細 

171 12月 16日 同上 
建設部 

公園緑地課 
部分公開 

172 1月 7日 
契約の目的ごと、金額の段階ごとどのような契約

方法で行っているか 

財政部 

契約管財課 
取下げ 

173 1月 20日 
開智小学校、田川小学校トイレ改修機械設備工事

金入設計書（代価表含む） 

教育委員会 

学校教育課 
全部公開 

174 1月 25日 建築相談処理カード No.南西部○-○○ 
建設部 

建築指導課 
部分公開 

175 2月 2日 

一般廃棄物処理業株式会社○○廃プラスチック類

（破砕）破砕前保管場所図面及び保管容量、破砕

後フロー 

環境エネルギー部 

廃棄物対策課 
部分公開 

176 2月 2日 

自動車リサイクル法 破砕業・株式会社○○ 

H31.3、4、R1.5各月の引取報告（引取日・台数）

及び破砕ゴミ（シュレッダーダスト・ASR）引渡し

報告日、数量（台・ｋｇ）電子マニフェスト（公

益財産法人○○） 

環境エネルギー部 

廃棄物対策課 

不存在 

部分公開 

177 2月 2日 
○○用地取得等に関わる書類等（令和３年１月 

２５日以降に取り交わした文書） 

総合戦略局 

お城まちなみ 

創造本部 

全部公開 

部分公開 

178 2月 4日 
産業廃棄物処分業株式会社○○ 別紙内容の公文

書を請求する（１～４） 

環境エネルギー部 

廃棄物対策課 

全部公開 

部分公開 

179 2月 4日 

株式会社○○一般廃棄物業（限定）・一般廃棄物

処分業 １．H28.4～R4.1までの立入検査記録表

２．R1.5.24 産業廃棄物保管場所の火災事故時、

一般廃棄物（粗大ごみ）スプリング製品処分業務

委託契約されているマットレス、ソファーが不適

正保管され、県より市に指導の要請があった粗大

ごみの適正保管に関する立入検査表 

環境エネルギー部 

廃棄物対策課 
不存在 

180 2月 8日 

住居番号申請受付簿（2021.10.1～2021.12.31の

間に住居番号が付定されたもの）住居表示台帳

（2021.10.1～2021.12.31の間に住居番号が付定

されたもの） 

住民自治局 

市民課 
部分公開 

181 2月 7日 住居表示台帳（寿台 3丁目） 
住民自治局 

市民課 
全部公開 

182 2月 15日 
地方財政状況調査のうち、物件費の内訳がわかる

資料（H13～R1決算） 

財政部 

財政課 
全部公開 

183 2月 18日 
最新地番図、最新路線価図データ（SHAPEファイ

ル） 

財政部 

資産税課 
全部公開 

184 2月 9日 

建設中の基幹博物館を巡り、Ｒ３.5以降に行った

○○、○○と行った交渉内容を記した決裁、報告

書/基幹博物館用地の賃借に当たり、事業用定期借

地権契約を結ぶに至った経過を記した庁内文書 

総合戦略局 

総合戦略室 
部分公開 



番号 請求年月日 公開請求のあった文書 担当部署 決定内容 

185 2月 21日 

建設リサイクル法受付台帳で、工事の種類が解体

工事である届出のうち①受付日②工事場所③元請

け業者名および連絡先（受付日がＲ３.10.1～Ｒ

３.12.31のもの） 

建設部 

建築指導課 
全部公開 

186 2月 22日 
建築基準法第43条第1項ただし書き許可申請書の

うち求積図（番号 43-21、H20.7.25） 

建設部 

建築指導課 
部分公開 

187 2月 18日 
H26.8.6 物件移転の契約した建物に関する移転完

了がわかる調書 

建設部 

公共用地課 
全部公開 

188 2月 18日 
R4.2.9 に実施した立入検査記録（○○建設予定地 

松本市島内○○-○他 3筆） 

環境エネルギー部 

廃棄物対策課 
全部公開 

189 2月 7日 

Ｒ３.11.19 入札 新市立病院建設予定地法面地

質調査業務委託・測量及び予備設計業務委託松本

市旗中央運動広場に係る金入り実施設計書 

病院局 

病院建設課 
全部公開 

190 2月 21日 
マイクロチップでの繁殖管理を行うことについて

の環境省への要望書 

健康福祉部 

食品・生活衛生課 
取下げ 

191 2月 25日 

産業廃棄物処分業・産業廃棄物処理施設株式会社

○○ 廃棄物施設火災事故 R1.5.24、火災事故当

日の立入、報告書（写真）及び R1.5.20～23立入

報告記録表（写真） 

環境エネルギー部

廃棄物対策課 
不存在 

192 2月 24日 

○○株式会社、有限会社○○、有限会社○○への

Ｒ３.11.16 以降、R4.2末までの立入指導記録及び

調査結果 

環境エネルギー部 

廃棄物対策課 
全部公開 

193 3月 1日 

金入り設計書 下水道課 R2.10.6 R2公共下水

道中央 3-4丁目汚水幹線耐震化工事 Ｒ３.1.6公

共下水道丸の内第 2排水区管渠更正その 3工事 

上下水道局 

下水道課 
全部公開 

194 3月 9日 

○○繁殖場における動物虐待事案を受け

2022.1.20に提出された要望書を環境省へ提出し

た文書の公開 

健康福祉部 

食品・生活衛生課 
全部公開 

195 3月 10日 
固定資産税不動産鑑定書（Ｒ３年度分）標準地番

号 ○○他計９か所 

財政部 

資産税課 
部分公開 

196 3月 9日 

Ｒ３.4.1以降に提出された、建設工事に係る資材

の再資源化等に関する法律第 10 条第 1項（建設リ

サイクル法）の規定による解体等の届出書のうち、

別紙「対象住所一覧」の住所を工事の場所とする

もの。ただし、付随する別表や様式第２号の工程

表などは不要 

建設部 

建築指導課 
部分公開 

197 3月 22日 

会計課の金庫の開閉事務、各課の手提げ金庫の持

ち出し、持ち入れの事務を定めた文書、執務時間

が 8：30からであるのにすでに照明が点いていた

が窓口は消えていたこれを定めた根拠文書 

総務部 

職員課 
不存在 

198 3月 18日 

不当要求行為を定めた文書暴力的行為威圧的言

動、大声その他の社会的相当性を逸脱する手段を

伴う行為の対処の事例 

総務部 

行政管理課 
不存在 

199 3月 18日 
非課税世帯等に対する給付金の事務根拠の文書現

金給付の仕方の流れ 

健康福祉部 

福祉政策課 
全部公開 

200 3月 18日 
Ｒ３.10 以降○○と行った交渉内容をしるした関

係文書一式 基幹博物館の建設用地に関する件 

総合戦略局 

総合戦略室 
部分公開 

201 3月 22日 庁舎建設の現状 
総合戦略局 

総合戦略室 
全部公開 

202 3月 16日 住居表示台帳の写し 沢村 3丁目 6街区、元町 3 住民自治局 部分公開 



番号 請求年月日 公開請求のあった文書 担当部署 決定内容 

丁目 6街区、開智 3丁目 1街区、横田 3丁目 18

街区、筑摩 2丁目 20街区、笹部 1丁目 4街区、南

原 1丁目 23街区、笹部 2丁目 10 街区、笹部 2丁

目 11街区、野溝木工 1丁目 10街区、村井町西 1

丁目 19 街区、寿中 1丁目 28街区、村井町南 2丁

目 2街区、村井町南 2丁目 8街区 

市民課 

203 3月 31日 水汲○○-○○、○○-○○の公開立会報告書 
建設部 

維持課 
部分公開 

204 3月 28日 道路位置申請書（○○号）申請書一式 
建設部 

建築指導課 
部分公開 

205 3月 8日 
当組合員提出（Ｒ３.10.1～R4.2.28）下水道使用

開始申請書 新築・新設のみ 

上下水道局 

営業課 
部分公開 

206 1月 19日 
当組合員提出（Ｒ３.9.1～Ｒ３.10.31）下水道使

用開始申請書 新築・新設のみ 

上下水道局 

営業課 
部分公開 

207 3月 22日 
前○○から○○への事務引継書及び添付書類等の

一切 

総務部 

行政管理課 
部分公開 

208 3月 18日 
議会において写真撮影の可否を定めた傍聴規則の

いきさつの根拠、記者が議会で取材する根拠 
議会事務局 

全部公開 

不存在 

209 3月 23日 

①現在までに発表された mRNAワクチン接種後の

日本国内の・死亡者数、重篤者数、副反応者数、

副反応の種類を記録した公文書 

②日本で新型コロナ対策を引き続き実施し、mRNA

ワクチンの接種を推進する根拠となるエビデンス 

③mRNA ワクチンの成分表（○○、○○５歳以下用、

○○、○○、○○、○○） 

健康福祉部 

健康づくり課 
不存在 

210 3月 23日 

・新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の存在を証

明する論文等のエビデンス 

・PCR検査が新型コロナウイルスの病原を検出す

るという根拠となる論文等（PCR 検査によって陽

性とする根拠になる論文） 

・マスクが新型コロナウイルスの感染症を防止す

るという根拠となる論文 

・マスク着用のメリットがデメリットを上回ると

いう根拠 

・「まん延防止等重点措置」又は「新型コロナ対

策推進」の効果を示す根拠、論文 

・PCR検査により無症状で検査陽性となった場合

に、新型コロナウイルスに感染していると判断し、

宿泊療養、自宅療養が７日間必要とする根拠 

健康福祉部 

保健予防課 
不存在 

211 3月 18日 市長の事務引き継ぎ書（最新のもの） 
総務部 

行政管理課 
部分公開 

212 12月 16日 
松本市波田中央保育園の改築に関わる本体、関連

工事の入札経過書 

こども部 

保育課 
全部公開 

213 12月 16日 
松本市野球場（四賀）の改修に関わる本体、関連

工事の入札経過書 

文化観光部 

スポーツ推進課 
全部公開 

214 12月 16日 
まつもと市民芸術館の大規模改修事業に関わる本

体、関連工事の入札経過書 

文化観光部 

文化振興課 
全部公開 

215 12月 16日 
松本市美術館の大規模改修に関わる本体、関連工

事の入札経過書 

教育部 

美術館 
全部公開 



番号 請求年月日 公開請求のあった文書 担当部署 決定内容 

216 12月 23日 
地方財政状況調査のうち人件費と職員給の内訳が

わかる資料 

財政部 

財政課 
全部公開 

217 12月 21日 

廃掃法第 12条の 3第 7項の規定による産業廃棄物

管理票（マニフェスト）交付報告書①H31.4～R2.3

②R2.4～Ｒ３.3③H28.3～H29.4 株式会社○○ 

環境エネルギー部

廃棄物対策課 
部分公開 

218 10月 21日 
平成３０年○月○日景観事前協議申請書（申出者

○○ ○○）届出書類一式 

建設部 

都市計画課 
部分公開 

219 4月 8日 

①「現在の博物館が、移転を従来から求められて

いる」平成２５年６月定例会での○○議員の質問

に対して○○○○の答弁を示す根拠となりうる証

拠資料等の一切 

②令和２年○月○日教育民生委員協議会での○○

○○委員の質問に対しての○○○○の答弁「文化

庁とあそこの場所で建て替えを行わない（中略）

取決めをしている」を示す根拠となる証拠書類等

の全て。ただし、昭和４１年○月○日付○○市長

の文化財保護委員会宛念書と松本市教育委員会発

行の平成１１年９月松本城およびその周辺整備計

画は上記①、②に該当しないので除く。 

教育委員会 

博物館 
不存在 

220 4月 12日 

松本市立博物館（日本民俗資料館）が老朽化して

いることを公に示す調査、報告書、鑑定書等の公

文書もしくはそれに準ずる書類の一切。ただし、

松本市立博物館の建物本体（躯体）のことを指し、

配管や空調等の設備のことではない。また、建物

を解体しなければならない根拠とされる公文書等

の書類等全て。なお、このような公文書類がなけ

れば文書不存在を示す書類 

教育委員会 

博物館 
部分公開 

  



個人情報公開 

番号 請求年月日 公開請求のあった文書 担当部署 決定内容 

1 4月 2日 
弁護士の方から市に相談するように言われ、相談し

た実績（相談記録） 

こども部 

こども福祉課 
開示 

2 4月 12日 

こども育成課こころの鈴で、令和元年６月及び１２

月頃、請求者が相談した内容を含む全記録（メモ、

電子記録等） 

こども部 

こども育成課 

開示 

不存在 

3 4月 13日 成年後見制度申立書類 
健康福祉部 

高齢福祉課 
開示 

4 4月 16日 成年後見制度申立書類 
健康福祉部 

高齢福祉課 
全部公開 

5 4月 14日 
令和２年８月３日から令和３年４月１４日の間に

交付された印鑑登録証明書交付申請書の写し 

住民自治局 

市民課 
開示 

6 4月 20日 令和元年度敬老祝い金受領書 
健康福祉部 

高齢福祉課 
開示 

7 4月 21日 
令和元年 10月 30日付けで申請した特定動物飼養保

管許可申請書及び添付書類一式 

健康福祉部 

食品・生活衛生課 
開示 

8 5月 12日 

平成 31年 4月 1日～令和３年 3月 23日までの住民

票除票、戸籍、戸籍の附票の発行履歴と申請書類。

ただし、本人請求分は除く 

住民自治局 

市民課 
不存在 

9 5月 27日 

請求者に係る女性センター相談室予約簿（兼実施記

録簿）2020年 6月 4日、6月 18 日、7月 2日、7月

30日分 

住民自治局 

人権共生課 
開示 

10 5月 28日 
非木造家屋再建築費評点計算書一式（計算書・図面） 

村井町北○丁目○○-○○家屋番号○○-○○ 

財政部 

資産税課 
開示 

11 6月 10日 
令和３年３月８日付申請身体障害者手帳再交付申

請書に添付した診断書意見書の内容 

健康福祉部 

障害福祉課 
開示 

12 6月 11日 
○○主任（主査）が６年前に請求者の年金証書を受

理したコピー 

健康福祉部 

障害福祉課 
開示 

13 6月 23日 
特別児童福祉手当の診断書（○○氏分、令和２年３

月３日提出分） 

こども部 

こども福祉課 
開示 

14 6月 25日 ○○主任の日報開示。○○主査の日報 
健康福祉部 

健康づくり課 
部分開示 

15 6月 23日 

○○主査と○○主任の日報の開示 幅主査：区分３

の調査員の時の日報 ○○主任：○○保健師が区分

４に認定してやめたので、後任の○○主査が後任の

必要なことを３年後に、○○主査は通知したと証言

している。そのときの日報 

健康福祉部 

障害福祉課 
開示 

16 7月 8日 
○○課長、○○補佐、○○補佐、○○補佐の日報の

開示請求、病院同行、自宅訪問、刑事事件など 

健康福祉部 

健康づくり課 

開示 

不存在 

17 7月 27日 
令和３年度松本市職員採用資格試験（６月実施）の

第１次試験の結果 

総務部 

職員課 
開示 

18 7月 28日 特別児童扶養手当の診断書 
こども部 

こども福祉課 
開示 

19 7月 28日 

精神保健相談に来所した際、私と医師が話した内容

の記録で松本市保健所保健予防課が所持している

もの 

健康福祉部 

保健予防課 
部分開示 

20 7月 29日 

2017年 1月 18日から同 3月 16 日○○病院に係る

措置入院に関する○○保健師他の行動記録 

 

健康福祉部 

保健予防課 
部分開示 

別紙２ 



番号 請求年月日 公開請求のあった文書 担当部署 決定内容 

21 8月 4日 
令和３年 7月 30日に交付された住民票交付申請書

の写し及び委任状等の写し 

住民自治局 

市民課 
部分開示 

22 8月 5日 
令和３年８月４日、８月５日に交付された印鑑登録

証明書交付申請書の写し 

住民自治局 

市民課 
不存在 

23 8月 2日 松本市旭○丁目○○-○○、○○-○○契約書類一式 
財政部 

契約管財課 
部分開示 

24 8月 18日 
令和３年度松本市職員採用試験（６月試験）の第１

次・第２次試験の結果 

総務部 

職員課 
開示 

25 8月 10日 補佐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 

26 7月 15日 
○○主査の日報の開示。私の担当者、当時の（区分

４失効時）○○主任の日報 

健康福祉部 

障害福祉課 
不存在 

27 8月 20日 私の平成 26年度の障害区分認定の調査票 
健康福祉部 

福祉政策課 
開示 

28 9月 2日 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 

29 9月 2日 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 

30 9月 16日 

○○補佐が、健康づくり課の保健師を帯同して、私

の自宅を訪問してくれた日報。○○補佐を○○課長

が、１０年前に生活保護課の職員を呼んでくれた日

の日報 

健康福祉部 

健康づくり課 

開示拒否

（不存在） 

31 9月 21日 差押決議書の写し 
財政部 

納税課 
開示 

32 9月 27日 
令和３年 9月 24日から 9月 27日に交付された印鑑

登録証明書の申請書の写し 

住民自治局 

市民課 
開示 

33 10月 8日 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 

34 10月 12日 

①私の生活保護開始から廃止決定までのケース記

録のすべて②保護受給期間に行われたケース診断

会議の資料全て 

健康福祉部 

生活保護課 
部分開示 

35 10月 21日 芳川平田○○番地○家屋図面○○家屋 
財政部 

資産税課 
開示 

36 11月 29日 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 

37 12月 2日 
令和３年度松本市職員採用資格試験（高卒程度）の

第１次・第２次試験の結果 

総務部 

職員課 
開示 

38 12月 8日 
松本市中央○丁目○○番○○（現地番）の平成 21

年 3月 18日付け私有財売買契約書 

財政部 

資産税課 
開示 

39 12月 8日 
松本市中央○丁目○○番○○（現地番）の平成 13

年 3月 16日付け私有財売買契約書 

建設部 

都市計画課 
開示 

40 11月 10日 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 

41 11月 9日 

令和３年９月３０日に交付された戸籍証明書等交

付申請書の写し、住民票証明書等交付申請書の写し

及び委任状等の写し 

住民自治局 

市民課 
部分開示 

42 10月 28日 

○○の所有する以下の家屋についての計算書およ

び家屋図面①安曇○○-○ 面積 401.92㎡ ②安

曇○○-○ 面積 29.75㎡ 

財政部 

資産税課 

開示 

不存在 



番号 請求年月日 公開請求のあった文書 担当部署 決定内容 

43 10月 25日 
令和３年１０月２１日に○○が建築指導課へ送っ

た FAXとそれに対する対応がわかるもの 

建設部 

建築指導課 
開示 

44 12月 8日 特別児童扶養手当の診断書 
こども部 

こども福祉課 
開示 

45 12月 22日 
令和３年 1月 1日～令和３年 12月 22日までの介護

保険住宅改修申請書 

健康福祉部 

高齢福祉課 
開示 

46 1月 14日 
R4.1.4～R4.1.11に交付された印鑑登録証明書交付

申請書の写し 

住民自治局 

市民課 
不存在 

47 1月 21日 
Ｒ３.12.20 交付の身体障害者手帳を新規申請した

際に添付した診断書 

健康福祉部 

障害福祉課 
全部公開 

48 1月 28日 乳幼児の相談記録の訂正 
健康福祉部 

健康づくり課 
訂正拒否 

49 2月 3日 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 

50 2月 8日 
R4.1.25付け戸籍全部事項証明書の交付申請書及び

委任状 

住民自治局 

市民課 
部分開示 

51 2月 18日 
女性センター相談室予約簿（兼実施記録簿）のうち

請求者に関する記録（Ｒ３.2.16、3.2、3.16） 

住民自治局 

人権共生課 
部分開示 

52 2月 18日 
R4.2.14 住民票世帯連記（全部）の交付に係る申請

書及び委任状 

住民自治局 

市民課 
部分開示 

53 2月 21日 PCR検査結果 
健康福祉部 

健康づくり課 
開示 

54 2月 25日 特別児童扶養手当の診断書Ｒ３.4.7 提出分 
こども部 

こども福祉課 
開示 

55 3月 8日 
R4.3.2 住民票の写しの交付に係る申請書及び委任

状 

住民自治局 

市民課 
部分開示 

56 3月 15日 
過去 3年間に交付された印鑑証明書交付申請書写

し 

住民自治局 

市民課 
不存在 

57 3月 23日 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 

58 11月 15日 
令和３年１０月２９日に交付された戸籍全部事項

証明書等交付申請書の写し及び委任状の写し 

住民自治局 

市民課 
開示 

59 11月 16日 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 

60 11月 9日 松本市安曇○○、○○-○○、○○-○○の計算書 
財政部 

資産税課 

開示 

不存在 

61 4月 23日 

2018.3 頃から労政課○○、○○、○○、○○など

にユニオンサポートセンターの弁護士、理事などト

ラブルなどで相談したり、課、個人が他の団体、弁

護士、他課でのやりとり（電話含む）、現在までの

請求者に関するすべての情報（メモ、電子記録含む） 

産業振興部 

労政課 
開示 

62 4月 23日 
労政課が委託しているユニオンサポートセンター

の相談業務の契約内容等（2018～現在まで） 

産業振興部 

労政課 
開示 

 

 


