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*1　文書が作成されていない，文書を取得していない，保存期限経過により文書が廃棄されている等，請求時点では文書が存在しない場合

*3　件数は適用条項ごとの延べ件数であり，１請求で複数の条項が適用されるものがあるため，処理状況の区分の合計とは一致しない場合

　　があります。

*2　文書が存在するかしないかを回答することが，非公開情報を公開することになる請求の場合

　　及び請求された項目のうち，一部の項目が情報として存在しない場合
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（平成29年度）

No. 部局名 主管課名 請求日 請求方法 請求された行政情報の件名及び内容 公開区分 適用条項等

1 保健福祉部 生活衛生課 4月1日 ＦＡＸ
食品営業許可業者名簿（対象・飲食店及び喫茶店）
（平成２９年３月１日から同月３１日までに新規営業許可を受けた店舗の屋号，営業者名，営業所所在地，営業所
電話番号，営業許可日）ただし，自動販売機，移動営業を除く固定店舗

全部公開

2 都市整備部 道路建設課 4月3日 郵送
都市計画道路　「松山外環状道路空港線」の平面図　余戸南１丁目～南吉田の約１．５キロメートルの区間　縮尺
１/５００～１/１０００程度の道路形状の分かるもの

全部公開

3 都市整備部 建築指導課 4月3日 窓口

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年３月１３日から同年４月３日
工事対象床面積の合計２００平方メートル以上のもの

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

4 保健福祉部 生活衛生課 4月3日 ＦＡＸ

・平成２９年３月１日から同月３１日までに新規で営業許可を取得した飲食店の一覧表（食品営業許可台帳）
※屋号，営業所所在地，申請者氏名，業態，営業所電話番号，許可年月日，許可満了日についての資料一覧表
（自動販売機，露店営業，自動車営業，臨時営業を除く。）
・平成２９年３月１日から同月３１日までに新規で営業許可を取得した美容所の一覧表
※施設名称，施設所在地，電話番号,確認年月日，開設者名

全部公開

5 保健福祉部 生活衛生課 4月3日 ＦＡＸ
食品営業許可台帳について，平成２９年３月１日から同月末日までの新規に営業許可の下りた飲食店（移動，自動
販売機を除く。）にかかる以下の項目について
・営業者の情報（氏名）・施設の情報（屋号，施設所在地，施設電話番号）・新規許可日及び期限

全部公開

6 公営企業管理者 建設整備課 4月3日 窓口
安全２８復旧４号舗装路面復旧工事（久万ノ台ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書）

全部公開

7 保健福祉部 生活衛生課 4月3日 ＦＡＸ

食品衛生法に基づく営業許可施設台帳
【地域】松山市内全域
【対象】飲食店営業（平成２９年２月１日～平成２９年３月３１日の新規営業許可）
（ただし，自動販売機，露店，移動店舗を除く。）
【内容】屋号，営業所所在地，営業所電話番号，営業者氏名，許可年月日，業種詳細

全部公開

8 理財部 管財課 4月4日 窓口 松山市○○《地番》の境界確認協議書のうち，平面図及び断面図 部分公開 第７条第２号本文

５．情報公開請求の内容（H29.4.1～H30.3.31)
※非公開の理由及び部分公開の非公開箇所については適用条項等欄を参考に, 「４．非公開条項の適用状況」の表を参照してください。
※《》内は，省略記載した内容の説明です。
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No. 部局名 主管課名 請求日 請求方法 請求された行政情報の件名及び内容 公開区分 適用条項等

9 保健福祉部 生活衛生課 4月4日 窓口

飲食店及び理美容所
平成２９年３月１１日から同年４月４日までの期間に新規開業した施設について
（１）営業施設について：名称（屋号・商号），カナ，所在地，電話番号，種目及び営業の種類
（２）申請者について：①個人の場合は名称カナ②法人の場合は上記①の他，代表者役職名，名称，カナ，申請者
住所及び電話番号
（３）その他：営業許可番号及び有効期間
※移動及び自販機の飲食店は除く。

全部公開

10 都市整備部 松山駅周辺整備課 4月4日 窓口
ＪＲ松山駅付近連続立体交差事業に関連した物件移転補償金額
松山市○○《番地》　○○《建物名》と○○《番地》　○○《建物名》の物件移転補償金額

部分公開 第７条第２号本文

11 下水道部 下水道施設課 4月4日 窓口
堀江第１雨水排水ポンプ場機械設備工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，明細書）

全部公開

12 教育委員会 学校教育課 4月5日 窓口
平成２７年（２０１５年）４月１日から平成２８年（２０１６年）３月３１日までに市立小中学校から市教委に提
出された学校事故報告書及びそれに添付された資料全て

部分公開
第７条第２号本文
第７条第４号

13 監査委員 監査委員事務局 4月5日 ＦＡＸ

下水道部下水道サービス課
（施策コード）５１３１２使用料賦課徴収事業の平成２８年度定期監査（平成２８年９月３０日～同年１１月３０
日の間）で適正とした下記条件の資料及び計算方法
『条件』水道水のみ使用する一般家庭で，月の途中で公共下水道を使用開始とした場合の汚水排出量及び下水道使
用料の算定及び法的根拠
※平成２８年９月３０日～同年１１月３０日の間で『条件』に合うものが存在しない場合は，期間外で抽出し確認
できるもの

不存在 不存在

14 都市整備部 建築指導課 4月6日 ＦＡＸ
松山市○○《地番》の土地の東側現況道路について
建築相談調書１６－７１一式（ただし写真を除く。）

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

15 都市整備部 道路管理課 4月6日 窓口
・美沢１丁目外（市道宮前１１８号線）舗装補修工事
・朝生田町１丁目外（市道市役所前天山線）舗装修繕工事
の当初金入り設計書（内訳書，代価表）

全部公開

16 公営企業管理者 建設整備課 4月6日 窓口

・安全２８復旧３号舗装路面復旧工事（鴨川３ほか）
・安全２８復旧２号舗装路面復旧工事（福角町ほか）
・舗装２８復旧６号舗装路面復旧工事（中野町ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

17 都市整備部 建築指導課 4月6日 窓口

建築相談調書
００４６６一式
７０６７－Ｓ一式
指定道路
Ｓ４０－１一式

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア
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No. 部局名 主管課名 請求日 請求方法 請求された行政情報の件名及び内容 公開区分 適用条項等

18 監査委員事務局 監査委員事務局 4月7日 ＦＡＸ

下水道部下水道サービス課
（施策コード）５１３１２使用料賦課徴収事業の平成２８年度定期監査（平成２８年９月３０日～同年１１月３０
日の間）
松山市監査委員規程　第１８条～第２４条に係る書面

部分公開
第７条第２号本文
一部不存在

19 都市整備部 建築指導課 4月7日 窓口 昭和４７年第１５７号の道路位置指定申請書の丈量図 全部公開

20 都市整備部 道路建設課 4月10日 窓口

・市道松山外環状道路空港線舗装その他工事（その３）
・市道松山外環状道路空港線舗装その他工事（その２）
・余戸北吉田線舗装その他工事
の当初金入り設計書（内訳書，代価表）

全部公開

21 環境部 環境指導課 4月10日 ＦＡＸ

土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域（形３～６）に係る
・最新又は消除時の区域台帳一式の写し
・一定の規模以上の土地の形質の変更届出書，土壌汚染状況調査結果報告書，指定の申請書，土地の形質の変更届
出書，土地の形質の変更の確認申請書，汚染土壌の区域外搬出届出書，措置完了報告書の類の受理文書の鑑の写し
・法第４条第２項に基づく調査命令を発出していれば，その鑑の写し
・指定・解除の際の告示文の写し

部分公開
一部不存在
第７条第２号本文
第７条第３号ア

22 保健福祉部 医事薬事課 4月10日 ＦＡＸ 医療法人の事業報告書・貸借対照表・損益計算書（１４件分） 全部公開

23 保健福祉部 生活衛生課 4月10日 郵送

①食品営業許可台帳一覧
新規に営業許可を受けた飲食店で，屋号，営業者名，営業所所在地，営業所電話番号（固定電話のみ），営業許可
番号，営業許可日を示す一覧表。ただし，自動販売機及び移動営業を除く固定店舗
②美容所開設届一覧
美容所で新規に営業許可を受けた者の屋号，業種，営業所所在地，営業者名，営業所電話番号（固定電話のみ），
許可受付日を記した一覧
期間：①②ともに平成２９年３月２１日から同年４月９日まで

全部公開

24 都市整備部 建築指導課 4月11日 窓口

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年３月２９日～平成２９年４月１１日
１５０平方メートル以上

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

25 都市整備部 道路管理課 4月11日 窓口
朝生田町１丁目外（市道市役所前天山線）舗装補修工事
の当初金入り設計書（内訳書，代価表）

全部公開
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No. 部局名 主管課名 請求日 請求方法 請求された行政情報の件名及び内容 公開区分 適用条項等

26 都市整備部 道路建設課 4月11日 窓口
市道松山環状線北部バリアフリー整備工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

27 公営企業管理者 建設整備課 4月11日 窓口

・舗装２８復旧５号舗装路面復旧工事（恵原町ほか）
・安全２８復旧１６号舗装路面復旧工事（泊町ほか）
・安全２８復旧４号舗装路面復旧工事（久万ノ台ほか）
・安全２８復旧２号舗装路面復旧工事（福角町ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

28 保健福祉部 生活衛生課 4月11日 ＦＡＸ

飲食店営業許可事業者名簿（ただし，事業者食堂，自動販売機，露店，自動車を除く。）で平成２９年１月１日か
ら同年３月３１日までに新規で営業許可を得たもの
＜項目＞
①営業店名　②営業所在地　③申請者氏名　④申請者が法人の場合，法人所在地　⑤法人代表者名　⑥店舗電話番
号　⑦交付（許可）番号　⑧交付（許可）年月日　⑨営業店名カナ

全部公開

29 保健福祉部 生活衛生課 4月11日 ＦＡＸ

平成２９年１月１日から平成２９年３月３１日までに新規で営業許可を取得した，理容所，美容所，旅館，公衆浴
場，クリーニングの一覧表
営業所名称・営業所所在地・申請者氏名・申請者が法人の場合，法人所在地・法人代表者氏名・店舗電話番号・交
付（許可）番号・交付（許可）年月日・営業所名カナ

全部公開

30 都市整備部 建築指導課 4月11日 窓口 昭和４５年第１７１号　道路の位置の指定申請書のうち位置図と道路位置平面図断面図 全部公開

31 公営企業管理者 建設整備課 4月12日 ＦＡＸ

・安全２８基幹１２号三津配水管布設替工事
・安全２８更新４１号配水管布設替工事（夏目）
・安全２８更新７号配水管布設替工事（古三津６ほか）
・整備２８道改２号配水管布設替工事（北条辻）
・安全２８更新１０号配水管布設替工事（祝谷町１）
の金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

32 都市整備部 建築指導課 4月12日 窓口 昭和４６年度第３５号道路の位置の指定申請書 部分公開 第７条第２号本文

33 公営企業管理者 建設整備課 4月13日 窓口

・安全２８更新８号配水管布設替工事（別府町）
・安全２８更新３４号配水管布設替工事（庄）
・安全２８更新５号配水管布設替工事（堀江町）
・安全２８更新３９号管網１６号配水管布設及び布設替工事（勝岡町）
の金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

34 公営企業管理者 水道管路管理センター 4月13日 窓口
改良２８移設２９号難波３号汚水管工事に伴う配水管移設工事
の金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開
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No. 部局名 主管課名 請求日 請求方法 請求された行政情報の件名及び内容 公開区分 適用条項等

35 公営企業管理者 建設整備課 4月14日 ＦＡＸ

・安全２８三津配水池築造工事
・安全２８更新１０号配水管布設替工事（祝谷町１）
・安全２８更新２号配水管布設替工事（山越４）
の金入り設計書（表紙，積算情報表，本工事費，明細書，代価表，特記仕様書，産業廃棄物集計表）

全部公開

36 都市整備部 道路建設課 4月14日 窓口
市道松山外環状道路空港線舗装その他工事（その２）
の金入り設計書（本工事費内訳書，代価表）

全部公開

37 理財部 管財課 4月17日 窓口 松山市○○《地番》，○○《地番》，○○《地番》の境界確認協議書（平面図，断面図） 部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

38 下水道部 下水道整備課 4月17日 ＦＡＸ

・石井３号汚水管工事（１６－１）
・石井１号汚水管工事（１６－２）
・余戸１号汚水管工事（１６６１１）
・堀江４号汚水管工事（１６－１）
・中央１号汚水管工事（１６５１３）
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，明細書，数量計算書）

全部公開

39 下水道部 河川水路課 4月17日 ＦＡＸ
・桑原１丁目排水路改良工事
・高田下水排水路改良工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量計算書）

全部公開

40 都市整備部 道路管理課 4月17日 ＦＡＸ
下伊台町（市道伊台１７号線）路側復旧工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量集計表，数量計算書）

全部公開

41 都市整備部 道路建設課 4月17日 ＦＡＸ
市道余土１４号線道路改良工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量計算書）

全部公開

42 都市整備部 建築指導課 4月18日 郵送
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年３月１１日～平成２９年３月３１日

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

43 都市整備部 建築指導課 4月18日 窓口 昭和４７年度１０２号（道路指定申請書） 全部公開

44 総務部 秘書課 4月18日 窓口

（１）「松山市市政記者クラブ規約」
（松山市市政記者クラブに加盟している１４社の所在地，連絡先外）
（２）松山市市政記者クラブとの意見交換会（市長交際費）
（請求日以前に開催された全て。開催日時，場所，負担金額，目的，効果外公開できる関係書類一式）

部分公開
一部不存在
第７条第２号本文

8 ページ



No. 部局名 主管課名 請求日 請求方法 請求された行政情報の件名及び内容 公開区分 適用条項等

45 都市整備部 松山駅周辺整備課 4月18日 窓口
ＪＲ松山駅付近連続立体交差事業に関連した借家人の移転補償金額
松山市○○《番地》　○○《建物名》と○○《番地》　○○《建物名》の借家人の移転補償金額

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

46 都市整備部 道路建設課 4月19日 ＦＡＸ
・余戸北吉田線洗地川橋梁（下り線）整備工事（上部工製作）
・余戸北吉田線洗地川橋梁（上り線）整備工事（上部工製作）
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

47 理財部 管財課 4月19日 窓口 松山市○○《番地》地先里道水路の用途廃止についての決裁書，平面図・断面図，通知書，地積測量図 部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

48 公営企業管理者 建設整備課 4月20日 窓口
・安全２８復旧１６号舗装復旧工事（泊町ほか）
・舗装２８復旧５号舗装路面復旧工事（恵原町ほか）
の金入り設計書（表紙，内訳書，明細書，代価表）

全部公開

49 都市整備部 道路管理課 4月20日 窓口
朝生田町１丁目外（市道市役所前天山線）舗装補修工事
の金入り設計書（内訳書，代価表）

全部公開

50 総合政策部 スポーツ振興課 4月21日 窓口 ○○が申請したスポーツ激励金に関する書類 部分公開 第７条第２号本文

51 公営企業管理者 建設整備課 4月24日 ＦＡＸ

・安全２８基幹１２号三津配水本管布設替工事
・安全２８更新７号配水管布設替工事（古三津６ほか）
・安全２８更新１０号配水管布設替工事（祝谷町１）
・安全２８更新４１号配水管布設替工事（夏目）
・整備２８道改２号配水管布設替工事（北条辻）
・安全２８更新３９号管網１６号配水管布設及び布設替工事（勝岡町）
の金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

52 都市整備部 空港港湾課 4月24日 ＦＡＸ
神ノ浦漁港離岸堤新設工事（農山漁村地域整備交付金）
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

53 下水道部 下水道サービス課 4月24日 ＦＡＸ
・松山外環状道路空港線工事に伴う下水道管移設工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

54 都市整備部 建築指導課 4月25日 窓口
昭和４８年　道路位置指定申請書（ＮＯ６－１１７）道路位置平面図
昭和５５年度　開発ｌ許可申請書　９５　排水施設計画平面図

部分公開 第７条第２号本文

55 都市整備部 建築指導課 4月28日 窓口

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年４月１２日～平成２９年４月２８日
１５０平方メートル以上

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア
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56 保健福祉部 生活衛生課 4月28日 窓口

飲食店及び理美容所
平成２９年４月５日から同年４月２８日までの期間に新規開業した施設について
（１）営業施設について：名称（屋号・商号），カナ，所在地，電話番号，種目及び営業の種類
（２）申請者について：①個人の場合は名称カナ②法人の場合は上記①の他，代表者役職名，名称，カナ，申請者
住所及び電話番号
（３）その他：営業許可番号及び有効期間
※移動・自販機の飲食店は除く。

全部公開

57 都市整備部 住宅課 4月28日 窓口
・和泉北団地１工区（Ａ～Ｄ棟）解体工事
・和泉北団地２工区（Ｅ～Ｇ棟・汚水処理槽）解体工事
の金入り設計書（表紙，内訳書）

全部公開

58 理財部 管財課 4月28日 窓口
旧急患医療センター解体撤去工事
の金入り設計書（表紙，内訳書）

全部公開

59 下水道部 下水道整備課 4月28日 窓口
山越２号汚水管工事（１６６０４）（水道）
の変更金入り設計書（本工事費，明細書，代価表）

全部公開

60 保健福祉部 生活衛生課 4月30日 ＦＡＸ
食品営業許可業者名簿（対象・飲食店及び喫茶店）
（平成２９年４月１日から同月３０日までに新規営業許可を受けた店舗の屋号，営業者名，営業所所在地，営業所
電話番号及び営業許可日）ただし，自動販売機及び移動営業を除く固定店舗

全部公開

61 保健福祉部 生活衛生課 5月1日 ＦＡＸ
食品営業許可台帳について，平成２９年４月１日から同月末日までの新規に営業許可の下りた飲食店（移動，自動
販売機を除く。）にかかる以下の項目について
・営業者の情報（氏名）・施設の情報（屋号，施設所在地，施設電話番号）・新規許可日及び期限

全部公開

62 保健福祉部 生活衛生課 5月1日 ＦＡＸ

・平成２９年４月１日から同月３０日までに新規で営業許可を取得した飲食店の一覧表（食品営業許可台帳）
※屋号，営業所所在地，申請者氏名，業態，営業所電話番号，許可年月日及び許可満了日についての資料一覧表
（自動販売機，露店営業，自動車営業及び臨時営業を除く。）
・平成２９年４月１日から同月３０日までに新規で営業許可を取得した美容所の一覧表
※施設名称，施設所在地，電話番号，確認年月日，開設者名

全部公開
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63 下水道部 下水道サービス課 5月1日 窓口
松山外環状道路空港線工事に伴う下水道管移設工事
の金入り設計書（表紙から代価表まで）

全部公開

64 下水道部 下水道整備課 5月1日 窓口

・中央１号汚水管工事（１６－１）
・中単－１６５１４７汚水雨水桝工事
・山越２号汚水管工事（１６－１）
・堀江２号汚水管工事（１６－１）
・山西１号汚水管工事（１６－１）
・山西３号汚水管工事（１６－１）
・西単－１６６０３１汚水雨水桝工事
・内宮汚水幹線工事（その１）
・余戸１号汚水管工事（１６６１１）
・石井１号汚水管工事（１６－２）
・石井３号汚水管工事（１６－１）
・山越１号汚水幹線工事（１６－１）
・堀江２号汚水管工事（１６－２）
・内宮汚水幹線工事（その２）
・山西２号汚水管工事（１６－１）
・中央１号汚水管工事（１６５１３）
・久米２号汚水管工事（１６－１）
・中単－１６５２８４汚水雨水桝工事
・山西３号汚水管工事（１６－３）
・桑原２号汚水管工事（１６－２）
の金入り設計書（表紙から代価表まで）

全部公開

65 理財部 管財課 5月1日 窓口
○○《番地》の境界確認協議書
（表紙，平面図，断面図，丈量図，幅員証明書）

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

66 教育委員会 学校教育課 5月2日 郵送
松山市が運営する「松山市立中学校」から無作為に抽出した以下１０校において，昨年度（２０１６年度）に実施
された，定期考査（中間テスト，期末テスト，学年末テスト等：実力テスト等は省く。）の内，数学の教科に関す
る試験問題３学年分の資料

部分公開 一部不存在

67 都市整備部 建築指導課 5月2日 窓口
平成１２年度－２
開発行為許可申請書のうち
造成計画平面図，擁壁断面図

全部公開
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68 保健福祉部 生活衛生課 5月8日 郵送

①食品営業許可台帳一覧
新規に営業許可を受けた飲食店で，屋号，営業者名，営業所所在地，営業所電話番号（固定電話のみ），営業許可
番号，営業許可日を示す一覧表。ただし，自動販売機及び移動営業を除く固定店舗
②美容所開設届一覧
美容所で新規に営業許可を受けた者の屋号，業種，営業所所在地，営業者名，営業所電話番号（固定電話のみ），
許可受付日を記した一覧
期間：①②ともに平成２９年４月１０日から同年５月７日まで

全部公開

69 都市整備部 建築指導課 5月8日 郵送
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年４月１８日～平成２９年４月２８日

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

70 下水道部 下水道施設課 5月8日 ＦＡＸ
堀江第１雨水排水ポンプ場機械設備工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，明細書）

全部公開

71 下水道部 下水道サービス課 5月8日 窓口
長寿命化対策（人孔蓋）工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

72 都市整備部 道路建設課 5月8日 ＦＡＸ
・市道清水１７号線歩道整備工事（その１）
・市道石井１号線道路整備工事
の金入り設計書（内訳書，代価表）

全部公開

73 下水道部 河川水路課 5月8日 ＦＡＸ
和泉北雨水管工事（その８）
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

74 都市整備部 松山駅周辺整備課 5月8日 ＦＡＸ
松山駅周辺土地区画整理事業に伴う宅地造成その他工事（その２）
の金入り設計書（内訳書，代価表）

全部公開

75 下水道部 下水道整備課 5月8日 ＦＡＸ

・山西１号汚水管工事（１６－１）
・山西３号汚水管工事（１６－２）
・山西３号汚水管工事（１６－３）
・石井１号汚水管工事（１６－２）
・石井３号汚水管工事（１６－１）
・中央１号汚水管工事（１６５１３）
・山西３号汚水管工事（１６－１）
・中単－１７００６汚水雨水桝工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

76 都市整備部 建築指導課 5月9日 窓口

Ｓ４８－２１　開発許可申請書中の
道路配水縦断面図　構造図
排水計画平面図　計画平面図
給水計画平面図

部分公開 第７条第２号本文
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77 保健福祉部 生活衛生課 5月9日 窓口
美容所で新規に開設届を受けたものの，屋号，業種，営業所所在地，営業者名，営業所電話番号（固定電話のみ）
期間　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日 全部公開

78 選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 5月9日 窓口
①選挙管理委員の給与，勤務条件などの選挙管理委員の処遇が分かる文書
②各委員の選任の経緯が分かる文書

全部公開

79 保健福祉部 子育て支援課 5月9日 ＦＡＸ
番町児童クラブ室新築主体工事
の金入り設計書（表紙，内訳書）

全部公開

80 消防局 総務課 5月9日 ＦＡＸ
・余土分団消防ポンプ蔵置所新築主体その他工事
・垣生分団東垣生消防ポンプ蔵置所新築主体その他工事
の金入り設計書（表紙，内訳書）

全部公開

81 下水道部 下水道整備課 5月9日 ＦＡＸ
山越２号汚水管工事（１６－４）
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

82 教育委員会 学習施設課 5月9日 ＦＡＸ
東雲小学校改築に伴う屋外倉庫新設外工事
の金入り設計書（表紙，内訳書）

全部公開

83 保健福祉部 医事薬事課 5月10日 ＦＡＸ ○○《法人名》の事業報告書・貸借対照表・損益計算書 全部公開

84 下水道部 下水道整備課 5月11日 ＦＡＸ

・中単－１７５０１汚水管工事
・中単－１７５０４汚水管工事
・中単－１７５０５汚水管工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

85 産業経済部 農林土木課 5月11日 ＦＡＸ
南久米町６６５番地先生活農道整備工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

部分公開 一部不存在

86 都市整備部 建築指導課 5月11日 窓口

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年４月２９日～平成２９年５月１１日
１５０平方メートル以上

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

87 都市整備部 建築指導課 5月12日 窓口

・昇降機台帳　第２９１９号
・昇降機定期検査報告概要書　２５５－００－９１９
・道路の位置の指定申請書　昭和４２年第１５号
・建築相談調書　０９－Ｎｏ．１９１

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア
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88 公営企業管理者 建設整備課 5月12日 窓口
・舗装２８復旧１号舗装路面復旧工事（窪野町）
・舗装２８復旧２号舗装路面復旧工事（久谷町）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

89 都市整備部 道路建設課 5月12日 窓口
市道松山外環状道路空港線道路整備工事（その３）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量計算書）

全部公開

90 下水道部 下水道整備課 5月12日 窓口

・山西６号汚水管工事（１６６０５）
・中央１号汚水管工事（１６５１３）
・石井３号汚水管工事（１６－１）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量計算書）

全部公開

91 都市整備部 公園緑地課 5月12日 窓口
松山中央公園２号広場インターロッキング舗装改修工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量計算書）

全部公開

92 都市整備部 空港港湾課 5月12日 ＦＡＸ

・二神港機能保全事業工事（Ｈ２７）
・二神港護岸ほか防食工事（機能保全事業）
・饒（宇和間・熊田）漁港防波堤防食工事（機能保全事業）
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量計算書）

全部公開

93 都市整備部 建築指導課 5月12日 窓口

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年４月４日～平成２９年５月１２日
工事対象床面積の合計２００平方メートル以上のもの

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

94 都市整備部 建築指導課 5月12日 窓口 道路指定申請書　昭和４３年度　１９３一式 部分公開 第７条第２号本文

95 保健福祉部 生活衛生課 5月12日 ＦＡＸ
松山市で営業許可を取得している旅館の一覧表
施設の名称，施設の所在地，施設の電話番号，営業者名，営業者の住所（法人に限る。），営業の種別，許可番
号，許可年月日

全部公開

96 公営企業管理者 建設整備課 5月15日 ＦＡＸ
安全２９更新４号配水管布設替工事（吉藤２ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

97 都市整備部 道路建設課 5月16日 ＦＡＸ
市道松山外環状道路空港線舗装その他工事（その４）
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

98 下水道部 下水道整備課 5月17日 窓口
・山西３号舗装復旧工事（１７－２）
・中須賀３号舗装復旧工事（１７－１）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開
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99 下水道部 下水道サービス課 5月17日 ＦＡＸ

１．平成２７年１１月に完了した松山市発注の, ○○《法人名》による○○管理道路の草刈り業務委託料金の支払
後，同業者からの返金の有無が分かる書類
２．平成２７年・平成２８年度において，○○《番地》の溜池（通称○○池）の雑木伐採・草刈り工事において○
○《団体名》又は○○《団体名》に対しての補助金交付の有無が分かる書類

不存在 不存在

100 下水道部 下水道サービス課 5月17日 ＦＡＸ

・公共下水道管渠耐震化工事（その１０）
・公共下水道管渠耐震化工事（その１１）
・公共下水道管渠耐震化工事（その１２）
・公共下水道管渠耐震化工事（その１３）
・合流管更生工事（その１６）
・公共下水道管渠長寿命化対策工事（その６）
・公共下水道管渠長寿命化対策工事（その７）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量計算書）

全部公開

101 都市整備部 道路建設課 5月17日 ＦＡＸ

・市道中央循環線電線共同溝整備工事（その６）
・市道松山外環状道路空港線村中川整備その他工事
・市道松山外環状道路空港線道路整備その他工事（その４）
・余戸北吉田線道路改良工事（その４）
・市道花園町線歩道整備工事（その３）
・市道花園町線歩道整備工事（その４）
・市道二番町線電線共同溝整備工事（その５）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

102 下水道部 下水道整備課 5月17日 ＦＡＸ

・堀江２号汚水管工事（１６－１）
・内宮汚水幹線工事（その１）
・堀江２号汚水管工事（１６－２）
・内宮汚水幹線工事（その２）
・山西２号汚水管工事（１６－１）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

103 公営企業管理者 建設整備課 5月18日 ＦＡＸ

・安全２８三津配水池築造工事
・安全２８基幹１３号中央配水本管布設替及び推進工事（千舟町６ほか）
・安全２８基幹１０号更新４２号送配水管布設替及び推進工事（西長戸町）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

104 公営企業管理者 建設整備課 5月18日 ＦＡＸ

・安全２９更新１３号配水管布設替工事（和泉南５）
・安全２９更新３号配水管布設替工事（吉藤５）
・安全２９更新４号配水管布設替工事（岩崎町１ほか）
・安全２９基幹３号北条送水系導水管布設替工事
・安全２９給水１号配水管布設替工事（三番町５ほか）
・廃止２９除去１号配水管撤去工事（中央１ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開
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105 保健福祉部 医事薬事課 5月19日 ＦＡＸ 松山市全域の病院を経営する全医療法人の事業報告書，貸借対照表，損益計算書（２７件分） 全部公開

106 都市整備部 建築指導課 5月19日 窓口 昭和５８年度　道路の指定の指定申請書　１６一式（写真を除く。） 部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

107 都市整備部 建築指導課 5月19日 窓口 建築相談調書　Ｎｏ．１７－１４ 部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

108 保健福祉部 生活衛生課 5月22日 窓口

松山市中島斎場・葬斎場棟新築主体その他工事に関する以下の内容の書類
①正式な工事名②工事業者名③工事期間④工事管理を行った者の氏名（途中で交代している場合は，それぞれの氏
名とその期間）
⑤工事管理に対する選任義務の有無
⑥工事管理報告書

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

109 下水道部 下水道整備課 5月22日 窓口

・山西３号舗装復旧工事（１７－２）
・中須賀３号舗装復旧工事（１７－１）
・堀江１号舗装復旧工事（１７－１）
の当初金入り設計書（内訳書，内訳書，代価表）

全部公開

110 下水道部 下水道整備課 5月22日 ＦＡＸ
・和気４号汚水管工事（１７７０５外３件）
・桑原６号汚水管工事（１７－１）
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

111 都市整備部 道路建設課 5月22日 ＦＡＸ

・市道道後５１号線道路整備工事
・市道花園町線車道整備工事（その１）
・市道浅海難波線道路改良工事（その４）
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

112 公営企業管理者 建設整備課 5月22日 ＦＡＸ

・安全２８更新４号配水管布設替工事（岩崎町１ほか）
・安全２９基幹３号北条送水系導水管布設替工事
・安全２８更新１６号配水管布設替工事（畑寺１）
・安全２９給水１号配水管布設替工事（三番町５ほか）
・廃止２９除却１号配水管撤去工事（中央１ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開
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113 保健福祉部 生活衛生課 5月22日 窓口

飲食店及び理美容所
平成２９年４月２９日から同年５月２２日までの期間に新規開業した施設について
（１）営業施設について：名称（屋号・商号），カナ，所在地，電話番号，種目及び営業の種類
（２）申請者について：①個人の場合は名称カナ②法人の場合は上記①の他，代表者役職名，名称，カナ，申請者
住所及び電話番号
（３）その他：営業許可番号及び有効期間
※移動・自販機の飲食店は除く。

全部公開

114 公営企業管理者 建設整備課 5月23日 ＦＡＸ

・安全２８更新４号配水管布設替工事（岩崎町１ほか）
・安全２９基幹３号北条送水系導水管布設替工事
・安全２８更新１６号配水管布設替工事（畑寺１）
・安全２９給水１号配水管布設替工事（三番町５ほか）
・廃止２９除却１号配水管撤去工事（中央１ほか）
の金入り設計書（表紙，内訳書，明細書，代価表）

全部公開

115 市民部 人権啓発課 5月23日 ＦＡＸ
北条ふれあいセンター改修工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

116 都市整備部 建築指導課 5月23日 郵送
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年５月１日～平成２９年５月１９日

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

117 都市整備部 建築指導課 5月24日 窓口

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年５月１２日～平成２９年５月２４日
１５０平方メートル以上

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

118 教育委員会 学習施設課 5月25日 ＦＡＸ 松山市立余土中学校付近見取図・配置図 全部公開

119 都市整備部 建築指導課 5月26日 窓口 平成２９年４月２６日開催　松山市建築審査会の会議録 部分公開
第７条第２号本文
第７条第６号本文

120 都市整備部 建築指導課 5月26日 窓口 昭和３５年度　第１３６号　道路の位置の指定申請書の平面断面図 部分公開 第７条第２号本文

121 都市整備部 建築指導課 5月26日 窓口 建築相談調書Ｎｏ．１９２８ 部分公開 第７条第２号本文

122 都市整備部 建築指導課 5月26日 窓口 平成１０年度　第３８号　道路の位置の指定申請書 部分公開 第７条第２号本文
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123 保健福祉部 生活衛生課 5月26日 ＦＡＸ
松山市内の飲食店営業の許可一覧
（特殊形態（移動営業，臨時営業，自動販売機）を除く，平成２９年５月２０日現在のもの。名称，営業所所在
地，営業申請者名，許可年月日，有効期限）

全部公開

124 下水道部 下水道整備課 5月26日 ＦＡＸ

・堀江３号舗装復旧工事（１７－１）
・山越２号舗装復旧工事（１７－１）
・中須賀３号舗装復旧工事（１７－１）
・堀江１号舗装復旧工事（１７－１９）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

125 公営企業管理者 建設整備課 5月29日 ＦＡＸ

・安全２９更新５号配水管布設替工事（北斎院町）
・安全２９更新３号配水管布設替工事（吉藤５）
・安全２９更新１３号配水管布設替工事（和泉南５）
・改良２９更新１号横谷簡水配水管布設替工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

126 都市整備部 道路建設課 5月29日 ＦＡＸ
市道松山環状線北部バリアフリー整備工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

127 教育委員会 学習施設課 5月29日 ＦＡＸ
余土公民館移転増築に伴う舗装工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書）

全部公開

128 総合政策部 坂の上の雲まちづくり担当部長付 5月29日 ＦＡＸ
里島体験滞在型交流施設整備事業に伴う舗装工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

129 都市整備部 道路管理課 5月29日 ＦＡＸ

・湊町６丁目外（市道中之川通線）舗装補修工事
・美沢１丁目外（市道宮前１１８号線）舗装補修工事
・朝生田町１丁目外（市道市役所前天山線）舗装補修工事
の当初金入り設計書（内訳書，代価表）

全部公開

130 都市整備部 道路建設課 5月29日 ＦＡＸ

・市道松山外環状道路空港線舗装その他工事（その１）
・余戸北吉田線舗装その他工事
・市道松山外環状道路空港線舗装その他工事（その２）
・市道松山外環状道路空港線舗装その他工事（その３）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

131 都市整備部 空港港湾課 5月29日 ＦＡＸ
西垣生東集会所駐車場舗装工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開
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132 産業経済部 市場管理課 5月29日 ＦＡＸ
卸売市場舗装補修工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

133 下水道部 下水道整備課 5月29日 ＦＡＸ

・山越２号舗装復旧工事（１６－１）
・桑原８号舗装復旧工事（１６－１）
・北条６号舗装復旧工事（１６－１）
・和気４号舗装復旧工事（１６－７）
・山西３号舗装復旧工事（１６－３）
・三津浜３号舗装復旧工事（１６－１）
・三津浜１号舗装復旧工事（１６－１）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

134 公営企業管理者 企画総務課 5月29日 ＦＡＸ
・竹原第２駐車場舗装工事
・竹原第１駐車場舗装工事
の金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

135 公営企業管理者 建設整備課 5月29日 ＦＡＸ

・安全２８復旧１号舗装路面復旧工事（空港通７ほか）
・安全２８復旧６号舗装路面復旧工事（衣山４ほか）
・整備２８復旧３号舗装路面復旧工事（磯河内ほか）
・震対２８復旧１号舗装路面復旧工事（山越６ほか）
・安全２８復旧１７号舗装路面復旧工事（庄ほか）
・舗装２８復旧３号舗装路面復旧工事（窪野町ほか）
・震対２８復旧２号舗装路面復旧工事（東野６ほか）
・安全２８復旧２３号舗装路面復旧工事（針田町）
・安全２８復旧１５号舗装路面復旧工事（南梅本町ほか）
・廃止２８上怒和舗装路面復旧工事
・安全２８復旧１１号舗装路面復旧工事（北井門２ほか）
・安全２８復旧２０号舗装路面復旧工事（苞木ほか）
・安全２８復旧１２号舗装路面復旧工事（来住町ほか）
・安全２８復旧１４号舗装路面復旧工事（水泥町）
・安全２８復旧８号舗装路面復旧工事（竹原２ほか）
・震対２８復旧３号舗装路面復旧工事（南高井町）
・整備２８復旧２号舗装路面復旧工事（余戸南２ほか）
・舗装２８復旧１号舗装路面復旧工事（窪野町）
・舗装２８復旧２号舗装路面復旧工事（久谷町）
・安全２８復旧２号舗装路面復旧工事（福角町ほか）
・舗装２８復旧６号舗装路面復旧工事（中野町ほか）
・安全２８復旧４号舗装路面復旧工事（久万ノ台ほか）
・安全２８復旧１６号舗装路面復旧工事（泊町ほか）
の金入り設計書（表紙から代価表まで）

全部公開
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136 下水道部 下水道サービス課 5月29日 窓口

・公共下水道管渠耐震化工事（その１０）
・公共下水道管渠耐震化工事（その１１）
・公共下水道管渠耐震化工事（その１２）
・公共下水道管渠耐震化工事（その１３）
・公共下水道管渠長寿命化対策工事（その６）
・公共下水道管渠長寿命化対策工事（その７）
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

137 下水道部 下水道整備課 5月29日 窓口

・中単－１７５０９汚水雨水管工事
・中単－１７５０２汚水雨水管工事
・中単－１７５１０汚水雨水管工事
・中単－１７５１２汚水雨水管工事
・中単－１６５３２５汚水雨水桝工事外２件
・中単－１７５０６汚水雨水管工事
・堀江３号汚水管工事（１７７０９）
・桑原８号汚水管工事（１７５０７・１７５１３）
・中央１号汚水管工事（１７－１）
・中央４号汚水管工事（１７５１１）
の金入り設計書（表紙から代価表まで）

全部公開

138 公営企業管理者 水道管路管理センター 5月29日 ＦＡＸ
震対２９石井東小学校応急給水栓等設置工事
の金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

139 公営企業管理者 建設整備課 5月29日 ＦＡＸ

・安全２９更新５号配水管布設替工事（北斎院町）
・改良２９更新１号横谷簡水配水管布設替工事
・安全２９更新３号配水管布設替工事（吉藤５）
・安全２９更新１３号配水管布設替工事（和泉南５）
の金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

140 都市整備部 建築指導課 5月29日 窓口 Ｓ４８年　道路の位置の指定申請書　Ｎｏ．３４一式 部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

141 保健福祉部 生活衛生課 5月29日 郵送

①食品営業許可台帳一覧
新規に営業許可を受けた飲食店で，屋号，営業者名，営業所所在地，営業所電話番号（固定電話のみ），営業許可
番号，営業許可日を示す一覧表。ただし，自動販売機及び移動営業を除く固定店舗
②美容所開設届一覧
美容所で新規に営業許可を受けた者の屋号，業種，営業所所在地，営業者名，営業所電話番号（固定電話のみ），
許可受付日を記した一覧
期間：①②ともに平成２９年５月８日から同年５月２８日まで

全部公開

142 理財部 管財課 5月30日 窓口
○○《地番》
平面・断面図

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア
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143 都市整備部 道路建設課 5月30日 窓口
・市道道後５１号線道路整備工事
・市道花園町線車道整備工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

144 都市整備部 建築指導課 5月30日 窓口 平成２９年４月２６日に開催された建築審査会の会議録 部分公開
第７条第２号本文
第７条第６号本文

145 都市整備部 道路建設課 5月30日 窓口
・市道花園線車道照明灯設置工事（その１）
の金入り設計書（表紙から代価表まで）

全部公開

146 保健福祉部 医事薬事課 5月30日 窓口

所在地が松山市内で，医療法等の許認可等を有する施設の下記項目に関する最新データ
①医療法
・診療所（施設名，施設所在地，開設者）
②医薬品医療機器等法
・薬局（施設名，施設所在地，開設者，許可番号，有効期間開始日，有効期間終了日）
・薬局製剤製造販売業（施設名，施設所在地，開設者，許可番号，有効期間開始日，有効期間終了日）
・高度管理医療機器等販売業貸与業（施設名，施設所在地，開設者，許可番号，有効期間開始日，有効期間終了
日）
③毒物劇物取締法
・一般販売業（営業所名，所在地，申請者，登録番号，有効期間開始日，有効期間終了日）

全部公開

147 教育委員会 学校教育課 5月30日 窓口
松山市内全中学校の制服や体操服，通勤用カバンなど入学時に必要な物の価格が載った資料（入学説明会資料な
ど）

全部公開

148 都市整備部 建築指導課 5月31日 ＦＡＸ
平成２９年度　第１回松山市建築審査会（平成２９年４月２６日開催）における下記議案の議事録文書
・第１号議案　公開口頭審査
・第２号議案　公開口頭審査

部分公開 第７条第２号本文

149 下水道部 下水道サービス課 5月31日 窓口

・公共下水道管渠耐震化工事（その１０）
・公共下水道管渠耐震化工事（その１１）
・合流管更生工事（その１６）
・公共下水道管渠長寿命化対策工事（その６）
・公共下水道管渠長寿命化対策工事（その７）
・下水道施設長寿命化対策に伴う調査業務委託
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

150 都市整備部 道路管理課 5月31日 窓口
松山市道路清掃業務委託
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開
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151 下水道部 下水道整備課 6月1日 ＦＡＸ

・久米１号汚水管工事（１６－３）
・中央１号汚水管工事（１６－１）
・山西６号汚水管工事（１６６０５）
・内宮汚水幹線工事（その１）
・山越１号汚水幹線工事（１６－１）
・堀江２号汚水管工事（１６－２）
・内宮汚水幹線工事（１６－２）
・山西２号汚水管工事（１６－１）
・久米２号汚水管工事（１６－１）
・桑原６号汚水管工事（１７－１）
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

152 下水道部 下水道サービス課 6月1日 ＦＡＸ

・公共下水道管渠耐震化工事（その１０）
・公共下水道管渠耐震化工事（その１１）
・公共下水道管渠耐震化工事（その１２）
・公共下水道管渠耐震化工事（その１３）
・合流管更生工事（その１６）
・公共下水道管渠長寿命化対策工事（その６）
・公共下水道管渠長寿命化対策工事（その７）
・松山外環状道路空港線工事に伴う下水道移設工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

153 下水道部 河川水路課 6月1日 ＦＡＸ
高浜町６丁目水路改良工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

154 公営企業管理者 建設整備課 6月1日 窓口
安全２９更新４号配水管布設替工事（吉藤２ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

155 保健福祉部 生活衛生課 6月1日 ＦＡＸ
食品営業許可台帳について，平成２９年５月１日から同月末日までの新規に営業許可の下りた飲食店（移動，自動
販売機を除く。）にかかる以下の項目について
・営業者の情報（氏名）・施設の情報（屋号，施設所在地，施設電話番号）・新規許可日及び期限

全部公開

156 保健福祉部 生活衛生課 6月1日 ＦＡＸ

平成２９年４月１日から同月３０日までに新規で営業許可を取得した飲食店の一覧表（食品営業許可台帳）
※屋号，営業所所在地，申請者氏名，業態，営業所電話番号，許可年月日及び許可満了日についての資料一覧表
（自動販売機，露店営業，自動車営業及び臨時営業を除く。）
平成２９年４月１日から同月３０日までに新規で営業許可を取得した美容所の一覧表
・施設名称・施設所在地・電話番号・確認年月日・開設者名

全部公開

157 都市整備部 都市デザイン課 6月2日 郵送
新設建物の付定日付のある住居表示台帳
請求年月日：平成２９年１月１日から同年４月３０日までに付定されたもの

部分公開 第７条第２号本文
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158 保健福祉部 生活衛生課 6月2日 ＦＡＸ

食品衛生法に基づく営業許可施設台帳
【地域】松山市内全域
【対象】飲食店営業（平成２９年４月１日～平成２９年５月３１日の新規営業許可）
（ただし，自動販売機，露店，移動店舗を除く。）
【内容】・屋号　・営業所所在地　・営業所電話番号　・営業者氏名　・許可年月日　・業種詳細

全部公開

159 都市整備部 道路管理課 6月5日 ＦＡＸ
白水台３丁目外（市道潮見１０３号線）舗装補修工事
の当初金入り設計書（内訳書，代価表）

全部公開

160 保健福祉部 高齢福祉課 6月5日 窓口

○○地区高齢クラブ連合会に係る
①平成２９年度松山市高齢クラブ等運営助成補助金交付申請書及び添付書類
②平成２８年度松山市高齢クラブ等運営助成補助金実績報告書及び添付書類
③平成２８年度松山市高齢クラブ等運営助成補助金交付の根拠に係る一連の書類

部分公開 第７条第２号本文

161 都市整備部 建築指導課 6月5日 窓口
開発行為許可申請書
（許可番号平成４年松（都）第６３６号）
図面のみ

部分公開 第７条第２号本文

162 都市整備部 建築指導課 6月6日 窓口

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年５月２５日～平成２９年６月６日
１５０平方メートル以上

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

163 議会 総務課 6月6日 窓口
平成２７年度分の
（１）全議員の政務活動費の用途が分かる書類（領収書など）
（２）政務活動費を使った視察の活動内容が分かる一切の資料

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

164 議会 総務課 6月6日 窓口
平成２８年度分の
（１）全議員の政務活動費の用途が分かる書類（領収書など）
（２）政務活動費を使った視察の活動内容が分かる一切の資料

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

165 都市整備部 建築指導課 6月7日 郵送
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年５月２２日～平成２９年５月３１日

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

166 下水道部 下水道整備課 6月7日 ＦＡＸ

・桑原６号汚水管工事（１７－１）
・山西４号汚水管工事（１７－１・１７６０４）
・石井６号汚水管工事（１７５０３）
・和気４号汚水管工事（１７７０５外３件）
・西単－１７６０５汚水雨水管工事
・西単－１７６０９汚水雨水管工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開
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167 都市整備部 道路建設課 6月7日 ＦＡＸ
・市道道後５１号線道路整備工事
・市道松山外環状道路空港線舗装その他工事（その４）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

168 保健福祉部 生活衛生課 6月7日 ＦＡＸ
食品営業許可業者名簿（対象・飲食店及び喫茶店）
（平成２９年５月１日から同月３１日までに新規営業許可を受けた店舗の屋号，営業者名，営業所所在地，営業所
電話番号及び営業許可日）ただし，自動販売機及び移動営業を除く固定店舗

全部公開

169 都市整備部 建築指導課 6月8日 窓口

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年５月１５日～平成２９年６月８日
２００平方メートル以上

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

170 都市整備部 建築指導課 6月8日 窓口
昭和４６年度　第４６号　道路の位置の指定申請書
昭和４６年度　第１４１号　道路の位置の指定申請書

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

171 都市整備部 住宅課 6月9日 ＦＡＸ
古三津団地汚水処理施設解体工事
の金入り設計書（表紙，内訳書）

全部公開

172 市民部 人権啓発課 6月9日 ＦＡＸ
西垣生大型共同作業場解体その他工事
の金入り設計書（表紙，内訳書）

全部公開

173 教育委員会 学習施設課 6月9日 ＦＡＸ
余土中学校校舎ほか解体工事
の金入り設計書（表紙，内訳書）

全部公開

174 下水道部 下水道整備課 6月9日 ＦＡＸ

・堀江１号舗装復旧工事（１７－１）
・中須賀３号舗装復旧工事（１７－１）
・山西３号舗装復旧工事（１７－１）
・山西３号舗装復旧工事（１７－２）
・堀江３号舗装復旧工事（１７－１）
・山越２号舗装復旧工事（１７－１）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

175 都市整備部 道路建設課 6月9日 ＦＡＸ
市道松山環状道路空港線舗装その他工事（その４）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

176 公営企業管理者 建設整備課 6月9日 窓口
安全２９復旧１９号舗装路面復旧工事（高田）
の金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開
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177 理財部 管財課 6月9日 窓口

・境界確認書　○○《地番》，○○《地番》，○○《地番》
昭和４７年８月５日付け用第２６８号（表紙，平面図，断面図，丈量図，幅員証明）
・境界確認書
○○《地番》市有溜池（通称○○池）と隣接民有地との境界確定及び地積更正に伴う隣地承諾について（表紙，平
面図，断面図）

部分公開 第７条第３号ア

178 理財部 管財課 6月9日 郵送 「全国市長会市民総合賠償補償保険」加入依頼書 全部公開

179 下水道部 下水道整備課 6月12日 窓口

・和気４号汚水管工事（１７７０５外３件）
・桑原６号汚水管工事（１７－１）
・山西４号汚水管工事（１７－１・１７６０４）
・斎院１号汚水管工事（１７６０２・１７６０３）
・西単－１７６０９汚水雨水管工事
・中単－１７５０８汚水雨水管工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

180 都市整備部 道路管理課 6月12日 郵送
平成２８年６月・９月・１２月・平成２９年３月の各定例会に路線認定のために提出された市道に関する供用開始
の告示書（未供用分を除く。）

全部公開

181 都市整備部 建築指導課 6月12日 窓口
昭和５７年度　開発許可申請書　第８７号
変更後の排水計画平面図，排水計画縦断面図

部分公開 第７条第２号本文

182 都市整備部 建築指導課 6月12日 ＦＡＸ 建築相談調書　Ｎｏ．１５６６ 部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

183 保健福祉部 医事薬事課 6月12日 ＦＡＸ 医療法人の事業報告書・貸借対照表・損益計算書（７件分） 全部公開

184 下水道部 下水道施設課 6月14日 窓口
堀江第１雨水排水ポンプ場機械設備工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，明細書）

全部公開

185 保健福祉部 生活衛生課 6月15日 窓口

飲食店及び理美容所
平成２９年５月２３日から同年６月１５日までの期間に新規開業した施設について
（１）営業施設について：名称（屋号・商号），カナ，所在地，電話番号，種目及び営業の種類
（２）申請者について：①個人の場合は名称及びカナ②法人の場合は上記①の他，代表者役職名，名称，カナ，申
請者住所及び電話番号
（３）その他：営業許可番号及び有効期間
※移動及び自販機の飲食店は除く。

全部公開

25 ページ



No. 部局名 主管課名 請求日 請求方法 請求された行政情報の件名及び内容 公開区分 適用条項等

186 都市整備部 建築指導課 6月15日 窓口 建築相談調書　第１５６６号 部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

187 保健福祉部 生活衛生課 6月19日 郵送

①食品営業許可台帳一覧
新規に営業許可を受けた飲食店で，屋号，営業者名，営業所所在地，営業所電話番号（固定電話のみ），営業許可
番号，営業許可日を示す一覧表。ただし，自動販売機及び移動営業を除く固定店舗
②美容所開設届一覧
美容所で新規に営業許可を受けた者の屋号，業種，営業所所在地，営業者名，営業所電話番号（固定電話のみ），
許可受付日を記した一覧
期間：①②ともに平成２９年５月２９日から同年６月１８日まで

全部公開

188 公営企業管理者 建設整備課 6月19日 郵送
・安全２８基幹８号竹原送水管布設替及びシールド工事
・安全２８基幹９号竹原送水管布設替及びシールド工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

189 消防局 予防課 6月19日 ＦＡＸ
松山市消防局が管理する防火対象物の敷地名称，棟名称，所在地，地上階数，地下階数，建築面積，軒高，用途及
び使用開始年月日

全部公開

190 下水道部 下水道整備課 6月20日 ＦＡＸ

・中央１号汚水管工事（１６－１）
・堀江１号汚水管工事（１６－１）
・堀江２号汚水管工事（１６－２）
・石井１号汚水管工事（１６－１）
・久米１号汚水管工事（１６－３）
・久米２号汚水管工事（１６－１）
・山西２号汚水管工事（１６－１）
・山西６号汚水管工事（１６６０５）
・山越１号汚水幹線工事（１６－１）
・内宮汚水幹線工事（その１）
・内宮汚水幹線工事（その２）
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，明細書）

全部公開

191 都市整備部 建築指導課 6月20日 窓口 道路の位置の指定申請書　昭和４７年　第１６９号 部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

192 理財部 管財課 6月20日 窓口
境界確認協議書（○○《地番》）
（表紙・平面図・断面図）

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

193 公営企業管理者 建設整備課 6月20日 ＦＡＸ
安全２９更新２号配水管布設替工事（安城寺町）
の金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開
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194 公営企業管理者 水道管路管理センター 6月20日 ＦＡＸ
・震対２９北条北中学校ほか応急給水栓等設置工事
・震対２９番町小学校ほか応急給水栓等設置工事
の金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

195 都市整備部 建築指導課 6月20日 窓口 平成９年　第４９号　道路の位置の指定申請書（写真を除く。） 部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

196 都市整備部 建築指導課 6月20日 窓口
狭あい道路手続き　平成２２年度　第２４５号
拡幅整備線の確定報告書の図面

部分公開 第７条第２号本文

197 都市整備部 建築指導課 6月21日 窓口

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年６月７日～平成２９年６月２１日
１５０平方メートル

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

198 公営企業管理者 建設整備課 6月21日 窓口
・安全２９復旧１９号舗装路面復旧工事（高田）
の金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

199 都市整備部 建築指導課 6月21日 窓口
開発許可申請４７－７３
排水計画図，横断面図及び進入道路断面図，地番図，同意書，現況図，地籍図，農道及び水路廃止個所断面図，農
道及び水路現況横断面図

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

200 都市整備部 住宅課 6月21日 窓口 市営住宅施設賠償責任保険の保険証券（明細書があれば必要） 全部公開

201 下水道部 下水道整備課 6月21日 ＦＡＸ

・桑原８号汚水管工事（１６５０７・１６５１９）
・中央１号汚水管工事（１６－１）
・久米２号汚水管工事（１６－１）
・山西２号汚水管工事（１６－１）
・内宮汚水幹線工事（その１）
・内宮汚水幹線工事（その２）
・堀江２号汚水管工事（１６－２）
・山越１号汚水幹線工事（１６－１）
・山西６号汚水管工事（１６６０５）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，明細書）

全部公開

202 公営企業管理者 建設整備課 6月22日 ＦＡＸ
・安全２９更新１４号管網４号配水管布設及び布設替工事（水泥町）
・整備２８道改３号配水管布設替及び推進工事（北条）
の金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

203 公営企業管理者 水道管路管理センター 6月22日 ＦＡＸ
改良２９移設５号石井１号汚水管工事に伴う配水管移設工事
の金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開
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204 下水道部 下水道施設課 6月22日 ＦＡＸ
堀江第１雨水排水ポンプ場建築機械設備工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，科目別内訳表）

全部公開

205 環境部 廃棄物対策課 6月22日 窓口
松山市菅沢町産業廃棄物最終処分場支障除去対策工事
の変更金入り設計書（表紙，内訳書，明細書，代価表）

全部公開

206 産業経済部 道後温泉事務所 6月22日 窓口
道後温泉事務所が管理運営する，道後温泉本館・椿の湯における平成２７・２８年度に市が契約している損害保険
証券（賠償責任保険・傷害保険等）

部分公開 第７条第２号本文

207 保健福祉部 生活衛生課 6月22日 窓口
惣菜製造業の許可会社一覧
法人名，所在地，店舗名，店舗の所在地，電話番号及び代表者

全部公開

208 都市整備部 都市・交通計画課 6月22日 ＦＡＸ

平成２９年１月３０日告示　松山広域都市計画道路の変更資料の内
①７・７・７松山駅北１号高架側道東線
②７・７・８松山駅北２号高架側道東線
③７・７・９松山駅南１号高架側道東線
④７・７・１０松山駅南２号高架側道東線
以上の計画道路の変更後の線形が確認できる図面

全部公開

209 都市整備部 建築指導課 6月23日 郵送
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年６月１日～平成２９年６月１６日

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

210 都市整備部 建築指導課 6月26日 窓口 建築相談調書　１７－２４ 部分公開 第７条第２号本文

211 公営企業管理者 建設整備課 6月26日 ＦＡＸ

・整備２８道改３号配水管布設替及び推進工事（北条）
・安全２９更新２号配水管布設替工事（安城寺町）
・安全２９更新１４号管網４号配水管布設及び布設替工事（水泥町）
・安全２９更新６号管網１３号配水管布設及び布設替工事（久万ノ台）
の金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

212 公営企業管理者 水道管路管理センター 6月26日 ＦＡＸ
改良２９移設５号石井１号汚水管工事に伴う配水管移設工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

213 下水道部 下水道整備課 6月26日 ＦＡＸ
堀江２号汚水管工事（１７－１）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開
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214 都市整備部 道路建設課 6月26日 ＦＡＸ

・市道松山外環状道路空港線防護柵設置工事
・市道花園町線車道整備及び道路付属物設置工事
・市道石風呂大浦線道路改良工事（その４）
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

215 都市整備部 道路管理課 6月26日 ＦＡＸ
白水台３丁目外（市道潮見１０３号線）舗装補修工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

216 下水道部 河川水路課 6月26日 ＦＡＸ
準用河川傍示川改修工事に伴う舗装復旧工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

217 公営企業管理者 建設整備課 6月26日 窓口
整備２８道改３号配水管布設替及び推進工事（北条）
の金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

218 都市整備部 建築指導課 6月26日 窓口 建築相談調書１７－２４ 部分公開 第７条第２号本文

219 都市整備部 道路建設課 6月27日 窓口 松山外環状道路空港線のえひめ国体開催前に開通予定部分の平面図 全部公開

220 保健福祉部 医事薬事課 6月29日 ＦＡＸ
○○《法人名》の平成２６年度及び同２７年度の事業報告書等のうち貸借対照表・損益計算書又は収支計算書
平成２６年度（平成２６年１月１日から同１２月３１日の間に始まる事業年度）
平成２７年度（平成２７年１月１日から同１２月３１日の間に始まる事業年度）

全部公開

221 公営企業管理者 建設整備課 6月30日 窓口
・安全２９復旧１号舗装路面復旧工事（平和通２ほか）の金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）
・安全２９復旧７号舗装路面復旧工事（朝生田町１ほか）
の金入り設計書（表紙，総括表，本工事費内訳書，明細書，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

222 都市整備部 住宅課 7月3日 ＦＡＸ
小栗団地・小栗寮耐震補強及び内外部改造給排水その他工事
の金入り設計書（表紙，代価表，特記仕様書）

全部公開

223 消防局 総務課 7月3日 ＦＡＸ
味生分団消防ポンプ蔵置所新築電気工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書）

全部公開

224 産業経済部 道後温泉事務所 7月3日 ＦＡＸ
既存椿の湯改修電気工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，内訳書）

全部公開

29 ページ



No. 部局名 主管課名 請求日 請求方法 請求された行政情報の件名及び内容 公開区分 適用条項等

225 都市整備部 道路建設課 7月3日 ＦＡＸ

・市道中央循環線照明灯設置工事
・市道松山外環状道路空港線道路照明灯設置工事（その１）
・市道道後５１号線照明灯設置工事
・余戸北吉田線道路照明灯設置工事
・市道松山外環状道路空港線道路照明灯設置工事（その２）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量計算書，特記仕様書）

全部公開

226 下水道部 下水道施設課 7月3日 ＦＡＸ
堀江第１号雨水排水ポンプ場建築電気設備工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，科目別内訳表，細目別内訳表，現場説明書）

全部公開

227 保健福祉部 保健福祉政策課 7月3日 窓口

松山市が所管する市内の社会福祉法人及び社会福祉施設（松山市が所管する市内の社会福祉法人以外が運営するも
のも含む。）に対し，市が平成２８年度（２０１６年４月１日）から平成２９年度（２０１７年７月３日）までに
実施した指導・監査の内容，結果が分かる資料。また，定期以外に実施した特別監査の理由や内容，結果が詳細に
分かる資料

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア
一部不存在

228 産業経済部 道後温泉事務所 7月3日 窓口 道後温泉別館の建設工事に関する施工体系図 全部公開

229 産業経済部 観光・国際交流課 7月3日 窓口
松山市が平成２６年度から平成２８年度までに観光事業に絡んで産業経済部が一者特命の随意契約で契約した事業
の件名，金額，契約相手が分かる資料一切

全部公開

230 総務部 人事課 7月3日 窓口
市長部局職員について，市が平成２８年（２０１６年）４月１日から平成２９年（２０１７年）６月３０日までに
行った分限免職の内容が詳細に分かる資料

不存在 不存在

231 教育委員会 学校教育課 7月3日 窓口
２０１６年１０月１日から２０１７年６月３０日に市立小中学校から市教委に提出された学校の事故に関する報告
書（添付されている資料を含む）

部分公開 第７条第２号本文

232 下水道部 下水道整備課 7月3日 ＦＡＸ
西単－１７６０６・１７６０１８汚水雨水管工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，明細書）及び当初金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子
データ

全部公開

233 公営企業管理者 建設整備課 7月3日 ＦＡＸ

・安全２９復旧３号舗装路面復旧工事（南江戸５ほか）
・安全２９復旧１号舗装路面復旧工事（平和通２ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）
・整備２９道改１２号配水管布設替工事（道後湯之町）
の当初金入り設計書（表紙，総括表，本工事費内訳書，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）
・安全２９復旧７号舗装路面復旧工事（朝生田町１ほか）
の当初金入り設計書（表紙，総括表，本工事費内訳書，明細書，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開
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234 公営企業管理者 建設整備課 7月3日 ＦＡＸ
整備２８道改３号配水管布設替及び推進工事（北条）
の金入り設計書（表紙，本体工事費，明細書，代価表）

全部公開

235 理財部 管財課 7月3日 ＦＡＸ
庁舎第二別館解体工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書）及び金抜き設計書，特記仕様書のデータ

全部公開

236 保健福祉部 医事薬事課 7月3日 窓口 医療法人の事業報告書・貸借対照表・損益計算書（平成２８年度分）（１１件分） 全部公開

237 都市整備部 建築指導課 7月3日 ＦＡＸ
○○《店名》の建築計画概要書
地名地番　松山市○○《地番》
変更確認申請　平成１８年１１月１６日　第　更３５号

全部公開

238 保健福祉部 生活衛生課 7月3日 ＦＡＸ
食品営業許可台帳について，平成２９年６月１日から同月末日までの新規に営業許可を受けた飲食店（移動及び自
動販売機を除く。）に係る以下の項目について
・営業者の情報（氏名）・施設の情報（屋号，施設所在地，施設電話番号）・新規許可日及び期限

全部公開

239 保健福祉部 生活衛生課 7月3日 ＦＡＸ

・平成２９年６月１日から同月末日までに新規で営業許可を取得した飲食店の一覧表（食品営業許可台帳）
※屋号，営業所所在地，申請者氏名，業態，営業所電話番号，許可年月日及び許可満了日についての資料一覧表
（自動販売機，露店営業，自動車営業及び臨時営業を除く。）
・平成２９年６月１日から同月末日までに新規で営業許可を取得した美容所の一覧表
※施設名称・施設所在地・電話番号・確認年月日・開設者名

全部公開

240 下水道部 下水道整備課 7月3日 ＦＡＸ
・堀江２号汚水管工事（１７－１）
・西単－１７６０６・１７６０１８汚水雨水管工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，明細書）

全部公開

241 公営企業管理者 建設整備課 7月3日 ＦＡＸ

・安全２８基幹１３号中央配水本管布設替及び推進工事（千舟町６ほか）
・安全２８基幹１０号更新４２号送配水管布設替及び推進工事（西長戸町）
・整備２８道改３号配水管布設替及び推進工事（北条）
の金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

242 公営企業管理者 建設整備課 7月4日 ＦＡＸ
改良２９更新第１号横谷簡水配水管布設替工事
の金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

243 公営企業管理者 水道管路管理センター 7月4日 ＦＡＸ
・震対２９番町小学校ほか応急給水栓等設置工事
・震対２９北条北中学校ほか応急給水栓等設置工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開
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244 下水道部 下水道サービス課 7月4日 窓口

・公共下水道管渠耐震化工事（その１０）～（その１３）
・公共下水道管渠長寿命化対策工事（その６）（その７）
・合流管更生工事（その１６）
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量計算書）

全部公開

245 下水道部 下水道施設課 7月4日 窓口
中央浄化センター放流渠耐震補強工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量集計表，数量計算書）

全部公開

246 都市整備部 空港港湾課 7月5日 窓口

・神ノ浦漁港離岸堤新設工事（農産漁村地域整備交付金事業）
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量表）
・二神漁港機能保全事業工事（Ｈ２７）
・二神漁港護岸ほか防食工事（機能保全事業）
の金入り設計書及び変更金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量表）

全部公開

247 市民部 市民参画まちづくり課 7月5日 窓口 松山市が平成２８年度に地域協働活動応援事業交付金を支出した支出先，金額が分かる資料 部分公開 第７条第２号本文

248 総合政策部 文化・ことば課 7月5日 窓口
松山市が平成２８年度に支出した団体など（民間企業を除く法人）への補助金・助成金の支出先，金額及び補助
金・助成金の名称が分かる資料（支出額が１，０００万円以上のものに限る。）（文化・ことば課所管分）

全部公開

249 総務部 秘書課 7月7日 ＦＡＸ
市長が平成２９年（２０１７年）６月２１日から同月３０日までに送信したメールの本文，タイトル，宛先及び添
付ファイル

不存在 不存在

250 保健福祉部 生活衛生課 7月10日 郵送

①食品営業許可台帳一覧
新規に営業許可を受けた飲食店で，屋号，営業者名，営業所所在地，営業所電話番号（固定電話のみ），営業許可
番号，営業許可日を示す一覧表。ただし，自動販売機及び移動営業を除く固定店舗
②美容所開設届一覧
美容所で新規に営業許可を受けた者の屋号，業種，営業所所在地，営業者名，営業所電話番号（固定電話のみ），
許可受付日を記した一覧
期間：①②ともに平成２９年６月１９日から同年７月９日まで

全部公開

251 保健福祉部 医事薬事課 7月10日 ＦＡＸ 医療法人の事業報告書・貸借対照表・損益計算書（７２件分） 全部公開

252 保健福祉部 生活衛生課 7月10日 ＦＡＸ
旅館業営業施設一覧
①営業施設の名称，②営業施設の所在地，③営業許可主体の名称（会社名），④営業許可主体の代表者名，⑤営業
許可の住所（会社住所），⑥営業許可の日付，⑦客室数，⑧ホテル・旅館・簡易宿所・下宿の区別

全部公開
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253 保健福祉部 生活衛生課 7月10日 ＦＡＸ
食品営業許可業者名簿（対象・飲食店及び喫茶店）
（平成２９年６月１日から同月末日までに新規営業許可を受けた店舗の屋号，営業者名，営業所所在地，営業所電
話番号及び営業許可日）ただし，自動販売機及び移動営業を除く固定店舗

全部公開

254 都市整備部 建築指導課 7月10日 窓口
道路の位置の指定申請書
昭和４６年　第５４号の申請書，平面図

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

255 都市整備部 建築指導課 7月10日 窓口

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年６月２２日～平成２９年７月１０日
１５０平方メートル以上

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

256 総合政策部 スポーツ振興課 7月5日 窓口
松山市が平成２８年度に支出した団体など（民間企業を除く法人）への補助金・助成金の支出先，金額及び補助
金・助成金の名称が分かる資料（支出額が１，０００万円以上のものに限る。）（スポーツ振興課所管分）

全部公開

257 保健福祉部 高齢福祉課 7月5日 窓口
松山市が平成２８年度に支出した団体など（民間企業を除く法人）への補助金・助成金の支出先，金額及び補助
金・助成金の名称が分かる資料（支出額が１，０００万円以上のものに限る。）（高齢福祉課所管分）

全部公開

258 保健福祉部 障がい福祉課 7月5日 窓口
松山市が平成２８年度に支出した団体など（民間企業を除く法人）への補助金・助成金の支出先，金額及び補助
金・助成金の名称が分かる資料（支出額が１，０００万円以上のものに限る。）（障がい福祉課所管分）

全部公開

259 保健福祉部 子育て支援課 7月5日 窓口
松山市が平成２８年度に支出した団体など（民間企業を除く法人）への補助金・助成金の支出先，金額及び補助
金・助成金の名称が分かる資料（支出額が１，０００万円以上のものに限る。）（子育て支援課所管分）

全部公開

260 保健福祉部 保育・幼稚園課 7月5日 窓口
松山市が平成２８年度に支出した団体など（民間企業を除く法人）への補助金・助成金の支出先，金額及び補助
金・助成金の名称が分かる資料（支出額が１，０００万円以上のものに限る。）（保育・幼稚園課所管分）

全部公開

261 保健福祉部 医事薬事課 7月5日 窓口
松山市が平成２８年度に支出した団体など（民間企業を除く法人）への補助金・助成金の支出先，金額及び補助
金・助成金の名称が分かる資料（支出額が１，０００万円以上のものに限る。）（医事薬事課所管分）

全部公開

262 公営企業管理者 建設整備課 7月12日 窓口
・廃止２９除却１号配水管撤去工事（中央１ほか）
・安全２９更新５号配水管布設替工事（北斎院町）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

263 保健福祉部 保健予防課 7月5日 窓口
松山市が平成２８年度に支出した団体など（民間企業を除く法人）への補助金・助成金の支出先，金額及び補助
金・助成金の名称が分かる資料（支出額が１，０００万円以上のものに限る。）（保健予防課所管分）

全部公開
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264 都市整備部 建築指導課 7月12日 窓口
定期検査報告概要書（昇降機）
（５５－００－００３６７）

全部公開

265 都市整備部 建築指導課 7月5日 窓口
松山市が平成２８年度に支出した団体など（民間企業を除く法人）への補助金・助成金の支出先，金額及び補助
金・助成金の名称が分かる資料（支出額が１，０００万円以上のものに限る。）（建築指導課所管分）

全部公開

266 産業経済部 地域経済課 7月5日 窓口
松山市が平成２８年度に支出した団体など（民間企業を除く法人）への補助金・助成金の支出先，金額及び補助
金・助成金の名称が分かる資料（支出額が１，０００万円以上のものに限る。）（地域経済課所管分）

全部公開

267 産業経済部 観光・国際交流課 7月5日 窓口
松山市が平成２８年度に支出した団体など（民間企業を除く法人）への補助金・助成金の支出先，金額及び補助
金・助成金の名称が分かる資料（支出額が１，０００万円以上のものに限る。）（観光・国際交流課所管分）

全部公開

268 産業経済部 農林水産課 7月5日 窓口
松山市が平成２８年度に支出した団体など（民間企業を除く法人）への補助金・助成金の支出先，金額及び補助
金・助成金の名称が分かる資料（支出額が１，０００万円以上のものに限る。）（農林水産課所管分）

全部公開

269 産業経済部 農林土木課 7月5日 窓口
松山市が平成２８年度に支出した団体など（民間企業を除く法人）への補助金・助成金の支出先，金額及び補助
金・助成金の名称が分かる資料（支出額が１，０００万円以上のものに限る。）（農林土木課所管分）

全部公開

270 保健福祉部 生活衛生課 7月10日 ＦＡＸ

飲食店営業許可事業者名簿（ただし，事業者食堂，自動販売機，露店及び自動車を除く。）で平成２９年４月１日
から同年６月３０日までに新規で営業許可を得たもの
＜項目＞
①営業店名　②営業所在地　③申請者氏名　④申請者が法人の場合，法人所在地　⑤法人代表者名　⑥店舗電話番
号　⑦交付（許可）番号　⑧交付（許可）年月日　⑨営業店名カナ

全部公開

271 保健福祉部 生活衛生課 7月10日 ＦＡＸ

平成２９年４月１日から平成２９年６月３０日までに新規で営業許可を取得した，理容所，美容所，旅館，公衆浴
場，クリーニングの一覧表
営業所名称・営業所所在地・申請者氏名・申請者が法人の場合，法人所在地・法人代表者氏名・店舗電話番号・交
付（許可）番号・交付（許可）年月日・営業所名カナ

全部公開

272 都市整備部 建築指導課 7月11日 窓口
狭あい調査表（８５番）
松山市○○《地番》

部分公開 第７条第２号本文

273 都市整備部 建築指導課 7月11日 窓口

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年６月９日～平成２９年７月１１日
２００平方メートル以上

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア
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274 消防局 予防課 7月11日 ＦＡＸ
危険物許可施設のうち，危険物第四類（ガソリン，灯油，軽油及び重油）の貯蔵又は取扱施設の地下タンクを含む
屋内・屋外タンク情報（事業所名，所在地，タンクの種類，タンクの容量）
石油コンビナート，空港，自衛隊の３か所は除く。

全部公開

275 都市整備部 建築指導課 7月12日 窓口
開発許可申請書　第１３－８６号
現況図，土地利用計画図，丈量図，造成計画平面図，造成計画縦横断面図，排水施設計画平面図，給水施設計画平
面図，排水施設縦断面図，擁壁断面図，排水施設構造図，排水流域図，流量計算表

部分公開 第７条第２号本文

276 保健福祉部 生活衛生課 7月13日 窓口

飲食店及び美容所
平成２９年６月１６日から同年７月１３日までの期間に新規開業した施設について
（１）営業施設について：名称（屋号・商号），カナ，所在地，電話番号，種目及び営業の種類
（２）申請者について：①個人の場合は名称及びカナ②法人の場合は上記①の他，代表者役職名，名称，カナ，申
請者住所及び電話番号
（３）その他：営業許可番号及び有効期間
※移動及び自販機の飲食店は除く。

全部公開

277 都市整備部 建築指導課 7月13日 窓口
道路の位置の指定申請書　昭和５１年　１０７号
指定道路新設工事設計図　昭和６２年　５号
丈量図

部分公開 第７条第２号本文

278 保健福祉部 生活衛生課 7月18日 ＦＡＸ

食品営業許可施設台帳
平成２９年６月３０日現在までの松山市下で管理している食品営業許可施設の全業種（露店，自動車販売，自動販
売機を除く。）
項目：屋号・商号，営業所電話番号，営業所所在地，申請者（法人の場合は法人名及び代表者氏名），許可年月
日，許可有効期限

全部公開

279 公営企業管理者 建設整備課 7月18日 ＦＡＸ
・整備２８道改３号配水管布設替及び推進工事（北条）
・整備２９道改１２号配水管布設替工事（道後湯之町）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

280 公営企業管理者 水道管路管理センター 7月18日 ＦＡＸ
・改良２９管網１号配水管布設工事（空港通４ほか）
・改良２９移設４号堀江雨水幹線工事に伴う配水管移設工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

281 都市整備部 建築指導課 7月19日 郵送
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年６月１９日～平成２９年７月１４日

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

282 公営企業管理者 建設整備課 7月20日 窓口
安全２９復旧１号舗装路面復旧工事（平和通２ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開
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283 総務部 文書法制課 7月20日 ＦＡＸ
平成２８年１１月以降に発出された下記の「町又は字の名称や区域等の変更」に関する告示
・地方自治法第２６０条の規定により発出された告示
・地方自治法第９条の５の規定により発出された告示

全部公開

284 下水道部 下水道整備課 7月21日 窓口

・山西３号汚水管工事（１７－１）
・中単－１６５３５２汚水雨水桝工事
・堀江２号汚水管工事（１７－１）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，明細書）

全部公開

285 保健福祉部 介護保険課 7月21日 窓口
松山市が所管する市内の社会福祉法人が運営する施設に対し，市が平成２８年度（平成２８年４月１日）から平成
２９年度（平成２９年７月２１日）までに実施した立ち入り調査（入所者に関する通報を受けての立ち入り調査）
の理由や内容，結果が詳細に分かる資料（介護保険課所管分）

部分公開
第７条第２号本文
第７条第２号本文又
は第３号ア

286 保健福祉部 医事薬事課 7月21日 ＦＡＸ 医療法人の事業報告書，貸借対照表及び損益計算書（直近３期分）（５件分） 全部公開

287 保健福祉部 高齢福祉課 7月21日 窓口
松山市が所管する市内の社会福祉法人が運営する施設に対し，市が平成２８年度（平成２８年４月１日）から平成
２９年度（平成２９年７月２１日）までに実施した立ち入り調査（入所者に関する通報を受けての立ち入り調査）
の理由や内容，結果が詳細に分かる資料（高齢福祉課所管分）

部分公開
第７条第２号本文
第７条第２号本文又
は第３号ア

288 都市整備部 建築指導課 7月24日 窓口

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年７月１１日～平成２９年７月２４日
１５０平方メートル以上

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

289 都市整備部 建築指導課 7月21日 窓口
道路の位置の指定申請書
昭和４６年　第１２５
道路位置平面図，全体図

全部公開

290 都市整備部 建築指導課 7月24日 郵送
愛媛県松山市○○《番地》　○○《建物名》の建築計画概要書
昭和５９年　第７００号

部分公開 第７条第２号本文

291 保健福祉部 子育て支援課 7月25日 窓口
平成２８年度・平成２９年度の児童クラブ運営に係る賠償責任保険や傷害保険等の保険証券その他の加入内容の分
かる書類

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

292 理財部 管財課 7月25日 窓口
松山市が所有管理使用する公用車の自動車保険（上乗せ任意保険）に係る平成２８年度・２９年度の見積り徴収結
果の一覧

全部公開
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293 産業経済部 農林水産課 7月25日 ＦＡＸ
今出沖合魚礁設置工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び当初金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

294 都市整備部 空港港湾課 7月25日 ＦＡＸ
・安居島漁港波止設置工事
・二神漁港護岸工事ほか防食工事（機能保全事業）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び当初金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

295 都市整備部 建築指導課 7月25日 ＦＡＸ
開発許可申請書　昭和５９年　第４８号
排水施設計画平面図

全部公開

296 下水道部 下水道サービス課 7月25日 窓口
松山外環状道路空港線工事に伴う下水道管移設工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）数量計算書，特記仕様書

全部公開

297 都市整備部 道路建設課 7月25日 ＦＡＸ
平成２９年９月１８日開通
松山外環状道路空港線の側道部の平面図

全部公開

298 保健福祉部 医事薬事課 7月28日 ＦＡＸ

・別表の医療法人の指定会計期末の決算文書
・別表にない法人で新規法人，県所管の医療法人の平成２５年１月末以降の決算文書
決算文書：事業報告書（法人概要，役員，本来業務，附帯業務，収益業務等，財産目録，貸借対照表，損益計算
書）

部分公開 第７条第３号ア

299 理財部 管財課 7月31日 ＦＡＸ 松山市の自動車保険契約内容（平成２９年度） 全部公開

300 公営企業管理者 建設整備課 7月31日 窓口
安全２９復旧７号舗装路面復旧工事（朝生田町１ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，明細書，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

301 産業経済部 観光・国際交流課 8月1日 窓口
元観光・国際交流課職員の（１）旅行命令書，（２）出張の支出負担行為書，（３）復命書又は旅行の内容が分か
る書類，（４）出張旅費計算内訳書
期間：平成２２年度から平成２６年度まで

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア又は
第７号カ

302 公営企業管理者 建設整備課 8月1日 窓口
漏防２６北条水圧調整局機械設備工事
の金入り設計書（表紙，本工事費，明細書）

全部公開

303 総合政策部 中島Ｂ＆Ｇ海洋センター 7月31日 ＦＡＸ

松山市が契約者である損害保険契約の保険証券（平成２８年度）
・保険料１０万円以上の契約
・取扱保険会社が民間損害保険会社である契約
（中島Ｂ＆Ｇ海洋センター所管分）

部分公開 第７条第２号本文
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304 市民部 市民参画まちづくり課 7月31日 ＦＡＸ

松山市が契約者である損害保険契約の保険証券（平成２８年度）
・保険料１０万円以上の契約
・取扱保険会社が民間損害保険会社である契約
（市民参画まちづくり課所管分）

全部公開

305 保健福祉部 高齢福祉課 7月31日 ＦＡＸ

松山市が契約者である損害保険契約の保険証券（平成２８年度）
・保険料１０万円以上の契約
・取扱保険会社が民間損害保険会社である契約
（高齢福祉課所管分）

全部公開

306 保健福祉部 生活衛生課 8月2日 ＦＡＸ

平成２９年７月３１日時点で飲食店営業の許可を受けている全店舗
（移動・簡易営業所等を含む提供可能な情報すべて）の
・屋号，営業所所在地，営業者氏名，営業所電話番号，業種
・初回許可年月日，許可満了日，許可番号及び許可開始日
・法人については本社所在地，申請者電話番号及び代表者氏名
についての資料一覧

全部公開

307 都市整備部 用地課 7月31日 ＦＡＸ

松山市が契約者である損害保険契約の保険証券（平成２８年度）
・保険料１０万円以上の契約
・取扱保険会社が民間損害保険会社である契約
（用地課所管分）

部分公開 第７条第３号ア

308 保健福祉部 生活衛生課 8月2日 ＦＡＸ

食品衛生法に基づく営業許可施設台帳
【地域】松山市内全域
【対象】飲食店営業（平成２９年６月１日～平成２９年７月３１日の新規営業許可）
（ただし，自動販売機，露店及び移動店舗を除く。）
【内容】屋号，営業所所在地，営業所電話番号，営業者氏名，許可年月日，業種詳細

全部公開

309 都市整備部 空港港湾課 7月31日 ＦＡＸ

松山市が契約者である損害保険契約の保険証券（平成２８年度）
・保険料１０万円以上の契約
・取扱保険会社が民間損害保険会社である契約
・○○《法人名》を除く。
（空港港湾課所管分）

全部公開

310 産業経済部 観光・国際交流課 7月31日 ＦＡＸ

松山市が契約者である損害保険契約の保険証券（平成２８年度）
・保険料１０万円以上の契約
・取扱保険会社が民間損害保険会社である契約
（観光・国際交流課所管分）

部分公開 第７条第２号本文

311 産業経済部 道後温泉事務所 7月31日 ＦＡＸ

松山市が契約者である損害保険契約の保険証券（平成２８年度）
・保険料１０万円以上の契約
・取扱保険会社が民間損害保険会社である契約
（道後温泉事務所所管分）

部分公開 第７条第２号本文
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312 都市整備部 道路建設課 8月2日 ＦＡＸ

・市道千舟町古川線外１路線交差点改良工事
・市道浅海難波線道路改良工事（その４）
・市道花園町線歩道整備工事（その４）
・市道石風呂大浦線道路改良工事（その４）
・市道花園町線車道整備及び道路付属物設置工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

313 下水道部 下水道整備課 8月2日 ＦＡＸ

・久米２号汚水管工事（１６－１）
・中央４号汚水管工事（１７５０１０）
・堀江２号汚水管工事（１７－１）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，明細書）

全部公開

314 都市整備部 建築指導課 8月1日 郵送

平成２９年４月２６日に開かれた公開口頭建築審査会に関する次の資料
（１）請求者が公開請求書に添付した別紙（１）の１）に記載の「受領済の図面以外の全ての図面」
（２）建築確認済図書の表題部（確認済の印のあるもの）
（３）構造計算書

非公開

第７条第３号ア又は
第６号
第８条第１項ただし
書
一部不存在

315 下水道部 下水道整備課 8月1日 窓口

・余戸１号汚水管工事（１７６１０）
・中単－１７５０８汚水雨水管工事
・山西３号汚水管工事（１７－１）
・堀江１号汚水管工事（１７－２）
・斎院１号汚水管工事（１７－２）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，明細書，数量計算書）

全部公開

316 保健福祉部 生活衛生課 8月1日 ＦＡＸ
食品営業許可台帳について，平成２９年７月１日から同月末日までの新規に営業許可を受けた飲食店（移動及び自
動販売機を除く。）に係る以下の項目について
・営業者の情報（氏名），施設の情報（屋号，施設所在地，施設電話番号），新規許可日及び期限

全部公開

317 保健福祉部 生活衛生課 8月1日 ＦＡＸ

・平成２９年７月１日から同月末日までに新規で営業許可を取得した飲食店の一覧表（食品営業許可台帳）
※屋号，営業所所在地，申請者氏名，業態，営業所電話番号，許可年月日及び許可満了日についての資料一覧表
（自動販売機，露店営業，自動車営業及び臨時営業を除く。）
・平成２９年７月１日から同月末日までに新規で営業許可を取得した美容所の一覧表
※施設名称，施設所在地，電話番号，確認年月日，開設者名

全部公開

318 総合政策部 スポーツ振興課 8月2日 ＦＡＸ
・野外活動センター災害復旧工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開
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319 下水道部 下水道整備課 8月3日 窓口

・西単－１７６０６・１７６０１８汚水雨水管工事
・堀江１号汚水管工事（１７－２）
・西単－１７６０１２汚水雨水桝工事
・西単－１７６０１６汚水雨水桝工事
・中単－１７５０５１汚水雨水桝工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

320 下水道部 下水道整備課 8月3日 ＦＡＸ
・桑原７号舗装復旧工事（１７－１）
・石井２号舗装復旧工事（１６－１）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量計算書）

全部公開

321 産業経済部 農林土木課 8月3日 ＦＡＸ
平井町５００番地先農道改良工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量集計表，特記仕様書）

部分公開 第７条第３号ア

322 都市整備部 道路建設課 8月3日 ＦＡＸ
市道花園町線植栽工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量計算書，特記仕様書）

全部公開

323 下水道部 河川水路課 8月3日 ＦＡＸ
馬木町排水路改良工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，代価表，工事数量総括表，数量集計表，数量計算書，数量表）

全部公開

324 公営企業管理者 建設整備課 8月3日 ＦＡＸ
安全２８更新１６号配水管布設替工事（畑寺１）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

325 都市整備部 住宅課 8月3日 ＦＡＸ
小栗団地・小栗寮耐震補強及び内外部改造電気工事
の金入り設計書（表紙，内訳書）

全部公開

326 下水道部 下水道施設課 8月3日 ＦＡＸ
西部浄化センターＮｏ.１余剰汚泥供給ポンプ修繕工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，明細書）

全部公開

327 産業経済部 道後温泉事務所 8月3日 ＦＡＸ
既存椿の湯改修給排水その他工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，内訳表）

全部公開

328 教育委員会 学習施設課 8月3日 ＦＡＸ
東中学校１９棟便所改修外給排水工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書）

全部公開

329 公営企業管理者 水道管路管理センター 8月3日 ＦＡＸ
震対２９津田中学校ほか応急給水栓等設置工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表，産業廃棄物集計表，特記仕様書）

全部公開
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330 都市整備部 建築指導課 8月4日 窓口
道路の位置の指定申請書　昭和５５年　８６
丈量図，道路平面図

全部公開

331 都市整備部 建築指導課 8月4日 郵送
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年７月１５日～平成２９年７月３１日

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

332 都市整備部 建築指導課 8月4日 郵送
平成２９年４月２６日に開催された松山市建築審査会の第２号議案に関する審査請求書，弁明書，反論書及び裁決
書

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア又は
第６号

333 都市整備部 建築指導課 8月4日 窓口

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年７月２５日～平成２９年８月４日
１５０平方メートル以上

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

334 保健福祉部 生活衛生課 8月7日 郵送

①食品営業許可台帳一覧
新規に営業許可を受けた飲食店で，屋号，営業者名，営業所所在地，営業所電話番号（固定電話のみ），営業許可
番号，営業許可日を示す一覧表。ただし，自動販売機及び移動営業を除く固定店舗
②美容所開設届一覧
美容所で新規に営業許可を受けた者の屋号，業種，営業所所在地，営業者名，営業所電話番号（固定電話のみ），
許可受付日を記した一覧
期間：①②ともに平成２９年７月１０日から同年８月６日まで

全部公開

335 産業経済部 観光・国際交流課 8月7日 窓口
元観光・国際交流課職員の（１）旅行命令書，（２）出張の支出負担行為書，（３）復命書又は旅行の内容が分か
る書類，（４）出張旅費計算内訳書
期間：平成２２年度から平成２６年度まで

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア又は
第７号カ

336 総務部 技術管理課 8月7日 ＦＡＸ 松山市工事成績評定点一覧表（平成２５年度～平成２７年度） 全部公開

337 保健福祉部 生活衛生課 8月8日 ＦＡＸ
食品営業許可業者名簿（対象・飲食店及び喫茶店）
（平成２９年７月１日から同月末日までに新規営業許可を受けた店舗の屋号，営業者名，営業所所在地，営業所電
話番号及び営業許可日）ただし，自動販売機及び移動営業を除く固定店舗

全部公開

338 保健福祉部 生活衛生課 8月8日 窓口

飲食店及び理美容所
平成２９年７月１４日から同年８月８日の期間に新規開業した施設について
（１）営業施設について：名称（屋号・商号），カナ，所在地，電話番号，種目及び営業の種類
（２）申請者について：①個人の場合は名称及びカナ②法人の場合は上記①の他，代表者役職名，名称，カナ，申
請者住所及び電話番号
（３）その他：営業許可番号及び有効期間
※移動及び自販機の飲食店を除く。

全部公開
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339 都市整備部 建築指導課 8月8日 窓口

開発許可申請書　昭和６３年松（都）第１３０号
公共施設管理者の同意一覧表，公共施設管理予定との協議一覧表，事業計画書及び資金計画書（残高証明書を除
く。），道路境界証明申請書のうち平面図及び断面図，現況平面図，造成工事計画平面図，造成工事縦横断面図，
給排水及び油配管図，造成工事標準断面図

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

340 下水道部 下水道サービス課 8月9日 窓口
・公共下水道管渠耐震化工事（その１２）
・公共下水道管渠耐震化工事（その１３）
の金入り設計書（表紙から代価表まで）

全部公開

341 公営企業管理者 水道管路管理センター 8月9日 ＦＡＸ
震対２９津田中学校ほか応急給水栓等設置工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

342 公営企業管理者 建設整備課 8月9日 ＦＡＸ

・整備２９道改６号配水管布設替工事（北条辻）
・安全２９基幹１１号三津配水本管布設替工事
・安全２８復旧５号舗装路面復旧工事（内浜町ほか）
・安全２９更新１７号配水管布設替工事（北梅本町）
の当初金入り設計書（表紙，総括表，本工事費内訳書，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

343 都市整備部 道路建設課 8月9日 ＦＡＸ
余戸北吉田線防護柵設置工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び当初金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

344 都市整備部 空港港湾課 8月9日 ＦＡＸ
饒（粟井）漁港波止設置工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び当初金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

345 教育委員会 学習施設課 8月9日 ＦＡＸ
東中学校市道鮒屋町護国神社前線道路改良に伴う構内整備その他工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書）及び当初金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

346 保健福祉部 医事薬事課 8月10日 ＦＡＸ 医療法人の事業報告書・貸借対照表・損益計算書（２１件分） 全部公開

347 産業経済部 農林土木課 8月10日 窓口
星岡３丁目小野川万瀬井堰改良工事
の金入り設計書の表紙，入札執行表及び請求書

部分公開 第７条第３号ア

348 都市整備部 空港港湾課 8月10日 ＦＡＸ
神ノ浦漁港離岸堤ブロック製作工事（農山漁村地域整備交付金事業）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

349 総務部 人事課 8月16日 窓口
松山市コンプライアンス条例第１１条にある贈与等報告書（領収書を含む。）
対象：平成２１年から平成２８年までの産業経済部

不存在 不存在
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350 産業経済部 観光・国際交流課 8月16日 窓口
元観光産業振興課職員の（１）旅行命令書，（２）出張の支出負担行為書，（３）復命書又は旅行の内容が分かる
書類，（４）出張旅費計算内訳書
期間：平成２２年度から平成２６年度まで（観光産業振興課所属分）

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア又は
第７号カ

351 総合政策部 坂の上の雲ミュージアム事務所 8月16日 窓口
元観光産業振興課職員の（１）旅行命令書，（２）出張の支出負担行為書，（３）復命書又は旅行の内容が分かる
書類，（４）出張旅費計算内訳書
期間：平成２２年度から平成２６年度まで（坂の上の雲ミュージアム事務所所属分）

部分公開 第７条第２号本文

352 下水道部 下水道整備課 8月16日 窓口
桑原６号汚水管工事（１７－１）（土木）
当初図面

全部公開

353 都市整備部 建築指導課 8月17日 窓口

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年７月１２日～平成２９年８月１７日
２００平方メートル以上

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

354 都市整備部 建築指導課 8月17日 窓口

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年８月５日～平成２９年８月１７日
１５０平方メートル以上

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

355 都市整備部 道路建設課 8月17日 ＦＡＸ
北条辻下灘波線歩道整備工事（その１）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び当初金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

356 下水道部 河川水路課 8月17日 ＦＡＸ
和泉北雨水管工事（その１０）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

357 都市整備部 空港港湾課 8月17日 ＦＡＸ
・神ノ浦漁港離岸堤ブロック製作工事（農山漁村地域整備交付金事業）
・神ノ浦漁港岸壁防食工事（機能保全事業）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び当初金抜き設計書，数量総括表，特記仕様書の電子データ

全部公開

358 公営企業管理者 水道管路管理センター 8月17日 ＦＡＸ
震対２９津田中学校ほか応急給水栓等設置工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

359 公営企業管理者 建設整備課 8月17日 ＦＡＸ

・安全２９基幹１１号三津配水本管布設替工事
・整備２９道改６号配水管布設替工事（北条辻）
・安全２９更新１７号配水管布設替工事（北梅本町）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開
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360 都市整備部 住宅課 8月17日 ＦＡＸ
松末南団地ほか２団地メータユニット取付工事
の金入り設計書（表紙，内訳書）

全部公開

361 公営企業管理者 建設整備課 8月21日 ＦＡＸ
・整備２９道改６号配水管布設替工事（北条辻）
・安全２９更新１７号配水管布設替工事（北梅本町）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

362 公営企業管理者 水道管路管理センター 8月21日 ＦＡＸ
震対２９津田中学校ほか応急給水栓等設置工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

363 都市整備部 建築指導課 8月21日 窓口
道路指定申請書　昭和４６年　３９
指定道路平面図

全部公開

364 保健福祉部 生活衛生課 8月21日 ＦＡＸ

松山市内全ての食品営業許可施設一覧
平成２９年２月１日から同年７月３１日の間に新規で許可を受けた施設全て
業種：全業種
項目：営業所名，営業所住所，営業所電話番号，申請者名（申請者が法人の場合は，法人住所，法人電話番号及び
法人代表者名），許可日，許可満了日，業種及び種別
※既に廃業している施設は除く。

全部公開

365 農業委員会 農業委員会事務局 8月21日 窓口
平成２９年５月２６日松山市農業委員会の委員候補者評価委員会の（資料２）松山市農業委員候補者評価ガイドラ
イン

部分公開
第７条第７号エ
第７条第７号カ

366 産業経済部 観光・国際交流課 8月22日 窓口
元観光・国際交流課職員と元産経部長の観光・国際交流課関係業務での（１）旅行命令書，（２）出張の支出負担
行為書，（３）復命書又は旅行の内容が分かる書類，（４）出張旅費計算内訳書
期間：平成２７年度から平成２８年度まで

部分公開
第７条第２号
第７条第３号ア又は
第７号カ

367 都市整備部 住宅課 8月24日 ＦＡＸ
・第一和泉団地２工区（３・４号棟）新築電気工事
・第一和泉団地２工区（３・４号棟）新築給排水工事
の金入り設計書（表紙，内訳書）

全部公開

368 都市整備部 建築指導課 8月24日 郵送
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年８月１日～平成２９年８月１８日

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

369 保健福祉部 医事薬事課 8月24日 ＦＡＸ 店舗販売業の店舗名，郵便番号，住所の記載されたリスト（公開時点で最新のもの） 全部公開

370 都市整備部 建築指導課 8月24日 窓口
道路の位置の指定申請書　昭和５０年　第９号
敷地区域内区画変更後図面

部分公開 第７条第２号本文
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371 保健福祉部 生活衛生課 8月25日 窓口

飲食店及び美容所
平成２９年８月９日から同月２５日の期間に新規開業した施設について
（１）営業施設について：名称（屋号・商号），カナ，所在地，電話番号，種目及び営業の種類
（２）申請者について：①個人の場合は名称及びカナ②法人の場合は上記①の他，代表者役職名，名称，カナ，申
請者住所及び電話番号
（３）その他：営業許可番号及び有効期間
※移動及び自販機の飲食店を除く。

全部公開

372 都市整備部 建築指導課 8月25日 窓口
道路の位置の指定申請書　昭和４７年　第１０２号
平面図

全部公開

373 保健福祉部 生活衛生課 8月28日 郵送

①食品営業許可台帳一覧
新規に営業許可を受けた飲食店で，屋号，営業者名，営業所所在地，営業所電話番号（固定電話のみ），営業許可
番号，営業許可日を示す一覧表。ただし，自動販売機及び移動営業を除く固定店舗
②美容所開設届一覧
美容所で新規に営業許可を受けた者の屋号，業種，営業所所在地，営業者名，営業所電話番号（固定電話のみ），
許可受付日を記した一覧
期間：①②ともに平成２９年８月７日から同月２７日まで

全部公開

374 総合政策部 文化・ことば課 8月28日 ＦＡＸ ○○《法人名》が提出した「えひめ県民祭ええもんフェスティバル」の企画書（画像を添付した部分を含む。） 部分公開 第７条第２号本文

375 産業経済部 道後温泉事務所 8月28日 ＦＡＸ

・既存椿の湯改修空調換気工事
・既存椿の湯改修給排水その他工事
・道後温泉第４分湯場改築給排水その他工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，内訳表）

全部公開

376 教育委員会 学習施設課 8月28日 ＦＡＸ
・東中学校１９棟便所改修外給排水工事
・中島中学校空調設置工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書）

全部公開

377 都市整備部 住宅課 8月28日 ＦＡＸ
松末南団地ほか２団地メーターユニット取付工事
の金入り設計書（表紙，本工事費内訳書）

全部公開

378 都市整備部 建築指導課 8月28日 窓口
道路指定申請書　○○《地番》
受付番号Ｎｏ．１　受付年月日（Ｓ５２．１１．１６）

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

379 都市整備部 建築指導課 8月28日 窓口
相談道路２２３８
陳情書，同意書，平面図，断面図，官民境界査定書（平面図，断面図）

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア
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380 保健福祉部 医事薬事課 8月28日 窓口

店舗販売業許可を取得している先の一覧（許可番号・開設者氏名・店舗名称・店舗所在地・有効年月日），高度管
理医療機器販売・貸与業許可を取得している先の一覧（許可番号・有効年月日・営業者氏名・営業所名称・営業所
所在地），管理医療機器販売・貸与業届出を行っている施設の一覧（番号・届出年月日・営業者氏名・営業所名
称・営業所所在地），毒物劇物（一般・農業用品目・特定品目）販売業登録を取得している先の一覧（登録番号・
有効年月日・開設者氏名・店舗名称・店舗所在地），薬局開設許可を取得している先の一覧（許可番号・有効年月
日・開設者氏名・店舗所在地・店舗名称），診療所一覧（施設名・所在地・開設者氏名），医療法人一覧（名称・
郵便番号・所在地）

全部公開

381 都市整備部 建築指導課 8月29日 窓口

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年８月１８日～平成２９年８月２９日
１５０平方メートル以上

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

382 保健福祉部 医事薬事課 8月30日 ＦＡＸ
高度管理医療機器等販売業又は貸与業を取得している松山市内の会社名
（公開内容：①許可番号，②営業所名称，③営業所所在地，④営業者氏名，⑤有効開始日，⑥有効終了日）

全部公開

383 下水道部 下水道施設課 9月1日 ＦＡＸ
・西部浄化センター雑用水給水装置ほか修繕工事
・中央浄化センター４系最初沈殿池汚泥掻寄機修繕工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，明細書）

全部公開

384 公営企業管理者 建設整備課 9月1日 ＦＡＸ
安全２９三津配水池機械設備工事
の金入り設計書（表紙，本工事費，明細書）

全部公開

385 公営企業管理者 建設整備課 9月1日 窓口
安全２９復旧８号舗装路面復旧工事（古川西３ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

386 保健福祉部 生活衛生課 9月1日 ＦＡＸ
食品営業許可台帳について，平成２９年８月１日から同月末日までの新規に営業許可を受けた飲食店（移動及び自
動販売機を除く。）に係る以下の項目について
営業者の情報（氏名），施設の情報（屋号，施設所在地，施設電話番号），新規許可日及び期限

全部公開

387 保健福祉部 生活衛生課 9月1日 ＦＡＸ

平成２９年８月１日から同月末日までに新規で営業許可を取得した飲食店の一覧表（食品営業許可台帳）
※屋号，営業所所在地，申請者氏名，業態，営業所電話番号，許可年月日及び許可満了日についての資料一覧表
（自動販売機，露店営業，自動車営業及び臨時営業を除く。）
平成２９年８月１日から同月末日までに新規で営業許可を取得した美容所の一覧表
※施設名称，施設所在地，電話番号，確認年月日，開設者名

全部公開
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388 保健福祉部 生活衛生課 9月1日 ＦＡＸ
食品営業許可業者名簿（対象・飲食店及び喫茶店）
（平成２９年８月１日から同月末日までに新規営業許可を受けた店舗の屋号，営業者名，営業所所在地，営業所電
話番号及び営業許可日）ただし，自動販売機及び移動営業を除く固定店舗

全部公開

389 下水道部 下水道整備課 9月4日 窓口
久枝１号汚水管工事（１６－１）
の変更金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，明細書）

全部公開

390 都市整備部 道路建設課 9月4日 窓口
・市道浅海難波線道路改良工事（その４）
・北条辻下難波線歩道整備工事（その１）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

391 下水道部 下水道整備課 9月4日 窓口

・山越２号汚水管工事（１７－１）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）
・山越２号汚水管工事（１７６０２６）
の当初金入り設計書と変更金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

392 下水道部 河川水路課 9月4日 窓口
・馬木町排水路改良工事
・和泉北雨水管工事（その１０）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

393 教育委員会 学校教育課 9月5日 窓口
平成２７年（２０１５年）の採択における調査部会資料のうち「調査研究の内容及び報告書記入上の留意事項」に
当たる平成２９年（２０１７年）採択資料

不存在 不存在

394 教育委員会 生涯学習政策課 9月5日 窓口 平成２９年３月以降，８月までの松山市教育委員会定例会会議の録音データ 不存在 不存在

395 都市整備部 建築指導課 9月5日 窓口 建築相談調書　０９－１３６ 部分公開 第７条第２号本文

396 下水道部 下水道整備課 9月6日 窓口
山越２号汚水管工事（１６－１）（水道のみ）
の変更金入り設計書（表紙，内訳書，明細書，代価表）

全部公開

397 環境部 環境指導課 9月8日 ＦＡＸ
松山市○○《地番》「○○《建物名》」に関し，平成２８年５月３０日頃から○○《法人名》が行った解体撤去工
事及び同年１２月１日頃から○○《法人名》が行った新築工事の際に，騒音規制法に基づき提出された届出書類一
式

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

398 公営企業管理者 建設整備課 9月7日 窓口

・安全２８復旧５号舗装路面復旧工事（内浜町ほか）
・安全２９復旧１号舗装路面復旧工事（平和通２ほか）
・安全２９復旧７号舗装路面復旧工事（朝生田町１ほか）
の当初金入り設計書（①③は表紙，総括表，本工事費内訳書，明細書，施工単価表，施工パッケージ，②は表紙か
ら代価表まで）

全部公開
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399 都市整備部 建築指導課 9月7日 窓口
建築相談調書　１１－９８
建築相談調書，松山市都市情報システム図

部分公開 第７条第２号本文

400 保健福祉部 医事薬事課 9月7日 窓口

平成２８年度○○《法人名》に関する以下の書類
・事業報告書・財産目録・貸借対照表・損益計算書・監事監査報告書
・添付書類（構造設備及び体制）
・添付書類９項目のうち当該法人が該当するもの
[添付書類１－１（救急医療），時間外等加算件数明細書]
・理事，監事及び評議員に対する報酬等の支給基準
・書類付表３（保有する資産の明細表）
・定款

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

401 保健福祉部 医事薬事課 9月7日 窓口
松山市管内で平成２５年１月１日から平成２８年１２月３１日までに新規開設及び廃止届けのあった歯科技工所名
簿一覧
（項目）歯科技工所名，郵便番号，所在地，新規開設及び廃止年月日，開設者名

全部公開

402 保健福祉部 生活衛生課 9月8日 ＦＡＸ
食品営業許可台帳の代表者又は申請者氏名
愛媛県松山市○○《地番》に所在している「○○《店名》」

全部公開

403 保健福祉部 医事薬事課 9月8日 ＦＡＸ 医療法人の事業報告書，貸借対照表，損益計算書（１８件分） 全部公開

404 総務部 秘書課 9月8日 窓口
市長の出張業務に関わる書類（１）旅行命令書，（２）出張の支出負担行為書，（３）復命書又は旅行の内容が分
かる書類，（４）出張旅費計算内訳書
期間：平成２７年度から平成２８年度まで

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

405 理財部 管財課 9月8日 窓口 ○○《地番》（分筆予定地番）の境界確認協議書類の内，○○《氏名》土地家屋調査士作成の理由書 部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

406 産業経済部 観光・国際交流課 9月8日 窓口 平成２８年度松山旅行商品化促進事業業務委託の業務実施計画書及び業務完了報告書（事業成果報告書） 部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

407 都市整備部 建築指導課 9月11日 郵送
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年８月２１日～平成２９年９月８日

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

408 理財部 資産税課 9月11日 郵送
松山市の平成２９年度土地・家屋課税台帳に登録された登記情報（「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」）の一覧

全部公開
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409 理財部 資産税課 9月11日 郵送 松山市の平成２９年１月１日現在の地番・筆界等（字界・字名・家屋）の現況図データ 全部公開

410 保健福祉部 生活衛生課 9月12日 窓口

飲食店及び理美容所
平成２９年８月２６日から同年９月１２日の期間に新規開業した施設について
（１）営業施設について：名称（屋号・商号），カナ，所在地，電話番号，種目及び営業の種類
（２）申請者について：①個人の場合は名称及びカナ②法人の場合は上記①の他，代表者役職名，名称，カナ，申
請者住所及び電話番号
（３）その他：営業許可番号及び有効期間
※移動及び自販機の飲食店を除く。

全部公開

411 都市整備部 建築指導課 9月13日 窓口

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年８月３０日～平成２９年９月１３日
１５０平方メートル以上

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

412 消防局 予防課 9月14日 ＦＡＸ 松山市○○《地番》　火災調査書（平成２９年５月３０日発生） 部分公開
第７条第３号ア又は
第７号カ
第７条第２号本文

413 都市整備部 松山駅周辺整備課 9月14日 ＦＡＸ
松山駅周辺土地区画整理事業に伴う宅地造成その他工事（その３）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び当初金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

414 下水道部 下水道整備課 9月14日 ＦＡＸ

・山越２号汚水管工事（１７－１）
・西単－１７６１１雨水管工事
・富久２号汚水管工事（１７－１）
・中単－１７５２６汚水雨水管工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び当初金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

415 公営企業管理者 建設整備課 9月14日 ＦＡＸ
・安全２９更新１５号配水管布設替工事（平井町）
・安全２９更新２７号配水管布設替工事（南梅本町ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

416 公営企業管理者 水道管路管理センター 9月14日 ＦＡＸ
改良２９管網３号配水管布設及び布設替工事（東野３ほか）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

417 教育委員会 学習施設課 9月14日 ＦＡＸ
湯山中学校グラウンド防球ネット設置工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，明細書）及び当初金抜き設計書，特記仕様書の電子データ

全部公開

49 ページ



No. 部局名 主管課名 請求日 請求方法 請求された行政情報の件名及び内容 公開区分 適用条項等

418 都市整備部 道路建設課 9月14日 ＦＡＸ
市道松山環状線北部バリアフリー整備工事（その２）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び当初金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

419 保健福祉部 保育・幼稚園課 9月15日 ＦＡＸ
市道余土１４号線道路改良工事
の変更金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，代価表，数量集計書）

全部公開

420 保健福祉部 生活衛生課 9月15日 ＦＡＸ
現在営業中の旅館業法に係る宿泊施設の一覧（道後温泉区域）
営業所の屋号，住所，電話番号，部屋数，種別，許可年月日，温泉の有無，定員，営業者の法人名，代表者名及び
役職，電話番号

全部公開

421 都市整備部 建築指導課 9月15日 窓口 開発許可申請書　第２１－６３号の内，排水計画平面図，給水施設計画平面図 全部公開

422 都市整備部 建築指導課 9月15日 窓口

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年８月１８日～平成２９年９月１５日
２００平方メートル以上

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

423 教育委員会 学習施設課 9月19日 窓口
余土公民館移転増築外主体工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，明細書）

全部公開

424 総務部 技術管理課 9月19日 窓口
松山市工事成績評定点一覧表
（平成２５年度～平成２７年度）

全部公開

425 市民部 市民相談課 9月19日 窓口
法律相談対応弁護士が分かる文書
市と○○《法人名》の法律相談に関する取極文書

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

426 都市整備部 建築指導課 9月19日 窓口
開発行為許可申請書　Ｓ５０－１１
造成計画平面図，造成計画縦横断面図，計画擁壁平面図，６～６擁壁断面図

部分公開 第７条第２号本文

427 都市整備部 建築指導課 9月19日 窓口 道路の位置の指定申請書　昭和３６年　第２０６号 部分公開 第７条第２号本文

428 市民部 市民参画まちづくり課 9月20日 ＦＡＸ
北条新玉集会所新築主体その他工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書）

全部公開
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429 消防局 総務課 9月20日 ＦＡＸ
味生分団消防ポンプ蔵置所新築主体その他工事
の金入り設計書（表紙，内訳書）

全部公開

430 教育委員会 学習施設課 9月20日 ＦＡＸ
椿中学校外２校間仕切改修工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書）

全部公開

431 保健福祉部 保育・幼稚園課 9月20日 ＦＡＸ
旧余土保育園解体撤去工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，科目別内訳表）

全部公開

432 公営企業管理者 水道管路管理センター 9月21日 ＦＡＸ
改良２９管網３号配水管布設及び布設替工事（東野３ほか）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

433 公営企業管理者 建設整備課 9月21日 ＦＡＸ
・安全２９更新２７号配水管布設替工事（南梅本町ほか）
・整備２９道改３号配水管布設替工事（二番町４ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

434 下水道部 河川水路課 9月21日 ＦＡＸ
・和泉北雨水管工事（その１０）
・菅沢町がけ崩れ防災工事（地砂補－１３）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

435 下水道部 下水道整備課 9月21日 ＦＡＸ
山越２号汚水管工事（１７－１）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

436 都市整備部 道路建設課 9月21日 ＦＡＸ
北条辻下難波線歩道整備工事（その１）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

437 都市整備部 空港港湾課 9月21日 ＦＡＸ
・神ノ浦漁港離岸堤ブロック製作工事（農山漁村地域整備交付金事業）
・神ノ浦漁港岸壁防食工事（機能保全事業）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，代価表）

全部公開

438 都市整備部 建築指導課 9月21日 窓口
白水台２期造成工事
都市計画法開発行為変更許可申請書
その２　求積図

全部公開

439 市民部 市民参画まちづくり課 9月22日 窓口
○○町内会に関する
①保有資産目録及び保有予定資産目録
②許認可した書類

部分公開 第７条第２号本文
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440 公営企業管理者 建設整備課 9月22日 ＦＡＸ
・安全２９更新２７号配水管布設替工事（南梅本町ほか）
・安全２９更新８号配水管布設替工事（久保田町ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

441 公営企業管理者 水道管路管理センター 9月22日 ＦＡＸ
改良２９管網３号配水管布設及び布設替工事（東野３ほか）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

442 教育委員会 学習施設課 9月22日 ＦＡＸ
新玉公民館本村分館移転新築給排水その他工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，内訳書）

全部公開

443 保健福祉部 生活衛生課 9月25日 郵送

①食品営業許可台帳一覧
新規に営業許可を受けた飲食店で，屋号，営業者名，営業所所在地，営業所電話番号（固定電話のみ），営業許可
番号，営業許可日を示す一覧表。ただし，自動販売機及び移動営業を除く固定店舗
②美容所開設届一覧
美容所で新規に営業許可を受けた者の，屋号，業種，営業所所在地，営業者名，営業所電話番号（固定電話の
み），許可受付日を記した一覧
期間：①②ともに平成２９年８月２８日から同年９月２４日まで

全部公開

444 下水道部 下水道施設課 9月25日 窓口
・①中央浄化センター汚泥処理設備改築基本・詳細設計その他業務委託
・②中央浄化センター第２系統塩素消毒施設外耐震詳細診断調査業務委託
の金入り設計書（①は表紙，内訳書，②は表紙，内訳書，代価表）

全部公開

445 下水道部 下水道施設課 9月25日 窓口
松山市下水道総合地震対策計画（第２期）策定業務委託
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

446 下水道部 河川水路課 9月25日 窓口
北条地区（北条第１・３・４排水区）雨水管渠実施設計（基本）業務委託
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

447 下水道部 下水道整備課 9月26日 窓口
久枝山越連絡汚水管工事に伴う実施設計業務委託
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

448 下水道部 下水道施設課 9月26日 窓口
西部浄化センター長寿命化計画（第２期）改築詳細設計業務委託（その１）
の金入り設計書（表紙，内訳書）

全部公開
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449 都市整備部 建築指導課 9月26日 窓口

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年９月１４日～平成２９年９月２６日
１５０平方メートル以上

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

450 保健福祉部 医事薬事課 9月26日 ＦＡＸ ○○《法人名》の平成２８年度事業報告書，貸借対照表及び損益計算書 全部公開

451 消防局 警防課 9月26日 窓口
潮見小学校地上型耐震性貯水槽新設工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，科目別内訳表）

全部公開

452 保健福祉部 医事薬事課 9月27日 窓口 医療法人の事業報告書，貸借対照表，損益計算書（平成２８年度）（３件分） 全部公開

453 都市整備部 建築指導課 9月28日 郵送
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書
（様式第１号）
期間は平成２９年９月１１日～平成２９年９月２８日

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

454 下水道部 下水道整備課 9月28日 窓口

・中単－１７５１８汚水雨水管工事
・山越２号汚水管工事（１７－１）
・西単－１７６０２８汚水雨水桝工事
・西単－１７６１１雨水管工事
・富久２号汚水管工事（１７－１）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

455 下水道部 河川水路課 9月28日 窓口
和泉北雨水管工事（その１０）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

456 公営企業管理者 建設整備課 9月29日 ＦＡＸ
安全２９基幹１１号三津配水本管布設替工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

457 都市整備部 空港港湾課 9月29日 ＦＡＸ

・堀江港長寿命化対策工事（その１）
・饒（宇和間・熊田）漁港防波堤防食工事（機能保全事業）
・市道余土２２４号線道路新設工事
・市道生石２２６号線道路新設工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び当初金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書

全部公開

458 都市整備部 道路建設課 9月29日 ＦＡＸ
市道二番町線電線共同溝整備工事（その６）
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び当初金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書

全部公開
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459 公営企業管理者 建設整備課 9月29日 ＦＡＸ

・整備２９道改７号配水管布設替工事（北条ほか）
・安全２９更新１号配水管布設替工事（桑原４ほか）
・安全２９更新８号配水管布設替工事（久保田町ほか）
・安全２９更新１２号配水管布設替工事（宮西１ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

460 下水道部 下水道整備課 9月29日 ＦＡＸ
・石井１号汚水管工事（１６－１）
・内宮汚水幹線工事（その１）
の変更金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量計算書，図面）

全部公開

461 市民部 市民参画まちづくり課 10月2日 郵送

松山市地域協働活動保険についての下記文書
・上記制度の取扱規定
・平成２９年度契約時の仕様書
・平成２９年度契約時の入札及び見積もり合わせの結果
・平成２９年度契約時の保険証券及び特約・明細書（保険約款不要）
・平成２６，２７，２８年度の事故件数及び支払い保険金額（被害者に支払った保険金額）

部分公開 第７条第２号本文

462 公営企業管理者 建設整備課 10月2日 ＦＡＸ
統合２７久谷第１配水池ほか土木工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

463 下水道部 下水道整備課 10月2日 窓口
中央４号舗装復旧工事（１７－１）
の当初金入り設計書（内訳書，代価表）

全部公開

464 保健福祉部 生活衛生課 10月2日 ＦＡＸ
食品営業許可台帳について，平成２９年９月１日から同月末日までの新規に営業許可を受けた飲食店（移動及び自
動販売機を除く。）に係る以下の項目について
・営業者の情報（氏名）・施設の情報（屋号，施設所在地，施設電話番号）・新規許可日及び期限

全部公開

465 保健福祉部 生活衛生課 10月2日 ＦＡＸ

・平成２９年９月１日から同月末日までに新規で営業許可を取得した飲食店の一覧表（食品営業許可台帳）
※屋号，営業所所在地，申請者氏名，業態，営業所電話番号，許可年月日及び許可満了日についての資料一覧表
（自動販売機，露店営業，自動車営業及び臨時営業を除く。）
・平成２９年９月１日から同月末日までに新規で営業許可を取得した美容所の一覧表
※施設名称，施設所在地，電話番号，確認年月日，開設者名

全部公開

466 保健福祉部 生活衛生課 10月3日 ＦＡＸ
食品営業許可業者名簿（対象・飲食店及び喫茶店）
（平成２９年９月１日から同月末日までに新規営業許可を受けた店舗の屋号，営業者名，営業所所在地，営業所電
話番号及び営業許可日）ただし，自動販売機及び移動営業を除く固定店舗

全部公開
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467 保健福祉部 生活衛生課 10月3日 ＦＡＸ

食品衛生法に基づく営業許可施設台帳
【地域】松山市内全域
【対象】飲食店営業（平成２９年８月１日～同年９月３０日の新規営業許可）
（ただし，自動販売機，露店及び移動店舗を除く。）
【内容】屋号　，営業所所在地，営業所電話番号，営業者氏名，許可年月日，業種詳細

全部公開

468 保健福祉部 生活衛生課 10月3日 ＦＡＸ

飲食店営業許可事業者名簿（ただし，事業者食堂，自動販売機，露店及び自動車を除く。）で平成２９年７月１日
から同年９月３０日までに新規で営業許可を得たもの
項目　①営業店名　②営業所在地　③申請者氏名　④申請者が法人の場合，法人所在地　⑤法人代表者名　⑥店舗
電話番号
⑦交付（許可）番号　⑧交付（許可）年月日　⑨営業店名カナ
理容所・美容所・旅館・公衆浴場・クリーニング台帳で平成２９年７月１日から同年９月３０日までに新規で営業
許可を得たもの
項目　①営業所名称　②営業所所在地　③申請者氏名　④申請者が法人の場合，法人所在地　⑤法人代表者名　⑥
店舗電話番号
⑦交付（許可）番号　⑧交付（許可）年月日　⑨営業所名カナ

全部公開

469 都市整備部 建築指導課 10月3日 窓口 建築相談調書　１７－４３ 部分公開 第７条第２号本文

470 保健福祉部 子育て支援課 10月4日 ＦＡＸ
潮見小学校体育倉庫・児童クラブ室改築給排水その他工事
の金入り設計書（表紙，内訳書）

全部公開

471 下水道部 下水道整備課 10月5日 窓口

・堀江１号汚水管工事（１７－１）
・富久２号汚水管工事（１７－１）
・山越２号汚水管工事（１７－１）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

472 都市整備部 松山駅周辺整備課 10月5日 窓口
松山駅周辺土地区画整理事業に伴う宅地造成その他工事（その３）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，代価表）

全部公開

473 下水道部 河川水路課 10月5日 窓口
上伊台町（上伊台町）がけ崩れ防災工事（砂補－６）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量総括表）

全部公開

474 都市整備部 空港港湾課 10月5日 窓口
市道余土２２３号線道路新設工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，代価表）

全部公開

475 産業経済部 農林土木課 10月5日 窓口
・川の郷町林道コヤケ谷線開設工事
・九川林道大栗谷線改良工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，明細書，単価表）

全部公開
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476 保健福祉部 保育・幼稚園課 10月5日 窓口
旧余土保育園解体撤去工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，科目別内訳表）

全部公開

477 理財部 管財課 10月5日 窓口
庁舎第二別館解体工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書）

全部公開

478 都市整備部 建築指導課 10月5日 窓口 松山市伊台団地造成工事　図番６，図番７ 部分公開 第７条第２号本文

479 下水道部 下水道施設課 10月5日 ＦＡＸ

・西部浄化センター雑用水給水装置ほか修繕工事
・中央浄化センター４系最初沈殿池汚泥掻寄機修繕工事
・垣生中継ポンプ場Ｎｏ．１，２破砕機修繕工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，明細書）

全部公開

480 公営企業管理者 建設整備課 10月5日 ＦＡＸ
安全２９三津配水池機械設備工事
の金入り設計書（表紙，本工事費，明細書）

全部公開

481 保健福祉部 生活衛生課 10月5日 ＦＡＸ
情報　新規飲食店営業許可施設一覧
期間　平成２９年７月１日～９月３０日（許可年月日）
項目　屋号・商号，営業所所在地，営業所電話番号，代表者氏名，許可年月日

全部公開

482 保健福祉部 医事薬事課 10月6日 ＦＡＸ 社会医療法人○○《法人名》の平成２９年３月期の貸借対照表と損益計算書 全部公開

483 公営企業管理者 建設整備課 10月6日 窓口

・安全２９復旧１９号舗装路面復旧工事（高田）
の当初金入り設計書（本工事費，明細書，代価表）
・安全２８復旧５号舗装路面復旧工事（内浜町ほか）
・安全２９復旧８号舗装路面復旧工事（古川西３ほか）
の当初金入り設計書（本工事費，明細書，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

484 保健福祉部 生活衛生課 10月10日 郵送

①食品営業許可台帳一覧
新規に営業許可を受けた飲食店で，屋号，営業者名，営業所所在地，営業所電話番号（固定電話のみ），営業許可
番号，営業許可日を示す一覧表。ただし，自動販売機及び移動営業を除く固定店舗
②美容所開設届一覧
美容所で新規に営業許可を受けた者の，屋号，業種，営業所所在地，営業者名，営業所電話番号（固定電話の
み），許可受付日を記した一覧
期間：①②ともに平成２９年９月２５日から同年１０月９日まで

全部公開

485 教育委員会 学習施設課 10月10日 窓口

・余土公民館移転増築外電気工事
・余土中学校太陽光発電システム外設置工事
・垣生小学校１６－１棟校舎太陽光発電システム設置工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，明細書）

全部公開
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486 都市整備部 道路建設課 10月10日 窓口

・市道花園町線車道照明灯設置工事（その１）
・市道花園町線車道照明灯設置工事（その２）
・市道中央循環線照明灯設置工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

487 下水道部 下水道施設課 10月10日 窓口

・①中央浄化センター１系水処理施設電気設備更新工事
・②堀江第１雨水排水ポンプ場電気設備工事
・③西部浄化センターＮｏ．２～４主ポンプインバータ盤更新工事
・④堀江第１雨水排水ポンプ場建築電気設備工事
の金入り設計書（①～③は表紙，内訳書，明細書　④は表紙，内訳書，科目別内訳表）

全部公開

488 産業経済部 競輪事務所 10月10日 窓口
松山中央公園多目的競技場ナイター照明設備更新その他工事
の金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，科目別内訳表）

全部公開

489 都市整備部 住宅課 10月10日 窓口

・小栗団地・小栗寮耐震補強及び内外部改造電気工事
・第一和泉団地１工区（１・２号棟）新築電気工事
・第一和泉団地２工区（３・４号棟）新築電気工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，明細書）

全部公開

490 公営企業管理者 浄水管理センター 10月10日 窓口

・施設２８更新１号長泉水源地受配電設備更新工事
・施設２８更新２号総合公園配水池ほか無停電電源装置更新工事
・施設２８更新５号宮前第１水源地ほか動力盤更新工事
・施設２８更新７号中西内水源地ほか動力盤等更新工事
・施設２８更新９号木屋元水源地ほか流量計更新工事
・施設２８更新１０号筋替第２水源地ほか濁度計更新工事
・施設２８更新１１号かきつばた浄水場竹原送水流量計更新工事
・施設２８更新１７号竹原浄水場ポンプ制御盤ほか更新工事
・施設２８更新２１号かきつばた浄水場水質計器更新工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，明細書）

全部公開

491 保健福祉部 医事薬事課 10月10日 ＦＡＸ 医療法人の事業報告書，貸借対照表，損益計算書（２５件分） 全部公開

492 下水道部 下水道整備課 10月10日 窓口
山西３号汚水管工事（１６－３）
の変更金入り設計書（表紙，内訳書，明細書，代価表）

全部公開

493 都市整備部 建築指導課 10月10日 窓口
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書（様式第１号）
期間は平成２９年９月２７日～平成２９年１０月１０日
１５０平方メートル以上

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

494 公営企業管理者 建設整備課 10月10日 窓口
安全２９三津配水池電気設備設置工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，明細書）

全部公開

495 総合政策部 スポーツ振興課 10月10日 窓口
総合コミュニティセンター照明設備省エネ改修電気工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，明細書）

全部公開
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496 市民部 人権啓発課 10月10日 窓口
北条ふれあいセンター改修電気設備工事
の金入り設計書（表紙，内訳書）

全部公開

497 産業経済部 道後温泉事務所 10月10日 窓口
・既存椿の湯改修電気工事
・道後温泉第４分湯場改築電気その他工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，内訳表）

全部公開

498 環境部 環境モデル都市推進課 10月10日 窓口
中島総合文化センター太陽光発電システム増設外工事
の金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，科目別内訳表）

全部公開

499 下水道部 下水道施設課 10月12日 窓口
北条第１雨水排水ポンプ場改築詳細設計業務委託
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

500 公営企業管理者 建設整備課 10月12日 ＦＡＸ

・安全２９更新１号配水管布設替工事（桑原４ほか）
・整備２９道改７号配水管布設替工事（北条ほか）
・安全２９更新８号配水管布設替工事（久保田町ほか）
・安全２９更新１２号配水管布設替工事（宮西１ほか）
・震対２８更新１号配水管布設替工事（客）
・整備２９消火栓及び仕切弁ほか設置工事（御幸１ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

501 保健福祉部 生活衛生課 10月12日 窓口

飲食店及び理美容所
平成２９年９月１３日から同年１０月１２日の期間に新規開業した施設について
（１）営業施設について：名称（屋号・商号），カナ，所在地，電話番号，種目及び営業の種類
（２）申請者について：①個人の場合は名称及びカナ②法人の場合は上記①の他，代表者役職名，名称，カナ，申
請者住所及び電話番号
（３）その他：営業許可番号及び有効期間
※移動及び自販機の飲食店を除く。

全部公開

502 都市整備部 都市デザイン課 10月12日 窓口
①松山広域都市計画事業城北土地区画整理事業の換地図（○○《番地》の周辺おおむね３０メートル）
②昭和５０年代に実施した松山広域都市計画事業城北土地区画整理事業に関する文書の保存期間及び廃棄期日が分
かるもの

部分公開
第７条第２号本文
不存在

503 公営企業管理者 建設整備課 10月12日 ＦＡＸ

・震対２８更新１号配水管布設替工事（客）
・安全２９基幹５号更新３１号高井神田系２号導水管及び配水管布設替工事
・整備２９消火栓及び仕切弁ほか設置工事（御幸１ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開
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504 公営企業管理者 浄水管理センター 10月12日 ＦＡＸ

・施設２９更新１号東部１水圧調整局ほか設備更新工事
・施設２９更新２号市之井出浄水場無停電電源設置取替工事
・施設２９更新９号市坪水源地ほか動力盤等更新工事
・施設２９更新１３号古水門水源地ほか遠隔監視制御装置更新工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，明細書）

全部公開

505 下水道部 下水道整備課 10月12日 ＦＡＸ
富久６号汚水管工事（１７－１）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び当初金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

506 下水道部 河川水路課 10月12日 ＦＡＸ
清住２丁目排水路改良工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

507 都市整備部 道路建設課 10月12日 ＦＡＸ
市道桑原１０５号線道路改良工事（その３）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び当初金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

508 下水道部 下水道サービス課 10月12日 ＦＡＸ
公共下水道管渠耐震化工事（その１４）
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び当初金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

509 教育委員会 学習施設課 10月12日 ＦＡＸ
・垣生小学校校舎増築電気工事
・垣生小学校校舎増築給排水その他工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，内訳表）及び当初金抜き設計書，特記仕様書の電子データ

全部公開

510 下水道部 下水道整備課 10月13日 ＦＡＸ

・堀江２号汚水管工事（１７－２）
・中央４号汚水管工事（１７５１４）
・富久６号汚水管工事（１７－１）
の当初金入り設計書（内訳書，代価表，明細書，数量表）及び図面

全部公開

511 都市整備部 建築指導課 10月13日 郵送
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書（様式第１号）
期間は平成２９年９月２９日～平成２９年１０月１３日

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

512 理財部 管財課 10月13日 窓口

官民境界確認書
松局建設第１１２５４号（○○《番地》），
松局建設第３１９５号（○○《番地》）
（表紙，平面図，断面図，丈量図，幅員証明書）

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

513 都市整備部 建築指導課 10月16日 窓口
建築計画概要書　平成元年６月９日　第３７４号
松山市○○《番地》

部分公開 第７条第３号ア
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514 保健福祉部 生活衛生課 10月16日 窓口

集団給食設置リスト
（①営業所の名称，②営業所所在地，③営業所電話番号，④申請者氏名，⑤食数，⑥初許可年月日）
飲食店営業許可施設一覧
（①営業所の名称，②営業所所在地，③営業所電話番号，④申請者氏名，⑤業種詳細，⑥初許可年月日）

全部公開

515 理財部 管財課 10月18日 窓口 ２６松（管）第３９２号（Ｈ２６．７．３０付）図面 部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

516 公営企業管理者 浄水管理センター 10月19日 ＦＡＸ
・施設２９更新１号東部１水圧調整局ほか設備更新工事
・施設２９更新１９号垣生浄水場排泥池流出弁ほか更新工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，明細書）

全部公開

517 下水道部 下水道施設課 10月19日 ＦＡＸ
・北条浄化センター重力濃縮機更新工事
・保免第２中継ポンプ場Ｎｏ．３主ポンプ機械設備工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，明細書）

全部公開

518 下水道部 下水道サービス課 10月19日 ＦＡＸ
・労住協団地ポンプ場水中ポンプ分解整備工事
・新久保ポンプ場水中ポンプ取替工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，明細書）

全部公開

519 都市整備部 建築指導課 10月20日 ＦＡＸ
松山市○○《番地》の土地について，松山市要綱第１０号「松山市狭あい道路等拡幅整備要綱」第５条第４項の規
定によって報告された拡幅整備線の確定報告書，道路中心線位置確認平面図

部分公開 第７条第２号本文

520 都市整備部 建築指導課 10月20日 窓口
開発許可申請書　平成１０年度　第２４号
開発区域図１／２５００，土地利用計画図（変更後），公共施設管理者の同意書，排水施設計画平面図（変更
後），排水施設計画平面図，排水縦断面図

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

521 都市整備部 建築指導課 10月20日 窓口
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書（様式第１号）
期間は平成２９年９月１９日～平成２９年１０月２０日
２００平方メートル以上

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

522 教育委員会 生涯学習政策課 10月20日 ＦＡＸ

教育委員会１０月定例会（平成２９年）での請願者・傍聴者への対応準備に関係する全情報・全文書。職員の配置
体制や「退去命令」準備体制に関係する全情報・全文書。「強制退去」に際しての指揮命令系統に関係する全情
報・全文書。当日の強制退去行為に関係する当日及びその後の，ビデオ記録を含む全情報。以上の「請求情報」は
全てメール等の電子情報も含む。

部分公開

第７条第４号，第５
号，第７号カ
第７条第２号本文，
第８条第１項
第７条第６号

523 保健福祉部 生活衛生課 10月23日 郵送

①食品営業許可台帳一覧
新規に営業許可を受けた飲食店で，屋号，営業者名，営業所所在地，営業所電話番号（固定電話のみ），営業許可
番号，営業許可日を示す一覧表。ただし，自動販売機及び移動営業を除く固定店舗
②美容所開設届一覧
美容所で新規に営業許可を受けた者の，屋号，業種，営業所所在地，営業者名，営業所電話番号（固定電話の
み），許可受付日を記した一覧
期間：①②ともに平成２９年１０月１０日から同年１０月２２日まで

全部公開
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524 都市整備部 都市デザイン課 10月23日 郵送
新築建物の付定日付のある住居表示台帳
請求期間：平成２９年５月１日から同年８月３１日までに付定されたもの

全部公開

525 下水道部 下水道整備課 10月23日 窓口
堀江２号舗装復旧工事（１７－１）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

526 都市整備部 建築指導課 10月23日 窓口 道路の位置の指定申請書　昭和３５年　第１０４号　地積分筆測量図 全部公開

527 下水道部 下水道整備課 10月23日 窓口
難波３号舗装復旧工事（１７－１）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

528 公営企業管理者 建設整備課 10月23日 窓口
・安全２９復旧５号舗装路面復旧工事（小栗７ほか）
・安全２９復旧８号舗装路面復旧工事（古川西３ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

529 都市整備部 建築指導課 10月23日 窓口
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書（様式第１号）
期間は平成２９年１０月１１日～平成２９年１０月２３日
１５０平方メートル以上

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

530 環境部 環境指導課 10月24日 窓口
大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設の一覧（松山市内）
工場，事業所名，住所（郵便番号含む。），電話番号，使用燃原料種類，最大燃原料使用量

全部公開

531 保健福祉部 生活衛生課 10月24日 ＦＡＸ

（１）松山市内全域の平成２８年１月１日から平成２９年９月３０日で新規開設の届け出のあった食品衛生営業許
可台帳の営業許可一覧の営業所名称，営業所所在地，営業所電話番号，許可年月日，許可業種（種目）及び申請者
名。ただし，自動販売機，移動店舗，臨時営業，露店及び廃業施設を除く。
（２）松山市内全域の平成２８年１月１日から平成２９年９月３０日で新規開設の届け出のあった理容所一覧と美
容所一覧の施設名称，施設所在地，施設電話番号，開設者氏名及び確認済証年月日。ただし，廃業施設を除く。

全部公開

532 理財部 管財課 10月25日 窓口
法定外公共物使用許可　許可番号２０１２
（○○《番地》）　申請書一式

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

533 理財部 管財課 10月25日 窓口
境界確定協議書　２３松（管）第１０２４号（平成２４年１月１８日）
表紙，平面図，断面図

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

534 理財部 管財課 10月25日 窓口
１２松局建設１１０５７号（平成１４年１月１８日）○○《番地》他
平面図，断面図，丈量図

部分公開 第７条第２号本文
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535 都市整備部 道路管理課 10月25日 窓口

・中村橋外１橋橋梁補修調査設計業務委託
・井関橋外２橋橋梁補修調査設計業務委託
・天山橋外１橋橋梁補修調査設計業務委託
の当初・変更金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

536 下水道部 下水道整備課 10月26日 窓口

・中単－１７５１０８汚水雨水桝工事
・中単－１７５１１１汚水雨水桝工事
・中単－１７５２０汚水雨水管工事
・堀江２号汚水管工事（１７－２）
・余戸１号汚水管工事（１７６００３）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，明細書，施工単価表）

全部公開

537 下水道部 下水道整備課 10月26日 ＦＡＸ
斎院１号汚水管工事（１７６０２・１７６０３）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量計算書）

全部公開

538 都市整備部 松山駅周辺整備課 10月26日 ＦＡＸ
松山駅周辺土地区画整理事業に伴う宅地造成その他工事（その３）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量計算書）

全部公開

539 都市整備部 空港港湾課 10月26日 ＦＡＸ

・市道余土２２３号線道路新設工事
・市道生石２２６号線道路新設工事
・市道余土２２４号線道路新設工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，代価表，数量計算書）

全部公開

540 下水道部 河川水路課 10月26日 ＦＡＸ
和泉北雨水管工事（その１０）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量総括表）

全部公開

541 都市整備部 建築指導課 10月27日 窓口
開発行為許可申請書　平成元年　第１３９号
排水施設計画平面図，給水施設計画平面図

部分公開 第７条第２号本文

542 都市整備部 建築指導課 10月30日 郵送
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書（様式第１号）
期間は平成２９年１０月１６日～平成２９年１０月２７日

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

543 保健福祉部 生活衛生課 10月30日 窓口

飲食店及び理美容所
平成２９年１０月１３日から同年１０月３０日の期間に新規開業した施設について
（１）営業施設について：名称（屋号・商号），カナ，所在地，電話番号，種目及び営業の種類
（２）申請者について：①個人の場合は名称及びカナ②法人の場合は上記①の他，代表者役職名，名称，カナ，申
請者住所及び電話番号
（３）その他：営業許可番号及び有効期間
※移動及び自販機の飲食店を除く。

全部公開
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544 下水道部 下水道施設課 10月31日 ＦＡＸ

①中央浄化センター分流系主ポンプ外機械設備更新工事
②中央浄化センター１系水処理施設機械設備更新工事
③堀江第１雨水排水ポンプ場機械設備工事
④北条浄化センター重力濃縮機更新工事
⑤保免第２中継ポンプ場Ｎｏ．３主ポンプ機械設備工事
の金入り設計書（①は表紙，内訳書，明細書，代価表，②④⑤は表紙，内訳書，明細書，③は表紙，内訳書，明細
書，科目別内訳表）

全部公開

545 下水道部 下水道整備課 10月31日 ＦＡＸ

・中央１号汚水管工事（１６－１）
・中央１号汚水管工事（１７－１）
・中単－１７５０５汚水管工事
の変更金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量計算書）

全部公開

546 公営企業管理者 建設整備課 10月31日 ＦＡＸ

・安全２９更新９号配水管布設替工事（南吉田町ほか）
・安全２９三津配水池場内配管及び付帯工事
・安全２９更新１８号配水管布設替工事（南梅本町ほか）
・安全２９基幹１号北条送水系導水管布設替工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

547 公営企業管理者 浄水管理センター 10月31日 ＦＡＸ
施設２９更新７号市之井手浄水場中間濁度計ほか更新工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，明細書）

全部公開

548 下水道部 下水道サービス課 10月31日 ＦＡＸ
新久保ポンプ場水中ポンプ取替工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，明細書）及び当初金抜き設計書，現場説明書の電子データ

全部公開

549 都市整備部 空港港湾課 10月31日 ＦＡＸ

・松山漁場（北条地先）魚礁設置工事
・上怒和漁港防波堤補修工事（機能保全事業）
・中島漁場（睦月地先）増殖礁設置工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び当初金抜き設計書，数量総括表，特記仕様書の電子データ

全部公開

550 都市整備部 道路建設課 10月31日 ＦＡＸ
・北条辻下難波線歩道整備工事（その２）
・市道石井４９４号線道路新設工事（その１）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び当初金抜き設計書，数量総括表，特記仕様書の電子データ

全部公開
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551 保健福祉部 生活衛生課 11月1日 ＦＡＸ

・平成２９年１０月１日から同月末日までに新規で営業許可を取得した飲食店の一覧表（食品営業許可台帳）
※屋号，営業所所在地，申請者氏名，業態，営業所電話番号，許可年月日及び許可満了日についての資料一覧表
（自動販売機，露店営業，自動車営業及び臨時営業を除く。）
・平成２９年１０月１日から同月末日までに新規で営業許可を取得した美容所の一覧表
※施設名称，施設所在地，電話番号，確認年月日，開設者名

全部公開

552 保健福祉部 生活衛生課 11月1日 ＦＡＸ
食品営業許可台帳について，平成２９年１０月１日から同月末日までの新規に営業許可を受けた飲食店（移動及び
自動販売機を除く。）に係る以下の項目について
・営業者の情報（氏名）・施設の情報（屋号，施設所在地，施設電話番号）・新規許可日及び期限

全部公開

553 都市整備部 建築指導課 11月2日 窓口

道路の位置の指定申請書　昭和４７年
１９７　印鑑証明と登記関係書類を除く。
道路の位置の指定申請書　昭和４２年
２７　一式

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

554 保健福祉部 生活衛生課 11月2日 ＦＡＸ
食品営業許可業者名簿（対象・飲食業及び喫茶店）
（平成２９年１０月１日から同月末日までに新規営業許可を受けた店舗の屋号，営業者名，営業所所在地，営業所
電話番号及び営業許可日）ただし，自動販売機及び移動営業を除く固定店舗

全部公開

555 公営企業管理者 建設整備課 11月6日 ＦＡＸ

・安全２９基幹５号更新３１号高井神田系２号導水管及び配水管布設替工事
・安全２９更新９号配水管布設替工事（南吉田町ほか）
・安全２９更新１８号配水管布設替工事（南梅本町ほか）
・安全２９基幹１号北条送水系導水管布設替工事
の当初金入り設計書（表紙，積算情報書，本工事費内訳書，明細書，単価表，施工単価表）

全部公開

556 保健福祉部 生活衛生課 11月6日 郵送

①食品営業許可台帳一覧
新規に営業許可を受けた飲食店で，屋号，営業者名，営業所所在地，営業所電話番号（固定電話のみ），営業許可
番号，営業許可日を示す一覧表。ただし，自動販売機及び移動営業を除く固定店舗
②美容所開設届一覧
美容所で新規に営業許可を受けた者の，屋号，業種，営業所所在地，営業者名，営業所電話番号（固定電話の
み），許可受付日を記した一覧
期間：①②ともに平成２９年１０月２３日から同年１１月５日まで

全部公開

557 下水道部 下水道サービス課 11月6日 ＦＡＸ
公共下水道管渠耐震化工事（その１４）
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

558 都市整備部 空港港湾課 11月6日 ＦＡＸ
市道生石２１６号線道路改良工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，代価表）及び金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開
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559 都市整備部 道路管理課 11月6日 ＦＡＸ

・金比羅橋橋梁補修工事
・金比羅橋橋梁補修工事（橋面部）
・大正橋橋梁補修工事
・須賀橋橋梁補修工事
・矢谷橋橋梁補修工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び当初金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

560 下水道部 下水道整備課 11月7日 窓口

・山西６号汚水管工事（１６６０５）（土木）
の変更金入り設計書（内訳書のみ）
・山西６号汚水管工事（１６６０５）（水道）
の変更金入り設計書（内訳書，明細書）

全部公開

561 下水道部 河川水路課 11月7日 ＦＡＸ
越智２丁目排水路改良工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事内訳書，代価表）

全部公開

562 下水道部 下水道整備課 11月7日 ＦＡＸ
①堀江２号汚水管工事（１７－１）
②中央４号汚水管工事（１７５１４）
の当初金入り設計書（①は表紙，内訳書，代価表，明細書，②は表紙，内訳書，代価表）

全部公開

563 都市整備部 空港港湾課 11月7日 ＦＡＸ
市道生石２２６号線道路新設工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事内訳書，代価表）

全部公開

564 都市整備部 道路建設課 11月7日 ＦＡＸ
市道石井４９４号線道路新設工事（その１）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

565 都市整備部 建築指導課 11月7日 窓口
開発行為許可申請書　受付第９８号（４８－１２０）
計画平面図，断面図，横断面図，排水計画平面図，道路排水計画縦断面図

部分公開 第７条第２号本文

566 都市整備部 空港港湾課 11月8日 窓口
・松山漁場（北条地先）魚礁設置工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

567 理財部 管財課 11月8日 窓口
境界確認書類　松局建設第１０４５３号　平成１０年９月２２日
表紙，平面図，断面図，丈量図，隣地承諾書，幅員証明書

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

568 都市整備部 道路管理課 11月8日 窓口
道路台帳整備事業（地番図，点網図，座標一覧）
松山市○○《地番》

全部公開

569 下水道部 下水道施設課 11月8日 ＦＡＸ
北条浄化センター汚水ポンプ棟改築詳細設計業務委託
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開
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570 保健福祉部 生活衛生課 11月8日 ＦＡＸ

食品営業許可台帳
（平成２９年７月１日から同年１１月８日までに新規営業許可を受けた店舗の屋号，営業者名，代表者職名，代表
者氏名，営業所所在地，営業所電話番号（固定電話のみ），営業許可日，業種及び種目）ただし，自動販売機及び
移動営業を除く固定店舗

全部公開

571 都市整備部 道路建設課 11月9日 窓口 松山外環状道路（空港線）の松山市施工区間の図面 全部公開

572 都市整備部 建築指導課 11月9日 窓口 昇降機台帳　第４２６５号，第４２６６号 全部公開

573 都市整備部 空港港湾課 11月9日 ＦＡＸ
・市道余土２２３号線道路新設工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事内訳書，代価表）及び金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

574 下水道部 下水道整備課 11月9日 ＦＡＸ

①余戸１号汚水管工事（１７６００３）
②堀江１号汚水管工事（１７－１）
③堀江２号汚水管工事（１７－２）
の当初金入り設計書（①②は表紙，内訳書，代価表，③は表紙，内訳書，代価表，明細書，単価表，施工単価表）
及び当初金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

575 教育委員会 学校教育課 11月10日 窓口
・松山市内全中学校の夏服の価格や仕様などが分かる一切の資料
・松山市内全中学校の学校指定の水着の価格などが分かる一切の資料

全部公開

576 保健福祉部 医事薬事課 11月10日 ＦＡＸ 医療法人の事業報告書・貸借対照表・損益計算書（５４件分） 部分公開 第７条第３号ア

577 公営企業管理者 建設整備課 11月10日 窓口
安全２９復旧５号舗装路面復旧工事（小栗７ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

578 下水道部 下水道整備課 11月13日 窓口
・中単－１７５２１汚水雨水管工事
・西単－１７６０８汚水雨水管工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び数量計算書（数量集計表，数量計算表）

全部公開

579 下水道部 下水道施設課 11月13日 窓口
堀江第１雨水排水ポンプ場放流渠その他工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量計算書）

全部公開

580 公営企業管理者 建設整備課 11月13日 窓口
安全２９更新２５号配水管布設替工事（上野町）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

581 保健福祉部 医事薬事課 11月13日 ＦＡＸ
松山市全医療法人の事業報告書，財産目録，賃借対照表，損益計算書，監事監査報告書（平成２６・２７・２８年
度分）

部分公開
第７条第３号ア
第７条第２号本文
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582 公営企業管理者 建設整備課 11月14日 ＦＡＸ
安全２９三津配水池場内配管及び付帯工事
の当初金入り設計書（表紙，積算情報，本工事費内訳書，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

583 下水道部 下水道施設課 11月14日 ＦＡＸ
中央浄化センター放流渠耐震補強工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

584 下水道部 下水道サービス課 11月14日 ＦＡＸ

・公共下水道管渠耐震化工事（その１０）
・公共下水道管渠耐震化工事（その１１）
・公共下水道管渠耐震化工事（その１２）
・公共下水道管渠耐震化工事（その１３）
・公共下水道管渠耐震化工事（その１４）
・合流管更生工事（その１６）
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

585 都市整備部 空港港湾課 11月14日 ＦＡＸ
堀江港長寿命化対策工事（その１）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

586 下水道部 下水道整備課 11月14日 ＦＡＸ

・①桑原６号汚水管工事（１７－１）
・②堀江２号汚水管工事（１７－１）
・③西単－１７６０６・１７６０１８汚水雨水管工事
・④余戸１号汚水管工事（１７６００３）
の当初金入り設計書（①②は表紙，工事概要，内訳書，代価表，明細書，③④は表紙，工事概要，内訳書，代価
表）

全部公開

587 下水道部 下水道サービス課 11月14日 ＦＡＸ

・松山外環状道路空港線工事に伴う下水道管移設工事
・公共下水道管渠耐震化工事（その１２）
・公共下水道管渠耐震化工事（その１３）
・公共下水道管渠長寿命化対策工事（その６）
・公共下水道管渠長寿命化対策工事（その７）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

588 都市整備部 道路建設課 11月14日 ＦＡＸ

・市道道後５１号線道路整備工事
・市道花園町線車道整備工事（その１）
・市道花園町線車道整備及び道路付属物設置工事
・市道二番町線電線共同溝整備工事（その５）
・市道二番町線電線共同溝整備工事（その６）
・市道花園町線歩道整備工事（その３）
・市道花園町線歩道整備工事（その４）
の当初金入り設計書（表紙，工事概要，内訳書，代価表）

全部公開

589 下水道部 河川水路課 11月14日 ＦＡＸ
・平田町外排水路改良工事
・和泉北雨水管工事（その１０）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

590 都市整備部 建築指導課 11月16日 郵送
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書（様式第１号）
期間は平成２９年１０月３０日～平成２９年１１月１５日

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア
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591 公営企業管理者 建設整備課 11月16日 窓口
・安全２９復旧５号舗装路面復旧工事（小栗７ほか）
・震対２９復旧２号舗装路面復旧工事（市坪西町）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

592 都市整備部 公園緑地課 11月16日 窓口
松山城本丸防災設備等整備工事（緊急車両用道路）
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

593 都市整備部 道路管理課 11月16日 窓口
若宮橋橋梁補修工事
の金入り設計書（内訳書，代価表）

全部公開

594 都市整備部 道路建設課 11月16日 窓口
市道松山環状線北部バリアフリー整備工事（その２）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

595 保健福祉部 医事薬事課 11月16日 窓口

高度管理医療機器等販売業・貸与業
・許可番号
・許可有効期限の開始と終了の年月日
・営業者氏名
・営業所所在地
・営業所の名称

全部公開

596 公営企業管理者 浄水管理センター 11月17日 ＦＡＸ
施設２９更新１８号粟井浄水場ほか次亜注入機更新等工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，明細書）

全部公開

597 保健福祉部 生活衛生課 11月17日 窓口

飲食店及び美容所
平成２９年１１月１日から同年１１月１７日の期間に新規開業した施設について
（１）営業施設について：名称（屋号・商号），カナ，所在地，電話番号，種目及び営業の種類
（２）申請者について：①個人の場合は名称及びカナ②法人の場合は上記①の他，代表者役職名，名称，カナ，申
請者住所及び電話番号
（３）その他：営業許可番号及び有効期間
※移動及び自販機の飲食店を除く。

全部公開

598 公営企業管理者 建設整備課 11月17日 ＦＡＸ
・安全２９更新２５号配水管布設替工事（上野町）
・安全２９更新１０号配水管布設替工事（南江戸３ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

599 都市整備部 建築指導課 11月17日 窓口 道路の位置の指定申請書　昭和４５年　第１２３号　一式 部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア
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600 都市整備部 建築指導課 11月17日 窓口
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書（様式第１号）
期間は平成２９年１０月２３日～平成２９年１１月１７日
２００平方メートル以上

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

601 保健福祉部 生活衛生課 11月20日 郵送

①食品営業許可台帳一覧
新規に営業許可を受けた飲食店で，屋号，営業者名，営業所所在地，営業所電話番号（固定電話のみ），営業許可
番号，営業許可日を示す一覧表。ただし，自動販売機及び移動営業を除く固定店舗
②美容所開設届一覧
美容所で新規に営業許可を受けた者の，屋号，業種，営業所所在地，営業者名，営業所電話番号（固定電話の
み），許可受付日を記した一覧
期間：①②ともに平成２９年１１月６日から同年１１月１９日まで

全部公開

602 消防局 予防課 11月21日 窓口
消防用設備等点検結果報告書（直近資料）
４件分

部分公開
第７条第３号ア
第７条第２号本文
不存在

603 都市整備部 建築指導課 11月21日 窓口
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書（様式第１号）
期間は平成２９年１０月２４日～平成２９年１１月２１日
１５０平方メートル以上

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

604 下水道部 下水道施設課 11月22日 ＦＡＸ
堀江第１雨水排水ポンプ場放流渠その他工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，土留賃料計算表，土留支保工材の賃料計算表）及び当初金抜き設計書，
数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

605 下水道部 下水道整備課 11月22日 ＦＡＸ

・①桑原１号汚水管工事（１７５１５）
・②堀江２号汚水管工事（１７－４）
・③富久６号汚水管工事（１７－１）
の当初金入り設計書（①②は表紙，内訳書，代価表，土留賃料計算表，土留支保工材の賃料計算表，③は土留賃料
計算表，土留支保工材の賃料計算表）及び①②の当初金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

606 都市整備部 道路建設課 11月22日 ＦＡＸ
北条辻下難波線道路改良工事（その４）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び当初金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

607 下水道部 下水道整備課 11月24日 ＦＡＸ
・富久６号汚水管工事（１７－１）
・三津浜３号汚水管工事（１７６０４２・１７６０４５）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

608 理財部 管財課 11月24日 ＦＡＸ
松山市○○《地番》の土地について
平成１０年９月２９日付け
松局建設第１００１８号による境界確認書（査定書），平面図，断面図

部分公開 第７条第２号本文
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609 都市整備部 建築指導課 11月24日 窓口
開発行為許可申請書　９－２４　構造図
開発行為変更届出書　９－２４　造成計画平面図変更後　横断面図変更後２面

全部公開

610 都市整備部 建築指導課 11月24日 窓口 昭和６３年度　道路の位置の指定申請書　第５８号　一式 部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

611 都市整備部 建築指導課 11月27日 郵送
平成２６年に松山市○○《地番》に建築された住宅の建築計画概要書
（建築確認番号：平成２６年度愛媛建築住宅センター　変－２１８号）

全部公開

612 都市整備部 道路管理課 11月27日 窓口 貝之分橋，勅使橋，天神橋の橋梁台帳及び橋梁一般図 全部公開

613 保健福祉部 生活衛生課 11月27日 ＦＡＸ
現在営業中の理容所一覧
屋号，営業所所在地

全部公開

614 都市整備部 松山駅周辺整備課 11月27日 ＦＡＸ
区画道路１４－１号線築造に伴う構造物撤去工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

615 消防局 総務課 11月27日 ＦＡＸ
旧垣生分団東垣生消防ポンプ蔵置所解体工事
の金入り設計書（表紙，内訳書）

全部公開

616 保健福祉部 介護保険課 11月27日 ＦＡＸ 介護保険サービス事業者における事故等報告書のうち死亡事故の報告書（平成２５年度以降） 部分公開
第7条第2号
第7条第3号ア

617 総務部 文書法制課 11月27日 ＦＡＸ
平成２９年７月以降に発出された下記の「町又は字の名称や区域等の変更」に関する告示
・地方自治法第９条の５の規定により発出された告示
・地方自治法第２６０条の規定により発出された告示

全部公開

618 保健福祉部 生活衛生課 11月28日 ＦＡＸ

松山市内の飲食店営業及び喫茶店営業（特殊業態（移動，臨時，露店，自動車，自動販売機）を除く。）許可施設
リスト（平成２９年１０月３１日現在）
屋号，営業所所在地，営業者氏名（法人にあっては法人名のみ），営業所の電話番
号，営業者住所（法人のみ），営業者の電話番号（法人のみ），業種，営業の種類，許可年月日，許可満了日及び
許可番号

全部公開

619 公営企業管理者 建設整備課 11月28日 窓口

・安全２９更新９号配水管布設替工事（南吉田町ほか）
・安全２９更新２５号配水管布設替工事（上野町）
・安全２９更新１０号配水管布設替工事（南江戸３ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

70 ページ



No. 部局名 主管課名 請求日 請求方法 請求された行政情報の件名及び内容 公開区分 適用条項等

620 総務部 文書法制課 11月28日 窓口
平成２６年（２０１４年）６月に「行政不服審査法」が抜本的に改正されたことを受けて，松山市が「情報公開条
例」の改正を行った以降に作成した，最新の「情報公開の手引き」

全部公開

621 保健福祉部 医事薬事課 11月29日 ＦＡＸ

松山市内の以下の許認可及び届出状況
医薬品医療機器等法
・薬局開設
（名称，所在地，開設者名，許可番号，許可年月日，許可が満了する年月日）
・高度管理医療機器等販売業・貸与業
（名称，所在地，開設者名，許可番号，許可年月日，許可が満了する年月日）
・管理医療機器等販売業・貸与業
（名称，所在地，開設者名，届出番号，届出年月日）
毒劇物取締法
・毒劇物販売業（一般販売業・農業用品目販売業・特定品目販売業）
（名称，所在地，開設者名，登録番号，登録年月日，登録が満了する年月日）
医療法
・診療所
（名称，所在地，開設者名，開設年月日）

全部公開

622 下水道部 河川水路課 11月29日 窓口
上野町下水排水路改良工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

623 下水道部 下水道サービス課 11月29日 窓口

・公共下水道管渠耐震化工事（その１４）
・公共下水道管渠耐震化工事（その１５）
・公共下水道管渠長寿命化対策工事（その８）
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量計算書）

全部公開

624 都市整備部 道路管理課 11月30日 ＦＡＸ

道路境界確認協議書
松山市
・○○《地番》の（平面図・断面図・丈量図）
・○○《地番》の（平面図・断面図）
・○○《地番》の（表紙・平面図・断面図・丈量図・幅員証明書）【松局管理第３７６１号　昭和５６年１０月２
８日】
・○○《地番》の（平面図・断面図）
・○○《地番》外の（表紙・平面図・断面図・丈量図・幅員証明書）【松局管理第３８７５号　昭和５６年１１月
２１日】
・○○《地番》の（表紙・平面図・断面図・丈量図・幅員証明書）【松局建設第７１４１号　昭和６３年１２月２
６日】
・９４９番４の（平面図・断面図）

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア
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625 理財部 管財課 11月30日 ＦＡＸ

境界確認協議書
松土第４０４９号（Ｓ５６．１．８）
表紙，平面図，断面図，丈量図
松局建設第１０９８８号（Ｈ８．１１．２２）
表紙，平面図，断面図，丈量図，幅員証明書

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

626 公営企業管理者 建設整備課 11月30日 窓口

・安全２９更新１０号配水管布設替工事（南江戸３ほか）
・安全２９更新１９号配水管布設替工事（北斎院町）
・安全２９更新３０号配水管布設替工事（南江戸３）
・整備２９道改８号配水管布設替工事（萱町６ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

627 都市整備部 建築指導課 11月30日 窓口
開発行為許可申請書　昭和５０年　第２０号
排水計画平面図，給水計画平面図，土地利用計画平面図

部分公開 第７条第２号本文

628 都市整備部 建築指導課 11月30日 窓口

定期検査報告概要書（昇降機）
５５－００－０４２８７号
定期検査報告概要書（建築物）
１種２号１８０
昇降機台帳　４２８７号

全部公開

629 都市整備部 建築指導課 11月30日 窓口
道路の位置の指定申請書
昭和４３年　第１１１号　一式

部分公開 第７条第２号本文

630 都市整備部 空港港湾課 11月30日 ＦＡＸ
神ノ浦漁港離岸堤ブロック製作工事（農山漁村地域整備交付金事業）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量総括表）

全部公開

631 下水道部 下水道整備課 12月1日 窓口
・山西６号汚水管工事（１７６０１）
・山西１号汚水管工事（１７－１）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，明細書，単価表，施工単価表）

全部公開

632 都市整備部 道路建設課 12月1日 窓口
市道和気５４号線歩道整備工事（その３）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

633 下水道部 下水道サービス課 12月1日 窓口
公共下水道管渠耐震化工事（その１５）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

634 都市整備部 建築指導課 12月1日 郵送
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出書（様式第１号）
期間は平成２９年１１月１６日～平成２９年１１月３０日

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア
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635 公営企業管理者 建設整備課 12月1日 窓口
震対２９復旧２号舗装路面復旧工事（市坪西町）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

636 都市整備部 公園緑地課 12月1日 窓口
松山城本丸防災設備等整備工事（緊急車両用道路）
の当初金入り設計書（内訳書，代価表）

全部公開

637 保健福祉部 生活衛生課 12月1日 ＦＡＸ
食品営業許可台帳について，平成２９年１１月１日から同月末日までの新規に営業許可を受けた飲食店（移動及び
自動販売機を除く。）に係る以下の項目について
・営業者の情報（氏名）・施設の情報（屋号，施設所在地，施設電話番号）・新規許可日及び期限

全部公開

638 保健福祉部 生活衛生課 12月1日 ＦＡＸ

平成２９年１１月１日から同月末日までに新規で営業許可を取得した飲食店の一覧表（食品営業許可台帳）
※屋号，営業所所在地，申請者氏名，業態，営業所電話番号，許可年月日及び許可満了日についての資料一覧表
（自動販売機，露店営業，自動車営業及び臨時営業を除く。）
平成２９年１１月１日から同月末日までに新規で営業許可を取得した美容所の一覧表
・施設名称・施設所在地・電話番号・確認年月日・開設者名

全部公開

639 都市整備部 建築指導課 12月1日 窓口 建築相談調書　ＮＯ．１７－５０　（写真４枚除く。） 部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

640 教育委員会 学校教育課 12月1日 ＦＡＸ

「松山市教科書採択委員会規則」に基づく採択制度を変更（「答申制」の廃止を含む。）して，「松山市教科用図
書採択要綱」に基づく新たな採択制度を採用するまでの「経緯も含めた意思決定に至る過程」及びその「過程」を
「合理的に跡づけ検証し得る」全文書
特に，平成２４年（２０１２年）３月３１日決裁の『起案文書』に明記されているところの「教科書採択における
答申制度」を条例化によって継続・維持する方針「意思決定」から，それを，平成２６年（２０１４年）１月～３
月段階の二つの『起案文書』に表現されているところの「答申制廃止」方針へと変更した「経緯も含めた意思決定
に至る過程」及びその「過程」を「合理的に跡づけ検証し得る」全文書

全部公開

641 下水道部 下水道施設課 12月1日 窓口
西部浄化センター１系水処理施設耐震詳細診断業務委託
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

642 都市整備部 建築指導課 12月1日 窓口
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書（様式第１号）
期間は平成２９年１１月２２日～平成２９年１２月１日
１５０平方メートル以上

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

643 公営企業管理者 水道管路管理センター 12月4日 窓口
震対２９平田配水池給水基地応急給水施設整備工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開
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644 公営企業管理者 建設整備課 12月4日 ＦＡＸ

・安全２９更新２５号配水管布設替工事（上野町）
・安全２９更新１０号配水管布設替工事（南江戸３ほか）
・安全２９更新１９号配水池布設替工事（北斎院町）
・安全２９更新３０号配水管布設替工事（南江戸３）
・整備２９道改８号配水管布設替工事（萱町６ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

645 消防局 予防課 12月4日 窓口
マンションの消防用設備等点検結果報告書（直近資料）
５件分

部分公開
第７条第３号ア
第７条第２号本文

646 保健福祉部 生活衛生課 12月4日 郵送

①食品営業許可台帳一覧
新規に営業許可を受けた飲食店で，屋号，営業者名，営業所所在地，営業所電話番号（固定電話のみ），営業許可
番号，営業許可日を示す一覧表。ただし，自動販売機及び移動営業を除く固定店舗
②美容所開設届一覧
美容所で新規に営業許可を受けた者の，屋号，業種，営業所所在地，営業者名，営業所電話番号（固定電話の
み），許可受付日を記した一覧
期間：①②ともに平成２９年１１月２０日から同年１２月３日まで

全部公開

647 下水道部 下水道整備課 12月4日 窓口

・中単－１７５１０８汚水雨水桝工事
・中単－１７５１１１汚水雨水桝工事
・中単－１７５１２７汚水雨水桝工事
・中央１号汚水管工事（１７５１４７）
・富久６号汚水管工事（１７－１）
・三津浜３号汚水管工事（１７６０４２・１７６０４５）
・西単－１７６０６１汚水雨水桝工事
・堀江２号汚水管工事（１７－４）
・中単－１７５２１汚水雨水管工事
・西単－１７６０８汚水雨水管工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

648 環境部 環境指導課 12月4日 ＦＡＸ 松山市○○《地番》　○○《法人名》に関する水質汚濁防止法による届出書類 部分公開 第７条第２号本文

649 保健福祉部 生活衛生課 12月4日 ＦＡＸ
食品営業許可業者名簿（対象・飲食業及び喫茶店）
（平成２９年１１月１日から同月末日までに新規営業許可を受けた店舗の屋号，営業者名，営業所所在地，営業所
電話番号及び営業許可日）ただし，自動販売機及び移動営業を除く固定店舗

全部公開

650 下水道部 下水道整備課 12月5日 窓口
堀江２号汚水管工事（１６－２）
（土木）の変更金入り設計書（内訳書，Ｃ代価表）
（水道）の変更金入り設計書（内訳書のみ）

全部公開

651 消防局 予防課 12月5日 窓口 消防用設備等点検結果報告書（直近資料）６件分 部分公開
第７条第３号ア
第７条第２号本文
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652 公営企業管理者 建設整備課 12月5日 ＦＡＸ

・安全２９更新１号配水管布設替工事（桑原４ほか）
・整備２９道改８号配水管布設替工事（萱町６ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，諸経費計算確認書，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケー
ジ）

全部公開

653 下水道部 下水道施設課 12月6日 ＦＡＸ
保免第２中継ポンプ場Ｎｏ．３主ポンプ機械設備工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，明細書）

全部公開

654 下水道部 下水道サービス課 12月6日 ＦＡＸ
・労住協団地ポンプ揚水中ポンプ分解整備工事
・新久保ポンプ揚水中ポンプ取替工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，明細書）

全部公開

655 産業経済部 農林土木課 12月6日 ＦＡＸ
○○《地番》外１箇所揚水機改修工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，明細表）

部分公開 第７条第３号ア

656 都市整備部 道路建設課 12月6日 窓口 松山外環状道路（空港線）の松山市施工区間の図面 全部公開

657 下水道部 下水道整備課 12月6日 ＦＡＸ
中単－１７５０７２汚水雨水桝工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

658 都市整備部 道路管理課 12月7日 ＦＡＸ

・中村橋橋梁補修工事
・若宮橋橋梁補修工事
・竹之下橋橋梁補修工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

659 消防局 予防課 12月7日 窓口 消防用設備等点検結果報告書（直近資料）９件分 部分公開
第７条第３号ア
第７条第２号本文

660 都市整備部 住宅課 12月8日 窓口
第一和泉団地１工区<１・２号棟>新築給排水工事
の金入り設計書

全部公開

661 教育委員会 学習施設課 12月8日 窓口

・荏原幼稚園園舎改築空調工事
・新玉公民館本村分館移転新築給排水その他工事
・垣生小学校校舎増築給排水その他工事
の当初金入り設計書

全部公開

662 保健福祉部 医事薬事課 12月8日 ＦＡＸ 医療法人の事業報告書，貸借対照表及び損益計算書（３１件分） 全部公開

75 ページ



No. 部局名 主管課名 請求日 請求方法 請求された行政情報の件名及び内容 公開区分 適用条項等

663 保健福祉部 生活衛生課 12月8日 窓口

飲食店及び理美容所
平成２９年１１月１８日から同年１２月８日の期間に新規開業した施設について
（１）営業施設について：名称（屋号・商号），カナ，所在地，電話番号，種目及び営業の種類
（２）申請者について：①個人の場合は名称及びカナ②法人の場合は上記①の他，代表者役職名，名称，カナ，申
請者住所及び電話番号
（３）その他：営業許可番号及び有効期間
※移動及び自販機の飲食店を除く。

全部公開

664 都市整備部 道路管理課 12月8日 ＦＡＸ 松山市○○《地番》の境界確認協議書の平面図・断面図 部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

665 都市整備部 建築指導課 12月11日 窓口
開発行為許可申請書　平成７年　第８５号のうち
土地利用計画図，造成計画平面図（変更後），造成計画縦横断面図（変更後）５－１，５－２，擁壁の断面図（変
更後）６－１，６－２及び求積図

全部公開

666 産業経済部 観光・国際交流課 12月11日 ＦＡＸ
平澤市との間で行われていた青少年（中学生）交流・訪問行事の，平成２９年の中止の決定までの経緯及び理由が
分かる全文書

全部公開

667 下水道部 下水道整備課 12月11日 ＦＡＸ

・山西1号汚水管工事（１７－１）
・内宮汚水管工事（１７－１）
・内宮汚水幹線工事（１７－１）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，明細書，単価表，施工単価表）

全部公開

668 下水道部 下水道サービス課 12月11日 ＦＡＸ
・公共下水道管渠長寿命化対策工事（その８）
・公共下水道管渠耐震化工事（その１５）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

669 消防局 予防課 12月11日 窓口
消防用設備等点検結果報告書（直近資料）
１０件分

部分公開
第７条第３号ア
第７条第２号本文

670 都市整備部 建築指導課 12月11日 窓口

１.道路の位置の指定申請書
昭和５４年度　第８３号
昭和４７年度　第９１号
昭和４８年度　第６０号
２.築造届
昭和５４年度　第１２５号
昭和４７年度　第１５４号
昭和４８年度　第１１３号

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア
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671 公営企業管理者 水道管路管理センター 12月12日 窓口
改良２９移設１号道路新設工事に伴う配水管移設工事（平田町）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

672 保健福祉部 生活衛生課 12月13日 ＦＡＸ
旅館業営業許可施設一覧
対象：ホテル及び旅館
項目：施設名，所在地，施設電話番号，営業者，許可年月日，客室数

全部公開

673 都市整備部 建築指導課 12月13日 窓口
開発行為に関する軽微な工事計画変更承認書の伺書一式
昭和５９年７月２０日　　第２３号
昭和６２年１２月２５日　第２３号

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

674 都市整備部 建築指導課 12月13日 窓口
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書（様式第１号）
期間は平成２９年１１月２０日～平成２９年１２月１３日
２００平方メートル以上

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

675 下水道部 下水道施設課 12月14日 ＦＡＸ
中須賀第１雨水排水ポンプ場耐震詳細診断調査業務委託
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

676 下水道部 下水道整備課 12月14日 ＦＡＸ
中須賀１・２号汚水幹線工事に伴う地質調査業務委託
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

677 都市整備部 建築指導課 12月14日 窓口
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書（様式第１号）
期間は平成２９年１２月２日～平成２９年１２月１４日
１５０平方メートル以上

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

678 都市整備部 建築指導課 12月14日 窓口
道路の位置の指定申請書
平成１８年　第６８号　一式
平成２８年　第３８号　一式

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

679 消防局 予防課 12月15日 窓口
消防用設備等点検結果報告書（直近資料）７件分

部分公開
第７条第３号ア
第７条第２号本文

680 都市整備部 建築指導課 12月15日 窓口 大規模開発申請書（○○《地名》の排水計画図及び給水平面図） 全部公開
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681 都市整備部 建築指導課 12月15日 窓口

開発行為許可申請書　平成２０年度　第１８号
位置図Ｓ＝１/２５００，現況図，土地利用計画図，丈量図，造成計画平面図，造成計画縦横断面図，構造図及び
排水施設計画平面図
開発行為許可申請書　平成５年度　第７９号
開発区域区域図Ｓ＝１/２５００，現況平面図，土地利用，直角座標法面積計算書４枚，丈量図，造成計画，縦横
断面図，構造図，排水計画，縦断面図２枚，給水計画，道路断面図，排水構造図５枚及び家庭用引込み管詳細図

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

682 消防局 予防課 12月18日 窓口 消防用設備等点検結果報告書（直近資料）８件分 部分公開
第７条第３号ア
第７条第２号本文

683 都市整備部 公園緑地課 12月18日 窓口
松山城本丸防災設備等整備工事（緊急車両用道路）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

684 保健福祉部 生活衛生課 12月18日 窓口
平成２９年１２月１８日時点の美容所，理容所一覧
項目：住所，店名，電話番号，申請者，許可交付日

全部公開

685 都市整備部 建築指導課 12月18日 窓口

１．開発行為許可書　平成１１年　第１０号
２．開発行為許可申請書　平成１０年　第１３３号
土地利用，造成計画，排水計画，許可書，現況平面図，断面図，丈量図，造成計画，横断面図，構造図及び給水計
画

部分公開 第７条第２号本文

686 保健福祉部 生活衛生課 12月19日 郵送

①食品営業許可台帳一覧
新規に営業許可を受けた飲食店で，屋号，営業者名，営業所所在地，営業所電話番号（固定電話のみ），営業許可
番号，営業許可日を示す一覧表（自動販売機及び移動営業を除く固定店舗）
②美容所開設届一覧
美容所で新規に営業許可を受けた者の，屋号，業種，営業所所在地，営業者名，営業所電話番号（固定電話の
み），許可受付日を記した一覧
期間：①②ともに平成２９年１２月４日から同年１２月１８日まで

全部公開

687 公営企業管理者 建設整備課 12月19日 窓口
震対２９工水５号道改１６号工水送水管布設及び上水配水管布設替工事（南吉田町）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

688 公営企業管理者 建設整備課 12月20日 窓口
安全２９復旧６号舗装路面復旧工事（祝谷２ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，施工単価表）

全部公開
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689 都市整備部 道路管理課 12月20日 窓口
○○《地番》（私道）舗装工事
の当初金入り設計書（内訳書，代価表）

全部公開

690 下水道部 下水道整備課 12月20日 窓口

・堀江２号汚水管工事（１７－５）
・山越２号汚水管工事（１７－２）
・内宮汚水管工事（１７－１）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

691 公営企業管理者 建設整備課 12月20日 窓口

・震対２９工水３号送水管布設工事（南吉田町）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ，鋼矢板・切梁腹
起・覆工板・覆工受桁賃料算定表，工事日数算定表，土留部材・覆工板重量計算書，ポンプ運転工計算式の記載が
ある明細書）
・安全２９更新２０号配水管布設替工事（清住１ほか）
・安全２９基幹６号高井神田系２号導水管布設替工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

692 都市整備部 建築指導課 12月21日 窓口
松山市○○《地番》
開発行為許可申請書，丈量図，区画丈量図，造成計画平面断面図，排水計画平面図及び給水計画平面図

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

693 都市整備部 建築指導課 12月21日 窓口
昭和６２年２月１３日付け
開発許可工事完了公告後の開発行為に係る区画割変更届出書　一式

部分公開 第７条第３号ア

694 都市整備部 建築指導課 12月22日 窓口
道路の位置の指定申請書
昭和４５年　第９４号　一式

部分公開 第７条第２号本文

695 都市整備部 建築指導課 12月25日 郵送
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書（様式第１号）
期間は平成２９年１２月１日～平成２９年１２月２２日

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

696 消防局 予防課 12月25日 窓口 消防用設備等点検結果報告書（直近資料）９件分 部分公開
第７条第３号ア
第７条第２号本文
不存在

697 理財部 納税課 12月25日 窓口 平成２３年及び平成２８年の松山市と松山市市税催告センターの委託契約書及び変更契約書 部分公開 第７条第３号ア

698 都市整備部 建築指導課 12月26日 窓口
道路の位置の指定申請書
昭和４４年　第１８７号　一式

部分公開 第７条第２号本文
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699 下水道部 下水道施設課 12月28日 ＦＡＸ
勝岡雨水排水ポンプ場Ｎｏ．３，４雨水ポンプほか改築工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，明細書）及び当初金抜き設計書，特記仕様書の電子データ

全部公開

700 消防局 総務課 12月28日 ＦＡＸ
・旧味生分団山西消防ポンプ蔵置所ほか１施設解体工事
・旧浮穴分団井門消防ポンプ蔵置所解体工事
の金入り設計書（表紙，内訳書）及び当初金抜き設計書，特記仕様書の電子データ

全部公開

701 都市整備部 都市・交通計画課 12月28日 ＦＡＸ
松山市二番町駐車場解体工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書）及び当初金抜き設計書，特記仕様書の電子データ

全部公開

702 理財部 管財課 12月28日 ＦＡＸ
庁舎第二別館跡地駐輪場ほか整備工事
の金入り設計書（表紙，内訳書）及び金抜き設計書，特記仕様書の電子データ

全部公開

703 都市整備部 道路建設課 12月28日 ＦＡＸ

・市道松山外環状道路空港線道路植裁工事（その１）
・市道松山外環状道路空港線道路植裁工事（その２）
・市道松山外環状道路空港線道路植裁工事（その３）
・市道松山外環状道路空港線道路植裁工事（その４）
・余戸北吉田線道路植裁工事（その１）
・余戸北吉田線道路植裁工事（その２）
・市道湯山１０号線工事用道路整備工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び当初金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

704 保健福祉部 生活衛生課 1月4日 ＦＡＸ

平成２９年１２月１日から同月末日までに新規で営業許可を取得した飲食店の一覧表（食品営業許可台帳）
※屋号，営業所所在地，申請者氏名，業態，営業所電話番号，許可年月日及び許可満了日についての資料一覧表
（自動販売機，自動車営業，臨時的営業及び露店，短期又は季節的な営業を除く。）
平成２９年１２月１日から同月末日までに新規で営業許可を取得した美容所の一覧表
・施設名称・施設所在地・電話番号・確認年月日・開設者名
※廃止を除く（ただし，上記期間内に該当施設が存在した場合に限る。）

全部公開

705 総務部 文書法制課 1月4日 ＦＡＸ

松（文）法審第３号　平成２９年１２月２１日付「答申書」に関連し，
（１）平成２９年１１月２日開催された
「第５回松山市文書法制審議会情報公開分科会」の会議録
（２）平成２９年１２月７日開催された
「第６回松山市文書法制審議会情報公開分科会」の会議録
（３）平成２９年１１月１５日に松山市文書法制審議会事務局職員が実施機関（総務部秘書課）において確認した
という実施調査記録
（４）各委員に支払った報酬に係る関係書類一式
（５）２９松（文）第１８３号平成２９年１２月２２日付「審理手続の終結等について（通知）」に係る起案文書
一式
以上５項目

部分公開
一部不存在
第７条第２号本文
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706 保健福祉部 生活衛生課 1月4日 ＦＡＸ

食品衛生法に基づく営業許可施設台帳
【地域】松山市内全域
【対象】飲食店営業（平成２９年１０月１日～同年１２月３１日の新規営業許可）
（ただし，自動販売機，露店及び移動店舗を除く。）
【内容】・屋号　・営業所所在地　・営業所電話番号　・営業者氏名　・許可年月日　・業種詳細

全部公開

707 保健福祉部 生活衛生課 1月5日 ＦＡＸ

食品営業許可台帳について，平成２９年１２月１日から同月末日までの新規に営業許可を受けた飲食店（移動及び
自動販売機を除く。）に係る以下の項目について
・営業者の情報（氏名）
・施設の情報（屋号，施設所在地，施設電話番号）
・新規許可日及び期限

全部公開

708 都市整備部 道路建設課 1月5日 ＦＡＸ 花園町通りの整備後の区画線平面図 全部公開

709 公営企業管理者 建設整備課 1月9日 ＦＡＸ

・安全２９基幹６号高井神田系２号導水管布設替工事
・震対２９工水３号送水管布設工事（南吉田町）
・安全２９更新２０号配水管布設替工事（清住１ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

710 下水道部 下水道整備課 1月9日 窓口
・①桑原７号汚水管工事（１７－３）・（１７５２５）
・②斎院１号汚水管工事（１７－１）
の当初金入り設計書（①は表紙，内訳書，代価表，②は表紙，内訳書，代価表，明細書，単価表，施工単価表）

全部公開

711 公営企業管理者 建設整備課 1月10日 ＦＡＸ

・安全２９更新２０号配水管布設替工事（清住１ほか）
・安全２９基幹６号高井神田系２号導水管布設替工事
・震対２９工水３号送水管布設工事（南吉田町）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

712 保健福祉部 医事薬事課 1月10日 ＦＡＸ 医療法人の事業報告書，貸借対照表，損益計算書（９９件分） 部分公開 第７条第３号ア

713 公営企業管理者 建設整備課 1月10日 窓口
安全２９復旧９号舗装路面復旧工事（南土居町ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，単価表，施工単価表）

全部公開

714 保健福祉部 生活衛生課 1月10日 窓口

飲食店及び美容所
平成２９年１２月９日から平成３０年１月１０日の期間に新規開業した施設について
（１）営業施設について：名称（屋号・商号），カナ，所在地，電話番号，種目及び営業の種類
（２）申請者について：①個人の場合は名称及びカナ②法人の場合は上記①の他，代表者役職名，名称，カナ，申
請者住所及び電話番号
（３）その他：営業許可番号及び有効期間
※移動及び自販機の飲食店を除く。

全部公開
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715 保健福祉部 生活衛生課 1月11日 郵送

①食品営業許可台帳一覧
新規に営業許可を受けた飲食店で，屋号，営業者名，営業所所在地，営業所電話番号（固定電話のみ），営業許可
番号，営業許可日を示す一覧表（自動販売機及び移動営業を除く固定店舗）
②美容所開設届一覧
美容所で新規に営業許可を受けた者の，屋号，業種，営業所所在地，営業者名，営業所電話番号（固定電話の
み），許可受付日を記した一覧
期間：①②ともに平成２９年１２月１９日から平成３０年１月９日まで

全部公開

716 公営企業管理者 水道管路管理センター 1月11日 窓口
震対２９平田配水池給水基地応急給水施設整備工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，単価表）

全部公開

717 公営企業管理者 建設整備課 1月11日 窓口
震対２９工水５号道改１６号工水送水管布設及び上水配水管布設替工事（南吉田町）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，単価表）

全部公開

718 都市整備部 建築指導課 1月12日 郵送
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書（様式第１号）
期間は平成２９年１２月２５日～平成３０年１月１１日

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

719 都市整備部 建築指導課 1月12日 窓口
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書（様式第１号）
期間は平成２９年１２月１５日～平成３０年１月１２日
１５０平方メートル以上

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

720 保健福祉部 生活衛生課 1月12日 ＦＡＸ
食品営業許可業者名簿（対象・飲食業及び喫茶店）
（平成２９年１２月１日から同月末日までに新規営業許可を受けた店舗の屋号，営業者名，営業所所在地，営業所
電話番号及び営業許可日）ただし，自動販売機及び移動営業を除く固定店舗

全部公開

721 都市整備部 建築指導課 1月12日 窓口
法４３条ただし書き許可通路参考書類
平成１２年度　第１５号
敷地・配置図

部分公開 第７条第２号本文

722 下水道部 下水道整備課 1月15日 ＦＡＸ

・堀江２号汚水管工事（１７－３）
・堀江２号汚水管工事（１７－５）
の金入り設計書（表紙，内訳書，明細書，代価表，土留賃料計算表，土留支保工材の賃料計算表）及び当初金抜き
設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開
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723 公営企業管理者 建設整備課 1月15日 窓口
・簡水２９中島簡水遠隔監視装置設置工事
・安全２９三津配水池電気設備設置工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，明細書）

全部公開

724 公営企業管理者 浄水管理センター 1月15日 窓口

①施設２９更新１１号道添水源地ほか流量計更新工事
②施設２９更新１号東部１水圧調整局ほか設備更新工事
③施設２９更新９号市坪水源地ほか動力盤等更新工事
④施設２９更新２号市之井手浄水場無停電電源装置取替工事
⑤施設２９更新１３号古水門水源地ほか遠隔監視制御装置更新工事
⑥施設２９更新３号かきつばた浄水場無停電電源装置取替工事
⑦施設２９更新２０号垣生浄水場水質計器更新工事
⑧施設２９更新１０号宮前第１水源地ほか取水ポンプ等更新工事
⑨施設２９更新４号市之井手浄水場送水流量計更新工事
⑩施設２９更新５号湧ヶ渕配水池ほか流量計等更新工事
の金入り設計書（①～⑦，⑨，⑩は表紙，内訳書，明細書　⑧は表紙，明細書，代価表）

全部公開

725 下水道部 下水道施設課 1月15日 窓口

・保免第２中継ポンプ場Ｎｏ．３主ポンプ電気設備工事
・北条浄化センター重力濃縮機更新工事
・保免第２中継ポンプ場Ｎｏ．３主ポンプ機械設備工事
・清水汚水中継ポンプ場自家発電設備工事
・中央浄化センター１，２系送風機機械設備更新工事
・中央浄化センター１，２系送風機電気設備更新工事
・中央浄化センターＮｏ．２自家発電設備更新工事
・勝岡雨水排水ポンプ場Ｎｏ．３，４雨水ポンプほか改築工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，明細書）

全部公開

726 下水道部 下水道サービス課 1月15日 窓口

・公共下水道管渠耐震化工事（その１４）
・公共下水道管渠長寿命化対策工事（その８）
・公共下水道管渠耐震化工事（その１５）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

727 下水道部 河川水路課 1月15日 窓口
上野町下水排水路改良工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

728 保健福祉部 生活衛生課 1月17日 ＦＡＸ

飲食店営業許可事業者名簿（ただし，事業者食堂，自動販売機，露店及び自動車を除く。）で平成２９年１０月１
日から同年１２月３１日までに新規で営業許可を得たもの
項目　①営業店名　②営業所在地　③申請者氏名　④申請者が法人の場合，法人所在地　⑤法人代表者名　⑥店舗
電話番号　⑦交付（許可）番号　⑧交付（許可）年月日　⑨営業店名カナ
理容所・美容所・旅館・クリーニング台帳で平成２９年１０月１日から同年１２月３１日までに新規で営業許可を
得たもの
項目　①営業所名称　②営業所所在地　③申請者氏名　④申請者が法人の場合，法人所在地　⑤法人代表者名　⑥
店舗電話番号　⑦交付（許可）番号　⑧交付（許可）年月日　⑨営業所名カナ

全部公開
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729 保健福祉部 医事薬事課 1月18日 ＦＡＸ
平成３０年１月１８日現在の松山市保健所管内の高度管理医療機器等販売業又は貸与業，薬局，医薬品店舗販売業
許可を有する者の許可内容のうち，下記の項目
公開内容：①許可番号，②許可期限，③申請者氏名，④店舗の名称，⑤店舗の所在地

全部公開

730 都市整備部 建築指導課 1月19日 窓口
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書（様式第１号）
期間は平成２９年１２月１４日～平成３０年１月１９日
２００平方メートル以上

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

731 消防局 予防課 1月19日 窓口 建物の消防用設備等点検結果報告書（直近資料）１０件分 部分公開
第７条第３号ア
第７条第２号本文

732 保健福祉部 生活衛生課 1月22日 郵送

①食品営業許可台帳一覧
新規に営業許可を受けた飲食店で，屋号，営業者名，営業所所在地，営業所電話番号（固定電話のみ），営業許可
番号，営業許可日を示す一覧表（自動販売機及び移動営業を除く固定店舗）
②美容所開設届一覧
美容所で新規に営業許可を受けた者の，屋号，業種，営業所所在地，営業者名，営業所電話番号（固定電話の
み），許可受付日を記した一覧
期間：①②ともに平成３０年１月１０日から平成３０年１月２１日まで

全部公開

733 公営企業管理者 建設整備課 1月22日 ＦＡＸ
整備２９道改８号配水管布設替工事（萱町６ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，諸経費計算確認書，明細書，単価表，施工単価表）

全部公開

734 総務部 秘書課 1月22日 窓口

松山市○○との意見交換会について
（１）平成２９年５月２日付け２９松（秘）第１号及び平成２９年６月９日付け２９松（秘）第１－２号で公開さ
れた以外の松山市が保有する行政情報
（２）平成２９年５月３１日開催分の資料一式

部分公開
一部不存在
第７条第２号本文

735 都市整備部 建築指導課 1月22日 窓口
道路の位置の指定申請書
昭和３２年第２９号
計画図面

部分公開 第７条第２号本文

736 保健福祉部 介護保険課 1月23日 窓口 介護施設が提出した事故報告書のうち平成２９年１月１日から１２月３１日までの死亡事案 部分公開 第７条第２号本文

737 都市整備部 建築指導課 1月23日 窓口
平成５年度　第７９号
開発行為に関する工事の検査済証中の開発区域区域図，土地利用，造成計画，排水計画，給水計画

全部公開

738 理財部 納税課 1月24日 窓口 「地方税の徴収対策の一層の推進について」の市の通知文書一式 不存在 不存在
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739 下水道部 河川水路課 1月24日 ＦＡＸ
・居相５丁目排水路改良工事（土木・機械）
・北井門４丁目下水排水路改良工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

740 都市整備部 道路建設課 1月24日 ＦＡＸ

・北条辻下難波線道路改良工事（その４）
・市道和気５４号線歩道整備工事（その３）
・市道石井８２号線道路整備工事（その２）
・市道石井４１２号線道路新設工事（その２）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，代価表）

全部公開

741 都市整備部 道路管理課 1月24日 ＦＡＸ
竹之下橋橋梁補修工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

742 下水道部 下水道サービス課 1月24日 ＦＡＸ
和泉ポンプ場撤去に伴う護岸復旧工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，代価表）

全部公開

743 下水道部 下水道整備課 1月24日 ＦＡＸ

①山西６号汚水管工事（１７６０１）
②石井７号汚水管工事（１７５１７）
③石井１１号汚水管工事（１７－１）
④中央４号汚水管工事（１７－１）
の当初金入り設計書（①③④は表紙，内訳書，代価表，明細書，単価表，施工単価表，②は表紙，内訳書，代価
表）

全部公開

744 都市整備部 都市・交通計画課 1月24日 窓口 松山市立地適正化計画（平成２９年３月）の誘導区域図（全２７図郭） 全部公開

745 環境部 廃棄物対策課 1月24日 窓口
松山市○○《地番》の不法投棄事案に関する記録
（平成２７年９月，１０月）

部分公開

第７条第２号本文
第７条第３号ア
第７条第７号ア
第７条第７号カ

746 都市整備部 道路管理課 1月25日 窓口
○○《地番》（私道）舗装工事
の当初金入り設計書（内訳書，代価表）

全部公開

747 下水道部 下水道整備課 1月25日 窓口
山西３号汚水管工事（１７－３）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，明細書，単価表，施工単価表）

全部公開
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748 都市整備部 道路建設課 1月25日 窓口

・北条辻下難波線道路改良工事（その４）
・市道石井４９４号線道路新設工事（その１）
・市道桑原１０５号線道路新設工事（その３）
・市道石井４１２号線道路新設工事（その２）
・市道和気５４号線道路新設工事（その３）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，代価表）

全部公開

749 下水道部 下水道サービス課 1月25日 窓口
松山市○○《地番》
○○《法人名》に係る
下水道法の特定施設に関する届出書

部分公開 第７条第３号ア

750 環境部 環境指導課 1月25日 窓口
松山市○○《地番》
○○《法人名》に係る
水質汚濁防止法の特定施設設置届出書

部分公開 第７条第３号ア

751 都市整備部 建築指導課 1月25日 窓口
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書（様式第１号）
期間は平成３０年１月１３日～平成３０年１月２５日
１５０平方メートル以上

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

752 都市整備部 建築指導課 1月26日 窓口
道路の位置の指定申請書
昭和４４年第５１号

部分公開 第７条第２号本文

753 下水道部 下水道整備課 1月29日 窓口
山西２号汚水管工事（１６－１）
の変更金入り設計書（表紙，本工事費内訳書〈土木〉，Ｃ代価表，本工事費内訳書〈水道〉）

全部公開

754 保健福祉部 医事薬事課 1月30日 ＦＡＸ 平成３０年１月３０日現在の歯科診療所及び歯科技工所の開設届一覧（施設名，住所，開設日，開設者名） 全部公開

755 下水道部 下水道整備課 1月30日 ＦＡＸ
中単－１７１０５汚水管工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，明細書，代価表）及び当初金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

756 保健福祉部 生活衛生課 1月30日 ＦＡＸ

平成２９年８月１日から同年１２月３１日の間で飲食店営業の新規許可を受けている全店舗
（移動，簡易営業所等を含む提供可能な情報全て）の屋号，営業所所在地，営業者氏名，営業所電話番号，業種，
初回許可年月日，許可満了日，許可番号及び許可開始日
（法人については本社所在地，申請者電話番号及び代表者氏名についての資料一覧）

全部公開

757 公営企業管理者 浄水管理センター 1月31日 窓口

・施設２９更新４号市之井手浄水場送水流量計更新工事
・施設２９更新５号湧ヶ渕配水池ほか流量計等更新工事
・施設２９更新１１号道添水源地ほか流量計更新工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，明細書）

全部公開
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758 公営企業管理者 建設整備課 1月31日 窓口

・安全２９更新６号管網２号配水管布設及び布設替工事（北斎院町）
・安全２９基幹４号高井神田系３号導水管布設替工事
・安全２９基幹９号かきつばた系１号導水管布設替工事
・安全２９基幹１０号かきつばた系１号導水管布設替工事
・安全２９更新１６号配水管布設替工事（北梅本町）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

759 下水道部 河川水路課 1月31日 窓口
・堀江雨水管工事（その２）
・堀江雨水管工事（その３）
の当初金入り設計書（表紙，内訳表，代価表）

全部公開

760 下水道部 下水道サービス課 2月1日 ＦＡＸ
・平成２９年１２月２２日に開催された松山市下水道排水設備工事指定工事店処分審査会の議事録
・下水道排水設備工事指定工事店の指定の効力停止処分決定の起案文書及び処分通知書

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

761 総務部 秘書課 2月1日 ＦＡＸ 平成３０年１月９日開催分の松山市○○との意見交換会の資料一式 部分公開 第７条第２号本文

762 保健福祉部 高齢福祉課 2月1日 ＦＡＸ
松山市にある有料老人ホームの重要事項説明書
８件

部分公開 第７条第２号本文

763 保健福祉部 生活衛生課 2月1日 ＦＡＸ

食品営業許可台帳について，平成３０年１月１日から同月末日までの新規に営業許可を受けた飲食店（移動及び自
動販売機を除く。）に係る以下の項目について
・営業者の情報（氏名）
・施設の情報（屋号，施設所在地，施設電話番号）
・新規許可日及び期限

全部公開

764 保健福祉部 生活衛生課 2月1日 ＦＡＸ

平成３０年１月１日から同月末日までに新規で営業許可を取得した飲食店の一覧表（食品営業許可台帳）
※屋号，営業所所在地，申請者氏名，業態，営業所電話番号，許可年月日及び許可満了日についての資料一覧表
（自動販売機，自動車営業，臨時的営業，露店及び短期又は季節的な営業を除く。）
平成３０年１月１日から同月末日までに新規で営業許可を取得した美容所の一覧表
※施設名称，施設所在地，電話番号，確認年月日，開設者名
（廃止を除く。ただし，上記期間内に該当施設が存在した場合に限る。）

全部公開

765 都市整備部 建築指導課 2月2日 郵送
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書（様式第１号）
期間は平成３０年１月１２日～平成３０年１月３１日

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

766 都市整備部 建築指導課 2月2日 窓口 道路の位置の指定申請書　昭和２６年　第１号　一式 部分公開 第７条第２号本文
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767 保健福祉部 生活衛生課 2月2日 窓口

飲食店及び理美容所
平成３０年１月１１日から同年２月２日の期間に新規開業した施設について
（１）営業施設について：名称（屋号・商号），カナ，所在地，電話番号，種目及び営業の種類
（２）申請者について：①個人の場合は名称及びカナ②法人の場合は上記①の他，代表者役職名，名称，カナ，申
請者住所及び電話番号
（３）その他：営業許可番号及び有効期間
※移動及び自販機の飲食店を除く。

全部公開

768 都市整備部 建築指導課 2月2日 窓口

平成６年度開発許可申請書
平成６年度　第８７号のうち，開発区域位置図No.１１，開発区域位置図No.７５，連たん図，現況平面図，土地利
用計画図，丈量図，造成計画平面図，造成計画縦横断面図，建物配置図，排水施設計画平面図，吐口詳細図，管渠
工，集水桝２面及び造成図３面

部分公開
第７条第２号
第７条第３号ア

769 都市整備部 都市デザイン課 2月5日 郵送
新築建物の付定日付のある住居表示台帳
請求期間：平成２９年９月１日から同年１２月３１日までに付定されたもの

全部公開

770 保健福祉部 生活衛生課 2月5日 郵送

①食品営業許可台帳一覧
新規に営業許可を受けた飲食店で，屋号，営業者名，営業所所在地，営業所電話番号（固定電話のみ），営業許可
番号，営業許可日を示す一覧表（自動販売機及び移動営業を除く固定店舗）
②美容所開設届一覧
美容所で新規に営業許可を受けた者の，屋号，業種，営業所所在地，営業者名，営業所電話番号（固定電話の
み），許可受付日を記した一覧
期間：①②ともに平成３０年１月２２日から平成３０年２月４日まで

全部公開

771 保健福祉部 国保・年金課 2月5日 窓口 松山市国民健康保険料徴収嘱託員の勤務に関する内規 全部公開

772 理財部 納税課 2月5日 窓口 松山市市税納付推進員の勤務に関する運用基準 全部公開

773 理財部 管財課 2月5日 窓口 市役所本庁の宿直日報書式 全部公開

774 市民部 市民課 2月5日 窓口 北条支所の宿直日報書式 全部公開

775 都市整備部 建築指導課 2月5日 窓口 道路の位置指定申請書（昭和４０年第６１号） 部分公開 ７条第３号ア

776 総合政策部 スポーツ振興課 2月5日 ＦＡＸ
平成２６年度から２８年度までの別府第一市民運動公園，別府第二市民運動広場，拓川市民運動広場，空港東第四
公園テニスコート，湯月公園テニスコート指定管理者事業報告書及び収支決算書

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア
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777 都市整備部 道路建設課 2月5日 窓口
市道和気５４号線歩道整備工事（その３）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，代価表）

全部公開

778 保健福祉部 生活衛生課 2月5日 ＦＡＸ
食品営業許可業者名簿（対象・飲食業及び喫茶店）
（平成３０年１月１日から同月末日までに新規営業許可を受けた店舗の屋号，営業者名，営業所所在地，営業所電
話番号及び営業許可日）ただし，自動販売機及び移動営業を除く固定店舗

全部公開

779 公営企業管理者 建設整備課 2月6日 窓口
・安全２８基幹１０号更新４２号送配水管布設替及び推進工事（西長戸町）
・震対２８工水１号送水管布設及び推進工事（余戸南３ほか）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，明細書，代価表）

全部公開

780 保健福祉部 生活衛生課 2月6日 ＦＡＸ

松山市内全ての食品営業許可施設一覧
平成２９年８月１日から平成３０年１月３１日の間に新規で許可を受けた施設全て
業種：全業種
項目：営業所名，営業所住所，営業所電話番号，申請者名（申請者が法人の場合は，法人住所，法人電話番号及び
法人代表者名），許可日，許可満了日，業種及び種別
※既に廃業している施設は除く。

全部公開

781 下水道部 下水道施設課 2月6日 窓口
中央浄化センター１，２系送風機機械設備更新工事
の金入り設計書（表紙，内訳書，明細書）

全部公開

782 下水道部 下水道施設課 2月7日 窓口
・西部浄化センター水処理施設土木工事
・堀江第１雨水排水ポンプ場土木建築工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，明細書，代価表）

全部公開

783 都市整備部 道路管理課 2月7日 窓口
松山市○○《地番》
平成１０年３月２６日
境界確認書　平面図及び断面図

全部公開

784 理財部 管財課 2月7日 窓口
境界確認書　松局建設第１０１４０号（Ｈ１０．４．３）　松山市○○《地番》
（表紙，平面図，断面図）

部分公開 第７条第２号本文

785 都市整備部 建築指導課 2月7日 窓口

開発許可申請書　昭和５５年度　第１１９号うち
開発区域位置図，開発区域区域図，縦断面図，標準横断面図，平面図，現況断面図，家庭用汚水桝図面，構造図，
現況平面図断面図，土地利用計画平面図，丈量図，造成計画平面図，横断面図，給排水計画平面図，道路断面図，
埋設物断面図，構造図及び平面配置図

部分公開 第７条第２号本文
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786 公営企業管理者 水道管路管理センター 2月7日 窓口
改良２９移設１号道路新設工事に伴う配水管移設工事(平田町）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，単価表）

全部公開

787 公営企業管理者 建設整備課 2月7日 窓口

・震対２９工水３号送水管布設工事（南吉田町）
・安全２９更新２０号配水管布設替工事（清住１ほか）
・安全２９基幹６号高井神田系２号導水管布設替工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，明細書，単価表）

全部公開

788 都市整備部 建築指導課 2月7日 窓口
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書（様式第１号）
期間は平成３０年１月２６日～平成３０年２月７日
１５０平方メートル以上

部分公開
７条第２号
７条第３号ア

789 公営企業管理者 建設整備課 2月8日 窓口

・安全２９更新２９号配水管布設替工事(下難波）
・安全２９基幹１５号かきつばた高井神田導水管布設替工事
・安全２９基幹８号かきつばた高井神田導水管布設替及び推進工事
・安全２９更新２３号配水管布設替工事（南町２ほか）
の当初金入り設計書(表紙，本工事費内訳書，諸経費計算確認書，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ)

全部公開

790 保健福祉部 医事薬事課 2月9日 ＦＡＸ
医療法人の事業報告書，貸借対照表，損益計算書（１７件分）

全部公開

791 都市整備部 建築指導課 2月13日 窓口 開発行為許可申請書（平成１９年度　第１５７号）のうち公共施設管理者の同意書及び排水計画平面図 部分公開 第７条第３号ア

792 都市整備部 空港港湾課 2月13日 ＦＡＸ
堀江港長寿命化対策工事（その１）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，明細書，代価表，数量表）

全部公開

793 公営企業管理者 建設整備課 2月14日 ＦＡＸ

・安全２９更新１６号配水管布設替工事（北梅本町）
・安全２９基幹４号高井神田系３号導水管布設替工事
・安全２９基幹９号かきつばた系１号導水管布設替工事
・安全２９基幹１０号かきつばた系１号導水管布設替工事
・安全２９更新６号管網２号配水管布設及び布設替工事（北斎院町）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

794 消防局 予防課 2月15日 窓口 株式会社○○の特定液化石油ガス設備工事事業者台帳 部分公開 第７条第２号本文
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795 都市整備部 建築指導課 2月15日 窓口 道路の位置の指定申請書　（昭和４４年　第１３号）のうち１枚目及び３枚目（図面） 部分公開 第７条第３号ア

796 都市整備部 建築指導課 2月15日 窓口
道路指定申請書　指定道路丈量図
（Ｓ４２，５４号）

全部公開

797 都市整備部 建築指導課 2月16日 窓口 道路の位置の指定申請書（昭和４８年第６５号）のうち丈量図及び排水計画図 全部公開

798 保健福祉部 生活衛生課 2月19日 郵送

①食品営業許可台帳一覧
新規に営業許可を受けた飲食店で，屋号，営業者名，営業所所在地，営業所電話番号（固定電話のみ），営業許可
番号，営業許可日を示す一覧表（自動販売機及び移動営業を除く固定店舗）
②美容所開設届一覧
美容所で新規に営業許可を受けた者の，屋号，業種，営業所所在地，営業者名，営業所電話番号（固定電話の
み），許可受付日を記した一覧
期間：①②ともに平成３０年２月５日から平成３０年２月１８日まで

全部公開

799 都市整備部 用地課 2月19日 郵送 松山市○○《地番》の土地について「筆界未定」となる判断に至った根拠及び経過が分かる資料一式 部分公開
第７条第２号
第７条第３号ア

800 保健福祉部 生活衛生課 2月19日 窓口
食品営業許可台帳について，現在営業中である豆腐製造業（移動，自動販売機を除く。）に係る以下の項目
※営業者情報（氏名），新規許可日及び期限，施設の情報（屋号，施設所在地及び施設電話番号）

全部公開

801 保健福祉部 生活衛生課 2月19日 窓口

飲食店及び理美容
平成３０年２月２日から平成３０年２月１９日の期間に新規開業した施設について
（１）営業施設について：名称（屋号・商号），カナ，所在地，電話番号，種目及び営業の種類
（２）申請者について：①個人の場合は名称及びカナ②法人の場合は上記①の他，代表者役職名，名称，カナ，申
請者住所及び電話番号
（３）その他：営業許可番号及び有効期間
※移動及び自販機の飲食店を除く。

全部公開

802 都市整備部 道路建設課 2月19日 窓口
・来住余戸線道路植栽工事（上り線）
・来住余戸線道路植栽工事（下り線）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

803 公営企業管理者 建設整備課 2月19日 ＦＡＸ

・安全２９更新２３号配水管布設替工事（南町２ほか）
・安全２９基幹１５号かきつばた高井神田導水管布設替工事
・安全２９更新２９号配水管布設替工事（下難波）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，明細書，単価表）

全部公開
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804 下水道部 下水道整備課 2月20日 窓口
北単－１８００１舗装復旧工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

805 保健福祉部 介護保険課 2月20日 窓口
平成２９年度愛媛銀行寄附講座
聖カタリナ大学公開講座
「風早の塾」に関する文書（依頼文書）

部分公開
第７条第３号ア
第７条第２号本文

806 都市整備部 道路建設課 2月20日 窓口
市道松山環状線北部バリアフリー整備事業（その３）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

807 都市整備部 空港港湾課 2月20日 窓口
神ノ浦漁港離岸堤新設工事（農山漁村地域整備交付金事業）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

808 公営企業管理者 建設整備課 2月20日 窓口

・安全２９基幹１３号更新２８号導配水管布設替及び推進工事（庄ほか）
・安全２９更新２４号管網８号配水管布設及び布設替工事（余戸南１ほか）
・整備２９道改５号配水管布設替工事（古川北１ほか）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

809 都市整備部 建築指導課 2月20日 窓口
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書（様式１号）
期間は平成３０年２月８日～平成３０年２月２０日
１５０平方メートル以上のもの

部分公開
第７条第２号
第７条第３号ア

810 都市整備部 道路管理課 2月21日 ＦＡＸ

・若宮橋橋梁補修工事
・竹之下橋橋梁補修工事
・中村橋橋梁補修工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）及び当初金抜き設計書，数量集計表，特記仕様書の電子データ

全部公開

811 理財部 管財課 2月21日 窓口
法定外公共物使用許可　許可番号　２４３５　○○《地番》
申請書類一式　（表紙，平面図，断面図）

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

812 都市整備部 建築指導課 2月21日 窓口
「建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律」に基づく届出書（様式第１号）。
期間は平成３０年１月２２日～平成３０年２月２１日工事対象床面積の合計２００平方メートル以上のもの

部分公開
第７条第２号
第７条第３号ア

813 都市整備部 建築指導課 2月22日 窓口

開発許可申請書（平成１６年度　第１３７号）のうち
現況平面図，松山市上水道管理図，土地利用計画図，地積測量図，造成計画平面図，造成計画縦横断面図，擁壁断
面詳細図，排水計画平面図，給水計画平面図，排水断面詳細図，家庭雨水桝（丸型２号），桝用鉄蓋詳細図（Ｔ－
６）及び図示

部分公開 第７条第２号
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814 下水道部 下水道整備課 2月22日 窓口
山西３号汚水管工事（１７－１）
の変更金入り設計書（表紙，内訳書，明細書，代価表）

全部公開

815 都市整備部 建築指導課 2月23日 郵送
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書（様式第１号）
期間は平成３０年２月１日～平成３０年２月２３日

部分公開
第７条第２号
第７条第３号ア

816 総務部 文書法制課 2月23日 ＦＡＸ
平成２９年１１月以降に発出された下記の「町又は字の名称や区域等の変更」に関する告示
・地方自治法第２６０条の規定により発出された告示
・地方自治法第９条の５の規定により発出された告示

全部公開

817 下水道部 下水道整備課 2月26日 ＦＡＸ
・桑原６号汚水管工事（１７－１）
・内宮汚水幹線工事（その２）
の変更金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，明細書）

全部公開

818 公営企業管理者 建設整備課 2月26日 窓口
安全２８基幹８号竹原送水管布設替及びシールド工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

819 理財部 管財課 2月27日 窓口
法定外公共物使用許可
平成９年６月１６日付　○○《地番》のうち平面図，断面図，構造図（配筋図）

部分公開 第７条第２号本文

820 下水道部 河川水路課 2月27日 ＦＡＸ
・堀江雨水管工事（その２）
・堀江雨水管工事（その３）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量計算書）

全部公開

821 下水道部 下水道整備課 2月27日 ＦＡＸ
山西１号汚水管工事（１７－１）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，明細書，単価表，施工単価表，数量計算書）

全部公開

822 公営企業管理者 建設整備課 2月27日 ＦＡＸ
・安全２９基幹８号かきつばた高井神田導水管布設替及び推進工事
・安全２９基幹１３号更新２８号導配水管布設替及び推進工事（庄ほか）
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量計算書）

全部公開

823 都市整備部 建築指導課 2月28日 窓口
道路の位置の指定申請書（平成１７年第４９号）のうち
土地利用計画図，丈量図，造成計画平面図，現況平面図，排水計画平面図，境界確定書一式，平面図横断面図，道
路の位置の指定申請書

部分公開
第７条第２号本文
第７条第３号ア

824 保健福祉部 生活衛生課 2月28日 窓口
平成３０年２月２８日時点の美容所・理容所一覧
住所，店名，電話番号，申請者，許可交付日

全部公開
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825 下水道部 下水道サービス課 2月28日 ＦＡＸ
公共下水道管渠耐震化工事（その１５）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

826 保健福祉部 生活衛生課 3月1日 ＦＡＸ

食品営業許可台帳について，平成３０年２月１日から同月末日までの新規に営業許可を受けた飲食店（移動及び自
動販売機を除く。）に係る以下の項目について
・営業者の情報（氏名）
・施設の情報（屋号，施設所在地，施設電話番号）
・新規許可日及び期限

全部公開

827 保健福祉部 生活衛生課 3月1日 ＦＡＸ

平成３０年２月１日から同月末日までに新規で営業許可を取得した飲食店の一覧表（食品営業許可台帳）
※屋号，営業所所在地，申請者氏名，業態，営業所電話番号，許可年月日及び許可満了日についての資料一覧表
（自動販売機，自動車営業，臨時的営業，露店及び短期又は季節的な営業，既に廃業届を提出したものを除く。）
平成３０年２月１日から同月末日までに新規で営業許可を取得した美容所の一覧表
※施設名称，施設所在地，電話番号，確認年月日，開設者名
（廃止を除く。ただし，上記期間内に該当施設が存在した場合に限る。）

全部公開

828 下水道部 下水道整備課 3月1日 窓口
北単－１８００１舗装復旧工事
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

829 都市整備部 道路管理課 3月1日 窓口
三番町８丁目外（市道松山駅前竹原線）舗装補修工事
の当初金入り設計書（内訳書，代価表）

全部公開

830 都市整備部 道路建設課 3月1日 窓口
市道松山環状線北部バリアフリー整備工事（その３）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

831 都市整備部 建築指導課 3月2日 窓口
昭和６０年度　宅造許可申請書８号
構造図

全部公開

832 保健福祉部 生活衛生課 3月5日 郵送

①食品営業許可台帳一覧
新規に営業許可を受けた飲食店で，屋号・営業者名・営業所所在地・営業所電話番号（固定電話のみ）・営業許可
番号・営業許可日を示す一覧表。ただし，自動販売機・移動営業を除く固定店舗。
②美容所開設届一覧
美容所で新規に営業許可を受けた者の，屋号・業種・営業所所在地・営業者名・営業所電話番号（固定電話の
み），許可受付日を記した一覧
期間①②ともに平成３０年２月１９日から同年３月４日まで

全部公開

833 下水道部 河川水路課 3月5日 ＦＡＸ
・余戸南２丁目排水路改良工事（その３）
・北井門４丁目下水排水路改良工事
に関する当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量計算書）

全部公開
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834 都市整備部 道路建設課 3月5日 ＦＡＸ
・市道潮見１３４号線道路新設工事（その１）
・市道石井８２号線道路整備工事（その２）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量計算書）

全部公開

835 下水道部 下水道整備課 3月5日 ＦＡＸ

・西単－１７６０８汚水雨水管工事
・山西１号汚水管工事（１７－２）
・山西１号汚水管工事（１７－３）
・山西３号汚水管工事（１７－２）
・山西３号汚水管工事（１７－３）
・山西３号汚水管工事（１７－４）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，明細書，単価表，施工単価表，数量集計書）

全部公開

836 都市整備部 道路管理課 3月5日 ＦＡＸ
道路境界確認協議書の表紙，平面図，断面図，求積図（地積測量図）
松山市○○《地番》

部分公開 第７条第３号ア

837 下水道部 河川水路課 3月6日 窓口

・上野町下水排水路改良工事
・堀江雨水管工事（その２）
・堀江雨水管工事（その３）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

838 下水道部 下水道サービス課 3月6日 窓口

・公共下水道管渠耐震化工事（その１４）
・公共下水道管渠長寿命化対策工事（その８）
・公共下水道管渠耐震化工事（その１５）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

839 下水道部 下水道整備課 3月6日 窓口

①中単－１７５２００汚水雨水桝工事
②中単－１７５２１５雨水桝工事
③中単－１７５０７２汚水雨水桝工事
④山西４号汚水管工事（１７６０５９）
⑤桑原３号汚水管工事（１７５１１９）
⑥山西１号汚水管工事（１７－１）
⑦内宮汚水管工事（汚水管工事（１７－１）
⑧内宮汚水幹線工事（１７－１）
⑨山西３号汚水管工事（１７－２）
⑩富久１号汚水管工事（１７６０６３）・東垣生１号汚水管工事（１７６０７１）
⑪西単－１７００２汚水雨水管工事
⑫山西１号汚水管工事（１７－３）
⑬山西３号汚水管工事（１７－３）
⑭山西３号汚水管工事（１７－４）
⑮桑原７号汚水管工事（１７－３）・（１７５２５）
⑯桑原１号汚水管工事（１７－３）
⑰久米２号汚水管工事（１７－１）
⑱中央４号汚水管工事（１７－１）
⑲石井１１号汚水管工事（１７－１）
⑳西単－１８００１汚水雨水管工事
の当初金入り設計書（①②③④⑤⑧⑨⑩⑪⑫⑮⑯⑳は表紙，内訳書代価表，⑥⑦⑬⑭⑰⑱⑲は表紙，内訳書，代価
表，明細書，単価表，施工単価表）

全部公開
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840 保健福祉部 生活衛生課 3月6日 ＦＡＸ

松山市下の食品営業許可施設（特殊業態（移動，臨時，露店，自動車，自動販売機）を除く。）の全業種リスト
（平成２９年１１月１日から平成３０年３月６日までのもの）
屋号，営業所所在地，営業者氏名（法人にあっては法人名のみ），営業所の電話番号，営業者住所（法人のみ），
営業者の電話番号（法人のみ），営業の種類，許可年月日，許可満了日及び許可番号

全部公開

841 保健福祉部 生活衛生課 3月6日 窓口

飲食店及び理美容
平成３０年２月２０日から同年３月６日の期間に新規開業した施設について
（１）営業施設について：名称（屋号・商号），カナ，所在地，電話番号，種目及び営業の種類
（２）申請者について：①個人の場合は名称及びカナ②法人の場合は上記①の他，代表者役職名，名称，カナ，申
請者住所及び電話番号
（３）その他：営業許可番号及び有効期間
※移動及び自販機の飲食店を除く。

全部公開

842 下水道部 下水道整備課 3月7日 窓口

・堀江２号汚水管工事（１７－４）
・山西３号汚水管工事（１７６１３）
・山西３号汚水管工事（１７－３）
・堀江２号汚水管工事（１７－３）
・北単－１７７０２３汚水雨水桝工事
・山越２号汚水管工事（１７６０９０）（変更含む。）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，明細書，単価表，施工単価表）

全部公開

843 都市整備部 道路建設課 3月7日 窓口
市道潮見１３４号線道路新設工事（その１）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

844 理財部 管財課 3月7日 窓口
本庁の宿直職員に対し，窓口対応の聞き取り調査を行ったもの
窓口対応した時間が分かるもの

不存在 不存在

845 市民部 市民課 3月7日 窓口 北条支所の宿直職員に対し，窓口対応の聞き取り調査を行ったもの及び窓口対応した時間が分かるもの 部分公開 第７条第２号

846 産業経済部 観光・国際交流課 3月8日 窓口
松山市職員○○《個人名》と○○《個人名》に関する平成２３年度の（１）旅行命令書（２）旅費が分かる書類
（３）出張の内容が分かる書類

全部公開

847 下水道部 下水道整備課 3月8日 窓口
山西１号汚水管工事（１７－２）
の当初金入り設計書(表紙､内訳書､代価表)

全部公開

848 保健福祉部 医事薬事課 3月9日 ＦＡＸ 医療法人の事業報告書，貸借対照表，損益計算書（５件） 全部公開

849 保健福祉部 医事薬事課 3月9日 ＦＡＸ
決算期間がH２７年４月からH２８年３月末までの医療法人の事業報告書，財産目録，貸借対照表及び損益計算書
（３２件分）

全部公開

96 ページ



No. 部局名 主管課名 請求日 請求方法 請求された行政情報の件名及び内容 公開区分 適用条項等

850 都市整備部 建築指導課 3月9日 窓口
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書（様式１号）
期間は平成３０年２月２１日～平成３０年３月９日
１５０平方メートル以上

部分公開
第７条第２号
第７条第３号ア

851 都市整備部 道路建設課 3月12日 窓口
市道松山環状線北部バリアフリー整備工事（その３）
の当初金入り設計書（表紙､内訳書，代価表）

全部公開

852 理財部 管財課 3月12日 窓口 境界確認書松山市○○《地番》のうち平面図，断面図 部分公開 第７条第２号

853 保健福祉部 医事薬事課 3月13日 窓口 ○○《法人名》の貸借対照表，損益計算書（平成２７年度，２８年度，２９年度分） 全部公開

854 総務部 人事課 3月13日 窓口
松山市職員の内，現業職員の過半数の労働者を代表とする者との労使協定の締結に係わる文書（３６協定ならびに
一箇月単位及び一年単位の変形労働時間制を規定した最新のもの。）ならびに松山市が作成した現業職員を対象と
した就業規則又は就業規則と同等又はこれに代わる同効力を持つ文書（最新のもの）

部分公開 一部不存在

855 市民部 市民課 3月13日 窓口
松山市北条支所庁舎当直要領　第６条に基づく月額報酬額（日額含む。）の決定に係わる経緯含めた一連の文書類
ならびに第６条以外に報酬に加算して支払われている各種手当て類等の名称と金額の決定方法等に係わる経緯含め
た一連の文書類

全部公開

856 理財部 管財課 3月13日 窓口
松山市庁舎当直要領　第６条に基づく月額報酬額（日額含む。）の決定に係わる経緯含めた一連の文書類ならびに
第６条以外に報酬に加算して支払われている各種手当て類等の名称と金額の決定方法等に係わる経緯含めた一連の
文書類

全部公開

857 理財部 納税課 3月13日 窓口
松山市市税納付推進員の勤務に関する運用基準　第８条の報酬の種類にて規定されている（１）～（４）につい
て，それぞれの報酬や単価等の決定に係わる経緯含めた一連の文書類

部分公開 第７条第５号

858 保健福祉部 国保・年金課 3月13日 窓口
松山市国民健康保険料徴収嘱託員の勤務に関する内規　第７条の報酬の種類にて規定されている（１）～（５）に
ついて，別表１～６によりそれぞれの報酬や単価等の決定に係わる経緯を含めた一連の文書類ならびに第１１条２
の１日１回のみ及び第１２条ただし書きを規定した経緯含めた一連の文書類

部分公開
第７条第２号
第７条第５号

859 都市整備部 建築指導課 3月14日 郵送
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書（様式第１号）
期間は平成３０年２月２６日～平成３０年３月１２日

部分公開
第７条第２号
第７条第３号ア
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860 都市整備部 道路管理課 3月12日 窓口
三番町８丁目外（市道松山駅前竹原線）舗装補修工事
の当初金入り設計書（内訳書，代価表）

全部公開

861 保健福祉部 生活衛生課 3月14日 ＦＡＸ
旅行業営業許可施設一覧（平成３０年２月２８日時点）
業種区分，施設名称，施設所在地，施設電話番号，営業者名，営業者住所（法人のみ），総部屋数，許可年月日

全部公開

862 公営企業管理者 建設整備課 3月15日 ＦＡＸ
・安全２９基幹８号かきつばた高井神田導水管布設替及び推進工事
・安全２９基幹１３号更新２８号導配水管布設替及び推進工事（庄ほか）
の金入り設計書（表紙，内訳書，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

863 都市整備部 建築指導課 3月15日 窓口
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書（様式第１号）
期間は平成３０年２月２２日～平成３０年３月１５日
２００平方メートル以上

部分公開
第７条第２号
第７条第３号ア

864 保健福祉部 生活衛生課 3月15日 ＦＡＸ
管轄内の食品営業許可台帳のうち，申請日現在，営業の許可を受けている施設（臨時・移動販売，自動車営業，自
販機，露店，催事，集団給食，廃業を除く）に係る，１屋号，２営業所所在地，３営業所所在地（建物名以降），
４営業所電話番号，５営業の種類（一般食堂・そば屋・旅館などの細かい分類）

全部公開

865 公営企業管理者 建設整備課 3月16日 窓口
震対２９工水１号送水管布設工事（古川南３）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳書，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

866 理財部 管財課 3月16日 窓口 法定外公共物使用許可申請書 松山市○○《地番》のうち平面図，計画図 全部公開

867 下水道部 下水道整備課 3月16日 ＦＡＸ

・山西１号汚水管工事（１７－１）
・山西６号汚水管工事（１７６０１）
・内宮汚水管工事（１７－１）
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，明細書，単価表，施工単価表）
・内宮汚水幹線工事（１７－１）
・山西３号汚水管工事（１７－２）
・桑原７号汚水管工事（１７－３）（１７５２５）
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

868 下水道部 河川水路課 3月16日 ＦＡＸ

・文京町雨水管工事
・堀江雨水管工事（その２）
・堀江雨水管工事（その３）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

98 ページ



No. 部局名 主管課名 請求日 請求方法 請求された行政情報の件名及び内容 公開区分 適用条項等

869 下水道部 下水道サービス課 3月16日 ＦＡＸ

・公共下水道管渠耐震化工事（その１４）
・公共下水道管渠耐震化工事（その１５）
・公共下水道管渠長寿命化対策工事（その８）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

870 都市整備部 道路建設課 3月16日 ＦＡＸ

・市道和気５４号線歩道整備工事（その３）
・市道石井４１２号線道路新設工事（その２）
・市道清水１７号線歩道整備工事（その３）
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

871 都市整備部 道路建設課 3月19日 ＦＡＸ
市道石井４９４号線道路新設工事（その１）
の金入り設計書（内訳書，代価表）

全部公開

872 下水道部 河川水路課 3月19日 ＦＡＸ
越智２丁目排水路改良工事
の金入り設計書（表紙，本工事内訳書，代価表）

全部公開

873 下水道部 下水道整備課 3月19日 ＦＡＸ
山西３号汚水管工事（１７－３）
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

874 下水道部 下水道サービス課 3月19日 窓口
公共下水道管渠耐震化工事（その１６）
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表，数量計算書）

全部公開

875 下水道部 下水道サービス課 3月19日 ＦＡＸ
公共下水道管渠耐震化工事（その１６）
の金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

876 公営企業管理者 建設整備課 3月19日 ＦＡＸ

・安全２９基幹８号かきつばた高井神田導水管布設替え及び推進工事
・安全２９基幹１３号更新２８号導配水管布設替え及び推進工事（庄ほか）
・安全２９基幹１４号給水２号導配水管布設替え及び推進工事（中西外）
の金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

877 都市整備部 建築指導課 3月19日 窓口
道路の位置の指定申請書
平成１０年第３０号のうち
申請書，道路位置指定チェックリスト，承諾書及び平面図

部分公開
第７条第２号
第７条第３号ア

878 公営企業管理者 建設整備課 3月19日 窓口
・安全２８基幹８号竹原送水管布設替及びシールド工事
・安全２８基幹９号竹原送水管布設及びシールド工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，代価表）

全部公開

879 都市整備部 道路管理課 3月20日 窓口 平成１０年１２月２日付　松局建設第１０６７２号 ○○《地番》境界確認協議書のうち平面図・断面図 部分公開 第７条第２号
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880 保健福祉部 生活衛生課 3月20日 ＦＡＸ
平成３０年１月１日から同年２月２８日の期間に新規，更新した飲食店施設リストで（固定店舗を持たない臨時営
業，自動販売機，移動販売及び露店を除く。），屋号，営業所所在地，営業所電話番号，営業者氏名（法人の場合
は代表者氏名）許可年月日及び許可業種（種目）が記載されたもの

全部公開

881 下水道部 下水道整備課 3月20日 窓口
西垣生２号汚水管工事（１７６１０３）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

882 公営企業管理者 水道管路管理センター 3月20日 窓口
改良２９管網４号配水管布設工事（美沢２）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

883 公営企業管理者 建設整備課 3月20日 窓口

・整備２９道改４号配水管布設及び布設替工事（富久町）
・整備２９管網１号配水管布設工事（窪野町）
・漏防２９減圧弁設置工事
・安全２９基幹１４号給水２号導配水管布設替ほか及び推進工事（中西外）
の当初金入り設計書（表紙，本工事費，明細書，単価表，施工単価表，施工パッケージ）

全部公開

884 都市整備部 建築指導課 3月22日 窓口
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく届出書（様式第１号）
期間は平成３０年３月１０日～平成３０年３月２２日
１５０平方メートル以上

部分公開
第７条第２号
第７条第３号ア

885 保健福祉部 生活衛生課 3月23日 窓口

飲食店及び理美容
平成３０年３月７日から平成３０年３月２３日の期間に新規開業した施設について
（１）営業施設について：名称（屋号・商号），カナ，所在地，電話番号，種目及び営業の種類
（２）申請者について：①個人の場合は名称及びカナ②法人の場合は上記①の他，代表者役職名，名称，カナ，申
請者住所及び電話番号
（３）その他：営業許可番号及び有効期間
※移動及び自販機の飲食店を除く。

全部公開

886 保健福祉部 障がい福祉課 3月23日 窓口 平成２９年度社会福祉施設等施設整備費交付決定一覧表 全部公開

100 ページ



No. 部局名 主管課名 請求日 請求方法 請求された行政情報の件名及び内容 公開区分 適用条項等

887 保健福祉部 生活衛生課 3月26日 郵送

①食品営業許可台帳一覧
新規に営業許可を受けた飲食店で，屋号・営業者名・営業所所在地・営業所電話番号（固定電話のみ）・営業許可
番号・営業許可日を示す一覧表。ただし，自動販売機・移動営業を除く固定店舗
②美容所開設届一覧
美容所で新規に営業許可を受けた者の，屋号・業種・営業所所在地・営業者名・営業所電話番号（固定電話の
み），許可受付日を記した一覧
期間①②ともに平成３０年３月５日から同年３月２５日まで

全部公開

888 下水道部 下水道サービス課 3月26日 窓口
公共下水道管渠耐震化工事（その１６）
の当初金入り設計書（表紙，内訳書，代価表）

全部公開

889 保健福祉部 生活衛生課 3月28日 ＦＡＸ

松山市内全域の平成２９年１０月１日から平成３０年２月２８日で新規開設の届け出のあった
・食品衛生営業許可台帳の営業許可一覧の営業所名称，営業所所在地，営業所電話番号，許可年月日，許可業種
（種目），申請者名
但し，自動販売機，移動店舗，臨時営業及び露店，廃業施設を除く。
・理容所一覧と美容所一覧の施設名称，施設所在地，施設電話番号，開設者氏名，確認済証年月日
但し，廃業施設を除く。

全部公開

890 公営企業管理者 建設整備課 3月29日 ＦＡＸ

・安全２９更新２４号管網８号配水管布設及び布設替工事（余戸南１ほか）
・整備２９道改５号配水管布設替工事（古川北１ほか）
・震対２９工水１号送水管布設工事（古川南３）
・整備２９道改４号配水管布設及び布設替工事(富久町)
・整備２９管網１号配水管布設工事（窪野町）
・漏防２９減圧弁設置工事
の当初金入り設計書（表紙，本工事費内訳，明細書，単価表）

全部公開

891 都市整備部 建築指導課 3月29日 窓口
開発許可申請書　S５２－１２８
・現況図・土地利用計画図・宅地丈量図・道路丈量図・造成計画図(２種)・縦断図，横断図・給水計画図・構造
図・道路横断図，床版図及び防火水槽

部分公開 第７条第２号
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（単位：件）

主　　管　　課 件数 提供した情報のうち主なもの

保健福祉部医事薬事課 54 医療法人の貸借対照表，損益計算書

保健福祉部生活衛生課 31 食品営業許可台帳の営業所名称，所在地など

都市整備部建築指導課 386 建築計画概要書

計 471

※建築指導課は平成28年12月5日より情報提供開始

６．情報提供制度の運用状況（H29.4.1～H30.3.31)
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