
（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 H18.4.25
風営法に基づき営業許可証の発行を受けている事
実が確認できる文書

風俗営業許可台帳 H18.5.8 部分開示 生活環境課 １－２，３
団体

（県外）

2 H18.5.8
古物市場主一覧（名称・所在地・電話番号・取扱品
目）などがわかるもの

古物市場主許可一覧 H18.5.22 開示 生活安全企画課
個人

（県外）
3 H18.5.12 放置車両確認事務委託契約書 委託契約書（宮城県警察放置車両確認事務業務） H18.5.22 開示 交通指導課 団体

4 H18.5.16
パーキング・メーター作動及びパーキング・チケット
発給に係る手数料収納事務の委託契約書及び業務
内容が把握できる資料（宮城県告示第６３１号）

パーキングメーター等の管理運用等業務委託契約
書

H18.5.24 開示 交通規制課 団体

5 H18.5.19
古物市場主の名簿
古物市場の市場名・市場主・取扱種目・市場開催
日・住所・代表者名・電話番号

古物市場主許可一覧 H18.5.31 開示 生活安全企画課
団体

（県外）

6 H18.6.16
宮城県内の運転代行認定業者についての事業者
名、営業所の所在地、電話番号、代表者氏名、随伴
車所有台数

H18.6.16 取下げ 交通企画課
団体

（県外）

7 H18.6.30
パーキングメーターの業務委託に関する①契約書
（契約相手、予定価格、契約金額）②仕様書③随意
契約の理由書④再委託の内容がわかる文書

委託契約書（仕様書含む。）、予定価格調書、特命に
よる随意契約理由書

H18.7.13 部分開示 交通規制課 １－２
個人

（県外）

8 H18.6.30 №７に同じ H18.7.13 不存在 交通規制課
個人

（県外）

9 H18.7.24
道路交通法５１条の７により確認事務を行おうとする
法人に対して行った登録又はその拒否に関する行
政文書

登録簿 H18.7.31 開示 交通指導課 個人

10 H18.7.24
仙台中央警察署長が道路交通法５１条の８第１項に
より行った放置車両確認機関に対する委託に係る
契約に関する文書

委託契約書（宮城県警察放置車両確認事務業務）、
確認事務業務総合評価基準

H18.7.31 開示 交通指導課 個人

11 H18.8.23
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）

店舗型性風俗特殊営業届出確認書、無店舗型性風
俗特殊営業届出確認書

H18.9.4 部分開示 生活環境課 １－２ 団体

12 H18.8.23 №11に同じ H18.9.4 不存在 生活環境課 団体

13 H18.9.15

１、駐停車違反取締りの民間委託についての「確認
事務の入札および委託契約書」
２、駐車違反取締りの民間委託についての「道交法
５１条の１５の入札および委託契約書」
３、放置駐車違反処理システムの借り入れ年間契約
書

確認事務委託に係る総合評価結果一覧、委託契約
書（放置車両確認事務業務）、賃貸借契約書（放置
駐車違反処理システム）

H18.9.28 部分開示 交通指導課 １－２
団体

（県外）

14 H18.9.15 №１３に同じ H18.9.28 不存在 交通指導課
団体

（県外）

15 H18.9.28
宮城県内で古物商の許可を受けている店舗の申請
者氏名（法人にあっては法人名、代表者氏名）申請
者住所及び申請者電話番号が分かる文書

H18.10.11 取下げ 生活安全企画課
個人

（県外）

16 H18.10.4
風俗営業適正化法に基づき提出された申請書又は
届出書

H18.10.12 不存在 生活環境課
個人

（県外）
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番号
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17 H18.10.16
平成１７年および１８年の開示請求の日までにおけ
る宮城県警警察官の懲戒処分について記載された
懲戒処分簿

懲戒処分簿（平成１７年、平成１８年） H18.10.25 部分開示 監察課 １－２ 個人

18 H18.10.16
平成１７年および１８年の開示請求の日までにおけ
る宮城県警警察官の分限処分について記載された
分限処分簿

分限処分簿（平成１７年、平成１８年） H18.10.25 部分開示 警務課 １－２ 個人

19 H18.10.19
平成１２年度、鑑識課、鉄道警察隊、生活保安課の
犯罪捜査報償費の支出に関する一切の文書

支出負担行為兼支出命令決議書（債権者内訳書を
含む。）　他１１件

H18.11.22 部分開示 会計課
１－２，

２（全文）
団体

20 H18.10.26
特定個人による組織的犯罪についての捜査及び報
告調査の事案が分かる文書

H18.11.14 存否応答拒否 県民応接課
個人

（県外）

21 H18.10.26
特定個人による組織的犯罪についての捜査及び調
査資料、児童ポルノ法違反の事案が分かる文書

H18.11.14 存否応答拒否 県民応接課
個人

（県外）

22 H18.11.17
平成１７年度分の警察本部捜査一課の捜査報償費
（県費）支出に関する財務会計帳票および支出証拠
書類、使途内容が分かるもの全て

支出負担行為兼支出命令決議書（債権者内訳書を
含む。）　他１６件

H18.12.27 部分開示 会計課
１－２，

２（全文）
団体

23 H18.11.17 №２２に同じ H18.12.27 不存在 会計課 団体

24 H18.11.22
平成１７年１１月１３日から平成１８年１１月１３日迄
に岩沼警察署長に申請された通行禁止道路通行許
可申請書

H18.12.1 取下げ 交通規制課 個人

25 H18.12.15
１、県民応接課の組織構成及び人員の判断できる
資料

総務部県民応接課事務分掌表　他４件 H18.12.26 部分開示 県民応接課 １－４ 個人

26 H19.1.29

平成１６年４月１日より平成１８年１２月３１日までの
間に宮城県警が購入契約したアルコール検知機本
体の売買契約書及びアルコール検知機に係る消耗
品の購入内容がわかる文書

見積書　他４件 H19.2.8 部分開示 会計課 １－２
個人

（県外）

27 H19.1.29 №２６に同じ H19.2.8 不存在 会計課
個人

（県外）

28 H19.2.9
平成１８年１０月１６日から１９年の開示請求の日ま
でにおける宮城県警警察官の懲戒処分について記
載された懲戒処分簿

懲戒処分簿（平成１８年） H19.2.19 部分開示 監察課 １－２ 個人

29 H19.2.9 №２８に同じ H19.2.19 不存在 監察課 個人

30 H19.2.9
平成１８年１０月１６日から平成１９年の開示請求の
日までにおける宮城県警警察官の分限処分につい
て記載された分限処分簿

分限処分簿（平成１８年、平成１９年） H19.2.19 部分開示 警務課 １－２ 個人

31 H19.3.6
捜査の指揮及び令状請求等に関する取扱規程（昭
和２８年１１月５日付け本部訓令甲第１５号）

捜査の指揮及び令状請求等に関する取扱規程（昭
和２８年１１月５日付け本部訓令甲第１５号）

H19.3.15 開示 刑事総務課
個人

（県外）

※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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