
（２）警察情報センター所管分

整理番号 請求月日 請求内容 対象行政文書
決定通知
年月日

処理状況 担当課(室） 備考 団・個別

1 H17.4.11
過去１０年間に県警から仙台市交通局に再就職された方の人数、県警在職時の肩書
き、階級、および再就職後の役職に関する資料

１　勧奨・定年退職者等の再就職先（平成８年３月３１日現在のもの）
２　平成１４年再就職希望一覧表（退職予定者）

H17.4.21 部分開示 警務課 Ⅰ‐２，３ 個人

2 H17.4.11
平成○年○月○日午後○時○分頃に○○で起きた市バスと自動二輪車との交通死
亡事故の捜査資料のうち、○○地裁平成○年（レ）７７の法廷に提出されていない資料

H17.4.21 却下 交通指導課 個人

3 H17.4.21 「平成１６年度会計監査」（平成１７年４月２１日発表）に関する一切の資料
県費旅費・犯罪捜査報償費の経理担当者等について（調査）※起案書・通知
書（写）　他１３２件

H17.6.30 部分開示 会計課 Ⅰ‐２，３，４，７，Ⅱ（本文） 団体

4 H17.4.27 古物市場主の許可を受けている者の氏名又は名称、所在地、電話番号の分かる文書 古物市場主許可一覧（平成１７年３月末現在） H17.5.11 開示 生活安全企画課 団体

5 H17.4.27 退職職員の再就職先（天下り先）に関する一切の資料 勧奨・定年退職者等の再就職先　他９件 H17.5.11 部分開示 警務課 Ⅰ‐２，３，４ 団体

6 H17.4.28
平成１７年４月２７日付「裁決」（宮公委第２３７号）に関する一切の資料（審議の経過・
内容がわかるもの全て）

H14.7.23審査請求書　他２８件 H17.5.31 部分開示 県民応接課 Ⅰ‐２，４，７ 団体

7 H17.5.2
宮城県内の運転代行事業者の認定番号、運転代行業者名、社名（屋号）、住所、電話
番号について記載した最新の名簿

自動車運転代行業者一覧表（平成１７年４月３０日現在） H17.5.16 開示 交通企画課 団体

8 H17.5.11
別添のリスト記載の企画提案競技の審査基準、採点結果含む採点表、参加業者名と
その所在地のわかるものならびに契約に至った者の名称とその金額

H17.5.11 取下げ 情報管理課 団体

9 H17.5.25

宮城県警察職員分限及び懲戒取扱規程（平成１４年５月２４日、宮城県警察本部訓令
第１３号）第２５条に基づいて作成された失職通知書（同規程様式第１４号）、第２６条に
基づいて作成された分限処分簿（様式第１５号）及び懲戒処分簿（様式第１６号）のう
ち、平成１５年分、平成１６年分、ならびに平成１７年の本開示請求が受理された日ま
での分において記載された全事案につき、平成１３年～１４年に行われた、本請求に類
似した開示請求に関する行政不服審査において宮城県情報公開審査会が「開示すべ
き」と明示した基準（別紙＝同審査会答申第４５号を参照のこと）に該当する事項の全
部。ならびに、これらに記載された事案の各々について、もし失職、分限処分、懲戒処
分の理由となった規律違反等の発生年月日が記されていない場合は、それを知ること
のできる文書の一式。

懲戒処分簿（平成１５年、平成１６年、平成１７年） H17.6.8 部分開示 監察官室 Ⅰ‐２ 個人

10 H17.5.25 №９に同じ 分限処分簿（平成１５年、平成１６年、平成１７年） H17.6.8 部分開示 警務課 Ⅰ‐２ 個人

11 H17.5.25 №９に同じ H17.6.8 不存在 警務課 個人

12 H17.5.27 犯罪捜査報償費の経理の手引き 犯罪捜査報償費経理の手引き H17.6.3 開示 会計課 個人

13 H17.6.9 交通違反りれきが出されないのはなぜかこんきょが分かる文書をほしい。
「点数制度による行政処分事務に関する事務処理要綱の制定について（通
達）」（平成１７年３月１８日付け宮本運教第４０号）

H17.6.23 開示 運転教育課 個人

14 H17.6.20
１９９９年の仙台中央署の交通死亡事故の目標件数および９９年１１月１６日までの発
生件数

H17.6.28 不存在 交通企画課 個人

15 H17.6.20

平成１５年８月２９日（金）から９月４日（木）までの１週間の間に仙台市太白区内で発生
した交通関係の業務上過失傷害事件の各々について、それらが検察庁に送致された
際に付された送致番号及び送致年月日を、事件の発生日及びおよその発生時刻との
対応関係において知ることができる書類。

①平成１５年８月２９日から同年９月４日までの発生に係る交通事故臨場処
理簿（人身）（仙台南警察署及び高速隊分）
②平成１５年８月２９日から同年９月４日までの発生に係る交通事故捜査管
理簿（仙台南警察署及び高速隊分）

H17.7.1 部分開示 交通指導課 Ⅰ‐２，４ 個人
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整理番号 請求月日 請求内容 対象行政文書
決定通知
年月日

処理状況 担当課(室） 備考 団・個別

16 H17.6.21
貴県警で使用されている検察への送致書（交通事故に関して作成する送致書の様式）
の未記入の原本を頂戴できないでしょうか。（平成１１年当時に使用していたものを含
む。）

①送致書（様式第５３号のその１及びその２）
②送致書（様式第１号のその１及びその２）
③送致書（様式第８号）

H17.7.1 開示 交通指導課 個人

17 H17.6.21 №１６に同じ H17.7.1 不存在 交通指導課 個人

18 H17.6.30 平成１６、１７年（本日まで）の懲戒処分に関する文書 H17.6.30 取下げ 監察官室 個人

19 H17.7.15

運転免許証作成システムに於ける次の項目の公文書
①１５年度からの入札書・落札書（価格・数量・単価・導入場所等のわかるもの）②仕様
書③契約書④１６年度～直近までの消耗品の単価・数量・購入時期のわかるもの⑤ＩＣ
免許化に伴う構想及び計画に関する文書⑥運転免許証作成システム操作説明書

宮城センター他２箇所分の運転免許証作成機器リース料の見積書（平成１２
年度分）　他２７件

H17.7.27 部分開示 運転免許課 Ⅰ‐３ 団体

20 H17.7.15 №１９に同じ H17.7.27 不存在 運転免許課 団体

21 H17.7.22 宮城県内の自動車運転代行業者一覧 H17.7.25 取下げ 交通企画課 個人

22 H17.8.5
懲戒処分ないし懲戒免職処分が裁判所の判決で、行政側の誤り、あるいは証拠のね
つ造による不正行為であることが証明された場合の、処分を行った幹部職員一般職員
（偽証を行った職員を含む）が、民事・刑事・行政罰を受ける事例（先行事例文書全て）

H17.8.11 取下げ 総務課 個人

23 H17.8.5 №２２に同じ H17.8.11 取下げ 監察官室 個人

24 H17.8.22
過去１０年、貴警察管内における交通事故の捜査に関し、監査請求、もしくは貴警察を
被告とする損害賠償請求を受けている事案の概要について

(1) 警察安全相談・苦情処理票（補助用紙含む）
(2) 警察安全（相談・苦情）処理票（補助用紙含む）
(3) 相談・苦情受理表

H17.9.30 部分開示 県民応接課 Ⅰ‐２，４，７ 個人

25 H17.8.22 №２４に同じ H17.9.30 不存在 県民応接課 個人

26 H17.8.22 №２４に同じ 国賠訴訟に係る交通事故の概要 H17.9.7 部分開示 交通指導課 Ⅰ‐２，４ 個人

27 H17.8.29
公安委員会に対する苦情申出制度に基づき寄せられた苦情のうち、交通事故捜査に
関し事故の被害者や遺族から警察の捜査に対して捜査が不適切である、又は見落と
しがあったのではないかといった指摘がなされたことが分かる文書（苦情の概要）

苦情受理書 H17.9.28 部分開示 総務課 Ⅰ‐２，３，４，７ 個人

28 H17.9.16
○○○○が警察に届け出た脅迫状の手紙と内容、手紙を受け取り、警察（○○署）へ
届け出た経緯を話した、○○○○の供述調書

H17.9.30 存否応答拒否 捜査第一課 Ⅰ‐２，４ 個人

29 H17.9.20
宮城県における現在許可を受けている古物市場主のリストまたは許可台帳。（古物市
場主の名称、所在地、電話番号、代表者名）

古物市場主許可一覧 H17.9.30 開示 生活安全企画課 個人

30 H17.9.22 「警察費」予算の仕組みに関し、「款」・「項」・「目」及び「節」の分かる資料　他９件 H17.9.22 取下げ 会計課 個人

31 H17.10.21

平成１５年８月～１０月に発生した宮城県警察職員に係る規律違反であって、「『規律
違反等の報告及び申立て要領』の一部改正について（通達）」（平成１４年７月１日付
け、宮本監第４２５号）の２「規律違反の類型」のうち（１４）「交通事故・違反」に該当す
るものの各々について、同通達の３「報告要領」のうち（２）「書面報告」の（ア）「共通報
告事項」及び（イ）「事案別報告事項」のｂ「警察職員に係る交通事故、交通違反」にお
いて定められた要領で作成され、所属長より県警察本部長に報告された文書の全部。
（但し、本請求は、公務執行中の公務員以外の氏名、個人の住所、生年月日等の個人
情報に属する事項については、その開示を求めるものではありません。）

警察職員による交通事故発生報告書 H17.11.16 部分開示 監察官室 Ⅰ‐２，４ 個人

32 H17.10.21 №３１に同じ H17.11.16 不存在 監察官室 個人
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整理番号 請求月日 請求内容 対象行政文書
決定通知
年月日

処理状況 担当課(室） 備考 団・個別

33 H17.10.27 旅行時間計測装置のカメラ部分が設置されている場所がわかる文書（県内）。 旅行時間計測端末装置設置場所一覧 H17.11.8 開示 交通規制課 個人

34 H17.10.27
運転免許業務についての委託契約書・仕様書（０５年度のもの）。
そのほか交通安全協会との契約書・仕様書（０５年度のもの）。

１　自動車の保管場所の現地調査並びに入力等業務の委託契約書
２　道路使用許可現地調査業務の委託契約書
３　パーキング・メーター等の管理運用等業務の委託契約書及び仕様書

H17.11.7 開示 交通規制課 個人

35 H17.10.27 №３３に同じ
１　運転免許証更新通知書業務の契約書及び仕様書
２　運転免許証複写業務の契約書及び仕様書

H17.11.7 開示 運転免許課 個人

36 H17.10.27 №３３に同じ
１　運転免許証更新時講習業務の委託契約書
２　停止処分者・違反者講習業務の委託契約書
３　原付講習業務の委託契約書及び仕様書

H17.11.7 開示 運転教育課 個人

37 H17.11.9 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書（名称：○○、事務所所在地：○○） 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書 H17.11.21 部分開示 生活環境課 Ⅰ‐２，４ 団体

38 H17.11.25
平成１６年度警察本部少年課および交通指導課の捜査報償費（県費）支出に関する財
務会計帳票および支出証拠書類の内、捜査諸雑費に関するもの全て

支出負担行為兼支出命令決議書（債権者内訳書を含む。）　他１３件 H17.12.28 部分開示 会計課 Ⅰ‐２，Ⅱ（全文） 団体

39 H17.11.25
平成１７年８月から１０月までに開かれた公安委員会の議事録、議題、配布資料等の
一切の文書

定例会議会議録、会議議題、配布資料 H17.12.14 部分開示 総務課 Ⅰ‐２，４，７ 団体

40 H17.12.19
無店舗型性風俗特殊営業開始届出書
店舗型性風俗特殊営業開始届出書

変更届出書 H18.1.13 部分開示 生活環境課 Ⅰ‐２，４ 団体

41 H17.12.19 №４０に同じ H18.1.13 不存在 生活環境課 団体

42 H17.12.19 質屋営業の許可を受けていることが分かる文書 質屋営業許可一覧 H17.12.27 開示 生活安全企画課 団体

43 H17.12.22
平成１４年４月２２日宮城県情報公開審査会答申第３９号にかかる不服申立事案の諮
問書、意見書その他の文書

異議申立て書（写）　他１２件 H18.1.5 部分開示 県民応接課 Ⅰ‐４ 個人

44 H17.12.22
平成１２年７月に仙台市民オンブズマンが宮城県知事を被告として提訴し、平成１５年
１月１６日に仙台地裁判決が言い渡された宮城県警総務課旅費支出文書の情報公開
に関する訴訟の記録

訴状　他４３件 H18.1.5 部分開示 県民応接課 Ⅰ‐２，４ 個人

45 H17.12.22
平成１３年３月２３日付け読売新聞記事（別添）中の「情報公開請求で後から入手した
九七～九九年度の文書」に対応する開示請求書等

１　行政文書開示請求書（写）（平成１３年１月２２日付け）
２　行政文書部分開示決定通知書（写）
　（平成１３年２月５日付け出会第３１８号）

H18.1.5 開示 県民応接課 個人

46 H17.12.22
平成１３年７月に仙台市民オンブズマンがした宮城県警察本部犯罪捜査協力報償費
の支出についての住民監査請求にかかる意見書その他の文書

H17.12.26 取下げ 会計課 個人

47 H17.12.27

「拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例」の一部を改正する条例（案）にか
かわる一式の資料および「拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例」の適用
状況についての具体的資料（条例施行後現在までの間に、いつ、どこで、だれに、どう
いう違反内容のため適用したか）

１　暴騒音規制条例の改正作業について
２　暴騒音規制条例関係（平成１７年４月１日現在）

H18.1.23 部分開示 公安課 Ⅰ‐２，３，４ 団体

48 H18.1.27
性風俗特殊営業の営業届出が分かる文書（届出年月日、届出名称、所在地、電話番
号、営業の種別）

H18.2.7 不存在 生活環境課 団体

49 H18.2.13 宮城県内に開設されている古物市場の名称、所在地、電話番号がわかる文書 古物市場主許可一覧 H18.2.24 開示 生活安全企画課 個人
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整理番号 請求月日 請求内容 対象行政文書
決定通知
年月日

処理状況 担当課(室） 備考 団・個別

50 H18.2.15
店舗型性風俗特殊営業の営業届出が分かる文書（届出年月日、届出名称、所在地、
電話番号、営業の種別）

変更届出書 H18.2.27 部分開示 生活環境課 Ⅰ‐２，４ 団体

51 H18.2.15 №５０に同じ H18.2.27 不存在 生活環境課 団体

52 H18.2.17
無店舗型性風俗特殊営業の営業届出が分かる文書（届出年月日、届出名称、所在
地、電話番号、営業の種別）

無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書 H18.2.27 部分開示 生活環境課 Ⅰ‐２，４ 団体

53 H18.2.17 №５２に同じ H18.2.27 不存在 生活環境課 団体

54 H18.2.22
店舗型・無店舗型性風俗特殊営業の営業届出が分かる文書（届出年月日、届出名
称、所在地、電話番号、営業の種別）

H18.2.22 取下げ 生活環境課 団体

55 H18.2.22
店舗型性風俗特殊営業の営業届出が分かる文書（届出年月日、届出名称、所在地、
電話番号、営業の種別）

H18.2.22 取下げ 生活環境課 団体

56 H18.3.8
宮城県警察本部・警察学校等配置定員、警察署配置定員（但し平成１７年１月から３月
までに作成されたもの又は直近のもの）

所属別定数表
平成１７年度定数配置基準部門別一覧

H18.3.16 開示 警務課 個人

57 H18.3.10
本日現在で、宮城県公安委員会から許可を受けている古物市場主の名称・所在地・電
話番号が分かる文書

古物市場主許可一覧 H18.3.22 開示 生活安全企画課 個人

58 H18.3.14
店舗型・無店舗型性風俗特殊営業の営業届出が分かる文書（届出年月日、届出名
称、所在地、電話番号、営業の種別）

風俗関連営業営業開始届出書、変更届出書、無店舗型性風俗特殊営業営
業開始届出書

H18.3.28 部分開示 生活環境課 Ⅰ‐２，４ 団体

59 H18.3.14 №５８に同じ H18.3.28 不存在 生活環境課 団体

60 H18.3.23
スピード測定器（形名ＲＳ－７２０ＤＲ、製造番号Ｃ７５３９１）の機能検査書（平成１７年８
月１日現在で、すでに行われていた直近の検査書と、同年同月同日以降に行われた
直近の検査書の２通）

レーダースピードメータ確度点検成績書（平成１７年５月２７日付け　形名：Ｒ
Ｓ－７２０ＤＲ　製造番号：Ｃ７５３９１）、レーダースピードメータ確度点検成績
書（平成１７年１１月７日付け　形名：ＲＳ－７２０ＤＲ　製造番号（Ｃ７５３９１）

H18.3.27 部分開示 交通指導課 ２，４，７ 個人

61
H18.3.27

(移送受理)
H18.4.7

平成１２年度宮城県警犯罪捜査報償費随時監査に関する一切の資料
犯罪捜査報償費に係る随時監査の実施に伴う関係書類等の提出について
他７件

H18.6.16 部分開示 会計課 Ⅰ‐２，４ 団体

62 H18.3.31
平成１２年度当時の下記の所属長の通勤届および住居届（生活安全企画課、少年課、
生活保安課、銃器対策課、鉄道警察隊、捜査第一課、捜査第二課、暴力団対策課、鑑
識課、機動捜査隊、交通指導課）

平成１２年度当時の生活安全企画課、少年課、生活保安課、銃器対策課、鉄
道警察隊、捜査第一課、暴力団対策課、鑑識課の長の通勤届及び住居届、
並びに機動捜査隊の長の通勤届

H18.4.28 部分開示 警務課 Ⅰ‐２，４ 団体

63 H18.3.31 №６２に同じ H18.4.28 不存在 警務課 団体

※　備考欄のⅠ，Ⅱは情報公開条例第８条の各項を，１～７は同条第１項の各号を表す。
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