
（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 19.4.4 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 19.4.16 開示 生活環境課 団体
（県内）

2 19.4.19 ○○に関する労派法，警備業法抵触による処分内
容が分かるもの

19.4.25 取下げ 生活安全企画課 団体
（県外）

3 19.4.25 特定個人における古物商許可の有無 19.5.9 不存在 生活安全企画課 個人（県内）

4 19.5.7 事件記録・証拠品送致票（本部及び県下警察署）
１　請求期間：保存期間内のもの全て
２　但し，自動車等による業務過失致死傷・道路交
通法違反のもののみ

事件記録・証拠品送致票（乙） 19.8.30 部分開示 交通指導課 Ⅰ－２
Ⅰ－４ 個人

（県外）

5 19.5.17 宮城県警察において（警察署を含む）平成１８年度
における県費による購入物品①ヘルメット②安全帯
③マスク（防塵，防毒，空気呼吸器）④ガス検知機
について，品目，調達先（業者名），数量，単価若し
くは総額，及び仕様の特定できる文書

売買契約書（可燃性危険物使用犯罪対策用資器
材）

19.5.30 開示 会計課

団体
（県外）

6 19.6.5 平成１８年１月１日～平成１９年開示請求日までの
宮城県警察官の懲戒処分について記載された懲戒
処分ぼ及び懲戒処分に至らない処分が記載された
行政文書

懲戒処分簿（平成１８年・平成１９年）
本部長（所属長）訓戒（注意）処分簿（平成１８年・平
成１９年）

19.6.19 部分開示 監察課 Ⅰ－２

団体
（県内）

7 19.7.27 平成１６年以降に警察本部会計課が契約した「自動
車保管場所標章」の購入について，入札や見積り
あわせの結果が分かる調書または資料

一般競争入札調書，指名競争入札（見積合わせ）
調書

19.8.7 開示 会計課
団体
（県内）

8 19.8.8 県公有車の事故実態　平成１８年７月３１日から１９
年６月３０日まで
１　件数　　２　損害額（人身，対物，車両）

示談書，警察職員に係る交通事故発生報告書 19.9.25 部分開示 監察課 Ⅰ－２
Ⅰ－４ 個人

（県内）

9 19.8.10 警察がパチンコ店の開設時にパチンコ業者に対し
行政指導している遊技機台数に対する駐車台数の
割合に係る運用や取扱い等に関する一切の文書等

19.8.22 不存在 生活環境課
団体
（県内）

10 19.8.30 １．宮城県公有車両の任意保険証券コピー　当年
度及び前期
２．公有車の事故状況と結果（示談書コピー，２年
分当期，前期）
３．公有車両台数（当期及び前期と１９８８年度）無
い場合は直近のデータ

自動車保険証券（保険期間：H18.7.31～H18.12.1）
自動車保険証券（保険期間：H18.12.1～H19.12.1）

19.9.11 開示 会計課

個人
（県内）

11 19.8.30 No.10のうち，２，３ 19.9.7 取下げ 監察課 個人（県内）

12 19.9.27 平成１８，１９年度のパーキングメーター等の業務委
託に関する①委託契約書（仕様書含む）　②予定価
格調書　③特命随意契約理由書

委託契約書，予定価格調書，特命随意契約理由書 19.10.9 部分開示 交通規制課 Ⅰ－７
団体
（県外）
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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

13 19.10.9 特定１４店舗に関して性風俗特殊営業（店舗，無店
舗）の営業内容が分かる文書

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

19.10.23 部分開示 生活環境課 Ⅰ－３ 個人
（県内）

14 19.10.9 No.13に同じ 19.10.23 不存在 生活環境課 個人（県内）

15 19.10.11 平成１，５，１０，１５，１８年における仙台市の交通
事故の件数と自動車の台数

19.10.11 取下げ 交通企画課 団体
（県外）

16 19.10.11 平成１８年における宮城県の小学生の交通事故原
因

19.10.11 取下げ 交通企画課 団体
（県外）

17 19.10.15 平成１７年における宮城県警察官の懲戒処分簿 懲戒処分簿（平成１７年） 19.10.29 部分開示 監察課 Ⅰ－２ 団体
（県内）

18 19.10.24 平成１４年度から請求日までの自動車保管場所標
章の入札調書，契約調書などの書類一切（宮城県
警分）

指名競争入札（見積合わせ）調書，売買契約書，見
積書，請書，一般競争入札調書，印刷物製造請負
契約書

19.10.31 開示 会計課
団体
（県内）

19 19.10.26 直近の認定運転代行事業者に関する以下の項目
が記載された書類　○事業者会社名　○代表者名
○住所　○認定日　○随伴車台数

19.10.26 取下げ 交通企画課
団体
（県内）

20 19.11.1 平成１４年度以降に警察本部が発注した「自動車保
管場所標章」の購入について，入札や見積合わせ
の結果がわかる調書などの文書及び発注の仕様
がわかる文書

指名競争入札（見積合わせ）調書，売買契約書，見
積書，請書，一般競争入札調書，印刷物製造請負
契約書

19.11.5 開示 会計課
団体
（県外）

21 19.11.6 平成１９年１１月５日におけるオービスによる交通流
の集計表

交通量調査（平成１９年１１月５日分） 19.11.20 部分開示 交通指導課 Ⅰ－４
Ⅰ－７

個人
（県外）

22 19.11.6 平成１９年１１月５日における高速走行抑止システ
ムによる交通流の集計表

高速走行抑止システム　ＦＤ交通流情報速度ヒスト
グラム（平成１９年１１月５日分）

19.11.20 部分開示 交通規制課 Ⅰ－４
Ⅰ－７

個人
（県外）

23 19.11.13 特定事業者における古物商許可の有無 19.11.27 不存在 生活安全企画課 団体（県外）

24 19.11.22 平成１８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及び支出証拠
書類，使途内容の分かるもの全て

支出負担行為兼支出命令決議書他１６件 19.12.18 部分開示 会計課 Ⅰ－２
Ⅰ－４ 団体

（県内）

25 19.11.22 No.24に同じ 19.12.18 不存在 会計課 団体（県内）

26 19.11.22 平成１８年度に警察本部警部補以上で退職して再
就職している者の再就職状況一覧表（氏名，退職
時役職名，再就職先名，再就職役職名，県警本部
の紹介等の有無が分かるもの）

平成１８年度再就職先一覧表 19.12.18 部分開示 警務課 Ⅰ－２
Ⅰ－３
Ⅰ－４

団体
（県内）

27 19.12.12 平成１６年度以降に購入した「自動車保管場所標
章」について，入札参加又は見積業者向けの「仕様
書」や「品質規格」を表示するもの

19.12.13 取下げ 会計課
個人
（県外）

28 19.12.12 平成１６年度以降に購入した「駐車禁止等除外標
章」について，①仕様書，②年度ごとの交付枚数

印刷物仕様書，公安委員会の駐車禁止除外標章
交付状況

19.12.25 部分開示 会計課 Ⅱ 個人
（県外）

29 19.12.17 仙台市内で発生した刑法犯認知件数 19.12.18 取下げ 刑事総務課 団体（県外）
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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

30 19.12.18 仙台北警察署の自動車スピード測定装置につい
て，①測定装置の型式及び名称，②製造社名，③
製造番号及び製造年月日，④使用周波数及び空
中線電力

定期点検試験成績書 20.1.9 部分開示 交通指導課 Ⅰ－２
Ⅰ－４
Ⅰ－７

個人
（県内）

31 20.1.15 １　無線電送方式速度取締装置（型式を特定）の校
正を必要とする文書
２　上記装置の送信出力に幅がある（値が特定され
ていない）理由
３　上記装置の無線局の免許状の送信出力

無線局免許状 20.1.29 部分開示 交通指導課 Ⅰ－４
Ⅰ－７

個人
（県内）

32 20.1.15 No.31に同じ 20.1.29 不存在 交通指導課 個人（県内）

33 20.2.1 Ｎシステムで自分の車のナンバー（特定）が登録，
使用されたかわかるもの

20.2.12 存否応答拒
否

刑事総務課 Ⅰ－２
Ⅰ－４

個人
（県内）

34 20.2.5 2007年１月から2008年２月の請求日時点における
懲戒処分簿

懲戒処分簿（平成１９年） 20.2.19 部分開示 監察課 Ⅰ－２ 団体
（県内）

35 20.2.5 No.34に同じ 20.2.19 不存在 監察課 団体（県内）

36 20.2.5 2007年１月から2008年２月の請求日時点における
分限処分簿

分限処分簿（平成１９年，平成２０年（請求日まで）） 20.2.19 部分開示 警務課 Ⅰ－２ 団体
（県内）

37 20.2.20 風俗営業許可台帳 風俗営業許可台帳 20.2.28 部分開示 生活環境課 Ⅰ－２
Ⅰ－３

団体（県外）

38 20.3.6 特定ビル内に所在する風俗営業又は深夜酒類提
供飲食店営業所の営業許可申請書，営業開始届
書

許可申請書，変更届出書，深夜における酒類提供
飲食店営業開始届出書

20.3.25 部分開示 生活環境課 Ⅰ－２
Ⅰ－３
Ⅰ－４

団体
（県外）

39 20.3.18 高速道路交通警察隊で保有する隊長権限交通規
制実施簿（特定日における特定路線のもの）

隊長権限交通規制実施簿 20.3.27 部分開示 高速隊 Ⅰ－４ 個人
（県内）

40 20.3.25 宮城県警で使用している○○製の車載式速度取締
りレーダー取扱い説明書

車載式レーダスピードメータ説明書
車載型レーダスピードチェッカー取扱説明書

20.4.24 部分開示 交通指導課 Ⅰ－３
Ⅰ－４
Ⅰ－７

個人
（県外）

41 20.3.25 宮城県警で使用している○○製の自動速度取締り
装置の取扱い説明書

無人速度違反取締装置説明書 20.4.24 部分開示 交通指導課 Ⅰ－４
Ⅰ－７

個人
（県外）

42 20.3.26 古物市場主一覧 20.3.26 取下げ 生活安全企画課 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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