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平成２３年度情報公開・個人情報保護制度実施状況 

 

はじめに 

 松阪市では、市が保有する公文書を市民の皆さんからの請求に応じて公開し、市政への市民参加 

の推進と信頼を深め、より開かれた市政運営をめざした情報公開制度を実施しております。 

 一方、高度情報化社会の中にあって、市が保有する個人情報の利用が拡大していることから、個 

人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定め、自己に関する情報をコントロールする権利を明 

らかにし、個人の権利利益を保護することを目的とした個人情報保護制度においても実施しており 

ます。 

 また、情報の共有化と市政の透明性を確保するとともに、市政への市民参加を推進し、市民の皆

さんと市との協働によるまちづくりの実現を図る目的から、「行政情報提供の推進に関する要綱及

び運用方針」を定め、積極的な行政情報の提供に努めました。 

 ここに、平成２３年度におけるこれら制度の実施状況を公表いたします。 

 

１ 公文書公開請求（申出）の状況 

   平成２３年度における公文書公開請求（申出）件数は、349件でした。（取下げ14件を除く） 

  これら請求（申出）を受付別にみると、文書・情報公開係及び各地域振興局での窓口受付が 

  269件、FAXによる受付が2件、郵送による受付が6件、ホームページからのメールによる受

付が67件となりました。また、公文書公開請求者（申出者）数は、344人（注１）でした。 

   （注１ 1人が同日に複数の請求書（申出書）を提出されても1人として計算しています。） 

表１　月別請求（申出）件数 （単位：件、人）

区 分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計

請 求 21 13 21 20 16 27 24 15 22 32 21 27 259 

申 出 5 7 11 5 8 6 6 6 12 7 10 7 90 

合 計 26 20 32 25 24 33 30 21 34 39 31 34 349 

窓口受付 19 16 25 20 20 28 22 15 28 25 25 26 269 

FAX 受 付 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

郵送受付 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 6 

ﾒ ｰ ﾙ受付 5 4 6 4 4 5 7 5 5 11 4 7 67 

人 数 26 20 32 25 24 33 30 21 33 36 30 34 344 
 

 

２ 公文書公開請求の決定状況 

（１）決定状況 

   公文書公開請求（申出）に対する決定状況は、公開が258件、部分公開が193件、非公開が 

  2件、公文書不存在が13件でした。 
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   なお、1 件の請求（申出）に対し、対象となる公文書が複数になる場合があり、それぞれの 

  公文書ごとに公開・非公開の決定を行っているため、決定状況の件数が請求（申出）件数を上 

  回っています。 

表２　年度別公文書公開請求の決定状況 （単位：件）

請　求 申　出 公　開 部分公開 非公開 公文書不存在

平成23年度 259  90  258  193  2  13  

平成22年度 175  102  141  171  1  4  

平成21年度 204  80  256  241  2  10  

区　分
件　　　　数 決　　　定　　　状　　　況

 

（２）部分公開・非公開理由別内訳 

   部分公開・非公開となった理由では、個人情報に該当するものが178件、法人情報が24件、 

  事務事業執行に関する情報が2件、意思形成過程情報が1件となっています。 

   なお、1件の部分公開・非公開決定に対し、複数の理由を有している場合があり、部分公開、 

  非公開理由別内訳の件数が決定件数を上回っています。 

表３　部分公開・非公開理由別内訳 （単位：件）

部分公開 非 公 開 合　　計

193   2   195   

 個人情報 178   0   178   

 法人情報 23   1   24   

 行政運営情報（小計） 2   1   3   

　・国等との協力関係情報 0   0   0   

　・意思形成過程情報 1   0   1   

　・事務事業執行に関する情報 1   1   2   

　・附属機関等情報 0   0   0   

　・生命等保護情報 0   0   0   

 法令秘情報 0   0   0   

203   2   205   

区　　　　　　分

 決　定　件　数

理
 
由
 
内
 
訳

合　　　　　　計
 

 

（３）実施機関別の状況 

 公文書公開請求（申出）を実施機関別に見ると、市長部局が265件で（75.9％）を占め、議

会事務局が3件（0.9%）、上下水道事業管理者が58件（16.6％）、教育委員会が18件（5.2%）、

農業委員会が4件（1.1％）、監査委員事務局が1件（0.3％）となりました。 

   また、請求（申出）の主な公文書の内容は、境界確認に関する資料、建築確認等に関する資

料、各工事設計書に関する資料等となっています。 



 

3 
 

表４　実施機関別の請求（申出）及び決定状況 【1/2】 （単位：件）

戦 略 経 営 課 4 3 1 2
広 報 広 聴 課 2 (1) 2 1
コ ミュ ニ ティ 推 進 課 5 (2) 6 1
Ｉ Ｔ 推 進 室

総 務 課
財 務 課 5 (1) 4 2
職 員 課 1 (4) 1 4 1 1
契 約 監 理 課 1 (3) 1 3

税 務 部 市 民 税 課
資 産 税 課 1 1
収 納 課 1 (1) 2

生 活 部 市 民 課 1 1
安 全 防 災 課 1 (2) 3
人 権 推 進 課 1 (1) 1 1
男 女 共 同 参 画 室

環 境 部 環 境 課 1 (1) 2
清 掃 事 業 課 1 (2) 1 2
清 掃 政 策 課 (1) 1

保 健 部 介 護 高 齢 課 2 (2) 3 1
健 康 推 進 課 (3) 2 2 1 2
保 険 年 金 課

福 祉 部 こ ど も 未 来 課 1 (3) 3 1
福 祉 課 (3) 3
保 護 課 1 1

農 林 水 産 部 農 林 水 産 課 5 (2) 0 5 1 0 1
農 村 整 備 課 3 (4) 6 1

まちづくり交流部 競 輪 事 業 課 1 (1) 2
商 工 政 策 課 (2) 2
観 光 交 流 課 (1) 1
企 業 立 地 推 進 室

建 設 部 土 木 課 39 (7) 43 3
維 持 監 理 課 6 (6) 6 6
住 宅 課
用 地 対 策 課 26 (3) 37 1 65

都 市 政 策 部 都 市 計 画 課 6 5 1
営 繕 課 19 19
建 築 開 発 課 21 (7) 42 20 45 5

市 民 病 院 事務部経営推進課 1 1
医 事 課

地 域 振 興 課 (2) 1 1
地 域 住 民 課 1 1
地 域 整 備 課 2 (5) 3 4
地 域 振 興 課 (2) 1 1
地 域 整 備 課 11 (4) 8 5 18
地 域 住 民 課 (2) 2
地 域 振 興 課 (2) 2
地 域 整 備 課 1 1
地 域 住 民 課 2 (2) 4
地 域 振 興 課 (2) 2
地 域 住 民 課 (3) 1 2
地 域 整 備 課 2 (4) 3 3

175 (91) 90 (0) 167 176 2 13

※平成23年度の組織別による
※請求件数の（　）は、1件の請求に対して複数課が決定を行った件数です

実　　施　　機　　関
請 求 件 数 決　　定　　状　　況

請 求 申 出 公 開
部 分
公 開

非公
開

公文書
不存在

市
　
　
　
　
　
長
　
　
　
　
　
部
　
　
　
　
　
局

市 政 戦 略 部

総 務 部

出 納 室

嬉野地域振興局

三雲地域振興局

飯南地域振興局

飯高地域振興局

小　　　　計

消 防 団 事 務 局
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３ 不服申立ての状況 

   公文書公開請求に対する決定に不服がある請求者は、松阪市情報公開審査会へ不服申立てが 

  できる制度がありますが、平成２３年度における不服申立てはありませんでした。 

 

 

４ 松阪市出資法人の情報公開制度運用状況 

   松阪市が50％以上出資している松阪市土地開発公社、（財）松阪市勤労者サービスセンター、 

  （財）松阪スポーツ振興研修センターでは、それぞれの要綱等に基づき情報公開制度を実施し 

ています。 

   文書・情報公開係では、上記法人に対する請求（申出）書の受付も行っていますが、 

  平成２３年度は松阪市土地開発公社に請求が1件ありました。 

 

 

表４　実施機関別の請求（申出）及び決定状況 【２/２】 （単位：件）

教 育 総 務 課 2 (3) 1 4

学 校 支 援 課 13 (2) 15

い き が い 学 習 課 1 (2) 3

人 権 ま な び 課 (1) 1

文 化 課 1 (3) 3 1

ス ポ ー ツ 振 興 課 (2) 2

給 食 管 理 課 (1) 1

育 ち サ ポ ー ト 室 (1) 1
嬉 野 教 育 事 務 所 1 1
三 雲 教 育 事 務 所
飯南教育事務所
飯高教育事務所 (1) 1

4 4

3 3 1
1 1

上 下 水 道 総 務 課 1 (5) 5 1
下 水 道 建 設 課 29 29
上 水 道 建 設 課 8 (1) 7 2
水 源 管 理 課

嬉野上下水道事務所 6 6
三雲上下水道事務所 8 9
飯南水道事務所 3 3
飯高水道事務所 3 3

259 (113) 90 0 258 193 2 13

※平成23年度の組織別による

※請求件数の（　）は、1件の請求に対して複数課が決定を行った件数です

農業委員会

実　　施　　機　　関
公 開

請 求 件 数
部 分
公 開

決　　定　　状　　況

選挙管理委員会

非公開

上下水道
事業管理者

議会事務局
監査委員事務局

合　　　　　計

教育委員会

公文書
不存在

請 求 申 出
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５ 松阪市加入組合の情報公開制度受付状況 

   松阪地区広域消防組合、松阪地区広域衛生組合では自らが制定した条例に基づき、情報公開 

  制度を実施しています。 

   文書・情報公開係では、これらの組合に対する請求（申出）書の受付も行っていますが、 

松阪地区広域消防組合、松阪地区広域衛生組合における請求（申出）書の取扱いはありません

でした。 

 

６ 行政情報提供の状況 

   文書・情報公開係では、市民の皆さんが市政に関する情報を容易に得られるよう、行政資料 

  の収集に努めました。松阪市が作成・収集した行政資料は平成24年3月末現在、637冊となっ 

  ており、これらは文書・情報公開係にて閲覧及びコピー（有料）が可能です。 

   この費用は、白黒複写機による写しが 1 枚につき実費相当額の 10 円、カラー複写機による 

  写しが1枚につき実費相当額の40円となっています。 

 

表６　情報公開室での情報提供に係る利用状況 （単位：人）

利用者延べ人数 資 料 提 供 相　　談 一般コピー
都市計画図

コピー
ファクシミリ

3,898   94   11   2,601   539   27   
 

 

表７　審議会等の会議開催の周知状況 （単位：件）

会　議　開　催 公　　　開 一 部 公 開 非　公　開

217   190   5   22   
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７ 個人情報開示請求の状況 

   個人情報保護制度では、実施機関がどのような個人情報を取扱う事務を行っているか、その 

  目的は何か、どのような個人情報をどこから収集しているかなどを記載した「個人情報取扱事 

  務届出書」を市長に届け出なければなりません。平成 24 年 3 月末現在で、市長部局 510 件、 

  教育委員会546件、選挙管理委員会14件、公平委員会2件、監査委員4件、農業委員会12件、 

  固定資産評価審査委員会1件、上下水道事業管理者25 件、議会 4件の計 1,118 件の個人情報

取扱事務届出書が提出されています。 

   平成２３年度における個人情報の開示請求件数は 15 件で、個人情報の開示請求者数は、 

  15人でした。 

（単位：件、人）

区 分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計

開 示 請 求 0 1 2 0 3 3 2 0 0 1 1 2 15 

訂 正 請 求 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

利用停止等請求 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

是 正 の 申 出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

苦 情 の 処 理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

人 数 0 1 2 0 3 3 2 0 0 1 1 2 15 

表７　月別請求状況

 

 

 

８ 個人情報開示等請求の決定状況 

（１）決定状況 

   個人情報の開示請求に対する決定状況は、15 件の開示請求に対し、開示が 8 件、部分開示 

が6件、不開示が0件、不存在が1件でした。開示に伴う利用停止等の請求、訂正請求はあり

ませんでした。 

 

表８　個人情報開示等請求の決定状況 （単位：件）

開

示

部
分
開
示

不

開

示

不

存

在

訂

正

部
分
訂
正

非

訂

正

消

去

部
分
消
去

非

消

去

停

止

部
分
停
止

非

停

止

停

止

部
分
停
止

非

停

止

15 0 0 8 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

消　　去 利用停止
開　示　請　求

提供停止

請 求 件 数 決　　　　定　　　　状　　　　況

訂 正 請 求
利　用　停　止　等　請　求開

示

請

求

訂

正

請

求

利

用

停

止

等

請

求

 

  ※一つの請求に対し、複数の決定がなされるケースがあり、請求件数と決定件数は合致しない

ことがあります。
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（２）実施機関別の状況 

個人情報の開示又は利用停止等の請求を実施機関別に見ると、市長部局に⒔件、教育委員会

に2件の請求がなされ、主な内容は医療情報の開示請求でした。 

なお、カッコ内の数字は、一つの請求に複数の部署の所管事務が含まれていたため、別計上

したものです。 

 

（単位：件）

税 務 部 収 納 課 2 1 1

生 活 部 市 民 課 3 2 1

保 健 部 健 康 推 進 課 1 1
こども 未来課 1 1

事務部 医事課 5 5
事務部地域連携課 1 1

13 (0) 8 4 0 1 0 
育ちサポート室 2 2

15 (0) 8 6 0 1 0 
※平成23年度の組織別による

福 祉 部

議 会 事 務 局
監 査 委 員 会 事 務 局

小　　　　計

選 挙 管 理 委 員 会

合　　　　　計

農 業 委 員 会

上 下 水 道 事 業 管 理 者

教 育 委 員 会

表９　実施機関別の請求及び決定状況

市 政 戦 略 部

市
　
　
　
長
　
　
　
部
　
　
　
局

消 防 団 事 務 局

総 務 部

ま ち づ く り 交 流 部

都 市 政 策 部

飯 高 地 域 振 興 局

環 境 部

農 林 水 産 部

建 設 部

嬉 野 地 域 振 興 局

決　　定　　状　　況

消去
実　　施　　機　　関

開示
部分
開示

不開示
不存
在

請 求
件 数

市 民 病 院

飯 南 地 域 振 興 局

出 納 室

三 雲 地 域 振 興 局
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９ 不服申立ての状況 

   個人情報開示等請求に対する決定に不服がある請求者は、松阪市個人情報保護審査会へ不服 

  申立てができる制度がありますが、平成２３年度の不服申立てはありませんでした。 

 

 

１０ 運営審議機関への諮問 

   個人情報保護審査会は、運営審議機関としての機能も有しており、本人以外からの個人情報 

  の収集や個人情報の目的外利用及び外部提供等に関する諮問に対して意見を述べることがで 

  きますが、平成２３年度においては各実施機関より1件の諮問がなされました。 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 資 料 

（１）平成２３年度公文書公開実施状況一覧表（本庁分） 

   平成２３年度公文書公開実施状況一覧表（地域振興局分） 

（２）平成２３年度個人情報開示実施状況一覧表 

（３）松阪市個人情報保護審査会答申（第２１号） 

 

表１０　審査会（運営審議機関）に諮問のあったものの処理状況

1　件  市長部局 1  1  

諮　問 答　申

オンライン結
合に係るもの

諮　問 答　申

平成23年度
の 個 別 的
諮 問 件 数

実施機関名

収 集 に
係 る も の

利用・提供
に係るもの

諮　問 答　申



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

市長 維持監理課 ハチ駆除に係る請求書 4/12 5/9 部分公開 写しの交付

市長
嬉野地域振興局

地域整備課
蜂駆除に係る請求書 4/13 5/9 部分公開 写しの交付

教育委員会 教育総務課
支出負担行為兼支出命令書　2通
（伝票番号1100046786、1100047274）
請求書　2通

4/11 5/9 部分公開 写しの交付

2 請求 4/1 窓口
建設リサイクル法に基づく届出等（2月、3月分）
中高層建築物に関する届出等（2月、3月分）

市長 建築開発課
建設リサイクル法に基づく届出等（2月、3月分）
中高層建築物に関する計画建築物の届出（2月、3
月分）

4/5 4/5 部分公開 写しの交付

3 請求 4/4 窓口
松阪市公共下水道事業　宮町排水区　宮町雨水幹
線管渠工事の設計書

上下水道
事業管理者

下水道建設課
松阪市公共下水道事業　宮町排水区　宮町雨水幹
線管渠工事の設計書金額入り設計書　・内訳書
・明細書　・施工単価表　・単価表

4/8 4/8 公開 写しの交付

市長 農林水産課
現場代理人等選任通知書
（請負額2,500万以下のため施工体制台帳と体系図
なし）

4/8 5/12 部分公開 写しの交付

上下水道
事業管理者

上下水道総務課 現場代理人等選任通知書 4/14 5/12 部分公開 写しの交付

市長 土木課
現場代理人等選任通知書
（請負額2,500万円以下のため施工体制台帳と体系
図なし）

4/7 5/12 部分公開 写しの交付

市長 契約監理課
競争入札参加資格更新審査申請書（工事）に付属
する添付書類の内、「専任技術者証明書」

4/12 5/12 部分公開
閲覧

写しの交付

市長 競輪事業課 川越場外車券売場既設駐車場整備工事 4/11 5/12 部分公開 写しの交付

市長 維持監理課
ハザマ1号線外2号線舗装修繕工事（H22年度）の
・現場代理人等選任通知書

4/8 5/12 部分公開 写しの交付

5 申出 4/4 窓口
平成15年11月18日立会
松阪市大口町字西226
境界立会資料

市長 用地対策課
平成15年11月18日立会
松阪市大口町字西226
境界立会資料

4/5 4/6 部分公開 写しの交付

非常勤職員に関する書類
・平成23年4月1日以降の契約書等
・非常勤職員の履歴
松阪市事務員等の給与等及び履歴に関する書類

市長 職員課

平成23年度松阪市非常勤職員雇用計画書
非常勤職員任用伺、勤務条件通知書（平成23年4月
1日以降）
松阪市事務員等の給与等及び履歴に関する書類

4/19 4/19 部分公開 閲覧

松阪市職員の管理職手当、時間外勤務手当
・平成17年度から平成22年度
・各課別の予算額、支出額
・個人別の支給金額

市長 職員課

松阪市職員の管理職手当、時間外勤務手当
・平成17年度から平成22年度
・各課別の予算額、支出額
・個人別の支給金額

4/19 4/19 部分公開 閲覧

スズメ蜂・蜂類に係る契約文書、見積り、業者
名、契約金額
Ｈ22年度分松阪市全ての部で

「中井土木株式会社」の松阪市発注したすべての
公共事業の過去5年分の施工に携わる監理技術者・
主任技術者・現場代理人の開示。

1 請求 4/1 窓口

4 請求 4/1 メール

6 請求 4/5 メール



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

8 請求 4/7 メール
前田・上村特定建設工事共同企業体との松阪市庁
舎本館耐震改修事業（仮？）契約書の添付文書の
内、技術提案書に該当する文書

市長 財務課
松阪市庁舎本館耐震改修工事　工事請負仮契約書
の技術提案箇所

4/12 4/14 公開
閲覧

写しの交付

9 請求 4/8 窓口 情報政策担当官の登用に関する関係書類一式 市長 広報広聴課

・松阪市ホームページの改善並びに完全リニュー
アルに向けての指針について（答申）
・非常勤特別職「情報政策担当官」への人材任用
について

4/15 4/15 部分公開 閲覧

10 請求 4/11 窓口

平成22年6月実施　下記所在地の境界確定書の写し
松阪市田村町字花岡1068番8
飯南郡花岡町
花岡町耕地整理地図確定書　写し

市長 財務課

平成22年6月実施　下記所在地の境界確定書の写し
松阪市田村町字花岡1068番8
飯南郡花岡町
花岡町耕地整理地図確定書　写し

4/13 4/15 部分公開 写しの交付

12 請求 4/14 窓口 松阪市一般廃棄物最終処分場関係地区協議会記録 市長 清掃事業課

第2回協議会記録(公開)、第3回協議会記録(公
開)、第4回協議会記録(公開)、第5回協議会記録
(公開)、第6回協議会記録(公開） ～ 第18回協議
会記録（部分公開）、第19回最終処分場関係協議
会記録(公開）、第20回協議会記録(公開）　～
第28回最終処分場協議会記録(公開）、第29回最終
処分場協議会記録(公開)、第30回最終処分場協議
会記録（部分公開）

4/22 4/22 部分公開 写しの交付

13 申出 4/14 窓口 道路位置指定申請書（2松道4号） 市長 建築開発課 道路位置指定申請書（2松道4号） 4/15 12/14 部分公開 写しの交付

14 請求 4/15 窓口
松阪市公共下水道事業
松阪第1処理分区　1251号外汚水管渠工事金額入り
変更設計書

上下水道
事業管理者

下水道建設課

松阪市公共下水道事業
松阪第1処理分区　1251号外汚水管渠工事金額入り
変更設計書
明細書・単価表

4/19 4/19 公開 写しの交付

15 申出 4/15 窓口 建築計画概要書　（H10認建久土647号） 市長 建築開発課 建築計画概要書（H10認建久土647号） 4/18 4/19 部分公開 写しの郵送

16 請求 4/18 窓口

平成22年度
松阪市総合運動公園建設工事（その2）
第2回変更金入り設計書
（内訳表、明細表、施工単価表、単価表）

市長 土木課
平成22年度
松阪市総合運動公園建設工事（その2）金額入り設
計書

4/28 4/28 公開 写しの交付

17 申出 4/19 窓口
平成4年度　久保町地内
大谷池　北枝田１号線外６線測量委託
座標データ

市長 用地対策課
平成4年度　久保町地内
大谷池　北枝田1号線外6線測量委託
座標データ

4/20 4/21 部分公開 写しの交付

18 請求 4/21 窓口 松阪市庁舎本館耐震改修の提案内容[仮契約] 市長 財務課
松阪市庁舎本館耐震改修工事　工事請負仮契約書
の技術提案箇所

4/22 4/25 公開 写しの交付



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

19 請求 4/22 ＦＡＸ
伊勢寺小学校に係わるボーリング調査結果の「柱
状図」及び「調査位置図」

教育委員会 教育総務課

伊勢寺小学校地質調査
松阪市立伊勢寺小学校増築に伴う地質調査
松阪市立伊勢寺小学校屋内運動場改築に伴う地質
調査

5/2 5/2 部分公開 写しの郵送

20 請求 4/26 郵送
平成23年1月1日から平成23年3月31日までに確認の
おりた「建築計画概要書」の1面、2面、3面全て。

市長 建築開発課

松阪市が平成23年1月1日から平成23年3月31日まで
に確認した「建築計画概要書」の第1面、2面、第3
面（50件）及び指定確認検査機関が平成23年1月1
日から平成23年3月31日までに確認した「建築計画
概要書」の第1面、2面、第3面（113件）。

5/2 5/2 部分公開 写しの郵送

21 請求 4/26 窓口
上水道工事跡舗装復旧工事年間単価契約金額入設
計書

上下水道
事業管理者

上下水道総務課
平成20年度及び平成21年度、平成22年度
上水道工事跡舗装復旧工事年間単価契約金額入設
計書

4/27 4/27 公開 写しの交付

22 請求 5/2 窓口
松阪市立嬉野中学校特別教室棟改装工事の金入り
設計書

市長 営繕課 松阪市立嬉野中学校特別教室棟改装工事 5/11 5/11 公開 写しの交付

スズメ蜂駆除の問い合わせに関する業者紹介名簿 市長 環境課
環境課において保管する資料の写し
（261ページ・262ページ・353ページ）

5/10 8/5 公開
閲覧

写しの交付

市内に本店があるとか、支店があるとか、市外で
あるとか、県外であるとか、技術分野にあっては
その技術こそが市民の安全安心につながるのに単
に線引きしていいのか、「順位を差別化したマ
ニュアル」

市長 契約監理課
物品及び業務委託業者氏名要綱
（公告第 183-17号・平成17年1月1日）

5/13 8/5 公開
閲覧

写しの交付

25 請求 5/10 窓口
小中学校（市内全体）生徒の出現率
　平成17年度～平成22年度

教育委員会 学校支援課 児童生徒の問題行動に関する報告 5/13 5/13 公開 写しの郵送

26 請求 5/10 窓口
Ｈ18.5.17　立会　稲木町字川角522-3外　境界確
定書

市長 用地対策課
Ｈ18.5.17　立会　稲木町字川角522-3外　境界確
定書

5/11 5/24 部分公開 写しの交付

建設リサイクル法に基づく届出等（4月分） 市長 建築開発課
建設リサイクル法に基づく届出等（松阪市平成23
年4月分）

5/20 5/23 部分公開 写しの交付

中高層建築物に関する届出書（4月分） 市長 建築開発課 5/20 不存在

28 請求 5/10 メール

入札公告契第1号
・松阪市立中原幼稚園園舎改築工事（建築）
入札公告契第2号
・松阪市立嬉野中学校特別教室棟改築工事
開札日　兵士江23年4月28日
上記2件分の金入り設計書

市長 営繕課
・松阪市立中原幼稚園園舎改装工事（建築）
・松阪市立嬉野中学校特別教室棟改築工事

5/24 5/25 公開 写しの交付

30 申出 5/17 窓口 建築計画概要書　54松1215 市長 建築開発課 建築計画概要書　54松1215 5/18 5/18 公開 写しの交付

27 請求 5/10 窓口

23 請求 5/9 窓口



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

申出 道路位置指定申請書（10松道11号） 市長 建築開発課 道路位置指定申請書（10松道11号） 5/19 5/20 部分公開 写しの交付

請求 道路位置指定申請書（17松道1） 市長 建築開発課 道路位置指定申請書（17松道1） 5/19 5/20 公開 写しの交付

34 請求 5/19 メール

平成22年度
松阪市総合運動公園建設工事（その4）
金入り設計書
（内訳表、明細表、施工単価表、単価表）

市長 土木課
平成22年度
松阪市総合運動公園建設工事（その4）金額入り設
計書

6/2 6/3 公開 写しの交付

35 申出 5/20 窓口
平成10年度
高町松江岩内線殿町工区　用地測量業務委託
座標データ

市長 用地対策課
平成10年度
高町松江岩内線殿町工区　用地測量業務委託
座標データ

5/24 5/24 部分公開 写しの交付

36 請求 5/25 メール
平成21年度・平成22年度の路線認定・廃止・変更
した市道の一覧。ただし、位置図を除く

市長 維持監理課

道路の供用開始に関する告示
道路の区域変更に関する告示
道路の区域決定に関する告示
市道路線廃止に関する告示
市道路線の認定に関する告示

5/31 6/1 公開 写しの郵送

37 請求 5/23 窓口
H19.4.20　立会　鎌田町字南沖212-18外　官民境
界確認書

市長 用地対策課
H19.4.20　立会　鎌田町字南沖212-18外　境界確
認確認書

5/24 5/24 部分公開 写しの交付

38 申出 5/24 窓口
平成10年度
高町松江岩内線殿町工区用地測量業務委託
測量図

市長 用地対策課
平成10年度
高町松江岩内線殿町工区用地測量業務委託
測量図

5/26 5/27 部分公開 写しの交付

39 請求 5/26 窓口
松阪駅西地区市街地再開発事業に伴う損害賠償請
求事件に関する「判決文」（津地方裁判所）

市長 都市計画課
松阪駅西地区市街地再開発事業に伴う
平成21年（ワ）第４５５号　損害賠償請求事件
判決文

5/27 5/27 公開 写しの交付

40 申出 5/26 窓口
平成12年2月21日立会（県）
駅部田町字上出ノ庄450番2
境界確定書

市長 用地対策課
平成12年2月21日立会（県）
駅部田町字上出ノ庄450番2
境界確定書

5/30 5/30 部分公開 写しの交付

41 申出 5/27 窓口 建築計画概要書　60松848 市長 建築開発課 建築計画概要書　60松848 5/31 5/31 公開 写しの交付

42 申出 5/30 窓口 建築計画概要書　（H14確認建築三重県庁06093） 市長 建築開発課 建築計画概要書　（H14確認建築三重県庁06093） 5/31 5/31 公開 写しの交付

43 請求 5/30 窓口

松阪市公共下水道事業
松阪第1処理分区1261号外汚水、1015号外雨水管渠
工事
金額入り設計書・明細表

上下水道
事業管理者

下水道建設課
松阪市公共下水道事業
松阪第1処理分区1261号外汚水、1015号外雨水管渠
工事金額入り設計書　・明細表

6/7 6/8 公開 写しの交付

44 請求 5/31 メール第2回農業部会（案）決事項　松阪市農業委員会 農業委員会 農業委員会 第2回農地部会議案　第2号～5号 6/14 6/15 部分公開 写しの交付

31 窓口5/17



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

45 請求 6/7 メール
松阪市立嬉野中学校屋内運動場耐震補強工事の金
入り設計書

市長 営繕課 松阪市立嬉野中学校屋内運動場耐震補強工事 6/7 6/8 公開 写しの交付

46 請求 6/1 窓口
平成19年11月19日立会
松阪市船江町字判ノ木876-2　境界確定書

市長 用地対策課
平成19年11月19日立会
松阪市船江町字判ノ木876-2　境界確定書

6/3 6/3 部分公開 写しの交付

47 請求 6/1 窓口
平成21年1月9日立会
松阪市川井町字花田515　外1筆　境界確定書

市長 用地対策課
平成21年1月9日立会
松阪市川井町字花田515　外1筆　境界確定書

6/3 6/3 部分公開 写しの交付

48 申出 6/2 窓口 第Ｈ12認久建000246号 市長 建築開発課 建築計画概要書　（Ｈ12認建久建000246号） 6/3 6/6 部分公開 写しの交付

49 請求 6/3 メール

松阪市公告契第181号
平成22年8月12日開札
第22-4号日丘町配水管布設替工事
金額入り設計書一式

上下水道
事業管理者

上水道建設課
第22-4号日丘町配水管布設替工事金額入り設計書
　・内訳表　・明細書　・諸経費計算表

6/9 6/9 部分公開 写しの交付

50 申出 6/6 窓口 建築計画概要書　50松904号 市長 建築開発課 建築計画概要書　50松904号 6/7 6/8 部分公開 写しの交付

51 請求 6/7 窓口
建設リサイクル法に基づく届出書（5月分）
中高層建築物に関する届出書（5月分）

市長 建築開発課

建設リサイクル法に基づく届出書（松阪市平成23
年5月分）
中高層建築物に関する計画建築物の届出（平成23
年5月分）

6/13 6/14 部分公開 写しの交付

52 請求 6/8 窓口
松阪市防災行政無線（同報系）嬉野管内設備設置
工事
金額入り設計書

市長 安全防災課
・松阪市防災行政無線（嬉野管内デジタル同報
系）実施設計書

7/7 7/11 6/21 公開 写しの交付

53 申出 6/8 窓口
開発許可変更申請書　添付図面
（松阪市上川町字石塚3461、平成5年6月22日許
可）

市長 建築開発課

開発許可変更申請書（上川工業団地造成工事）添
付図面
（松阪市上川町字石塚3461他、平成5年6月22日許
可）
現況図（図面番号1）、造成懸隔平面図（図面番号
4）、横断面図（図面番号12）、現況図（変更後図
面番号1）、造成計画平面図（変更後図面番号
4）、横断面図（変更後図面番号14,18）

6/9 6/10 部分公開 写しの交付

54 請求 6/10 窓口
平成19年3月12日立会
松阪市川井町字草入391外2筆
境界確定書・点の記

市長 用地対策課
平成19年3月12日立会
松阪市川井町字草入391外2筆
境界確定書・点の記

6/13 6/13 部分公開 写しの交付

平成23年度事業仕分け事前研修会の開催について
（報告）

6/27 公開

参加した職員の年収 6/27 不存在

56 申出 6/15 窓口
建築計画概要書　47松1198号
建築計画概要書　62松390号

市長 建築開発課
建築計画概要書　47松1198号
建築計画概要書　62松390号

6/16 6/17 部分公開 写しの交付

戦略経営課

平成23年6が8日に実施した事業仕分けのための研
修会及び模擬事業仕分けに参加した職員の氏名、
所属、役職及び年収とこの事業仕分けのための研
修会及び模擬事業仕分けを実施するために要した
費用の一切

市長メール55 請求 6/13



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

57 請求 6/15 窓口
柏野線道路改良工事の設計書
（設計内訳表、明細表、施工単価表、単価表）

市長 土木課 柏野線道路改良工事金額入り設計書 6/20 6/20 公開 写しの交付

58 請求 6/16 メール
草入道線歩道設置工事の設計書
（設計内訳表、明細表）

市長 土木課 草入道線歩道設置工事金額入り設計書 6/20 6/24 公開 写しの交付

59 申出 6/21 窓口
平成11年5月11日立会
松阪市若葉町486番1,2
境界確定書

市長 用地対策課
平成11年5月11日立会
松阪市若葉町486番1,2

6/22 6/22 部分公開 写しの交付

60 申出 6/22 窓口
建築計画概要書　H09認建松土000449号
　　　　　　　　H10認建久土   471号
　　　　　　　　H11認建松建001102号

市長 建築開発課
建築計画概要書　H09認建松土000449号
　　　　　　　　H10認建久土   471号
　　　　　　　　H11認建松建001102号

6/23 6/23 公開 写しの郵送

61 申出 6/22 窓口
平成8年度
上川町～久保町地内
虹が丘久保線測量業務委託　測量図　外

市長 用地対策課
平成8年度
上川町～久保町地内
虹が丘久保線測量業務委託　測量図　外

6/23 6/24 部分公開 写しの交付

62 請求 6/23 窓口
平成17年2月23日立会
松阪市伊勢寺町2911、2909番
境界確定書図面

市長 用地対策課
平成17年2月23日立会
松阪市伊勢寺町2911、2909番
境界確定書図面

6/24 6/24 部分公開 写しの交付

63 申出 6/27 窓口 建築計画概要書　57松134 市長 建築開発課 建築計画概要書　57松134 6/28 6/28 部分公開 写しの交付

64 請求 6/29 窓口
平成19年松阪市日野町626番地
境界確定書

市長 用地対策課
平成19年6月12日立会
松阪市日野町626番地
境界確定書

6/30 6/30 部分公開 写しの交付

65 申出 6/29 窓口
平成15年3月25日立会
松阪市高町字北浦702-1
境界確認測量図

市長 用地対策課
平成15年3月25日立会
松阪市高町字北浦702-1
境界確認測量図

6/30 6/30 部分公開 写しの交付

66 請求 6/20 窓口
（財）松阪スポーツ振興研修センター内装改修工
事の金入り設計書

市長 営繕課
（財）松阪スポーツ振興研修ケンター内装改修工
事

6/30 6/30 公開 写しの交付

67 請求 6/30 郵送
平成14年3月19日以降平成23年3月31日までに松阪
市民病院に管轄の労働基準監督署から交付された
是正勧告書（指導票等の文書は不要です）

市長
事務部

経営推進課
7/5 不存在

68 申出 7/1 窓口
Ｈ06認建松土000678号
Ｈ10認建松土000187号

市長 建築開発課
建築計画概要書
Ｈ06認建松土000678号
Ｈ10認建松土000187号

7/5 公開

69 申出 7/4 窓口 建築計画概要書　52松693 市長 建築開発課 建築計画概要書　52松693 7/5 7/6 部分公開 写しの交付

70 申出 7/4 窓口
建築計画概要書
第H11認建久建000327号

市長 建築開発課
建築計画概要書
第Ｈ11認建久建000327号

7/6 7/7 部分公開 写しの交付



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

71 申出 7/5 窓口 位置指定道路概要書　（47松道69） 市長 建築開発課 位置指定道路概要書　（47松道69） 7/6 7/6 部分公開 写しの交付

建設リサイクル法に基づく届出等（6月分） 市長 建築開発課
建設リサイクル法に基づく届出等（松阪市平成23
年6月分）

7/15 7/15 部分公開 写しの交付

中高層建築物に関する届出書（6月分） 市長 建築開発課 7/15 不存在

73 請求 7/7 窓口 徳和小学校外4校改修工事の金入り設計書 市長 営繕課 徳和小学校外4校改修工事 7/12 7/12 公開 写しの交付

74 請求 7/8 窓口
官民境界確認申請書（立会日　H19.8.22）
松阪市和屋町字唐古419-1　外1筆

市長 用地対策課
官民境界確認申請書（立会日　H19.8.22）
松阪市和屋町字唐古419-1　外1筆

7/11 7/12 部分公開 写しの交付

75 請求 7/11 窓口 西中学校多目的トイレ他改修工事の金入り設計書 市長 営繕課 西中学校多目的トイレ他改修工事 7/25 7/25 公開 写しの交付

76 請求 7/12 メール殿町中学校駐輪場設置他改修工事の金入り設計書 市長 営繕課 殿町中学校駐輪場設置他改修工事 7/26 7/26 公開 写しの交付

77 請求 7/13 窓口

平成18年3月31日境界確定書　立会日平成18年7月
12日
申請地　松阪市松ヶ島町字薬師前815番
所有者　松阪市松崎浦町○○　○○　○○

市長 用地対策課

平成18年3月31日境界確認書　立会日平成18年3月
12日
申請地　松阪市松ヶ島町字薬師前815番地
所有者　松阪市松崎浦町○○　　○○　○○

7/15 7/19 部分公開 写しの交付

78 請求 7/14 窓口 南小学校多目的トイレ設置工事の金入り設計書 市長 営繕課 南小学校多目的トイレ設置工事 7/28 8/1 公開 写しの交付

79 請求 7/15 メール花岡小学校外1校外壁塗装改修工事の金入り設計書 市長 営繕課 花岡小学校外1校外壁塗装改修工事 7/29 7/29 公開 写しの交付

80 請求 7/15 郵送
平成23年4月1日から平成23年6月30日までに確認の
おりた「建築計画概要書」の1面、2面、3面全て。

市長 建築開発課

松阪市が平成23年4月1日から平成23年6月30日まで
に確認した「建築計画概要書」の第1面、2面、第3
面（70件）及び指定確認検査機関が平成23年4月1
日から平成23年6月30日までに確認した「建築計画
概要書」の第4面、2面、第3面（151件）。

7/25 7/25 部分公開 写しの郵送

81 請求 7/15 メール
平成21年度・平成22年度の路線認定・廃止・変更
した市道の一覧。ただし、位置図にみ

市長 維持監理課

市道路線の認定に関する告示
市道路線の変更に関する告示
市道路線の廃止に関する告示
市道路線認定に関する告示
市道路線変更に関する告示
市道路線廃止に関する告示

7/28 7/28 公開 写しの交付

82 請求 7/19 窓口
大河内小学校多目的トイレ設置工事の金入り設計
書

市長 営繕課 大河内小学校多目的トイレ設置工事 7/29 7/29 公開 写しの交付

窓口72 請求 7/6



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

83 請求 7/19 窓口

松阪市公告契第81号
平成23年7月7日開札
第23-1号下村町外配水管布設替工事
金額入り設計書一式

上下水道
事業管理者

上水道建設課
第23-1号下村町外配水管布設替工事
金額入り設計書　・内訳表　・明細書　・諸経費
計算表

7/26 7/26 部分公開 写しの交付

84 請求 7/20 窓口 中部中学校教室扉他改修工事の金入り設計書 市長 営繕課 中部中学校教室扉他改修工事 7/29 7/29 公開 写しの交付

85 請求 7/20 窓口
ＪＲ松阪駅前広場修景整備工事に伴う
設計内訳表、明細表、施工単価表、単価表

市長 都市計画課
ＪＲ松阪駅前広場修景整備工事に伴う
設計内訳表、明細表、施工単価表、単価表

7/21 7/21 公開 写しの交付

86 請求 7/20 窓口 幸小学校外２校改修工事の金入り設計書 市長 営繕課 幸小学校外2校改修工事 7/29 7/29 公開 写しの交付

88 申出 7/26 窓口 建築計画概要書　第　55松1191号 市長 建築開発課 建築計画概要書　第　55松1191号 7/28 7/28 公開 写しの交付

議会 議会事務局 視察（松阪市より他市への視察）関係 8/5 8/8 公開 閲覧

議会 議会事務局 政務調査費関係 8/5 8/8 部分公開 閲覧

90 請求 8/1 窓口
松阪市清生町字村中647外4筆　H19.3.22　立会
　　同　　所　　　641-1　　　H2.5.10　立会
　境界確認書・写真等

市長 用地対策課
松阪市清生町字村中647外4筆　H19.3.22　立会
　　同　　所　　　641-1　　　H2.5.10　立会
　境界確認書･写真等

8/2 8/2 部分公開 写しの交付

91 請求 8/1 窓口
松阪市駅部田町字小部1355-1外
平成21年12月8日立会　写真・図面　外

市長 用地対策課
松阪市駅部田町字小部1355-1外
平成21年12月8日立会　写真・図面　外

8/2 8/2 部分公開 写しの交付

92 申出 8/1 窓口
建築計画概要書　Ｈ12認建久建000291号
　　　　　　　　Ｈ10認建松土000726号

市長 建築開発課
建築計画概要書　Ｈ12認建久建000291号
　　　　　　　　Ｈ10認建松土000726号

8/2 8/15 部分公開 写しの交付

93 申出 8/1 メール
昭和18年2月11日から昭和25年2月11日の間に三重
県飯南郡飯高町字青田に居住しているものを対象
に行われた予防接種台帳

市長 健康推進課 8/5 8/9 不存在

94 申出 8/1 窓口
平成12年松阪市下村町字西ノ庄869番地５
境界確定書

市長 用地対策課
平成12年10月30日立会
松阪市下村町字西ノ庄869番地5
境界確定書

8/2 8/3 部分公開 写しの交付

95 請求 8/2 窓口
中部中学校技術教室棟屋根改修工事の金入り設計
書

市長 営繕課 中部中学校技術教室棟屋根改修工事 8/11 8/11 公開 写しの交付

97 請求 8/5 窓口
平成18年9月13日立会
松阪市小片野町字新田1541-1
　境界確定書・平面図

市長 用地対策課
平成18年9月13日立会
松阪市小片野町字新田1541-1
　境界確定書・平面図

8/8 8/8 部分公開 写しの交付

政務調査費に係るすべての書類7/27 窓口89 請求



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
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請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

市長 土木課
支出負担行為兼支出命令書（ハチ駆除代）(平成18
年度2件、平成20年度2件、平成21年度2件、平成22
年度1件）

8/19 部分公開 写しの交付

市長 維持監理課
支出負担行為兼支出命令書（ハチ駆除代）(平成19
年度1件、平成20年度3件）

8/19 部分公開 写しの交付

市長 健康推進課
支出負担行為兼支出命令書及び請求書（小型スズ
メバチ駆除一式請求書）

8/19 部分公開 写しの交付

教育委員会 教育総務課
支出負担行為兼支出命令書4通
伝票番号（平成19年度）1100056887、（平成20年
度）11000389、

8/19 部分公開 写しの交付

99 請求 8/8 窓口
建設リサイクル法に基づく届出等（7月分）
中高層建築物に関する届出等（7月分）

市長 建築開発課

建設リサイクル法に基づく届出等（松阪市平成23
年7月分）
中高層建築物に関する計画建築物の届出（平成23
年7月分）

8/19 8/19 部分公開 写しの交付

100 請求 8/8 窓口
各委員会視察の起案書と復命書のコピー全て。
（添付書類は不要）（平成22年度分）

議会 議会事務局
視察（松阪市より他市への視察）関係　のうち
各委員会の視察の係る関係書類

8/9 8/18 公開 写しの交付

101 申出 8/9 窓口
平成12年度
市道最中田道線測量業務委託　松阪市鎌田町地内
成果　写真　立会確認書

市長 用地対策課
平成12年度
市道最中田道線測量業務委託　松阪市鎌田町地内
成果　写真　立会確認書

8/10 8/10 部分公開 写しの交付

102 申出 8/9 メール

平成23年6月28日のＢ型肝炎訴訟原告団と国との基
本合意書に基づくＢ型肝炎訴訟を提訴するに当た
り、（請求者は○○○生まれ）満7才になるまでに
旧飯南町において予防接種を受けたことの証明の
ための該当する予防接種台帳

市長 健康推進課 8/15 8/15 不存在

103 請求 8/10 メール
松阪市公共下水道事業　松阪第1処理分区
　1345号外汚水、314号外雨水管渠工事　金額入り
設計書

上下水道事
業管理者

下水道建設課

松阪市公共下水道事業　松阪第1処理分区
　1345号外汚水、314号外雨水管渠工事金額入り設
計書
・内訳書・明細書

8/11 8/11 公開 写しの交付

104 申出 8/12 窓口
建築計画概要書　確認番号　62松888号
　　　　　　　　　　　　　53松 86号

市長 建築開発課
建築計画概要書　確認番号　62松888号
　　　　　　　　　　　　　53松 86号

8/16 8/16 部分公開 写しの交付

105 申出 8/15 窓口 建築計画概要書　57松921号 市長 建築開発課 建築計画概要書　57松921号 8/16 8/17 部分公開 写しの交付

106 請求 8/19 窓口 塩浜塚本線歩道設置工事　金入り設計書 市長 土木課 塩浜塚本線歩道設置工事金入り設計書 8/24 8/26 公開 写しの交付

107 請求 8/19 窓口
第四小学校グラウンド側溝改修工事金額入り設計
書

市長 土木課
第四小学校グラウンド側溝改修工事金額入り設計
書

8/26 8/26 公開 写しの交付

98 請求 8/5 窓口

H18～22年度スズメバチ駆除、巣の撤去に関して市
職、ボランティア、蜂ハンターが担当するとき起
案書、報告書。業者に発注のときの起案書、契約
書、請求書、報告書、写真（種類名が文書中に無
い件について）



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
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請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

Ｈ22年度　松阪市同和保育研究会補助金の実績
Ｈ22年度　保育実践交流会資料

市長 こども未来課

平成22年度　松阪市同和保育研究協議会運営費補
助金　実績報告書
2010年度　松阪市同和保育研究協議会　実践交流
会

8/31 9/5 部分公開 写しの交付

Ｈ22年度　契約審査会関連資料、議事録 市長 契約監理課 Ｈ22年度　入札及び契約審査会議事録 9/2 9/2 部分公開 写しの交付

住民協議会交付金、設立の準備金の実績報告書 市長
コミュニティ

推進課
各地区活動交付金実績報告書（Ｈ22分）
各地区設立促進支援補助金実績報告書（Ｈ22分）

9/2 9/5 公開 写しの交付

111 申出 8/22 窓口
平成13年12月13日立会　久保町字小部1294-1　外
平成13年9月4日立会　久保町字清水崎1289-1　外
　立会確定書

市長 用地対策課
平成13年12月13日立会　久保町字小部1294-1　外
平成23年9月4日立会　久保町字清水崎1289-1　外
　立会確定書

8/23 8/24 部分公開 写しの郵送

113 請求 8/30 メール
松阪市公共下水道事業　松阪第１処理分区の伴う
配水管布設替工事（その１）金入り設計書

上下水道
事業管理者

下水道建設課
松阪市公共下水道事業　松阪第１処理分区の伴う
配水管布設替工事（その１）金入り設計書　・内
訳書　・明細書

9/5 9/6 公開 写しの交付

114 請求 8/30 窓口

松阪市公告契第186号
平成23年8月25日開札
第23-3号桂瀬町配水管布設替工事
金額入り設計書一式

上下水道
事業管理者

上水道建設課
第23-3号桂瀬町配水管布設替工事
　金額入り設計書　・内訳書　　・明細書　・諸
経費計算表

9/2 9/7 公開 写しの交付

116 請求 9/1 窓口

平成23年度松阪地区教科用図書採択における
１．協議会委員名簿
２・調査員委員名簿
３・議事録（全部）
４・採択スケジュール
５・平成24年度教科用図書調査報告書（保健の
み）

教育委員会 学校支援課

・平成23年度松阪地区教科用図書採択協議会委員
等名簿
・平成23年度松阪地区教科用図書採択協議会調査
員名簿
・平成23年度第1回松阪地区教科用図書採択協議会
議事録
・平成23年度第2回松阪地区教科用図書採択協議会
議事録
・教科用図書採択日程
・平成24年度使用中学校教科用図書採択調査報告
書（保健）

9/5 9/15 公開 写しの交付

108 請求 8/22 窓口



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

117 請求 9/1 窓口

松阪地区教科用図書協議会（平成24年度中学校使
用）
・委員名簿　・調査員名簿　・採択基準　・協議
会規約
・調査報告書及び調査報告　・調査研究結果記録
・協議会議事録　・教科書展示会アンケート回答
・県からの調査報告　・教科書選定に関する参考
資料

教育委員会 学校支援課

・平成23年度松阪地区教科用図書採択協議会委員
等名簿
・平成23年度松阪地区教科用図書採択協議会調査
員名簿
・教科用図書の採択基準
・松阪地区教科用図書採択協議会規約
・平成24年度使用中学校教科用図書採択調査報告
書
・採択候補教科書にかかる調査研究結果
・平成23年度第1回松阪地区教科用図書採択協議会
議事録
・平成23年度第2回松阪地区教科用図書採択協議会
議事録
・教科書展示会の報告について
・平成24年度使用中学校用教科書選定に関する参
考資料
（県からの調査報告は上記の参考資料のみで
す。）

9/5 9/5 公開 写しの交付

118 申出 9/1 窓口
昭和63年11月4日立会
　松阪市稲木町522番3地先　外
　境界確定書図面

市長 用地対策課
昭和63年11月4日立会
　松阪市稲木町５２２番３地先　外
　境界確定書図面

9/6 9/7 部分公開 写しの交付

119 請求 9/1 窓口
平成23年度の各住民協議会の設立に向けての準備
会の協議状況、意見等の一式書類

市長
コミュニティ

推進課
各地区設立準備会等協議内容要約（Ｈ23分） 9/15 9/16 公開 写しの交付

120 請求 9/5 窓口
建設リサイクル法に基づく届出等（8月分）
中高層建築物に関する届出等（8月分）

市長 建築開発課

建設リサイクル法に基づく届出等（松阪市平成23
年8月分）
中高層建築物に関する計画建築物の届出（平成23
年8月分）

9/9 9/9 部分公開 写しの交付

121 請求 9/5 窓口

平成24年度用中学校教科用図書採択業務に関する
以下の資料
・選定委員（採択委員）及び各教科研究調査員の
名簿
・採択協議会議事録
・採択全般のスケジュール（日程）
・音楽（一般）（器楽）の研究調査資料

教育委員会 学校支援課

・平成23年度松阪地区教科用図書採択協議会委員
等名簿
・平成23年度松阪地区教科用図書採択協議会調査
員名簿
・平成23年度第1回松阪地区教科用図書採択協議会
議事録
・平成23年度第2回松阪地区教科用図書採択協議会
議事録
・教科用図書採択日程
・平成24年度使用中学校教科用図書採択調査報告
書（一般）（器楽）

9/7 9/7 9/8 公開 写しの郵送

122 請求 9/5 窓口
松阪市公共下水道事業　第１処理分区　1515外汚
水管渠工事の金入り設計書

上下水道
事業管理者

下水道建設課
松阪市公共下水道事業　第１処理分区　1515外汚
水管渠工事金額入り設計書　・内訳書　・明細書
・施工単価表　　・単価表

9/13 9/13 公開 写しの交付

123 請求 9/6 窓口
松阪市肥留町字東裏543・544の農地転用許可申請
に係る一切の書類（申請書及び許可書並びに付属
書類）

農業委員会 農業委員会
松阪市肥留町字東裏543・544の農地法第５条第１
項の規定による許可申請書及び添付書類

9/13 9/13 部分公開 写しの交付



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

124 請求 9/6 メール

・松阪市公共下水道事業松阪第１処理分区に伴う
配水管布設替工事（その2）
・松阪市公共下水道事業松阪第３処理分区559号外
汚水管渠工事
・松阪市公共下水道事業松阪第１処理分区1515号
外汚水管渠工事
　　金額入り設計書

上下水道
事業管理者

下水道建設課

・松阪市公共下水道事業松阪第１処理分区に伴う
配水管布設替工事（その2）
・松阪市公共下水道事業松阪第３処理分区559号外
汚水管渠工事
・松阪市公共下水道事業松阪第１処理分区1515号
外汚水管渠工事
金額入り設計書

9/16 9/16 公開 写しの交付

125 申出 9/6 窓口
境界確認報告書
現地立会　平成7年5月26日
境界確認書　写真➈➉

市長 用地対策課
境界確認報告書
現地立会　平成7年5月26日
境界確認書　写真➈➉

9/7 9/7 部分公開 写しの交付

126 請求 9/6 窓口

平成24年度使用中学校教科用図書採択に関する文
書
・協議会名簿
・協議会議事録
・調査員名簿
・調査報告書（国・書・美・英）

教育委員会 学校支援課

・平成23年度松阪地区教科用図書採択協議会委員
等名簿
・平成23年度第1回松阪地区教科用図書採択協議会
議事録
・平成23年度第2回松阪地区教科用図書採択協議会
議事録
・平成23年度松阪地区教科用図書採択協議会調査
員名簿
・平成24年度使用中学校教科用図書採択調査報告
書（国語・書写・美術・英語）

9/9 9/22 公開 写しの交付

127 請求 9/7 窓口 「自治基本条例」の庁内検討委員会の議事録 市長
コミュニティ

推進課
平成22年度　第1回～第4回庁内検討委員会議事録
平成23年度　第1回～第3回庁内検討委員会議事録

9/21 9/26 公開 写しの交付

128 請求 9/9 窓口

平成24年度中学校教科用図書に関する資料
　・観点別調査報告書（全教科）
　・各種名簿
　・事項書（日程等）
　・議事録

教育委員会 学校支援課

・平成24年度使用中学校教科用図書採択調査報告
書
・平成23年度松阪地区教科用図書採択協議会委員
等名簿
・平成23年度松阪地区教科用図書採択協議会調査
員名簿
・平成23年度第１回松阪地区教科用図書採択協議
会事項書
・平成23年度第２回松阪地区教科用図書採択協議
会事項書
・教科用図書採択日程
・平成23年度第1回松阪地区教科用図書採択協議会
議事録
・平成23年度第2回松阪地区教科用図書採択協議会
議事録

9/13 9/13 公開 写しの郵送

129 請求 9/9 窓口
平成23年度　松阪市公共下水道事業
松阪第１処理分区　1406号外汚水管渠工事
金入り設計書

上下水道
事業管理者

下水道建設課

平成23年度　松阪市公共下水道事業
松阪第１処理分区　1406号外汚水管渠工事金入り
設計書
　・内訳書　・明細書　・施工単価表　・単価表

9/15 9/16 公開 写しの交付



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

130 申出 9/12 窓口
平成10年12月3日立会
松阪市本町2099番地先
境界確定書

市長 用地対策課
平成10年12月3日立会
松阪市本町2099番地先
境界確定書

9/13 9/14 部分公開 写しの交付

131 請求 9/12 窓口
松阪市公共下水道事業　第１処理分区　1515外汚
水管渠工事の設計書

上下水道
事業管理者

下水道建設課

松阪市公共下水道事業　第１処理分区　1515外汚
水管渠工事
金額入り設計書　・内訳書　・明細書　・施工単
価表　・単価表

9/15 9/15 公開 写しの交付

132 請求 9/13 窓口

政務調査費収支報告書に記載の研究研修費の報告
書のコピー
（平成22年度分の真政クラブ、市民民主クラブ、
あかつき会）

議会 議会事務局

政務調査費収支報告書に記載の研究研修費の報告
書のコピー
（平成22年度分の真政クラブ、市民民主クラブ、
あかつき会）
　のコピー全て

9/26 9/28 公開 写しの交付

133 請求 9/14 メール

松阪地区の平成24年度用中学校用教科書採択
・調査報告書
・選定協議会委員名簿
・各教科調査員名簿

教育委員会 学校支援課

・平成24年度使用中学校教科用図書採択調査報告
書
・平成23年度松阪地区教科用図書採択協議会委員
等名簿
・平成23年度松阪地区教科用図書採択協議会調査
員名簿

9/20 9/21 公開 写しの郵送

134 請求 9/15 窓口
平成23年度　松阪市公共下水道事業
松阪第1処理分区　1588号外汚水管渠工事
金入り設計書

上下水道
事業管理者

下水道建設課

平成23年度　松阪市公共下水道事業
松阪第1処理分区　1588号外汚水管渠工事金入り設
計書
　・内訳書　・明細書　・施工単価表　・単価表

9/27 9/27 公開 写しの交付

135 請求 9/16 メール
平成23年度　松阪市公共下水道事業
松阪第1処理分区　1588号外汚水管渠工事
金入り設計書

上下水道
事業管理者

下水道建設課

平成23年度　松阪市公共下水道事業
松阪第1処理分区　1588号外汚水管渠工事金入り設
計書
　・内訳書　・明細書　・施工単価表　・単価表

9/27 9/27 公開 写しの交付

136 請求 9/20 窓口
平成21年6月12日立会
松阪市上川町字大蔵25番1
境界確定書・写真　外

市長 用地対策課
平成21年6月12日立会
松阪市上川町字大蔵25番1
境界確定書・写真　外

9/21 9/22 部分公開 写しの交付

137 請求 9/20 窓口
平成18年5月１2日、6月2日立会
松阪市小阿坂町字大瀬古324　外1筆
境界確定書

市長 用地対策課
平成18年5月12日、6月2日立会
松阪市小阿坂町字大瀬古324　外1筆
境界確定書

9/21 9/22 部分公開 写しの交付

138 申出 9/20 窓口
建築計画概要書　第Ｈ10認建松土000842号
　　　　　　　　第Ｈ10認建松土000843号

市長 建築開発課
建築計画概要書　第Ｈ10認建松土000842号
　　　　　　　　第Ｈ10認建松土000843号

9/20 9/21 部分公開 写しの交付

139 申出 9/21 窓口
平成13年度
平成14年1月10日　中央町530番5　外4筆の立会確
認書

市長 用地対策課
平成13年度
平成14年1月10日　中央町350番5　外4筆の立会確
認書

9/26 9/27 部分公開 写しの交付



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

140 請求 9/22 窓口
平成20年7月10日立会
松阪市山室町字車塚102番1　外4筆
境界確定書

市長 用地対策課
平成20年7月10日立会
松阪市山室町字車塚102番1　外4筆
境界確定書

9/27 9/27 部分公開 写しの交付

141 申出 9/22 窓口
建築計画概要書　51－1035、56－1055
　　　　　　　　Ｈ6－1323、Ｈ14－5790
　　　　　　　　Ｈ16ー04391

市長 建築開発課

建築計画概要書　51松1035、56松1055
　　　　　　　　Ｈ06認建松土001323
　　　　　　　　Ｈ14確認建築三重県庁05790
　　　　　　　　Ｈ16確認建築三重県庁04391

9/27 9/27 部分公開 写しの交付

142 請求 9/26 メール
松阪市公共下水道事業　松阪第4－1処理分区　351
号外
汚水管渠工事金額入り設計書

上下水道
事業管理者

下水道建設課

松阪市公共下水道事業　松阪第4－1処理分区　351
号外
汚水管渠工事金額入り設計書
内訳表・明細書・施工単価表・単価表

9/28 10/4 公開 写しの交付

143 請求 9/27 メール
松阪市公共下水道事業　松阪第１処理分区に伴う
配水管布設替工事（その1）金額入り設計書

上下水道
事業管理者

下水道建設課
松阪市公共下水道事業　松阪第１処理分区に伴う
配水管布設替工事（その1）金入り設計書
　・内訳書　・明細書　・施工単価表　・単価表

9/30 9/30 公開 写しの交付

市長 農林水産課 10/12 不存在

市長
飯高地域振興局

地域整備課
土地売買契約書 9/29 10/12 部分公開 閲覧

教育委員会 教育総務課 未登記物件関係書類一式（売買契約書等） 10/12 10/12 部分公開 閲覧

市長 用地対策課 未登記物件関係書類一式（売買契約書等） 10/11 10/14 部分公開 閲覧

市長
三雲地域振興局

地域振興課
土地売渡書・登記承諾書 10/12 10/20 部分公開 閲覧

市長 農村整備課

昭和47年～51年未登記台帳
昭和49年度　広瀬地区　農道整備事業買収補償綴
昭和50年度　松阪東部地区（広瀬）団体営農道整
備事業用地買収費綴
昭和50年度　通田村・櫛田地区　かんがい排水事
業買収綴
昭和51年度　櫛田地区　団体営かんがい排水事業
用地買収・立木補償綴
昭和51年度　下村・高田地区　用地買収綴
昭和52年度　団体営農道整備事業用地買収関係綴
松阪東部地区

10/5 10/25 部分公開 閲覧

市長
嬉野地域振興局

地域整備課
土地売買契約書 10/12 10/27 部分公開 閲覧

未登記物件売買契約書144 請求 9/28 窓口



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

市長
三雲地域振興局

地域住民課

平成21年度、平成22年度
・各種証明等発行件数集計表
・各種届出受付件数集計表

10/12 11/1 公開 閲覧

市長
飯南地域振興局

地域住民課

「公文書」として集計表が存在していない業務も
あるため、請求の趣旨を鑑みて独自の集計表を作
成。
平成21年度、平成22年度
各種証明等発行件数集計表・各種届出等受付件数
集計表

10/13 11/1 公開 閲覧

市長
飯高地域振興局

地域住民課

平成21年度、平成22年度
　各種証明等発行件数集計表
　各種申請届出等受付件数集計表

10/13 11/1 公開 閲覧

146 請求 9/28 窓口
松阪市公共下水道事業　松阪第１処理分区　松阪1
－1号汚水幹線管渠工事金額入り設計書

上下水道
事業管理者

下水道建設課
松阪市公共下水道事業　松阪第１処理分区　松阪1
－1号汚水幹線管渠工事金額入り設計書
　　　　明細書

10/11 10/12 公開 写しの交付

147 請求 9/29 窓口
松阪市公共下水道事業　松阪第３処理分区
135号外汚水管渠工事
金入り設計書

上下水道
事業管理者

下水道建設課
松阪市公共下水道事業　松阪第３処理分区
135号外汚水管渠工事金額入り設計書
・内訳書・明細書・施工単価表・単価表

10/6 10/6 公開 写しの交付

市長 財務課

平成22年度歳出予算整理簿（財務会計システム出
力）
飯南町粥見字池廣地内測量登記業務
船江町字判ノ木地内測量登記業務

10/6 10/6 公開 閲覧

市長 土木課
平成21年度・平成22年度
土木課土地登記・測量・鑑定等支出集計表

10/7 10/11 公開 閲覧

市長
飯高地域振興局

地域整備課
飯高地域資源活用交流施設駐車場用地購入綴 10/3 10/12 部分公開 閲覧

上下水道
事業管理者

上下水道総務課
平成21年度、平成22年度の上水道建設課、下水道
建設課及び飯高水道事務所の土地登記、測量、土
地鑑定の委託料等の支払額がわかる関係書類一式

10/13 10/13 公開 閲覧

市長 用地対策課
平成21年度、22年度
土地登記、測量、土地鑑定の委託料に関する関係
書類一式

10/11 10/14 部分公開 閲覧

市長 維持監理課 H21年度、22年度　歳出予算整理簿 10/6 10/14 公開 閲覧

市長 こども未来課 平成21年度、平成22年度　歳出予算整理簿 10/11 10/20 公開 閲覧

平成21年度、平成22年度
・各種証明等発行件数（各発行施設別・地域住民
課関係）
・各種届出月別件数

平成21年度、22年度
土地登記、測量、土地鑑定の委託料に関する関係
書類一式

148 請求 9/29 窓口

9/28 窓口144 請求



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

市長 収納課
平成22年度　税収状況表　延滞金額
平成22年度　夜間応援徴収　延滞金額

10/13 10/13 公開 閲覧

上下水道
事業管理者

上下水道総務課 延滞金の内容がわかる書面 10/14 10/14 公開 閲覧

150 請求 10/3 窓口
中川小学校区放課後児童クラブ施設新築工事の金
入り設計書

市長 営繕課 中川小学校区放課後児童クラブ施設新築工事 10/13 10/14 公開 写しの交付

151 申出 10/3 窓口
建築計画概要書
第55松827号

市長 建築開発課
建築計画概要書
第55松827号

10/4 10/5 部分公開 写しの交付

152 請求 10/3 窓口
建設リサイクル法に基づく届出等（9月分）
中高層建築物に関する届出等（9月分）

市長 建築開発課

建設リサイクル法に基づく届出等（松阪市平成23
年9月分）
中高層建築物に関する計画建築物の届出（平成23
年9月分）

10/11 10/12 部分公開 写しの交付

153 申出 10/3 窓口
道路位置指定概要書
第46松道11号

市長 建築開発課
道路位置指定申請書
第46松道11号

10/4 10/6 部分公開 写しの交付

154 申出 10/4 窓口 建築計画概要書　4松563 市長 建築開発課 建築計画概要書　4松563 10/4 10/4 部分公開 写しの交付

155 請求 10/4 窓口
松阪市公共下水道事業松阪第3処理分区559号外汚
水管渠工事金入り設計書

上下水道
事業管理者

下水道建設課
松阪市公共下水道事業松阪第3処理分区559号外汚
水管渠工事金額入り設計書　・内訳表　・明細書
・施工単価表　・単価表

10/7 10/11 公開 写しの交付

156 請求 10/4 窓口
平成24年度中学校教科書採択に関わる議事録全て
（スケジュール、全教科報告書、調査員名簿）

教育委員会 学校支援課

・平成24年度使用中学校教科用図書採択調査報告
書
・平成23年度松阪地区教科用図書採択協議会調査
員名簿
・教科用図書採択日程
・平成23年度第1回松阪地区教科用図書採択協議会
議事録
・平成23年度第2回松阪地区教科用図書採択協議会
議事録

10/7 10/12 公開 写しの交付

158 請求 10/5 メール
平成23年度猟師漁港海岸保全施設整備事業工事
金額入り設計書一式
（設計内訳書・明細書・単価表・施工単価表）

市長 農村整備課
平成23年度猟師漁港海岸保全施設整備事業工事
金額入り設計書一式
（設計内訳書・明細書・単価表・施工単価表）

10/12 10/12 公開 写しの交付

159 請求 10/6 窓口
松阪市公共下水道事業
松阪第1処理分区　松阪1-10号汚水幹線管渠工事

上下水道
事業管理者

下水道建設課

松阪市公共下水道事業
松阪第1処理分区　松阪1-10号汚水幹線管渠工事
　金額入り設計書
　内訳書・明細書・施工単価表・単価表

10/13 10/14 公開 写しの交付

161 請求 10/7 窓口
松阪市公共下水道事業　松阪第1処理分区
桜町管渠長寿命化計画策定業務委託　金入設計書

上下水道
事業管理者

下水道建設課
松阪市公共下水道事業　松阪第1処理分区
桜町汚水管渠長寿命化計画策定業務委託
金入設計書（内訳書・明細書・単価表）

10/12 10/18 公開 写しの交付

延滞金に関する関係書類一式149 請求 9/30 窓口



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

162 請求 10/7 メール
松阪市公告契第254号
阪内川親水公園外都市公園遊具改修工事の金額入
り設計書

市長 土木課
阪内川親水公園外都市公園遊具改修工事の金額入
り設計書

10/19 10/21 公開 写しの交付

163 請求 10/12 窓口 未登記財産台帳 市長 財務課 未登記財産内訳一覧表 10/24 10/24 部分公開 閲覧

164 申出 10/12 窓口
平成16年11月4日立会
郷津町字作之越150番1　外14筆
境界確定書の写し

市長 用地対策課
平成16年11月4日立会
郷津町字作之越150番1　外14筆
境界確定書の写し

10/13 10/14 部分公開 写しの交付

165 請求 10/13 郵送

平成23年7月1日から平成23年9月30日までに確認の
おりた「建築計画概要書」の1面、2面、3面全て。
建築基準法第18条に基づき行政庁等が建築主とな
る計画通知も必要。指定確認検査機関分も含む。
（可能であれば、電磁的記録の交付を希望。）

市長 建築開発課

松阪市が平成23年7月1日から平成23年9月30日まで
に確認した「建築計画概要書」の第1面、2面、第3
面（57件）（計画通知も含む）及び指定確認検査
機関が平成23年7月1日から平成23年9月30日までに
確認した「建築計画概要書」の第1面、2面、第3面
（157件）。

10/24 10/25 部分公開 写しの郵送

166 請求 10/14 窓口
松阪市公共下水道事業　松阪第1処理分区
松阪Ｓ１-10号外汚水管渠測量調査設計業務委託
金入設計書

上下水道
事業管理者

下水道建設課
松阪市公共下水道事業　松阪第1処理分区
松阪Ｓ1-10号外汚水管渠測量調査設計業務委託
金入設計書（内訳表、明細書）

10/18 10/19 公開 写しの交付

167 請求 10/14 窓口
松阪市公告契第254号
阪内川親水公園外都市公園遊具改修工事金額入り
設計書一式

市長 土木課
阪内川親水公園外都市公園遊具改修工事金額入り
設計書一式

10/26 10/27 公開 写しの交付

市長 建築開発課 建築計画概要書　1松1051号 10/18 10/18 部分公開 写しの交付

市長 建築開発課 建築概要書　Ｈ09認建松土000871号 10/18 10/18 公開 写しの交付

169 請求 10/19 窓口

平成23年度中学校教科用図書採択について
・協議会の名簿及び議事録
・調査員の名簿及び調査内容（社会、数学、美
術）
・採択日程

教育委員会 学校支援課

・平成23年度松阪地区教科用図書採択協議会委員
等名簿
・平成23年度松阪地区教科用図書採択協議会調査
員名簿
・平成23年度第1回松阪地区教科用図書採択協議会
議事録
・平成23年度第2回松阪地区教科用図書採択協議会
議事録
・平成24年度使用中学校教科用図書採択調査報告
書
　〔社会（地理的分野・歴史的分野・公民的分
野）、数学、美術〕
・教科用図書採択日程

10/20 10/21 公開 写しの郵送

171 請求 10/19 窓口
平成19年4月13日立会
松阪市下村町字北浦929　外6筆
境界確定書

市長 用地対策課
平瀬19年4月13日立会
松阪市下村町字北浦929　外6筆
境界確定書

10/24 10/25 部分公開 写しの交付

建築概要書　1松1051号、Ｈ09．871号168 請求 10/14 窓口



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

172 請求 10/19 窓口

平成24年度中学校教科用図書採択について
・調査研究資料
・調査委員名簿
・議事録（技・家・美・英）

教育委員会 学校支援課

・平成23年度松阪地区教科用図書採択協議会委員
等名簿
・平成23年度松阪地区教科用図書採択協議会調査
員名簿
・平成23年度第1回松阪地区教科用図書採択協議会
議事録
・平成23年度第2回松阪地区教科用図書採択協議会
議事録
・平成24年度使用中学校教科用図書採択調査報告
書
　（美術・技術・家庭・英語）
・教科用図書採択日程

10/20 10/21 公開 写しの交付

173 請求 10/21 メール
桜町下水道管渠更生工事
金入り変更設計書

上下水道
事業管理者

下水道建設課
桜町下水道管渠更生工事金額入り変更設計書
・内訳書・明細書・単価表

11/4 11/4 公開 写しの交付

174 請求 10/25 メール

公立図書館の指定管理者制度を導入する際に、地
方公共団体が策定した「募集要項・仕様書・要求
水準書・その他、指定管理者制度の導入にあたっ
て、地方公共団体がその施設の運営方針について
応募者に対して示すために策定した書類」。

教育委員会
いきがい
学習課

・松阪市図書館及び松阪市嬉野図書館指定管理者
募集要項
・松阪市図書館及び松阪市嬉野図書館指定管理者
仕様書

10/31 11/1 公開 写しの郵送

175 請求 10/25 窓口
松阪市殿町1568番地9　周辺　境界確認書
・平成22年10月20日立会

市長 用地対策課
松阪市殿町1568番地9　周辺　境界確認書
・平成22年10月20日立会

10/28 10/28 部分公開 写しの交付

176 請求 10/26 メール第23-8号殿町配水管布設替工事　金額入り設計書
上下水道

事業管理者
上水道建設課 第23-8号　殿町配水管布設替工事 10/31 10/31 公開 写しの交付

177 請求 10/28 窓口
本町第四小学校線道路修繕工事に関する部分下請
通知書

市長 維持監理課
本町第四小学校線道路修繕工事に関する部分下請
通知書

11/1 11/1 部分公開 写しの交付

178 申出 10/31 窓口
平成16年8月19日立会
松阪市五月町1392番1　外1筆
境界確認書の写し

市長 用地対策課
平成16年8月19日立会
松阪市五月町1392番1　外1筆
境界確認書の写し

11/2 11/4 部分公開 写しの交付

179 申出 10/31 窓口
平成元年7月
立野町高山測量業務報告書
用地測量図・用地確定図

市長 用地対策課
平成元年7月
立野町高山測量業務報告書
用地測量図・用地確定図

11/2 11/2 部分公開 写しの交付

180 請求 11/1 メール
松阪市汚水処理整備事業　三雲第1-2処理分区
226号
外汚水管渠工事

上下水道
事業管理者

下水道建設課

松阪市汚水処理整備事業　三雲第1-2処理分区
226号
外汚水管渠工事金額入り設計書
内訳表・明細書・施工単価表・単価表

11/10 11/10 公開 写しの交付

181 請求 11/2 窓口
都市計画三雲地域の線引きに関する公聴会、住民
説明会、議事録、公告縦覧の意見等関係書類

市長 都市計画課
都市計画三雲地域の線引きに関する住民説明会協
議録

11/15 12/20 部分公開 写しの交付

182 請求 11/2 メール
松阪市ホームページ改修事業の委託業者公募の
際、10社の参加事業者から提出された企画提案書

市長 広報広聴課
松阪市ホームページ改修事業プロポーザル第一次
審査結果及び第二次審査案内通知

11/14 非公開



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

建設リサイクル法に基づく届出等（10月分） 市長 建築開発課
建設リサイクル法に基づく届出等（松阪市平成23
年10月分）

11/16 11/17 部分公開 写しの交付

中高層建築物に関する届出等（10月分） 市長 建築開発課 11/16 不存在

184 請求 11/9 メール
松阪市立嬉野中学校特別教室棟改築工事の工事内
訳書の閲覧（金額入り）

市長 営繕課
松阪市立嬉野中学校特別教室棟改築工事
金額入り工事内訳書

11/10 11/11 公開 閲覧

185 請求 11/9 窓口

平成23年度小学校教科書採択に関する
　採択協議会議事録　各教科報告書（全ての教
科）
　調査員名簿

教育委員会 学校支援課

・平成22年度第1回松阪地区教科用図書採択協議会
議事録
・平成22年度第2回松阪地区教科用図書採択協議会
議事録
・平成23年度使用中学校教科用図書採択調査報告
書
・平成22年度松阪地区教科用図書採択協議会調査
員名簿

11/17 11/22 公開 写しの交付

186 申出 11/11 窓口 建築計画概要書　4松874 市長 建築開発課 建築計画概要書　4松874 11/14 11/15 部分公開 写しの交付

187 申出 11/14 窓口
平成14年度8月9日立会
松阪市上川町字石川3183-1 外3筆
境界確認書

市長 用地対策課
平成14年8月9日立会
松阪市上川町字石川3183-1　外3筆
境界確認書

11/16 11/17 部分公開 写しの交付

188 請求 11/15 窓口
楠林萩野線道路改良工事　金入り設計書（内訳
書、明細書)

市長 土木課
楠林萩野線道路改良工事金入り設計書　(内訳書及
び明細書)

11/28 11/28 公開 写しの交付

189 請求 11/16 窓口 ごみ処理基盤施設造成工事の質疑応答資料の開示 市長 契約監理課
ごみ処理基盤施設造成工事の発注に対する質疑回
答書

11/21 11/21 部分公開 写しの交付

190 申出 11/17 窓口
平成8年度　用地・補償登記関係綴り
伊勢寺町・西上川町（国補）
用地実測図

市長 用地対策課
平成8年度　用地・補償登記関係綴り
伊勢寺町・西上川町（国補）
用地実測図

11/21 11/21 部分公開 写しの交付

松阪市公共下水道事業　大口排水区　277-2号外雨
水管渠工事の金入り設計書

上下水道
事業管理者

下水道建設課
松阪市公共下水道事業　大口排水区　277-2号外雨
水管渠工事金額入り設計書　・内訳書　・明細書
・施工単価表　・単価表

11/24 11/24 公開 写しの交付

第23-9号鎌田町配水管布設替工事の金入り設計書
上下水道

事業管理者
上水道建設課 第23-9号鎌田町配水管布設替工事 11/24 11/24 公開 写しの交付

192 請求 11/22 窓口 船江小望線歩道設置工事の金額入り設計書 市長 土木課 船江小望線歩道設置工事金額入り設計書 12/1 12/1 公開 写しの交付

193 申出 11/22 窓口 建築計画概要書　59松7 市長 建築開発課 建築計画概要書　59松7号 11/24 11/24 公開 写しの郵送

11/7 窓口

191 請求 11/17 窓口

183 請求



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

平成23年4月13日、5月19日立会
松阪市川井町字粥鍋1199番1　外
　境界確認書

市長 用地対策課
平成23年4月13日、5月19日立会
松阪市川井町字粥鍋1199番1　外
　境界確認書

11/28 11/28 部分公開 写しの交付

平成22年12月7日申請
松阪市久保町字毛浪田1252番1外
　境界確定書

市長 用地対策課
平成22年12月7日申請
松阪市久保町字毛浪田1252番1外
　境界確定書

11/28 11/28 部分公開 写しの交付

申出
平成9年3月12日立会　久保町字上沖177番
平成14年11月6日申請　久保町字毛浪田1252番1
　境界確認書

市長 用地対策課
平成9年3月12日立会　久保田町字上沖177番
平成14年11月6日申請　久保町字毛浪田1252番1
　境界確認書

11/28 11/28 部分公開 写しの交付

197 請求 11/25 窓口 「自治基本条例」の庁内検討委員会の議事録 市長
コミュニティ

推進課
平成22年度　第1回～第4回庁内検討委員会議事録
平成23年度　第1回～第3回庁内検討委員会議事録

11/25 11/25 公開 写しの交付

198 申出 11/25 窓口
平成15年2月6日立会
松阪市中央町546番　外1筆
座標データ

市長 用地対策課
平成15年2月6日立会
松阪市中央町546番　外1筆
座標データ

12/1 12/1 部分公開 写しの交付

199 請求 11/25 メール小片野町火葬場解体工事の金入り設計書 市長 営繕課 小片野町火葬場解体工事 12/6 12/7 公開 写しの交付

200 請求 11/28 郵送

平成23年度
生活保護法等における診療報酬明細書（レセプ
ト）点検業務委託の仕様書、契約書および契約金
額

市長 保護課
平成23年度
生活保護診療報酬明細書等点検委託業務契約書

11/28 12/2 公開 写しの郵送

201 申出 11/28 窓口 建築計画概要書　第48松761号 市長 建築開発課 建築計画概要書　第48松761号 11/30 11/30 部分公開 写しの交付

松阪市公告契第219号
水管橋耐震診断業務委託
松阪市公告契第293号
豊原町配水管布設替設計業務委託
松阪市公告契第335号
殿町配水管布設替設計業務委託

上下水道
事業管理者

上水道建設課

水管橋耐震診断業務委託
豊原町配水管布設替設計業務委託
殿町配水管布設替設計業務委託
　金額入り設計書　・内訳書
　　　　　　　　　・代価表

12/9 12/9 公開 写しの郵送

林道下の谷線測量設計業務委託
　金額入り設計書、内訳書、代価表

市長 農林水産課 林道下の谷線測量設計業務委託の金入り設計書 12/9 12/9 公開 写しの郵送

203 請求 12/1 窓口 朝田排水路維持工事　金額入設計書 市長 維持監理課 朝田排水路維持工事設計書 12/5 12/7 公開 写しの交付

204 請求 12/1 窓口
平成18年2月3日立会
松阪市川井町字下大坪894番4
　境界確認書

市長 用地対策課
平成18年2月3日立会
松阪市川井町字下大坪894番4
　境界確認書

12/2 12/2 部分公開 写しの交付

205 請求 12/1 窓口 建築計画概要書（Ｈ19確認建築松阪市000191号） 市長 建築開発課 建築計画概要書（Ｈ19確認建築松阪市000191号） 12/2 12/2 公開 写しの郵送

202 請求 11/30 メール

194

請求

11/22 窓口



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

206 請求 12/1 窓口
ごみ処理基盤施設造成工事に伴う
工事費内訳書（金入り）全て

市長 都市計画課
ごみ処理基盤施設造成工事に伴う
設計内訳表、明細表、施工単価表、単価表

12/6 12/6 公開 写しの交付

207 申出 12/1 窓口
平成9年5月29日立会
松阪市川井町字草入346番外
境界確認書

市長 用地対策課
平成9年5月29日立会
松阪市川井町字草入346番外
境界確認書

12/2 12/2 部分公開 写しの交付

208 請求 12/2 窓口
平成18年8月11日立会
松阪市中央町540番5　外
　境界確認書

市長 用地対策課
平成18年8月11日立会
松阪市中央町540番5　外
　境界確認書

12/5 12/5 部分公開 写しの交付

209 請求 12/2 窓口
花岡地区市民センター外1施設防水等改修工事の金
入り設計書

市長 営繕課 花岡地区市民センター外1施設防水等改修工事 12/13 12/14 公開 写しの交付

210 請求 12/6 窓口

平成24年度松阪地区中学校教科書採択における
・採択協議会議事録
・採択スケジュール
・採択協議会員名簿
・社会科・地図における調査員名簿
・社会科・地図における調査報告書（全ての発行
者のもの）

教育委員会 学校支援課

・平成23年度第1回松阪地区教科用図書採択協議会
議事録
・平成23年度第2回松阪地区教科用図書採択協議会
議事録
・教科用図書採択日程
・平成23年度松阪地区教科用図書採択協議会委員
等名簿
・平成23年度松阪地区教科用図書採択協議会調査
員名簿
・平成24年度使用中学校教科用図書採択調査報告
書
〔社会（地理的分野・歴史的分野・公民的分
野）、地図〕

12/8 12/9 公開 写しの郵送

211 申出 12/6 窓口
平成6年2月4日立会　松阪市茶与町6-1　外
平成6年4月21日立会　松阪市茶与町7-23　外
　境界確認書

市長 用地対策課
平成6年2月4日立会　松阪市茶与町6-1　外
平成6年4月21日立会　松阪市茶与町7-23　外
　境界確認書

12/7 12/7 部分公開 写しの交付

212 請求 12/6 窓口
平成20年11月28日立会
松阪市荒木町地内
　境界確定書

市長 用地対策課
平成20年11月28日立会
松阪市荒木町地内
　境界確定書

12/7 12/8 部分公開 写しの交付

213 請求 12/8 窓口
松阪市立中原幼稚園園舎改築工事（建築、電気設
備、機械設備）の金入り設計書

市長 営繕課
松阪市立中原幼稚園園舎改築工事（建築、電気設
備、機械設備）

12/20 12/26 公開 写しの交付

214 申出 12/9 窓口 建築計画概要書（確認番号　第50松1321号） 市長 建築開発課 建築計画概要書（確認番号　第50松1321号） 12/9 12/12 公開 写しの郵送

215 申出 12/14 窓口
平成12年6月30日立会
松阪市垣鼻町字上徳和1471番1
境界確定書

市長 用地対策課
平成12年6月30日立会
松阪市垣鼻町字上徳和1471番1
境界確定書

12/16 12/16 部分公開 写しの交付

216 申出 12/14 窓口 道路位置指定申請書（4712.25受付　第道　57号） 市長 建築開発課 道路位置指定申請書（指定番号　47松道　56号） 12/16 12/16 部分公開 写しの郵送



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

建設リサイクル法に基づく届出等（11月分） 市長 建築開発課
建設リサイクル法に基づく届出等（松阪市平成23
年11月分）

12/21 12/22 部分公開 写しの交付

中高層建築物に関する届出等（11月分） 市長 建築開発課 12/21 不存在

松阪市告示契第367号　稲木伊勢場2号線外1線道路
修繕工事
松阪市告示契第368号　垣鼻田原線道路修繕工事
金額入り設計書

市長 維持監理課
稲木伊勢場2号外1線道路修繕工事設計書
垣鼻田原線道路修繕工事金額入設計書

12/16 12/19 公開 写しの交付

松阪市公告契第366号　耐震性貯水槽工事
金額入り設計書

市長 土木課 耐震性貯水槽工事金額入り設計書 12/20 1/11 公開 写しの交付

219 申出 12/15 窓口 建築計画概要書（H13確認建築松阪建設00169号） 市長 建築開発課 建築計画概要書（H13確認建築松阪建設00169号） 12/16 12/20 公開 写しの交付

220 請求 12/16 メール
平成23年度　松阪市総合運動公園建設工事（その
3）金入り設計書

市長 土木課
平成23年度　松阪市総合運動公園建設工事（その
3）金額入り設計書

12/20 12/21 公開 写しの交付

221 請求 12/21 メール平成21年度　大淵橋耐震補強工事　金入り設計書 市長 土木課
平成21年度　大淵橋耐震補強工事金入り設計書
（すべて）

12/21 1/6 公開 写しの交付

222 請求 12/21 窓口
道路の位置指定申請書（土地利用図・造成計画
図）22松道4

市長 建築開発課
道路の位置の指定申請書
22松道4

12/22 12/26 公開 写しの交付

223 申出 12/21 窓口
平成5年8月10日立会
松阪市田原町字上出口246番1
境界確定書

市長 用地対策課
平成5年8月10日立会
松阪市田原町字上出口246番1
　境界確定書

12/27 12/27 部分公開 写しの交付

西肥留舞出線道路改良工事の金額入り設計書
（設計内訳表、明細表）

市長 土木課 西肥留舞出線道路改良工事金額入り設計書 12/28 1/5 公開 写しの交付

曽原排水路浚渫工事金入り明細表まで 市長
三雲地域振興局

地域整備課
平成23年度　河川維持修繕事業費　曽原町排水路
浚渫工事　金入り明細表まで

12/27 12/27 公開 写しの交付

市道天花寺島田線外18路線道路除草工事金入設計
書

市長
嬉野地域振興局

地域整備課
市道天花寺島田線外18路線道路除草工事金入設計
書

12/22 1/5 公開 写しの交付

225 請求 12/22 メール

松阪市公告契第396号　大黒田花岡小学校線道路改
良工事
松阪市公告契第397号　23年災第96号普通河川広出
川河川災害復旧工事
以上2件の金額入り設計書

市長 土木課
大黒田花岡小学校線道路改良工事
23年災第96号普通河川広出川河川災害復旧工事
以上2件の金入り設計書（すべて）

12/23 1/11 公開 写しの交付

226 請求 12/26 窓口 建築計画概要書（Ｈ23確申建築松阪市5373号） 市長 建築開発課 建築計画概要書（Ｈ23確申建築松阪市5373号） 12/26 12/28 公開 写しの交付

227 請求 12/26 メール
飯高西中学校法面災害復旧工事の金額入り設計書
（設計内訳表、明細表、施工単価表）

市長 土木課 飯高西中学校法面災害復旧工事金額入り設計書 12/28 12/28 公開 写しの交付

217 請求

218 請求

12/15 窓口

12/15 メール

224 請求 12/22 窓口



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

228 申出 12/26 窓口 建築計画概要書（3嬉205号） 市長 建築開発課 建築計画概要書（3嬉205号） 12/26 12/27 部分公開 写しの交付

229 申出 12/27 窓口
平成10年12月7日立会
松阪市内五曲町字川向149番　外
境界確定書

市長 用地対策課
平成10年12月7日立会
松阪市内五曲町字川向149番　外
境界確定書

12/28 1/5 部分公開 写しの交付

建築計画概要書　51松315、56松128 市長 建築開発課 建築計画概要書　51松315、56松128 12/28 12/28 公開 写しの郵送

建築計画概要書　55松2、55松493、61松361 市長 建築開発課 建築計画概要書　55松2、55松493、61松361 12/28 12/28 部分公開 写しの郵送

231 申出 12/28 窓口
松阪市駅部田町字かうじ垣外1152番1
境界確定書
平成9年12月28日立会

市長 用地対策課
松阪市駅部田町字かうじ垣外1152番1
境界確定書
平成9年12月28日立会

1/5 1/5 部分公開 写しの交付

232 請求 1/5 窓口
松阪市中消防署庁舎車庫前舗装修繕工事
金入り設計内訳書

市長 土木課
松阪市中消防署庁舎車庫前舗装修繕工事
金入り設計書・内訳書・明細書・一位代価表

1/17 1/19 公開 写しの交付

233 請求 1/5 窓口
松阪市公共下水道事業　松阪第3処理分区
420号外汚水管渠工事金額入り設計書

上下水道
事業管理者

下水道建設課

松阪市公共下水道事業　松阪第3処理分区
420号外汚水管渠工事金額入り設計書
・内訳書・明細書・運転単価表・施工単価表・単
価表

1/17 1/17 公開 写しの交付

234 請求 1/5 窓口
建設リサイクル法に基づく届出等（12月分）
中高層建築物に関する届出等（12月分）

市長 建築開発課

建設リサイクル法に基づく届出等（松阪市平成23
年12月分）
中高層建築物に関する計画建築物の届出（平成23
年12月分）

1/12 1/12 部分公開 写しの交付

235 請求 1/6 窓口
23年災第96号普通河川広出川河川災害復旧工事の
工事設計書

市長 土木課
23年災第96号普通河川広出川河川災害復旧工事金
額入り設計書

1/16 1/16 公開 写しの交付

237 請求 1/10 メール

（整理番号第237号）島田北10号線　道路改良関連
駒返川河川改良工事
金入り設計書（表紙、設計内訳表、明細表、施工
単価表、単価表）

市長 土木課
島田北10号線　道路改良関連　駒返川河川改良工
事金入り設計書（表紙、設計内訳表、明細表、施
工単価表、単価表）

1/13 1/17 公開 写しの交付

238 申出 1/10 窓口
平成12年7月5日立会
松阪市東黒部町字天神61番
境界確認図、座標データ

市長 用地対策課
平成12年7月5日立会
松阪市東黒部町字天神61番
境界確認図、座標データ

1/11 1/11 部分公開 写しの交付

239 請求 1/10 窓口
西肥留舞出線道路改良工事の金額入り設計書
（設計内訳表、明細表、施工単価表、単価表）

市長 土木課 西肥留舞出線道路改良工事金額入り設計書 1/13 1/13 公開 写しの交付

240 請求 1/11 窓口
浸水対策事業久保排水路改修工事の金額入り設計
書（設計内訳書、明細表、施工単価表、単価表）

市長 土木課 浸水対策事業久保排水路改修工事金額入り設計書 1/16 1/17 公開 写しの交付

241 請求 1/11 窓口 こだま団地27棟火災復旧工事の金入り設計書 市長 営繕課 こだま団地27棟火災復旧工事 1/20 1/23 公開 写しの交付

12/27 窓口230 申出



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

松阪市公告契第422号　平成23年度総合運動公園附
帯工事（その１）金額入り設計書

市長 土木課
平成23年度総合運動公園附帯工事（その１）金額
入り設計書

1/17 1/18 公開 写しの交付

浸水対策事業佐久米排水路改修工事の金額入り設
計書（設計内訳書、明細表、施工単価表、単価
表）

市長 土木課
浸水対策事業佐久米排水路改修工事金額入り設計
書

1/17 1/18 公開 写しの交付

243 請求 1/12 メール
松阪市公共下水道事業　神道川排水区
神道川雨水幹線管渠に伴う建物解体工事の金額入
り設計書

上下水道
事業管理者

下水道建設課

松阪市公共下水道事業　神道川排水区
神道川雨水幹線管渠に伴う建物解体工事金額入り
設計書　明細表　施工単価表　運転単価表　単価
表

1/16 1/17 公開 写しの交付

244 申出 1/12 窓口 建築計画概要書　50松1321号 市長 建築開発課 建築計画概要書　50松1321号 1/13 1/16 公開 写しの郵送

245 請求 1/13 メール
（整理番号第245号）大黒田花岡小学校線道路改良
工事金入り設計書（表紙、設計内訳表、明細表、
施工単価表、単価表）

市長 土木課
（整理番号第245号）大黒田花岡小学校線道路改良
工事金入り設計書（表紙、設計内訳表、明細表、
施工単価表、単価表）

1/13 1/17 公開 写しの交付

246 請求 1/13 メール
松阪市公共下水道事業　松阪第3処理分区
松阪3-3号汚水幹線管渠測量調査設計業務委託金入
設計書

上下水道
事業管理者

下水道建設課
松阪市公共下水道事業　松阪第3処理分区
松阪市3-3汚水幹線管渠測量調査設計業務委託
金入り設計書

1/19 1/19 公開 写しの交付

247 請求 1/13 メール
平成22年度、平成23年度
競輪事業課
食料費、出張費旅費に関する書類

市長 競輪事業課

平成22年度、平成23年度
競輪事業課
食料費（歳出予算整理簿）、旅行命令書、出張復
命書

1/19 1/30 部分公開 閲覧

23年災第104号勢津通学道2号線　第474号阪内勢津
線道路災害復旧工事
金入り設計書（すべて）

市長 土木課
23年災第104号勢津通学道2号線　第474号阪内勢津
線道路災害復旧工事
金入り設計書（すべて）

1/16 1/20 公開 写しの交付

深長町用水路改良工事金額入り設計書 市長 農村整備課 深長町用水路改良工事金額入り設計書 1/18 1/20 公開 写しの交付

249 請求 1/16 窓口
ごみ処理基盤施設造成工事に伴う
設計内訳表、明細表、施工単価表、単価表

市長 都市計画課
ごみ処理基盤施設造成工事に伴う
設計内訳表、明細表、施工単価表、単価表

1/25 1/25 公開 写しの交付

250 請求 1/19 メール
松阪市公共下水道事業　神道川排水区
神道川雨水幹線管渠に伴う建物解体工事の金額入
り設計書

上下水道
事業管理者

下水道建設課
松阪市公共下水道事業　神道川排水区
神道川雨水幹線管渠に伴う建物解体工事金額入り
設計書

1/20 1/20 公開 写しの交付

251 申出 1/19 窓口 建築計画概要書　61松1136 市長 建築開発課 建築計画概要書　61松1136 1/20 1/20 部分公開 写しの交付

252 請求 1/20 窓口 12-1勢津町水路災害復旧工事金額入り設計書 市長 農村整備課 12-1勢津町水路災害復旧工事金額入り設計書 1/26 2/1 公開 写しの交付

248 請求

242 請求 1/11 メール

1/13 窓口



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
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長通知

決定
内容

非公開理由

253 請求 1/20 窓口
準用河川真盛川河川改良工事
金額入り設計書

市長 土木課 準用河川真盛川河川改良工事金額入り設計書 1/25 1/26 公開 写しの交付

254 請求 1/23 窓口 栃川橋耐震補強工事の金額入り設計書 市長 土木課 栃川橋耐震補強工事金額入り設計書 1/25 1/26 公開 写しの交付

255 請求 1/23 窓口

平成23年用教科用図書採択資料
・協議会委員名　・協議会議事録
・調査員名簿及び調査資料（算数、理科、生活
科）
平成24年度用教科用図書採択資料
・協議会委員名　・協議会議事録
・調査員名簿及び調査資料（数学、理科）

教育委員会 学校支援課

・平成22年度松阪地区教科用図書採択協議会委員
等名簿
・平成22年度松阪地区教科用図書採択協議会調査
員名簿
・平成22年度第1回松阪地区教科用図書採択協議会
議事録
・平成22年度第2回松阪地区教科用図書採択協議会
議事録
・平成23年度使用小学校教科用図書採択調査報告
書　（算数、理科、生活科）
・平成23年度松阪地区教科用図書採択協議会委員
等名簿
・平成23年度松阪地区教科用図書採択協議会調査
員名簿
・平成23年度第1回松阪地区教科用図書採択協議会
議事録
・平成23年度第2回松阪地区教科用図書採択協議会
議事録
・平成24年度使用中学校教科用図書採択調査報告
書　（数学、理科）

1/25 1/30 公開 写しの交付

256 請求 1/24 窓口
2008年4月～2011年11月までに松阪市に請求された
○○○司法書士名による戸籍謄本・住民票等職務
上請求書

市長 市民課
○○○○司法書士名による戸籍謄本・住民票の写
し等職務上請求書

2/3 2/8 部分公開 写しの交付

257 請求 1/24 窓口

松阪市総合運動公園建設工事（その４）に伴うト
イレ施設の構造仕様の決定に関するコンペ
各参加業者の企画提案書（他３社すべて）
各審査員の採点詳細コメント等

市長 土木課

○コンペ企画提案書について（報告）
○松阪市総合運動公園建設工事（その４）に伴う
トイレ施設の構造仕様の決定に関するコンペ方式
審査委員会の審査結果について（報告）

2/7 2/9 公開 写しの交付

259 請求 1/25 窓口
松阪市総合運動公園建設工事（その４）に伴うト
イレ施設の構造仕様の決定に関するコンペの資料
（4社堤案資料、審査結果）

市長 土木課

○コンペ企画提案書について（報告）
○松阪市総合運動公園建設工事（その４）に伴う
トイレ施設の構造仕様の決定に関するコンペ方式
審査委員会の審査結果について（報告）

2/7 2/9 公開 写しの交付



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
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260 請求 1/25 メール

浸水対策事業築港排水路改修工事
普通河川川井戸の奥の谷川河川改良工事
23年災害第467号普通河川山村川河川災害復旧工事
浸水対策事業猟師排水路改修工事
以上４件の金額入り設計書

市長 土木課

浸水対策事業築港排水路改修工事
普通河川井戸の奥の谷川河川改良工事
23年災第467号普通河川山村川左遷災害復旧工事
浸水対策事業猟師排水路改修工事
以上4件の金額入り設計書

2/1 2/3 公開 写しの交付

261 申出 1/26 窓口
平成14年4月16日立会
松阪市大黒田町字西出1231番
境界確定書

市長 用地対策課
平成14年4月16日立会
松阪市大黒田町字西出1231番
境界確定書

1/30 1/30 部分公開 写しの交付

262 請求 1/27 メール西上川町地区道路測量設計業務用地実測図 市長 用地対策課 西上川町地区道路測量設計業務用地実測図 1/31 1/31 部分公開 写しの交付

263 請求 1/30 メール
第23-12号大塚町外配水管布設工事　金額入り設計
書

上下水道
事業管理者

上水道建設課 第23－12号大塚町外配水管布設工事 2/6 2/6 公開 写しの交付

264 申出 1/31 窓口
昭和61年9月19日立会
松阪市内五曲町字川向140番2　外
境界確認書

市長 用地対策課
昭和61年9月19日立会
松阪市内五曲町字川向140番2　外
境界確認書

2/1 2/2 部分公開 写しの交付

265 請求 2/1 窓口
ごみ処理基盤施設建設事業附帯工事に伴う
金額入り設計書

市長 都市計画課
ごみ処理基盤施設建設事業附帯工事に伴う
設計内訳表、明細表、施工単価表、単価表

2/2 2/2 公開 写しの交付

266 請求 2/1 窓口 12-9.10飯高町森水路災害復旧工事金額入り設計書 市長 農村整備課 12-9.10飯高町森水路災害復旧工事設計書 2/14 2/14 公開 写しの交付

267 請求 2/1 窓口
Ｂ＆Ｇ海洋センター駐車場法面災害復旧工事の金
入設計書
（設計内訳表、明細表、施工単価表、単価表）

市長 土木課
Ｂ＆Ｇ海洋センター駐車場法面災害復旧工事金額
入り設計書

2/3 2/6 公開 写しの交付

268 請求 2/2 窓口
23年災第716号　その他市道柏野線道路災害復旧工
事の設計書（設計内訳表、明細表、施工単価表、
運転単価表、単価表）

市長 土木課
23年災第716号　その他市道柏野線道路災害復旧工
事金額入り設計書

2/8 2/8 公開 写しの交付

第23-13号大黒田町外配水管布設替工事の金額入り
設計書

上下水道
事業管理者

上水道建設課 第23-13号大黒田町外配水管布設買工事 2/13 2/14 公開 写しの交付

平成23年度　松阪市総合運動公園建設工事（その
5）
金入り設計書

市長 土木課
平成23年度　松阪市総合運動公園建設工事（その
5）金額入り設計書

2/13 2/14 公開 写しの交付

270 請求 2/6 窓口
建設リサイクル法に基づく届出書等（1月分）
中高層建築物に関する届出書等（1月分）

市長 建築開発課

建設リサイクル法に基づく届出等（松阪市平成24
年1月分）
中高層建築物に関する計画建築物の届出（平成24
年1月分）

2/10 2/10 部分公開 写しの交付

271 請求 2/7 窓口 建築計画概要書　建築確認番号　53三53号 市長 建築開発課 建築計画概要書　建築確認番号　53三53号 2/8 2/8 部分公開 写しの交付

2/3 窓口269 請求
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272 請求 2/8 窓口 農業委員会及び各部会の議事録 農業委員会 農業委員会
農地･農政部会議事録（H23年4月から24年1月まで
の開催分）

2/21 2/28 部分公開 写しの交付

273 申出 2/8 窓口 建築計画概要書　H06認建松土001260 市長 建築開発課 建築計画概要書　H06認建松土001260 2/9 2/10 公開 写しの郵送

274 請求 2/9 メール

23年災第716号　その他市道柏野線道路災害復旧工
事の設計書
（設計内訳表、明細表、施工単価表、運転単価
表、単価表）

市長 土木課
23年災第716号　その他市道柏野線道路災害復旧工
事の設計書金額入り設計書

2/13 2/15 公開 写しの交付

275 請求 2/9 メール
第23-13号大黒田町外配水管布設替工事の金額入り
設計書一式

上下水道
事業管理者

上水道建設課 第23-13号大黒田町外配水管布設買工事 2/14 2/14 公開 写しの交付

276 請求 2/10 窓口
普通河川桂瀬川河川災害復旧工事の金額入り設計
書
（設計内訳表、明細表、施工単価表、単価表）

市長 土木課 普通河川桂瀬川河川災害復旧工事金額入り設計書 2/20 2/23 公開 写しの交付

277 申出 2/13 窓口 建築計画概要書　60松479 市長 建築開発課 建築計画概要書　60松479 2/14 2/16 部分公開 写しの交付

278 請求 2/15 窓口
平成19年5月10日立会
松阪市鎌田町字天神731-1　外
境界確定書

市長 用地対策課
平成19年5月10日立会
松阪市鎌田町字天神731-1　外
境界確定書

2/17 2/17 部分公開 写しの交付

279 申出 2/15 窓口
平成16年12月15日立会
松阪市川井町字粥鍋967-2　外　境界確定書

市長 用地対策課
平成16年12月15日立会
松阪市川井町字粥鍋967-2　外　境界確定書

2/17 2/17 部分公開 写しの交付

280 請求 2/16 メール

公告契第388号/地域指定型
23年災第473号東又2号線・第472号奥の広線道路災
害復旧工事
上記工事の金額入り設計仕様書（内訳、明細、施
工単価、単価表全て）

市長 土木課
23年災第473号東又2号線・第472号奥の広線道路災
害復旧工事金額入り設計書

2/22 2/23 公開 写しの交付

281 申出 2/17 窓口 建築計画概要書　Ｈ07認建久土199号 市長 建築開発課 建築計画概要書　Ｈ07認建久土199号 2/21 2/21 公開 写しの郵送

市長 戦略経営課 市長への手紙（がれきに関するもののみ） 2/24 2/28 部分公開 写しの交付

市長 広報広聴課 「市民の声」メール・ＦＡＸ 2/24 2/28 部分公開 写しの交付

市長 清掃事業課 清掃事業課へのメール（がれきに関するもの） 2/28 2/28 部分公開 写しの交付

283 請求 2/17 メール
橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託
金入り設計書、内訳書、代価表

市長 土木課 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託金入り設計書 2/24 2/24 公開 写しの郵送

東日本大震災に関わる震災がれき受け入れについ
ての市長の発言に対する市長への手紙並びに市役
所へのメール等

282 請求 2/17 窓口



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

市長
コミュニティ

推進課

・保険証券　傷害保険（普通傷害保険）証券番号
8104807642
・保険証券　傷害保険（普通傷害保険）証券番号
8104916894
・33.往復途上傷害危険補償特約（行事参加者の傷
害危険補償特約用）

2/23 3/5 公開 写しの交付

市長 財務課

・自動車保険証券　（平成23年10月1日午後4時か
ら平成23年10月1日午後4まで）（財務課　契約
分）
・自動車損害共済継続委託申込明細書
（平成23年4月1日から平成23年3月31日）
・建物損害共済継続委託申込明細書
（平成23年4月1日から平成23年12月31日）
・全国市長会市民総合賠償補償保険
（平成23年4月1日から平成24年3月31日）
・全国市長会公金総合保険
（平成23年4月1日から平成24年3月31日）

2/22 3/5 公開 写しの交付

市長 介護高齢課
自動車保険証券、障害保険証券、建物損害共済委
託申込承認証

3/2 3/5 公開 写しの交付

市長 健康推進課

・賠償責任保険証券（1部）および特約条項
・傷害保険証券（1部）および特約条項
・傷害保険証券（10部）および特約条項
・傷害保険証券（1部）および特約条項
・全国市長会予防接種事故賠償補償保険加入証（1
部）および同特約書他
・医師賠償責任保険証券（2部）および追加条項
・傷害保険証券（1件）

2/29 3/5 公開 写しの交付

市長 こども未来課

・児童安全共済制度・児童厚生員福祉共済制度加
入者証（児童センター）
・全国市長会学校災害賠償補償保険加入者証（保
育園）
・災害共済給付契約名簿更新所及び共済掛金支払
明細書（保育園）

3/1 3/5 公開 写しの交付

市長 福祉課
保険証券の写し
・精神障害者デイケア事業
・コミュニケーション支援事業

3/1 3/5 公開 写しの交付

市長 福祉課 損害保険証券および普通傷害保険の約款 2/29 3/5 公開 写しの交付

市長 福祉課 損害保険証券および普通傷害保険の約款 2/29 3/5 公開 写しの交付

平成23年1月1日から平成23年12月31日（1年間）ま
での松阪市を契約者とする損害賠償契約保険証券
の写し及び特約条項。
（自賠責保険を除く）入札がある場合は上記契約
の仕様書写し
※全国市有物件災害共済会の共済を含む

284 請求 2/20 窓口



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

市長 農村整備課

損害保険証券　　三井住友海上
賠償責任保険証券　　三井住友海上
「下水道賠償責任保険」加入証　　日本下水道協
会
建物総合損害共済委託申込承認明細書　　全国市
有物件災害共済会
道路賠償責任保険加入申込書　　全国市有物件災

2/22 3/5 公開 写しの交付

市長 農林水産課
道路賠償責任保険被保険者証
森林国営保険証書

2/28 3/5 公開 写しの交付

市長 維持監理課
保険証券・特約条項のコピー
随意契約

2/23 3/5 公開 写しの交付

市長 環境課 夏休み親子環境学習会に係る普通傷害保険証券 2/27 3/5 公開 写しの交付

市長 安全防災課
1　防火防災訓練補償等共済契約書
2　保険証券

2/29 3/5 公開 写しの交付

市長 商工政策課
傷害保険《行事（レクリェーション）参加者の傷
害補償契約》

2/27 3/5 公開 写しの交付

284 請求 2/20 窓口 市長 商工政策課
損害責任保険証券（一般種目用）
　東京海上自動災害保険株式会社

2/27 3/5 公開 写しの交付

上下水道
事業管理者

上下水道総務課

下水道賠償責任保険加入証（2件）及び特約書
日本水道協会水道賠償責任保険加入証（2件）及び
特約条項
建物総合損害共済委託申込承認証（3件）
自動車損害共済委託申込承認証（6件）

2/27 3/5 公開 写しの交付

教育委員会 学校支援課
・全日本市長会学校災害賠償補償保険
・スポーツ安全保険
・日本スポーツ振興センター災害共済給付掛金

2/21 3/5 公開 写しの交付

教育委員会 文化課 保険証券の写し 3/2 3/5 公開 写しの交付

教育委員会
いきがい
学習課

平成22年度社会教育関係団体指導者賠償責任保険
証券
平成23年度社会教育関係団体指導者賠償責任保険
証券・特約条項

2/23 3/5 公開 写しの交付

市長
嬉野地域振興局

地域整備課
樋門・樋管操作員の傷害保険証券及び特約条項 2/29 3/5 公開 写しの交付

市長
三雲地域振興局

地域整備課
行政委嘱委員団体傷害保険証券および特約条項 2/24 3/5 公開 写しの交付

平成23年1月1日から平成23年12月31日（1年間）ま
での松阪市を契約者とする損害賠償契約保険証券
の写し及び特約条項。
（自賠責保険を除く）入札がある場合は上記契約
の仕様書写し
※全国市有物件災害共済会の共済を含む



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

市長
飯南地域振興局

地域振興課

飯南コミュニティバスにかかるもの
・自動車保険証券
・お支払いする保険金のご説明
CIRと行くアメリカ体験交流会にかかるもの
・トラベルセーフティプラン加入証
・重要事項等説明書

2/22 3/5 公開 写しの交付

市長
飯南地域振興局

地域住民課

・敬老会開催事業における傷害保険（行事参加者
傷害）
・医師賠償責任保険（松阪市飯南眼科クリニック
医師１名）

2/22 3/5 公開 写しの交付

市長
飯高地域振興局

地域振興課
飯高地域振興局公用車管理（バス任意保険継続
証・平成23年度）

2/21 3/5 部分公開 写しの交付

教育委員会 飯高教育事務所
自動車保険証券
行事等損害保険証券

2/24 3/5 公開 写しの交付

285 申出 2/20 窓口 建築計画概要書　63松11 市長 建築開発課 建築計画概要書　63松11 2/21 2/22 公開 写しの郵送

286 請求 2/20 ＦＡＸ

矢津町字ソブシ1521番46
　　〃　　　　1521番151
　　〃　　　　1521番196
所在地明細

市長 用地対策課

矢津町字ソブシ1521番46
　　〃　　　　1521番151
　　〃　　　　1521番196
自昭和24年　至昭和26年　土地異動通知綴
大河内村役場

2/24 2/24 公開 写しの交付

287 請求 2/21 窓口
有料老人ホーム設置意見書等
○○が○○町内に建設する有料老人ホームに関す
る設置意見書及びその関係書類

市長 介護高齢課
有料老人ホーム設置意見書等
○○が○○町内に建設する有料老人ホームに関す
る設置意見書及びその関係書類

2/23 2/24 部分公開 写しの交付

288 申出 2/23 窓口
平成9年5月29日立会
松阪市川井町字草入346　外　境界確認書

市長 用地対策課
平成9年5月29日立会
松阪市川井町字草入346　外　境界確認書

2/23 2/23 部分公開 写しの交付

289 申出 2/23 窓口
○○○○保育士のH12～H14年頃、第一保育園で勤
務していたかの確認

市長 職員課 （各年度別）人事資料　職員別職員リスト 3/1 3/5 部分公開 写しの交付

290 申出 2/28 窓口
道路位置指定申請書（44松道15）
建築計画概要書　　（47松1927）

市長 建築開発課
道路位置指定申請書（44松道15）
建築計画概要書　　（47松1927）

2/29 2/29 部分公開 写しの交付

平成24年1月16日
　市長の公務について（相手先、場所、内容）

市長 戦略経営課
Microsoft　Outlookで管理している
平成24年1月16日の市長日程

3/2 3/2 公開 写しの交付

平成24年1月16日
　市長の公務について
　随行者の有無　公金の支出について
　公用車の運行状況について

市長 戦略経営課 3/2 不存在

平成23年1月1日から平成23年12月31日（1年間）ま
での松阪市を契約者とする損害賠償契約保険証券
の写し及び特約条項。
（自賠責保険を除く）入札がある場合は上記契約
の仕様書写し
※全国市有物件災害共済会の共済を含む

2/20 窓口

2/28 窓口291 請求

284 請求



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

292 請求 3/1 窓口
松阪市公共下水道事業松阪第1処理分区
松阪1-3号汚水幹線管渠工事（その2）
の金入りの設計書全て

上下水道
事業管理者

下水道建設課

松阪市公共下水道事業松阪第1処理分区
松阪1-3号汚水幹線管渠工事（その2）金入り設計
書
内訳表、明細書、施工単価表、単価表

3/15 3/15 公開 写しの交付

建設リサイクル法に基づく届出書等（2月分） 市長 建築開発課
建設リサイクル法に基づく届出等（松阪市平成24
年2月分）

3/9 3/16 部分公開 写しの交付

中高層建築物に関する届出書等（2月分） 市長 建築開発課 3/9 不存在

294 申出 3/6 窓口 位置指定道路概要書　（46松道35） 市長 建築開発課 道路位置指定申請書（46松道35） 3/7 3/9 部分公開 写しの交付

295 請求 3/6 窓口

林道他所線災害復旧工事
　設計書・内訳書
　　　　・明細書
　　　　・施工単価
　　　　・運転単価
　　　　・単価表

市長 農林水産課 林道他所線災害復旧工事の金入り設計書 3/12 3/14 公開 写しの交付

296 請求 3/7 窓口
農地法許可申請に添付する融資の申込みに関する
資料

農業委員会 農業委員会
農地法許可申請に添付する融資の申込みに関する
添付書類

3/13 3/13 部分公開 写しの交付

297 請求 3/7 窓口
緊急通報装置貸与事業業務委託　月額料金（委
託）

市長 介護高齢課 業務委託契約書 3/13 3/14 公開 写しの交付

298 請求 3/8 メール
平成22年度　松阪市総合運動公園建設工事（その
4）金入り設計書

市長 土木課
平成22年度　松阪市総合運動公園建設工事（その
4）金額入り設計書

3/22 3/22 公開 写しの交付

299 請求 3/8 メール
金入り設計書（23年災第709号・第710号1級市道青
田栃谷線道路災害復旧工事）

市長 土木課
23年災第709号・第710号1級市道青田栃谷線道路災
害復旧工事の金額入り設計書
（設計内訳書、明細表、施工単価表、単価表）

3/19 3/22 公開 写しの交付

300 請求 3/9 窓口
平成24年2月1日立会
松阪市大黒田町字下野404-1　外
　境界確認書

市長 用地対策課
平成24年2月1日立会
松阪市大黒田町字下野404-1　外
　境界確認書

3/15 3/15 部分公開 写しの交付

301 申出 3/13 窓口
平成3年11月28日立会
松阪市立田町字上うす田262番1　境界確定書

市長 用地対策課
平成3年11月28日立会
松阪市立田町字上うす田262番1　境界確定書

3/15 3/16 部分公開 写しの交付

302 申出 3/13 窓口
平成12年9月22日立会
松阪市岩内町字下ノ田16番地、18番地1
境界確定書

市長 用地対策課
平成12年9月22日立会
松阪市岩内町字下ノ田16番地、18番地1
境界確定書

3/15 3/16 部分公開 写しの交付

303 申出 3/13 窓口
平成16年2月4日立会
久保町地内　用地確認図　写真

市長 用地対策課
平成16年2月4日立会
久保町地内　用地確定図　写真

3/15 3/15 部分公開 写しの交付

293 請求 3/5 窓口



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

304 請求 3/14 メール
松阪市公共下水道事業
松阪第1処理分区　松阪1-10号汚水幹線管渠工事金
額入り当初設計書

上下水道
事業管理者

下水道建設課

松阪市公共下水道事業
松阪第1処理分区　松阪1-10号汚水幹線管渠工事金
額入り当初設計書
　内訳書・明細書・施工単価表・単価表

3/15 3/15 公開 写しの交付

受注工事設計書の情報公開
1.林道青田線災害復旧工事
2.林道木屋谷線災害復旧工事
　金額入り設計書
　　・内訳表　　　・明細表
　　・施工単価表　・運転単価表
　　・単価表

市長 農林水産課
林道青田線災害復旧工事の金入り設計書
林道木屋谷線災害復旧工事の金入り設計書

3/21 3/22 公開 写しの交付

23年災害第101号その他市道かつえ坂線道路災害復
旧工事　金額入り設計書
（設計内訳表、明細表、施工単価表、運転単価
表、単価表）

市長
飯高地域振興局

地域整備課

23年災害第101号その他市道かつえ坂線道路災害復
旧工事
金額入り設計書
（設計内訳表、明細表、施工単価表、運転単価
表、単価表）

3/19 3/22 公開 写しの交付

306 請求 3/15 窓口
平成17年7月5日立会
松阪市駅部田町1567番
　境界確認書

市長 用地対策課
平成17年7月立会
松阪市駅部田町1567番
　境界確認書

3/19 3/19 部分公開 写しの交付

307 申出 3/16 窓口
平成16年7月9日立会
松阪市久保町字東1855番626　外1筆
　筆界確定書

市長 用地対策課
平成16年7月9日立会
松阪市久保町字東1855番626　外1筆
　筆界確定書

3/19 3/19 部分公開 写しの交付

308 請求 3/16 窓口
林道有間野浦谷線災害復旧工事
　金入設計書一式

市長 農林水産課 林道有間野浦谷線災害復旧工事の金入り設計書 3/30 3/30 公開 写しの交付

309 請求 3/23 郵送
平成21年度基準　非木造家屋に関する評価要領及
び評価点数表

市長 資産税課 4/6 不存在

310 請求 3/23 窓口
松阪市公共下水道事業　宮町排水区
宮町雨水幹線管渠工事に関する資料

上下水道
事業管理者

下水道建設課

宮町雨水幹線管渠工事図面（平面図・縦断面図・
横断面図）
松阪市公共下水道事業　雨水計画図面（平面図）
宮町排水区流量計算書
松阪市公共下水道事業計画　変更許可申請書（抜
粋）

3/28 3/29 公開 写しの交付

311 請求 3/26 窓口
14年3月から15年7月までの文化財保護審議会の議
事録の内容

教育委員会 文化課 文化財保護審議会の議事録の写し 3/30 3/30 公開 写しの交付

305 請求 3/14 メール



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

312 請求 3/26 メール
松ヶ崎公園植栽管理委託
平成23年3月24日付　変更契約の金入り設計書
平成24年3月6日付　変更契約の金入り設計書

市長 土木課
松ヶ崎公園植栽管理委託
平成23年3月24日付　変更契約の金入り設計書
平成24年3月6日付　変更契約の金入り設計書

4/4 4/5 公開 写しの交付

平成21年度から平成23年度の保存されている書類
コミュニティ推進課

市長
コミュニティ

推進課

平成21年度歳出予算整理簿
平成22年度歳出予算整理簿
平成23年度歳出予算整理簿

4/9 4/16 部分公開 閲覧

平成21から23年度
開発公社の職員数に関すること
保育園職員の賃金決定に関すること

市長 職員課 4/9 不存在

平成21から23年度
人事異動に関すること
労務員の異動に伴う情報把握に関すること

市長 職員課

平成21から23年度における以下の公文書
内申書
異動希望調書
条件付採用職員の正規採用について

4/9 非公開

平成21から23年度
人事異動に関すること

市長 職員課

別紙文書目録
平成21～23年度　松阪市非常勤職員雇用計画書
平成21～23年度　非常勤職員任用伺、勤務条件決
定通知書

4/9 4/10 部分公開 閲覧

314 請求 3/27 窓口
平成21年度から平成23年度
監査委員事務局に保存されている書類

監査委員
事務局

監査委員
事務局

平成21年度から平成23年度
歳出予算整理簿

4/5 4/6 公開 閲覧

316 請求 3/28 窓口
松阪市勢津町地内
2級市道坂内勢津線外1線道路災害復旧工事
金入り設計書

市長 土木課
2級市道阪内勢津線外1線道路災害復旧工事
金入り設計書（すべて）

4/2 4/5 公開 写しの交付

317 請求 3/28 窓口
平成21年度～平成23年度
保存されている関係書類（戦略経営課）

市長 戦略経営課 平成21年度～平成23年度　歳出予算整理簿 4/11 4/16 公開 閲覧

318 申出 3/29 窓口 建築計画概要書（H08認建松土001813号） 市長 建築開発課 建築計画概要書（H08認建松土001813号） 3/30 3/30 公開 写しの郵送

教育委員会 教育総務課

・平成21年度～平成23年度　用務員業務日誌
（幼・小･中）
・平成21年度～平成23年度　スクールバス運行日
誌（松阪･嬉野･飯南･飯高）　飯南は平成22年度･
23年度のみ

4/12 4/19 公開 閲覧

教育委員会 給食管理課

平成22、23年度日常点検表
平成22、23年度食品検収表
平成22、23年度中心温度・冷却温度記録（温度確
認表）
平成22、23年度作業動線表（図）
平成22、23年度作業工程表

4/9 4/17 公開 閲覧

教育委員会
スポーツ
振興課

平成21年度～平成23年度車輌運行日誌 4/11 4/20 公開 閲覧

平成21年度～平成23年度
現業職の関係書類

319 請求 3/29 窓口

313 請求 3/26 窓口



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

市長 人権推進課

（平成21～23年度）
人権等相談委託業務契約書
松阪市人権関係職員等養成講座事業委託業務契約
書
人権啓発冊子委託契約書
人権文化フォーラム事業委託業務契約書

4/5 4/6 公開 閲覧

市長 人権推進課

【平成23年度】・人権相談等業務委託綴
　　　　　　　・人権関係職員等養成講座綴
　　　　　　　・啓発冊子綴
　　　　　　　・人権文化フォーラム綴
【平成22年度】・平成22年度人権相談等業務委託
関係綴
　　　　　　　・人権関係職員等養成講座事業綴
　　　　　　　・啓発冊子関係綴
　　　　　　　・人権施策推進事業関係綴
【平成21年度】・平成21年渡人権相談等業務委託
関係綴
　　　　　　　・人権施策推進事業関係綴
　　　　　　　・啓発冊子関係綴
　　　　　　　・人権施策推進事業関係綴

4/10 4/12 部分公開 閲覧

320 請求 3/30 窓口
平成21年度～平成23年度
補助金･委託料･交付金についての関係書類
自治会、町内会、NPO等

教育委員会 人権まなび課
平成21年度当該予算整理簿
平成22年度当該予算整理簿
平成23年度当該予算整理簿

4/10 4/12 公開 閲覧

市長 介護高齢課 うきさと憩センター関係書類 4/10 4/12 公開 閲覧

市長 土木課
平成21年度から平成23年度
公園維持管理事業費委託料の歳出予算整理簿

4/6 4/12 公開 閲覧

上下水道
事業管理者

上下水道総務課
平成21年度から平成23年度の水源管理課、下水道
建設課及び飯高水道事業所が自治会に委託した委
託料の支払額がわかる関係書類一式

4/10 4/12 公開 閲覧

市長
コミュニティ

推進課

歳出予算整理簿　平成21年度・平成22年度・平成
23年度
　　掲示板設置補助金
　　地区集会所建設補助金
　　市民活動センター管理運営事業費
　　松阪市自治会連合会補助金
平成21年度
　　広報広報補助業務委託事業費

4/11 4/12 公開 閲覧

市長 維持監理課
平成21～23年度
樋門・樋管等管理事業費及び調整池管理事業費の
委託料の歳出予算整理簿

4/11 4/12 部分公開 閲覧



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

教育委員会
スポーツ
振興課

平成21年度から平成23年度　予算整理簿（補助
金・委託料）

4/6 4/12 公開 閲覧

市長 こども未来課
養育支援訪問事業費（平成22年～平成23年度）及
びファミリーサポートセンター事業費（平成21年
～平成23年度）に係る歳出予算整理簿

4/9 4/13 公開 閲覧

市長
飯高地域振興局

地域整備課

平成21年度から平成23年度
特定非営利活動法人まほろばの委託料についての
関係書類

4/12 4/16 公開 閲覧

320 請求 3/30 窓口
平成21年度～平成23年度
補助金･委託料･交付金についての関係書類
自治会、町内会、NPO等

市長
三雲地域振興局

地域住民課

平成21年度～平成23年度
・事業運営委託費歳出予算整理簿
（シルバー人材センター・高齢者退職者事業団)

4/13 4/16 公開 閲覧

市長 安全防災課

・自主防災組織育成推進事業（平成21年度～平成
23年度）
・自主防災組織資機材整備費補助金（平成21年渡
～平成23年度）
・防災啓発事業費（平成21年度～平成23年度）
・災害用備蓄管理事業費（平成22年度～平成23年
度）
・一般木造住宅耐震診断事業費（平成21年度～平
成23年度）
・防犯灯設置等補助金（平成21年度～平成23年
度）
・交通安全対策一般経費（平成22年度～平成23年
度）
・交通死亡事故ワースト緊急対策事業費（平成23
年度）

4/6 4/13 公開 閲覧

市長
飯高地域振興局

地域振興課

平成21年度「掲示板設置補助金」「地域集会所管
理事業費」に係る歳出予算整理簿
平成21年度～平成23年度　「飯高山岳救助隊支援
事業補助金」「地域づくり支援事業補助金」に係
る歳出予算整理簿
平成22年度～平成23年度　「市有財産管理事業
費」に係る歳出予算整理簿
平成23年度「コミュニティ助成事業補助金」「地
区集会所建設補助金」に係る歳出予算整理簿

4/12 4/16 部分公開 閲覧



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

市長
飯高地域振興局

地域住民課

・平成21年度～平成23年度
　飯高地区リサイクル事業費（委託料）に係る
「歳出予算整理簿」
・平成21年度及び平成23年度
　飯高地域振興局管内地区火葬場施設整備補助金
に係る「歳出予算整理簿」
・平成21年度
　共同簡易飲料水確保施設設置補助金に係る「歳
出予算整理簿」

4/9 4/16 部分公開 閲覧

市長 健康推進課
・歳出予算整理簿
　平成21年～23年度分

4/11 4/17 公開 閲覧

市長 観光交流課

平成21年度歳出予算整理簿（観光費委託料）（観
光費補助金　交付金）
平成22年度歳出予算整理簿（観光費委託料）（観
光費補助金　交付金）
平成23年度歳出予算整理簿（観光費委託料）（観
光費補助金　交付金）

4/5 4/17 公開 閲覧

320 請求 3/30 窓口
平成21年度～平成23年度
補助金･委託料･交付金についての関係書類
自治会、町内会、NPO等

教育委員会
いきがい
学習課

平成21年度当該予算整理簿
平成22年度当該予算整理簿
平成23年度当該予算整理簿
（松阪市PTA連合会補助金）
（松阪市子ども会連合会補助金）
（松阪市子どもセンター補助金）

4/13 4/17 公開 閲覧

市長
三雲地域振興局

地域振興課

平成21年度～平成23年度
・地域振興局費歳出予算整理簿
（地域づくり支援事業補助金・委託料）

4/12 4/17 公開 閲覧

市長
嬉野地域振興局

地域振興課

松阪市嬉野地域振興局地域づくり支援事業補助金
交付申請書及び添付書類、交付決定通知書の写し
松阪市嬉野地域振興教地域づくり支援事業補助金
変更申請書及び添付書類、交付決定通知書（変
更）の写し
松阪市嬉野地域振興教地域づくり支援事業補助金
実績報告書にかかる添付書類、確定通知書の写し

4/11 4/17 公開 閲覧

市長
飯南地域振興局

地域振興課

歳出予算整理簿
　平成21～23年度　地域づくり支援事業補助金
　平成21年度　コミュニティ助成事業補助金
　平成21～23年度　観光施設管理運営事業費の委
託料

4/9 4/17 公開 閲覧



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

市長 清掃政策課

（平成21年度・平成22年度・平成23年度）
　予算整理簿
　　資源物集団回収活動補助金　写し
　　リサイクル事業費（事業運営委託料）　写し

4/12 4/17 部分公開 閲覧

320 請求 3/30 窓口
平成21年度～平成23年度
補助金･委託料･交付金についての関係書類
自治会、町内会、NPO等

市長 収納課

平成21年度松阪たばこ販売共同組合補助金歳出予
算整理簿
平成21年度松阪市納税貯蓄組合連合会補助金歳出
予算整理簿
平成21年度松阪市納税貯蓄組合補助金歳出予算整
理簿
平成22年度松阪市納税貯蓄組合連合会補助金歳出
予算整理簿
平成22年度松阪市納税貯蓄組合補助金歳出予算整
理簿
平成23年度松阪市納税貯蓄組合補助金歳出予算整
理簿

4/13 4/17 公開 閲覧

市長 清掃事業課

歳出予算整理簿（平成21年度から平成23年度）
・廃棄物集積所設置補助金
・第一清掃工場管理事業費
・最終処分場管理事業費
・松ヶ崎公園管理事業費
・塵芥処理一般経費

4/13 4/17 公開 閲覧

市長 農村整備課

平成21年度～平成23年度　該当小事業の歳出予算
整理簿
　湛水防除施設管理事業費委託料
　農地一般経費委託料
　三雲農業集落排水管理事業費委託料
　小規模土地改良事業補助金負担金、補助及び交
付金
　高木地区施設維持管理費委託料
　小野地区施設維持管理費委託料

4/11 4/23 公開 閲覧

教育委員会 文化課 平成21・22・23年度　各歳出予算整理簿 4/13 4/23 公開 閲覧



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（本庁分）
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

教育委員会 学校支援課

H21、H22
　副読本及び準教科書等活用事業費
　生徒指導緊急活動支援事業費
H21、H22、H23
　いじめ等対策事業費
　特別支援教育推進事業費
H22、H23
　まつさか夢交流事業費
H23
　学力向上推進プロジェクト事業費
　園児・児童・生徒の健康診断事業費　　等

4/13 4/23 公開 閲覧

教育委員会
育ち

サポート室
H23　松阪市障がい児就学支援委員会委託料
　　 特別支援教育振興事業委託料　関係書類

4/13 4/26 公開 閲覧

市長 維持監理課
平成23年度櫛田川水系櫛田川中村排水樋管外（11
箇所）操作業務委託の契約書

4/20 4/26 部分公開 閲覧

320 請求 3/30 窓口
平成21年度～平成23年度
補助金･委託料･交付金についての関係書類
自治会、町内会、NPO等

市長
嬉野地域振興局

地域整備課

平成21年度から平成23年度
自治会、町内会、NPO等への委託料、補助金につい
ての関係書類

4/9 4/23 部分公開 閲覧

市長 土木課

請求者との間で特定した平成23年度委託契約（東
公園ナイター受付業務委託、みどり公園施設管理
委託、上ノ庄農村公園施設管理委託、南曽原地区
公園（ちびっこ広場）施設管理委託、鵲農村公園
施設管理委託、権現前緑地公園施設管理委託、総
合運動公園山添町地内除草委託、総合運動公園安
楽町地内除草委託、総合運動公園山下町地内除草
委託、総合運動公園内遊歩道除草委託）の契約
書、実績報告、検査書類

4/25 5/7 部分公開 閲覧

教育委員会 文化課

・平成22年度　深野和紙保存会事業運営委員会
　契約書及び実績報告書
・平成23年度　史跡天白遺跡草刈管理業務委託
　契約書及び実績報告書

5/1 5/7 部分公開 閲覧

市長
嬉野地域振興局

地域振興課

松阪市嬉野地域振興局地域づくり支援事業補助金
交付申請書及び添付書類、交付決定の写し
松阪市嬉野地域振興局地域づくり支援事業補助金
交付申請書及び添付書類、交付決定書（変更）の
写し
松阪市嬉野地域振興局地域づくり支援事業補助金
実績報告書にかかる添付書類、確定通知書の写し

5/2 5/10 部分公開 閲覧

市長
飯高地域振興局

地域住民課
火葬場施設整備補助金綴 4/17 5/10 部分公開 閲覧



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（各地域振興局分）

種別
請求
日

請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

請求 4/6 窓口
松阪市公共下水道事業
嬉野第2-2処理分区986号外汚水管渠工事（その
１）金額入設計書

上下水道
事業管理書

嬉野
上下水道事務所

松阪市汚水処理施設整備事業
嬉野第2-2処理分区986号外汚水管渠工事（その
１）金額入設計書

4/8 4/8 公開 写しの交付

請求 4/6 窓口

松阪市汚水処理施設整備事業　三雲第1-2処理分
区　254号外汚水管渠工事
松阪市汚水処理施設整備事業　三雲第1-2処理分
区　262号外汚水管渠工事
金入りの設計書

上下水道
事業管理書

三雲
上下水道事務所

松阪市汚水処理施設整備事業　三雲第1-2処理分
区　254号外汚水管渠工事
松阪市汚水処理施設整備事業　三雲第1-2処理分
区　262号外汚水管渠工事
設計書（金入り）
内訳･明細･単価表･諸経費計算表

4/15 4/15 公開 写しの交付

請求 4/7 メール
松阪市汚水処理施設整備事業嬉野2-2処理分区986
号外汚水管渠工事(その3)金入り設計書

上下水道
事業管理書

嬉野
上下水道事務所

松阪市汚水処理施設整備事業嬉野2-2処理分区
986号外汚水管渠工事(その3)金入り設計書

4/8 4/8 公開 写しの交付

請求 4/7 窓口
松阪市汚水処理施設整備事業嬉野3-1処理分区323
号外汚水管渠工事（設計書金入り全て)

上下水道
事業管理書

嬉野
上下水道事務所

松阪市汚水処理施設整備事業嬉野3-1処理分区
323号外汚水管渠工事（設計書金入り全て)

4/8 4/11 公開 写しの交付

上下水道
事業管理書

嬉野
上下水道事務所

松阪市汚水処理施設整備事業
嬉野第2-2処理分区986号外汚水管渠工事（その
１）金額入設計書
嬉野第2-2処理分区986号外汚水管渠工事（その
２）金額入設計書
嬉野第2-2処理分区986号外汚水管渠工事（その
３）金額入設計書

4/18 4/20 公開 写しの交付

上下水道
事業管理書

三雲
上下水道事務所

松阪市汚水処理施設整備事業　三雲第1-2処理分
区　262号外汚水管渠工事
下水道事業（262号外汚水管渠）に伴う配水管布
設替工事
　設計書（金入り）
　内訳・明細・単価表・諸経費計算表

4/19 4/20 公開 写しの交付

請求 4/26 窓口
平成22年度　汚水処理施設整備事業
嬉野第2-2処理分区　986号外汚水管渠工事（その
２）

上下水道
事業管理書

嬉野
上下水道事務所

平成22年度　汚水処理施設整備事業
嬉野第2-2処理分区　986号外汚水管渠工事（そ
の２）金入設計書一式

4/28 4/28 公開 写しの交付

申出 4/27 窓口 曽原町174-2の確定書 市長
三雲地域振興局

地域整備課
平成15年度　一志郡三雲町大字曽原字堀ノ内174
番地　境界確定書

5/2 5/6 部分公開 写しの交付

請求 5/9 窓口
松阪市汚水処理施設整備事業
嬉野第2-2処理分区986号外汚水管渠工事(その2)
金入設計書

上下水道
事業管理書

嬉野上下水道事
務所

松阪市汚水処理施設整備事業
嬉野第2-2処理分区986号外汚水管渠工事(その2)
金入設計書一式(数量計算書は除く）

5/10 5/10 公開 写しの交付

松阪市小津町字東浦439-1の境界確認書 市長
三雲地域振興局

地域整備課
平成13年度　一志郡三雲町大字小津町字東浦
442-3番地　境界確定書

6/3 6/6 部分公開 写しの交付

松阪市久米町字惣田1953-1、1954-1、1955-1の境
界確認書

市長
三雲地域振興局

地域整備課
平成15年度　一志郡三雲町大字曽原字西ノ御堂
1564番地外　境界確定書

6/3 6/6 部分公開 写しの交付

請求 4/13 メール

・入札公告契第471号　松阪市汚水処理施設整備
事業　　嬉野第2-2処理分区986号外汚水管渠工事
（その２）
・入札公告契第472号　松阪市汚水処理施設整備
事業　三雲第1-2処理分区262号外汚水管渠工事
・入札公告契第473号　松阪市汚水処理施設整備
事業　嬉野第2-2処理分区986号外汚水管渠工事
（その１）
・入札公告契第474号　松阪市汚水処理施設整備
事業　嬉野第2-2処理分区986号外汚水管渠工事
（その３）
・入札公告契第475号　下水道事業（262号外汚水
管渠）に伴う配水管布設替工事
　　　　　　　　　　金入り設計書

申出 6/1 窓口



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（各地域振興局分）

種別
請求
日

請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

請求 6/3 窓口
嬉野公民館講座での、○○○○氏と○○○○氏に
ついて講師就任期間と教えている内容、通算年
数、1年のうち何ヶ月、契約内容。

教育委員会 嬉野教育事務所
松阪市教育委員会・松阪市公民館連絡協議会作
成の「公民館事業一覧」内の嬉野公民館に関す
る講座一覧

6/15 6/16 部分公開
閲覧

写しの交付

請求 6/10 窓口
小津中林線外１路線道路防護柵設置工事 金入り
設計書

市長
三雲地域振興局

地域整備課
小津中林線外１路線道路防護柵設置工事　金入
り設計書

6/17 6/17 公開 写しの交付

請求 6/16 メール
松阪市公告契第62号　小津中林線外１路線道路防
護柵設置工事の金額入りの設計書

市長
三雲地域振興局

地域整備課
小津中林線外１路線道路防護柵設置工事　金入
り設計書

6/22 6/24 公開 写しの交付

請求 6/20 メール
平成23年度　第23-401号飯南町向粥見波留地区外
配水管布設替工事の金額入り設計書

上下水道
事業管理書

飯南水道事務所
第23-401号飯南町向粥見波留地区外配水管布設
替工事金額入設計書

6/20 6/23 公開 写しの交付

請求 6/22 窓口
計画からオープンまでの関係書類一式
さくら坂飯南（松阪市飯南火葬場）

市長
飯南地域振興局

地域住民課

・飯南火葬場施設整備事業費（飯南）に関する
支出負担行為
・第３次飯南町総合計画

7/4 7/6 公開 閲覧

請求 6/23 窓口

S60,7,18付け松阪市飯南町深野字杉本3547番から
分筆された3547-2の土地(用地)取得台帳
工事名、分筆前、分筆後の地番、取得時の現況、
地目、実測地積、取得単価、所有者の住所指名、
契約者の住所氏名、契約年月日、登記年月日

市長
飯南地域振興局

地域整備課
買収された松阪市飯南町深野字杉本3574番2の買
収時、所有者、買収面積、地目、買収単価等

7/5 7/8 公開 閲覧

請求 6/24 窓口
嬉野地域振興局管内市道除草業務委託　金入り設
計書

市長
嬉野地域振興局

地域整備課
嬉野地域振興局管内市道除草業務委託　金入り
設計書

6/24 6/30 公開 写しの交付

申出 6/29 窓口 市場庄町字長井1110番 市長
三雲地域振興局

地域整備課

平成16年度　三雲町大字市場庄字桑原1107番1･
1108番･1109番・1110番･1112番･1095番　境界確
定書

7/5 7/6 部分公開 写しの交付

請求 7/19 窓口
波瀬浄水場導水管・配水管布設工事の金額入り設
計書

上下水道
事業管理書

飯高水道事務所 波瀬浄水場導水管・配水管布設工事 7/26 7/26 部分公開 写しの交付

請求 7/20 メール 平成23年度波瀬浄水場新設工事の金入り設計書
上下水道

事業管理書
飯高水道事務所 波瀬浄水場新設工事 7/26 7/27 部分公開 写しの交付

請求 7/21 窓口
松阪市汚水処理施設整備事業　三雲第1-2処理分
区262号　外汚水管渠工事
金入りの設計内訳表

上下水道
事業管理書

三雲
上下水道事務所

松阪市汚水処理施設整備事業　三雲第1-2処理分
区　262号　外汚水管渠工事
　設計書（金入り）
　内訳・明細・単価表・諸経費計算表

7/22 7/22 公開 写しの交付

請求 7/25 窓口
松阪市汚水処理施設整備事業
三雲第1-1処理分区473号外汚水管渠工事
金入り設計書

上下水道
事業管理書

三雲
上下水道事務所

松阪市汚水処理施設整備事業三雲第1-1処理分区
473号外汚水管渠工事
設計書（金入り）
内訳･明細・単価表・諸経緯費計算表

7/28 7/28 公開 写しの交付

請求 8/5 窓口
平成23年8月4日に入札された第23-102号中央配水
池改修工事の金額入り設計書

上下水道
事業管理書

飯南水道事務所 設計書（第23-102号中央配水池改築工事） 8/9 8/9 公開 写しの交付

請求 8/22 窓口
平成23年度　開発申請　中林字荒木439番外　図
面

市長
三雲地域振興局

地域整備課
平成23年度　開発申請　中林字荒木439番外　図
面

8/22 8/30 部分公開 写しの交付



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（各地域振興局分）

種別
請求
日

請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

請求 8/30 窓口
松阪市汚水処理施設整備事業　473号外汚水管渠
に伴う配水管布設替工事　金入り設計書

上下水道
事業管理書

三雲
上下水道事務所

松阪市汚水処理施設整備事業473号外汚水管渠に
伴う配水管布設替工事　設計書（金入り）
内訳･明細･単価表・諸経費計算表

9/2 9/5 公開 写しの交付

請求 10/7 メール
松阪市汚水処理施設整備事業　三雲第1-2処理分
区　226号外汚水管渠に伴う配水管布設替工事
金入り設計内訳書

上下水道
事業管理書

三雲
上下水道事務所

松阪市汚水処理施設整備事業　三雲第1-2処理分
区　262号外汚水管渠工事　設計書（金入り）
　内訳･明細･単価表･諸経費計算表

10/13 10/14 公開 写しの交付

請求 10/27 窓口
小野江3号線道路修繕工事　金入設計書
市場庄中ノ庄1号線外1路線道路修繕工事　金入設
計書

市長
三雲地域振興局

地域整備課

小野江3号線道路修繕工事　金入設計書
市場庄中ノ庄1号線外1路線道路修繕工事　金入
設計書

11/2 11/9 公開 写しの交付

請求 10/31 メール
第23-303号中道町外配水管布設替工事の金入り設
計書の表紙、設計内訳表、明細書の写し

上下水道
事業管理書

三雲
上下水道事務所

第23-303号中道町外配水管布設替工事の金入り
設計書の表紙、設計内訳表、明細書の写し

11/7 11/7 公開 写しの交付

請求 12/5 窓口 松阪市甚目町796境界確認書 市長
三雲地域振興局

地域整備課
平成21年渡　松阪市甚目町字東沖796番　境界確
認書

12/9 12/12 部分公開 写しの交付

請求 12/26 松阪市曽原町字与力276番1先水路　境界確定書 市長
三雲地域振興局

地域整備課
平成20年度　松阪市曽原町字与力276番1先水路
境界確定書

1/6 1/12 部分公開 写しの交付

一志郡三雲町大字中林字寺ノ前364番2･367番2･
368番1地先道路水路確定書

市長
三雲地域振興局

地域整備課

平成2年度　一志郡三雲町大字中林字寺ノ前370
番2･370番3　境界確定書
平成2年度　一志郡三雲町大字中林字寺ノ前364
番2･367番1･368番1　境界確定書

1/6 1/12 部分公開 写しの交付

一志郡三雲町大字曽原字与力274番地先　水路確
定書

市長
三雲地域振興局

地域整備課
平成14年度　一志郡三雲町曽原字与力274番1･
275番1･275番2　境界確定書

1/6 1/12 部分公開 写しの交付

請求 12/27 窓口
松阪市汚水処理施設整備事業三雲第1-1処理分区
473号外汚水管渠工事
金入り設計書（変更後）

上下水道
事業管理書

三雲
上下水道事務所

松阪市汚水処理施設整備事業三雲第1-1処理分区
473号外汚水管渠工事
　設計書（金入り）変更後
　内訳･明細･単価表･諸経費計算表

1/5 1/5 公開 写しの交付

請求 12/27 窓口
松阪市飯高町下滝野1469
境界確定書及び立会写真

市長
飯高地域振興局

地域整備課
松阪市飯高町下滝野1469
境界確定書及び立会写真

12/28 12/28 部分公開 写しの交付

請求 1/6 窓口
名倉線外４線舗装修繕工事
金入り施工単価表

市長 地域整備課
名倉線外４線舗装修繕工事
金入り施工単価表

1/11 1/13 公開 写しの交付

申出 1/18 窓口
松阪市舞出町字西沖144番1･236番1周辺の用地測
量図及び座標データ並びに境界確認書(確定書)

市長
三雲地域振興局

地域整備課
平成15年度　一志郡三雲町舞出町字西沖144番1･
236番1外　境界確定書

1/19 1/20 部分公開 写しの交付

請求 1/20 メール
松阪市汚水処理施設整備事業　三雲第3処理分区
109号外汚水管渠測量調査設計業務委託
　金入り設計内訳書、全て（当初）

上下水道
事業管理書

三雲
上下水道事務所

松阪市汚水処理施設整備事業　三雲第3処理分区
109号外汚水管渠測量調査設計業務委託
　設計書（金入り部分すべて）
　表紙・内訳･明細･単価表･諸経費計算表

1/25 1/25 公開 写しの交付

請求 1/30 窓口
松阪市嬉野須賀町字ミツコウベ1332番3
境界確認書の写し

市長
嬉野地域振興局

地域整備課
松阪市嬉野須賀町字ミツコウベ1332番3
境界確認書の写し

2/8 2/8 部分公開 写しの交付

窓口

申出 12/26



平成２３年度　　公文書公開実施状況一覧表（各地域振興局分）

種別
請求
日

請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 公　　文　　書　　の　　内　　容 決定日 実施日 送付日
期間延
長通知

決定
内容

非公開理由

請求 1/31 窓口
平成23年度
肥留町字柳原192番地外　開発申請○○○　開発
許可申請書の写

市長
三雲地域振興局

地域整備課

平成23年度
肥留町字柳原192番地外　開発申請○○○　開発
許可申請書の写し

2/8 2/8 部分公開 写しの交付

申出 2/8 窓口 中林町151-3確定書 市長
三雲地域振興局

地域整備課
平成15年度　一志郡三雲町大字中林宮ノ西165番
3外　境界確定書

2/10 2/10 部分公開 写しの交付

申出 2/15
松阪市星合町字里中517－1･516－3･447･447－1･
451･522－4の確定書

市長
三雲地域振興局

地域整備課
平成16年度　一志郡三雲町大字星合字里中451
番･516番･517番1･519番･522番1　境界確定書

2/20 2/20 部分公開 写しの交付

請求 2/15
松阪市星合町字里中517－1･516－3･447･447－1･
451･522－5の確定書

市長
三雲地域振興局

地域整備課

平成21年渡　松阪市星合町字里中447　境界確定
書
平成22年度　松阪市星合町字里中451・517-1
境界確定書

2/20 2/20 部分公開 写しの交付

請求 2/28 窓口
境界確定書
松阪市中林町字荒木432･434-1･434-2･475-1の確
定書

市長
三雲地域振興局

地域整備課
平成23年度　松阪市中林町字荒木432･434-1･
434-2の境界確定書

3/1 3/1 部分公開 写しの交付

請求 3/14 メール
中原文化センターの隣保館費に関する関係書類一
式
平成21年度から平成23年度

市長
嬉野地域振興局

地域住民課

中原文化センター運営委員県外視察研修に関係
する書類
平成21年度から平成23年度　報酬、旅費、バス
借上料の支出負担行為兼支出命令書（写し）
　旅行命令、復命書

3/21 3/26 公開 閲覧

請求 3/16 窓口
平成23年度　開発申請　○○○　開発面積計算
書.土地利用計画平面図

市長 地域整備課
平成23年度　開発申請　○○○　開発面積計算
書.土地利用計画平面図

3/22 3/23 部分公開 写しの交付

請求 3/19 窓口
第23-102号中央配水池改築工事の変更後金額入り
設計書明細書（第8号、17号、32号、34号、40
号）単価表（第20号、26号）

上下水道
事業管理書

飯南水道事務所 設計書（第23-102号中央配水池改築工事） 3/21 3/23 公開 写しの交付

申出 松阪市中林町字宮ノ西140番1の確定書 市長
三雲地域振興局

地域整備課
平成15年度　一志郡三雲町大字中林宮ノ西140番
1　境界確定書

3/26 3/26 部分公開 写しの交付

請求 松阪市中林町135-3の確定書 市長
三雲地域振興局

地域整備課
平成19年度　松阪市中林町135-3･151-1･151-8の
境界確定書

3/26 3/26 部分公開 写しの交付

請求 3/27 窓口 さくら坂飯南火葬場関連の補助金 市長
飯南地域振興局

地域住民課
飯南町地域振興促進助成金交付状況報告書 4/10 4/19 公開 閲覧

請求 3/26 メール 平成23年度波瀬浄水場新設工事の金入り設計書
上下水道

事業管理書
飯高水道事務所 波瀬浄水場新説工事 3/28 3/28 部分公開 写しの交付

窓口

3/19 窓口



平成２３年度　個人情報開示実施状況一覧表
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 決　　定　　の　　内　　容 決定日 実施日
期間延
長通知

決定
内容

不開示理由

1
開示
請求

5/12 窓口
平成23年2月27日に松阪市休日夜間応急診療所を受
診された○○○○様の診療録

市長 健康推進課
○○○○様が平成23年2月27日に松阪市休日夜間応
急診療所を受診された時の診療録の開示

5/19 5/19 全部開示

2
開示
請求

6/13 窓口
臨時運行許可番号票の交付申請書
　車台番号　○○-○○
（H.23.4.28日～H.23.5.28日　申請分）

市長 市民課 6/16 不存在

3
開示
請求

6/30 窓口
○○○○様の平成23年5月8日～平成23年6月25日カ
ルテ、検査記録全部、レントゲン・CT等全ての画
像

市長
市民病院

事務部医事課

○○○○様の平成23年5月8日から平成23年6月25日
までの間の診療に係る松阪市民病院の診療記録、
検査記録、検査画像等の写しの交付

7/5 7/7 全部開示

4
開示
請求

8/16 窓口
住民票、印鑑登録証明、戸籍の○○○○様分の交
付申請で本人以外からのもの

市長 市民課
住民票の写し等交付申請書（平成23年8月1日申
請）

8/19 8/19 部分開示
本人以外
個人情報

5
開示
請求

8/19 窓口
○○○○の就学相談資料
松阪市障がい児就学支援委員会記録

教育委員会 育ちサポート室

平成22年度就学指導資料・就学相談資料・平成22
年度　第2回就学支援委員会・全専門員会　事項
書・グループ会議記録・就学相談個人票・発達検
査記録・グッドイナフ人物画知能検査記録用紙
平成23年度就学指導資料・就学相談資料・平成23
年度　第2回就学支援委員会・全専門員会　事項
書・グループ会議記録・就学相談個人票・診断
書・発達検査記録・グッドイナフ人物画知能検査
記録用紙

8/26 9/1 部分開示
本人以外
個人情報

6
開示
請求

8/19 窓口
○○○○の就学相談資料
松阪市障がい児就学支援委員会記録

教育委員会 育ちサポート室

就学指導資料・就学相談資料・平成23年度　第2回
就学支援委員会・全専門員会　事項書・グループ
会議記録・就学相談個人票・発達検査記録・グッ
ドイナフ人物画知能検査記録用紙

8/26 9/1 部分開示
本人以外
個人情報

7
開示
請求

9/12 窓口
○○○○様の平成21年2月から平成23年8月4日まで
の間の松阪市民病院での診療に係る診療記録、検
査記録等の写しの交付

市長
市民病院

事務部医事課

○○○○様の平成21年2月20日から平成23年8月4日
までの間の松阪市民病院での診療に係る診療記
録、検査記録等の写しの交付

9/16 9/20 全部開示

8
開示
請求

9/20 窓口 ○○○○使用のＰＣ内の私的文書 市長 収納課
貸与ＰＣポータル内のメール、回覧板及びファイ
ルサーバの私的文書

10/3 10/12 部分開示
本人以外
個人情報

9
開示
請求

9/21 窓口 ○○○○様、○○様の転居届 市長 市民課 住民異動届（平成23年9月20日届出） 9/28 9/29 部分開示
本人以外
個人情報

10
開示
請求

10/14 窓口
○○○○様に関する来院紹介患者報告書
○○○○様に関する診療情報提供書

市長
市民病院

地域連携課

○○○○様に関する来院紹介患者報告書の写しの
交付
○○○○様に関する診療情報提供書の写しの交付

10/25 10/28 全部開示

11
開示
請求

10/25 窓口
平成13年8月10日から平成13年9月1日までの○○○
○様の市民病院の診療記録

市長
市民病院

事務部医事課

○○○○様の平成13年8月10日から平成13年9月兄
地までの間の診療に係る松阪市民病院の診療録及
び看護

11/1 11/2 全部開示



平成２３年度　個人情報開示実施状況一覧表
整理
番号

種別 請求日
請求
方法

請　　求　　内　　容 実施機関 担当課 決　　定　　の　　内　　容 決定日 実施日
期間延
長通知

決定
内容

不開示理由

12
開示
請求

1/11 窓口
平成18年11月から平成19年1月18日の○○○○様の
入院記録

市長
市民病院

事務部医事課

○○○○様の平成18年11月10日(初診）から平成19
年1月18日までの間の診療に係る松阪市民病院の診
療録等の写しの交付

1/18 1/25 全部開示

13
開示
請求

2/29 窓口 収納課と私との口頭記録について 市長 収納課
本人と折衝した内容を要約した文書
（平成23年9月12日起案公文書の写し）

3/1 3/2 全部開示

14
開示
請求

3/7 窓口
平成22年2月11日松阪市民病院において、○○○○
様が緊急搬送され受診した内容の判る書類一切

市長
市民病院

事務部医事課

○○○○様が平成22年2月11日に緊急搬送され、松
阪市民病院を受診した診療録及び検査記録等の写
しの交付

3/13 3/16 全部開示

15
開示
請求

3/22 窓口
松阪市子ども未来課（保育園係）第二保育園保護
者○○○○（母）○○○○（子）に関する年長ク
ラスの聴取、証言の記録

市長 こども未来課
第二保育園5歳児クラス保護者、園児への聴き取り
について（報告）

4/2 4/2 部分開示
本人以外
個人情報



答  申  第 ２１ 号 

平成２３年１２月１５日 

 

松阪市長 山 中 光 茂 様 

 

 

                           松阪市個人情報保護審査会 

                             会長  牧 戸  哲 

 

 

個人情報の取扱いに関する諮問について（答申） 

 

 

 諮問のあった下記の事項について、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

１．松阪市個人情報保護条例第８条第１項第７号の規定により、審査会の意見を聴くこととさ

れている事項 

 

２．松阪市個人情報保護条例第８条第３項の規定により、審査会の意見を聴くこととされてい

る事項 

 

 

 

 

審査会開催日 

 平成２３年１１月２２日 第１４回松阪市個人情報保護審査会 

 

答   申 

審 査 案 件
三重県地域がん登録事業に係る患者情報等の実施機関以外への提供につい

て 

審 査 会 の 意 見

１．個人情報の目的外利用及び外部提供に関する制限の原則の適用を除外す

ることが適当であると認める。ただし、目的外利用及び外部提供を原則と

して禁止する条例の趣旨を踏まえ、その必要性や範囲を十分に検討し、必

要以上の個人情報が利用、提供されることのないよう慎重に対応するとと

もに、個人の権利利益を侵害することのないよう特段の配慮が望まれる。 

２．個人情報の利用並びに提供した場合の本人への通知は要しないものと認

める。 

審 査 内 容

本件は、三重県の実施する三重県地域がん登録事業に、松阪市民病院が

保有するがん患者の、患者情報、診断名、診断情報、病期、初回治療等の

情報を三重県が委託する国立大学法人三重大学医学部付属病院内の地域が

ん登録室に提供し、三重県におけるがんの罹患の状態を把握し、地域特性

に応じたがん予防及びがん医療水準の向上といった目的を達成する為の調

査であり、疫学調査への情報の提供といった公益上合理的な理由があり、

かつ事務事業内容において個人の権利利益を不当に侵害するおそれはない

ものと認められる。 

また、当該事務取扱いにあっては、健康増進法第１６条及びがん対策基

本法第１７条第２項の地方公共団体の責務規定により、条例第８条第６号

に規定する、個人情報の目的外利用及び外部提供に関する制限の例外の適

用についても容認できる。 

ただし、本件における個人情報が、特に保護を要すべきものであること

を十分認識の上、取り扱いについて関係機関と協議を行うなど、機密性の

確保並びに提供及び利用が必要な範囲内で行われるよう留意されたい。 

外部提供をしたときの本人への通知に関しては、がん告知を差し控えて

いる場合や、本人への通知が既に不可能となっている場合も考えられ、本

人通知を前提とした場合、提供される情報が限定され、当該事業の求める

精度が得られなくなるなど、本件事業の目的の達成が困難となり得るこ

と、一方事業に係る情報の取扱いにおいても、個人の権利利益の不当な侵

害は起こり得ないものと推察できることから、本人への通知は要しないも

のと認められる。 

以上のことにより、上記のとおり意見を取りまとめた。 

審 査 日 平成２３年１１月２２日（火） 

個人情報取扱事務

の 名 称
三重県地域がん登録事業 

収集・利用する 

個人情報の項目 

患者情報、診断名、診断情報、病気、初回治療 

（三重県悪性新生物患者届出票に基づく項目） 

事 務 の 目 的

三重県におけるがん対策は、県民の保険･医療上重要な課題となっている

ことから、がんに関わる医療情報を提供し、解析されることにより、がん

の罹患の実態を把握し、効果的ながん対策の推進を図ることに協力するた

め目的外利用、第三者提供を行いたい 

所管課（室）等 松阪市民病院 

 


