
３　行政文書開示請求の内容及びその処理状況

(1) 県政情報センター・コーナー所管分

整理
番号

請 　求
年月日 開示請求 対象行政文書

決定通知
年 月 日 処理状況 担当課(室)所 備考 団・個別

1 H20.4.1 地方自治法第２６０条第１項で示す「町又は字の新設・廃止、名称や区域の
変更」につき、宮城県内当該各市町村の告示（平成２０年１月１日から平成２
０年３月３１日までのもの）

地方自治法第２６０条第１項で示す「町又は字の新設・廃止、名称
や区域の変更」につき、宮城県内当該各市町村の告示（平成２０
年１月１日から平成２０年３月３１日までのもの）

H20.4.1 口頭開示 市町村課 団体

2 H20.4.2 建設業許可業者検索リスト（商号・代表者・許可番号順） 建設業許可業者検索リスト（商号・代表者・許可番号順） H20.4.3 開示 事業管理課 団体

3 H20.4.2 建設業許可業者検索リス１５０項～１５２項 建設業許可業者検索リス１５０項～１５２項 H20.4.3 開示 事業管理課 個人

4 H20.4.3 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.4.3 口頭開示 事業管理課 個人

5 H20.4.3 私学文書課に提出された○○高校の平成１８年度の決算書 ○○に関する平成１８年度計算書類
(1)資金収支計算書　(2)資金収支内訳書
(3)人件費支出内訳表　(4)消費収支計算書
(5)消費収支内訳書　(6)貸借対照表
(7)固定資産明細表　(8)借入金明細表
(9)基本金明細表

H20.4.10 部分開示 私学文書課 3 個人

6 H20.4.3 知事行事日程表（３月分） 知事行事日程表（平成２０年３月） H20.4.17 部分開示 秘書課 3,7 個人

7 H20.4.3 宮城県全域の保健所管内における美容所台帳のうち平成２０年４月２日現在
営業している美容所の①施設名称②施設所在地③施設電話番号④開設者
氏名⑤開設者住所⑥店舗床面積（ただし，⑤にあっては法人の場合⑥に
あっては項目として記載がある場合のみ）※電子媒体を希望

H20.4.11 取り下げ 食と暮らしの安全推進課 団体

8 H20.4.3 特定貸金業者の廃業等届
特定貸金業者の登録申請書の第２面から第４面の内，最終提出分以外のも
の

貸金業登録原簿中の登録申請書第２面から第４面（最終提出分
以外）

H20.4.17 開示 商工経営支援課 個人

9 H20.4.3 No.8と同じ 特定業者の廃業等届出書 H20.4.17 部分開示 商工経営支援課 2 個人

10 H20.4.3 No.8と同じ 特定業者の営業所等の所在報告書 H20.4.17 部分開示 商工経営支援課 2,3 個人

11 H20.4.4 医療法人財団○○概要，最新の決算書（平成１９年７月期） 医療法人財団○○平成１８年度決算届，事業報告書 H20.4.18 部分開示 医療整備課 3 団体

12 H20.4.7 ○○に係る建設業許可申請書 ○○に係る建設業許可申請書 H20.4.7 口頭開示 事業管理課 個人

13 H20 4 7 ①選挙管理委員会届出の全政治団体（政党支部を含む）の名称 代表者 政治団体のうち資金管理団体と政党支部を除いた団体に関する H20 4 17 部分開示 選挙管理委員会事務局 2 団体13 H20.4.7 ①選挙管理委員会届出の全政治団体（政党支部を含む）の名称，代表者
名，会計責任者及び主たる事務所の所在地，被推薦者の氏名，公職の種類
及び住所を記した電子データ（エクセル形式を希望）。ただし，平成19年12月
31日現在の届出状況を反映したもの
②2007年度に解散した全政治団体（政党支部を含む）の解散時の名称，代
表者名，会計責任者及び主たる事務所の所在地，被推薦者の氏名，公職の
種類及び住所を記した電子データ（エクセル形式を希望）
③2007年度に新たに設立された全政治団体（政党支部を含む）の名称，代
表者名，会計責任者及び主たる事務所の所在地，被推薦者の氏名，公職の
種類及び住所を記した電子データ（エクセル形式を希望）
※上記の①と②の請求について，被推薦者の氏名，公職の種類及び住所を
記した電子データがない場合は，政治団体のうち資金管理団体と政党支部
を除いた団体について，現職国会議員の候補者等の非推薦書

政治団体のうち資金管理団体と政党支部を除いた団体に関する
現職国会議員の候補者等の被推薦書

H20.4.17 部分開示 選挙管理委員会事務局 2 団体

14 H20.4.8 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.4.8 口頭開示 事業管理課 団体

15 H20.4.9 平成１９年度の人事委員会で速記の見積もり合わせした結果の写しの交付
を求めます。（平成１９年より平成２０年３月までの分）

見積書（速記及び速記録作成業務） H20.4.16 開示 総務課 個人

16 H20.4.11 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.4.11 口頭開示 事業管理課 個人

17 H20.4.15 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.4.14 口頭開示 事業管理課 個人

18 H20.4.21 平成１９年４月８日執行の宮城県議会議員一般選挙にかかる選挙運動用ポ
スター作成にかかる書類（立候補者全員分）

平成１９年４月８日執行の宮城県議会議員一般選挙に係る選挙運
動用ポスター作成にかかる書類

H20.5.1 部分開示 選挙管理委員会事務局 2,3 個人

19 H20.4.21 ○○の建築業許可申請書 H20.4.21 取り下げ 事業管理課 個人

20 H20.4.21 ○○の直近の建築業変更届出書、決算変更届出書 H20.4.21 取り下げ 事業管理課 個人

21 H20.4.21 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.4.21 口頭開示 事業管理課 個人

22 H20.4.22 特定貸金業者の登録申請書の第２面から第４面の内，最終提出分以外のも
の

貸金業登録原簿中の登録申請書第２面から第４面（最終提出分
以外のもの）
○○（第○○号）

H20.4.30 開示 商工経営支援課 個人

23 H20.4.23 ○○に係る建設業許可変更届（決算）35～39期表紙と直三表 ○○に係る建設業許可変更届（決算）35～39期表紙と直三表 H20.4.23 口頭開示 事業管理課 個人
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整理
番号

請 　求
年月日 開示請求 対象行政文書

決定通知
年 月 日 処理状況 担当課(室)所 備考 団・個別

24 H20.4.23 東京事務所職員宿舎用地の一部売却および宿舎新築に関する一切の書類 東京事務所職員宿舎用地の一部売却および宿舎新築に関する一
切の文書

H20.5.21 部分開示 職員厚生課 2,3,7 団体

25 H20.4.23 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.4.23 口頭開示 事業管理課 団体

26 H20.4.23 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.4.23 口頭開示 事業管理課 個人

27 H20.4.28 ○○会社の直近の
・財務諸表（数字の入っているページ）
・直前三年の各事業年度における工事施工金額
・工事経歴書（土木，舗装，とび土木のうち１ページ）

○○会社の直近の
・財務諸表（数字の入っているページ）
・直前三年の各事業年度における工事施工金額
・工事経歴書（土木，舗装，とび土木のうち１ページ）

H20.4.28 口頭開示 事業管理課 個人

28 H20.4.28 別紙の予定価格 H20.5.12 取り下げ 契約課 個人

29 H20.4.30 ○○の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）のうち，工事
経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書、完成工事原価報告書、建設業許可申請書

○○の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）の
うち，工事経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書、完成工事原価報告書、建設業許可申請書

H20.4.30 口頭開示 事業管理課 団体

30 H20.4.30 ○○の決算書（財務諸表） ○○の決算書（財務諸表） H20.4.30 口頭開示 事業管理課 個人

31 H20.4.30 平成１７年１月３１日付け仙北税１４９７号「勤務条件に関する措置の要求に
対する答弁（提出）」の別紙１－１及び１－２

H20.5.8 取り下げ 仙台北県税事務所 個人

32 H20.5.1 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
損益計算書，株主総会資料，附属明細表（１９，１８，１７年度）

○○に係る建設業許可変更届（決算）
損益計算書，株主総会資料，附属明細表（１９，１８，１７年度）

H20.5.1 口頭開示 事業管理課 団体

33 H20.5.1 知事行事日程表（４月分） 知事行事日程表（平成２０年４月分） H20.5.14 部分開示 秘書課 3,7 個人

34 H20.5.2 ○○（○○号）登録申請書の最終分
○○，○○（○○号）登録申請書の最終分以外のもの

貸金業登録原簿中の登録申請書第２面から第４面（最終提出分）
○○（第○○号）
貸金業登録原簿中のの登録申請書第２面から第４面（最終提出
分以外のもの）
○○（第○○号），○○（第○○号）

H20.5.16 開示 商工経営支援課 個人

35 H20.5.2 別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）のうち，工事
経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書、完成工事原価報告書、建設業許可申請書

別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）の
うち，工事経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書、完成工事原価報告書、建設業許可申請書

H20.5.2 口頭開示 事業管理課 団体

36 H20 5 7 社会福祉法人○○ 社会福祉法人○○に係る平成１９年４月１日現在の社会福祉法人 H20 5 12 部分開示 社会福祉課 2 3 団体36 H20.5.7 社会福祉法人○○
上記法人の事業内容及び経営情況がわかる資料（直近の分）

社会福祉法人○○に係る平成１９年４月１日現在の社会福祉法人
現況報告書

H20.5.12 部分開示 社会福祉課 2,3 団体

37 H20.5.7 宮城県が所有・管理している指定文化財（建造物）が文化財になるに至った
理由を示す文書。
また，文化財になる経緯や指定に必要な項目などが示されているマニュアル
（添付資料に具体的建物を指定しました。）

H20.5.12 取り下げ 文化財保護課 個人

38 H20.5.7 祝祭日における国旗のけいように関する警備会社との取り決めが分かる書
類（契約書の写し）

県庁舎警備業務委託変更契約書及び仕様書 H20.5.16 部分開示 管財課 7 個人

39 H20.5.7 知事への手紙（一筆啓上）
平成１９年度分直近の次の内容の各２件
保健・福祉医療，教育・文化・スポーツ，行財政改革・分権の３分野及び当該
公文書及び当該公文書収受・起案を含め対応・措置の経緯の分かる文書す
べて（各２件の最直近のものでも可）

知事への提案「明日のみやぎに一筆啓上！」に関する文書 H20.5.20 部分開示 行政経営推進課 2 個人

40 H20.5.8 １．○○の収支報告書および添付の領収書（１６，１７，１８年分）
２．○○後援会の収支報告書および添付の領収書（１６，１７，１８年分）

１．○○の収支報告書（１６，１７，１８年分）
２．○○後援会の収支報告書（１６，１７，１８年分）

H20.5.8 口頭開示 選挙管理委員会事務局 団体

41 H20.5.8 No.40と同じ １．○○の平成１６年から平成１８年に係る政治資金収支報告書と
併せて提出された領収書の写し
２．○○後援会の平成１６年から平成１８年に係る政治資金収支
報告書と併せて提出された領収書の写し

H20.5.9 部分開示 選挙管理委員会事務局 2 団体

42 H20.5.9 次の建設業許可番号の建設業者に係る財務諸表 次の建設業許可番号の建設業者に係る財務諸表 H20.5.9 口頭開示 事業管理課 個人

43 H20.5.9 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
24期工事経歴書，直三表

○○に係る建設業許可変更届（決算）
24期工事経歴書，直三表

H20.5.9 口頭開示 事業管理課 個人

44 H20.5.12 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
Ｈ１８．９．１～Ｈ１９．９．３０
表紙，工事経歴，直三表

○○に係る建設業許可変更届（決算）
Ｈ１８．９．１～Ｈ１９．９．３０
表紙，工事経歴，直三表

H20.5.12 口頭開示 事業管理課 団体

45 H20.5.14 平成１８年分収支報告書「○○」「○○」
平成１９年４月８日執行県議会選挙運動費用収支報告書「○○」分

平成１８年分収支報告書「○○」「○○」
平成１９年４月８日執行県議会選挙運動費用収支報告書「○○」

H20.5.14 口頭開示 選挙管理委員会事務局 個人



整理
番号

請 　求
年月日 開示請求 対象行政文書

決定通知
年 月 日 処理状況 担当課(室)所 備考 団・個別

46 H20.5.16 国宝大崎八幡宮拝殿，石の門，本殿
漆塗，彩色，飾金具保存修理
平成12年～平成16年工事
彩色顔料分析　宮城県産業技術総合センター
金属分析　宮城県産業技術総合センター
上記分析資料

「国宝大崎八幡宮本殿石の間拝殿保存修理工事　彩色顔料調
査」に関する文書

H20.5.30 非開示 産業技術総合センター 3,7 個人

47 H20.5.16 2006年度，2007年度小・中学校における教材購入費で，国の基準に対する
予算措置または決算額の割合を示す宮城県内の各市町村毎のデータ

H20.5.20 取り下げ 義務教育課 個人

48 H20.5.16 宮城県宮城野高等学校総合学科
宮城県第一高等学校（旧宮城県第一女子高等学校）理数科
平成２０，１９，１８年度　出身中学別志願者数
推薦入試，一般入試

宮城県宮城野高等学校総合学科
平成２０，１９，１８年度　出身中学別志願者数
推薦入試，一般入試

H20.5.30 非開示 高校教育課 2 個人

49 H20.5.16 No.48と同じ 宮城県第一高等学校（旧宮城県第一女子高等学校）理数科
平成２０，１９，１８年度　出身中学別志願者数
推薦入試，一般入試

H20.5.30 非開示 高校教育課 2 個人

50 H20.5.16 ○○に係る決算変更届 ○○に係る決算変更届 H20.5.16 口頭開示 気仙沼土木事務所 個人

51 H20.5.16 ○○に係る決算変更届 ○○に係る決算変更届 H20.5.16 口頭開示 気仙沼土木事務所 個人

52 H20.5.16 ○○に係る決算変更届 ○○に係る決算変更届 H20.5.16 口頭開示 気仙沼土木事務所 個人

53 H20.5.19 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　57期～59期 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　57期～59期 H20.5.19 口頭開示 事業管理課 団体

54 H20.5.20 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　H19.8.31廃業 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　H19.8.31廃業 H20.5.20 口頭開示 事業管理課 団体

55 H20.5.20 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.5.20 口頭開示 事業管理課 団体

56 H20.5.20 「○○」が進める「○○」の県下市町村への協力よびかけに関する一切の文
書（県への依頼文書を含む）およびそれに要した費用がわかる文書

「○○」の東京事務所担当者からのメール送信文書 H20.6.3 部分開示 道路課 2 団体

57 H20.5.20 No.56と同じ 「○○」が進める「○○」の県下市町村への協力よびかけに関する
文書及びそれに要した費用がわかる文書

H20.6.3 不存在 道路課 団体

58 H20.5.20 宮城大学の法人化に向けて必要な各種準備業務（財務会計制度の構築，財
務会計システムの導入，人事労務制度の構築，人事給与システムの導入
等）に対する支援及び助言に関する，委託業者の企画提案書及び委託金額
企画提案書については「支援体制」「法人化支援実績」「支援内容」「会社（法
人）の概要」など

宮城大学法人化支援業務に係る企画提案書　ほか H20.6.3 部分開示 県立大学室 2,3 団体

人）の概要」など

59 H20.5.21 下記業務の契約から完成まで及び設計図書の一切の書類の開示をお願い
します。
平成１８年度県都街07005-202号
芦畦道路改築工事騒音・振動調査委託業務

委託業務の契約締結について　ほか14件 H20.6.4 部分開示 仙台土木事務所 2 個人

60 H20.5.21 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
H15～H19工事経歴書（建築）　株主調書

○○に係る建設業許可変更届（決算）
H15～H19工事経歴書（建築）　株主調書

H20.5.21 口頭開示 事業管理課 個人

61 H20.5.21 ○○に係る建設業許可申請書・変更届出書・決算変更届 ○○に係る建設業許可申請書・変更届出書・決算変更届 H20.5.21 口頭開示 気仙沼土木事務所 団体

62 H20.5.22 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.5.22 口頭開示 事業管理課 団体

63 H20.5.22 ○○　33期　直三表 ○○　33期　直三表 H20.5.22 口頭開示 事業管理課 個人

64 H20.5.22 登米市に係る県有林売払，施設計画等について ・県有林立木売払いについて【2003】登米市○○ほか４件 H20.5.29 部分開示 森林整備課 7 個人

65 H20.5.23 今年度の県人事委員会の速記及びテープ起こしの見積合わせの結果の開
示を請求します。

見積書（速記及び速記録作成業務） H20.5.27 開示 総務課 個人

66 H20.5.23 No.65と同じ 随意契約見積調書（諮問等に係る速記録作成業務） H20.5.29 開示 総務課 個人

67 H20.5.23 ○○の財務諸表 ○○の財務諸表 H20.5.23 口頭開示 事業管理課 団体

68 H20.5.26 ○○に係る建設業許可変更届出書 ○○に係る建設業許可変更届出書 H20.5.26 口頭開示 事業管理課 個人

69 H20.5.27 ○○における事情聞き取りの面談箋，かつ，打合せ記録面談箋等の全部 面談票（平成２０年２月１日） H20.7.7 部分開示 事業管理課 2,3 個人

70 H20.5.28 ○○に係る建設業許可申請書，建設業許可変更届（決算）　第14期，第15期
保存用書類　専任技術者証明書

○○に係る建設業許可申請書，建設業許可変更届（決算）　第14
期，第15期　保存用書類　専任技術者証明書

H20.5.28 口頭開示 事業管理課 団体

71 H20.5.28 ○○建設業者の決算書 ○○建設業者の決算書 H20.5.28 口頭開示 事業管理課 個人

72 H20.5.29 別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）のうち，工事
経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書、完成工事原価報告書、建設業許可申請書

別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）の
うち，工事経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書、完成工事原価報告書、建設業許可申請書

H20.5.29 口頭開示 事業管理課 団体
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整理
番号

請 　求
年月日 開示請求 対象行政文書

決定通知
年 月 日 処理状況 担当課(室)所 備考 団・個別

73 H20.5.30 社会福祉法人○○
平成19年3月期　決算内容

社会福祉法人○○に係る平成１９年４月１日現在の社会福祉法人
現況報告書

H20.6.5 部分開示 社会福祉課 2 個人

74 H20.5.30 ○○に係る建設業許可変更届　工事経歴書　27期 ○○に係る建設業許可変更届　工事経歴書　27期 H20.5.30 口頭開示 事業管理課 個人

75 H20.5.30 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
１８期　直三表

○○に係る建設業許可変更届（決算）
１８期　直三表

H20.5.30 口頭開示 事業管理課 個人

76 H20.6.2 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
表紙，工事経歴書，直三表，財務諸表（12・13期分）

○○に係る建設業許可変更届（決算）
表紙，工事経歴書，直三表，財務諸表（12・13期分）

H20.6.2 口頭開示 事業管理課 個人

77 H20.6.2 宮城県道路公社が管理する全ての有料道路の料金収受業務の委託に関わ
る
①直近の業務仕様書②直近の入札実施公告（応募資格要件のわかる書類）

平成２０・２１年度料金収受業務委託仕様書（仙台南部道路・仙台
松島道路）ほか

H20.6.6 開示 道路公社 団体

78 H20.6.3 ○○に係る建設業許可変更届（決算）第20期，第21期
表紙，工事経歴書

○○に係る建設業許可変更届（決算）第20期，第21期
表紙，工事経歴書

H20.6.3 口頭開示 事業管理課 個人

79 H20.6.4 ○○にあります社会福祉法人，「○○」（○○，○○の運営母体）の（イ）理事
と監事の方々のお名前とご職業。（ロ）評議員の方々のお名前とご職業

社会福祉法人○○に係る平成１９年４月１日現在の社会福祉法人
現況報告書１面

H20.6.10 部分開示 社会福祉課 2 個人

80 H20.6.5 学校法人○○に関する平成１４年渡から平成１９年度までの計算書類のす
べて（ただし平成１９年度分は，公開の条件が整っていなければ，その分につ
いてはそれまで待つ）

学校法人○○に関する平成１４年度から平成１９年度までの計算
書類
(1)資金収支計算書　(2)資金収支内訳書
(3)人件費支出内訳表　(4)消費収支計算書
(5)消費収支内訳書　(6)貸借対照表
(7)固定資産明細表　(8)借入金明細表
(9)基本金明細表

H20.6.17 部分開示 私学文書課 3 団体

81 H20.6.5 県の選挙で使用される投票用紙・封筒の規格がわかる書類 H20.6.9 取り下げ 契約課 団体

82 H20.6.5 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
工事経歴書・直三表　57期～59期

○○に係る建設業許可変更届（決算）
工事経歴書・直三表　57期～59期

H20.6.5 口頭開示 事業管理課 団体

83 H20.6.5 工事成績考査結果通知書の写し（７件） (1)平成10年度大谷地地区（大区画）－001号に係る工事成績考査
通知書
(2)平成10年度二股地区（かん排）-001号に係る工事成績考査通
知書
(3)平成13年度過下津3-002号に係る工事成績考査通知書

H20.6.18 開示 検査課 団体

(3)平成13年度過下津3 002号に係る工事成績考査通知書
(4)平成16年度国交連支2-A009号に係る工事成績考査通知書
(5)平成16年度県区画39021-001号に係る工事成績考査通知書
(6)平成17年度広特気A-001号に係る工事成績考査通知書
(7)平成18年度障害1-001号に係る工事成績考査通知書

84 H20.6.6 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
第19期決算，履歴全部証明書

○○に係る建設業許可変更届（決算）
第19期決算，履歴全部証明書

H20.6.6 口頭開示 事業管理課 個人

85 H20.6.6 知事行事日程表（５月分） 知事行事日程表（平成２０年５月分） H20.6.20 部分開示 秘書課 3,7 個人

86 H20.6.10 宮城県民会館の指定管理者募集時に財団法人宮城県文化振興財団が提出
した事業計画書

宮城県民会館指定管理者指定申請書に係る事業計画書（宮城県
文化会館管理運営企業体提出分）

H20.6.17 部分開示 生活・文化課 3,4 団体

87 H20.6.10 仙台市「市町村分地方交付税算定台帳」平成２年度～平成１９年度分 H20.6.11 取り下げ 市町村課 個人

88 H20.6.11 学校法人○○の決算書
平成２０年３月期，平成１９年３月期，平成１８年３月期

学校法人○○に関する平成１７年度から平成１８年度までの計算
書類
(1)資金収支計算書　(2)人件費支出内訳表
(3)消費収支計算書　(4)貸借対照表
(5)固定資産明細表　(6)借入金明細表
(7)基本金明細表

H20.6.25 部分開示 私学文書課 3 個人

89 H20.6.12 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
１８期　直三表

○○に係る建設業許可変更届（決算）
１８期　直三表

H20.6.12 口頭開示 事業管理課 個人

90 H20.6.13 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
工事経歴書，直三表，損益計算書　56期

○○に係る建設業許可変更届（決算）
工事経歴書，直三表，損益計算書　56期

H20.6.13 口頭開示 事業管理課 個人

91 H20.6.13 各中学校ごとの予備調査における志願者数
（入学志願者予備調査報告書）
平成１８～２０年度
宮城県宮城野高等学校　総合学科

平成２０年度宮城県公立高等学校入学者選抜試験における宮城
県宮城野高等学校総合学科へ提出された入学志願者予備調査
報告書（志願者のある該当中学校分）

H20.6.27 開示 宮城野高等学校 個人

92 H20.6.13 No.91と同じ 平成１８年度及び平成１９年度宮城県公立高等学校入学者選抜
試験における宮城県宮城野高等学校総合学科へ提出された入学
志願者予備調査報告書（志願者のある該当中学校分）

H20.6.27 不存在 宮城野高等学校 個人



整理
番号

請 　求
年月日 開示請求 対象行政文書

決定通知
年 月 日 処理状況 担当課(室)所 備考 団・個別

93 H20.6.13 No.91と同じ 平成２０年度宮城県公立高等学校入学者選抜試験における宮城
県迫桜高等学校総合学科へ提出された入学志願者予備調査報
告書（志願者のある該当中学校分）

H20.6.27 開示 迫桜高等学校 個人

94 H20.6.13 No.91と同じ 平成１８年度及び平成１９年度宮城県公立高等学校入学者選抜
試験における宮城県迫桜高等学校総合学科へ提出された入学志
願者予備調査報告書（志願者のある該当中学校分）

H20.6.27 不存在 迫桜高等学校 個人

95 H20.6.16 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
４６，４７期の財務諸表

○○に係る建設業許可変更届（決算）
４６，４７期の財務諸表

H20.6.16 口頭開示 事業管理課 団体

96 H20.6.17 ○○　工事経歴書，直三表，損益計算書 ○○　工事経歴書，直三表，損益計算書 H20.6.17 口頭開示 事業管理課 個人

97 H20.6.17 2004年度，2005年度，2006年度の宮城県松島高等学校の免外申請状況
申請者人数，本来所持免許，申請免許

H20.6.19 取り下げ 教職員課 個人

98 H20.6.18 ○○に係る建設業許可変更書（決算）
許可番号第○○号

○○に係る建設業許可変更書（決算）
許可番号第○○号

H20.6.18 口頭開示 気仙沼土木事務所 個人

99 H20.6.18 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書，決算変更届出書 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書，決算変更届出書 H20.6.18 口頭開示 気仙沼土木事務所 個人

100 H20.6.19 ○○に係る建設業許可申請書 ○○に係る建設業許可申請書 H20.6.19 口頭開示 事業管理課 個人

101 H20.6.23 別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）のうち，工事
経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書、完成工事原価報告書、建設業許可申請書

別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）の
うち，工事経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書、完成工事原価報告書、建設業許可申請書

H20.6.23 口頭開示 事業管理課 団体

102 H20.6.23 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
第18期決算変更届，損益計算書

○○に係る建設業許可変更届（決算）
第18期決算変更届，損益計算書

H20.6.23 口頭開示 事業管理課 個人

103 H20.6.23 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　3期，4期 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　3期，4期 H20.6.23 口頭開示 事業管理課 個人

104 H20.6.24 ○○（社会福祉法人）○○の現況報告
役員，事業報告，決算（直近の物）

社会福祉法人○○に係る平成１９年４月１日現在の社会福祉法人
現況報告書

H20.6.26 部分開示 社会福祉課 2,3 個人

105 H20.6.25 気仙沼センター水産加工業協同組合が平成１９年度末に施工した残さい処
理施設に関する，「化製場等に関する法律」第３条第２項（同法施行条例第２
条の２同２項）の規定による届出書（図書を含む）一切。及び，施工前後に係
る行政指導文書の一切。

気仙沼センター水産加工業協同組合に係る「化製場等に関する法
律」第３条第２項の規定による準用施設構造設備等変更届，復命
書及び面談箋

H20.7.7 部分開示 気仙沼保健所 2,3 個人

106 H20 6 26 ○○に係る建設業許可申請書（15 11 10申請） ○○に係る建設業許可申請書（15 11 10申請） H20 6 26 口頭開示 事業管理課 個人106 H20.6.26 ○○に係る建設業許可申請書（15.11.10申請）
決算変更届（25期），21期～24期表紙，工事経歴，直三表

○○に係る建設業許可申請書（15.11.10申請）
決算変更届（25期），21期～24期表紙，工事経歴，直三表

H20.6.26 口頭開示 事業管理課 個人

107 H20.6.26 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
17期直三表

○○に係る建設業許可変更届（決算）
17期直三表

H20.6.26 口頭開示 事業管理課 個人

108 H20.6.27 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
Ｈ１７，Ｈ１８の２期

○○に係る建設業許可変更届（決算）
Ｈ１７，Ｈ１８の２期

H20.6.27 口頭開示 事業管理課 個人

109 H20.7.2 地方自治法第２６０条第１項で示す「町又は字の新設・廃止、名称や区域の
変更」につき、宮城県内当該各市町村の告示（平成２０年４月１日から平成２
０年６月３０日までのもの）

地方自治法第２６０条第１項で示す「町又は字の新設・廃止、名称
や区域の変更」につき、宮城県内当該各市町村の告示（平成２０
年４月１日から平成２０年６月３０日までのもの）

H20.7.2 口頭開示 市町村課 団体

110 H20.7.2 １．混内山道路改良工事に係る借地及び物件補償契約書
　　（三本木字白坂1-5,1-2）
２．土捨て場敷地の測量結果面積図面
　　平成18年11月1日から平成20年6月30日までと平成20年7月1日以降の分
　　その他１についての附属書面

H20.7.15 取り下げ 北部土木事務所 個人

111 H20.7.2 ○○に係る保存申請書類の専任技術者 ○○に係る保存申請書類の専任技術者 H20.7.2 口頭開示 事業管理課 団体

112 H20.7.3 知事行事日程表（６月分） 知事行事日程表（平成２０年６月） H20.7.17 部分開示 秘書課 3,7 個人

113 H20.7.3 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
52期　工事経歴書

○○に係る建設業許可変更届（決算）
52期　工事経歴書

H20.7.3 口頭開示 事業管理課 個人

114 H20.7.4 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.7.4 口頭開示 事業管理課 個人

115 H20.7.4 別紙公告工事に係る（株）大慎組の「宮城県建設工事総合評価落札方式（簡
易型・標準型）評価支援システム」の総合評価技術資料中（簡易型について
は様式－簡２，標準型については様式標２），「発注者評価欄」部分

総合評価技術資料（様式－標２）
・施工の手順
・品質管理の頻度・方法
〔工事番号：Ｈ２０小川地区（担い手）－Ａ０１号〕

H20.7.17 部分開示 仙台地方振興事務所 3 団体

- 49 -
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整理
番号

請 　求
年月日 開示請求 対象行政文書

決定通知
年 月 日 処理状況 担当課(室)所 備考 団・個別

116 H20.7.4 No.115と同じ 総合評価技術資料（様式－標２）
・施工の手順
・品質管理の頻度・方法
〔工事番号：平成１９年度県債火山砂防５－Ａ０１号〕
〔工事番号：平成１９年度火山砂防５－Ａ０３号〕
〔工事番号：平成２０年度地活道路１－００２号〕

H20.7.17 部分開示 大河原土木事務所 3 団体

117 H20.7.7 ○○に係る建設業許可変更届（決算）H16～H19 ○○に係る建設業許可変更届（決算）H16～H19 H20.7.7 口頭開示 事業管理課 個人

118 H20.7.7 宮城の教育振興基本計画の策定に関する意見聴取会にかかわる一切の文 宮城の教育振興基本計画策定に係る意見聴取会についてほか H20.7.22 部分開示 教育企画室 2 個人

119 H20.7.7 別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）のうち，工事
経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書、完成工事原価報告書、建設業許可申請書

別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）の
うち，工事経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書、完成工事原価報告書、建設業許可申請書

H20.7.7 口頭開示 事業管理課 団体

120 H20.7.7 平成１６年度仙台北県税事務所の「班の文章事務及び所属職員の事務分
担」に関して，年度当初に提出したものを変更する旨を人事課長に報告した

H20.7.11 不存在 仙台北県税事務所 個人

121 H20.7.8 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
損益計算書

○○に係る建設業許可変更届（決算）
損益計算書

H20.7.8 口頭開示 事業管理課 個人

122 H20.7.10 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
第26期　損益計算書

○○に係る建設業許可変更届（決算）
第26期　損益計算書

H20.7.10 口頭開示 事業管理課 個人

123 H20.7.11 知事公用車の運転記録（平成１５，１６年度） 知事公用車の運転記録（平成１５，１６年度） H20.7.23 開示 秘書課 団体

124 H20.7.11 (1)平成16年度県営経営体育成基盤整備事業尾松第一地区
平成17年3～4月頃に施行した整地に関する業者日報を含めた本整地（荒整
地ではなく）高低田面（±5㎝以内）の完全整地した証明する書類
(2)上記整備事業尾松第一地区平成19年度が繰越明許が出来て，平成16年
度は出来なかった法的規則に沿い，その違いを示す資料

新田，川北２期，尾松第１，尾松第２，金生，沢辺地区の「県営ほ
場整備事業技術参考資料」の「道路状況」の項目

H20.8.21 開示 北部地方振興事務所栗原地域事務所 個人

125 H20.7.11 No.124と同じ H20.8.21 不存在 北部地方振興事務所栗原地域事務所 個人

126 H20.7.11 (1)栗原市内県営基盤整備事業平成11年～19年度迄施行済市道（旧市町村
道）の路線名（旧市町村毎）及び位置詳細図（赤字で明示のこと）
(2)上記市道の施行前の位置明細図面
(3)上記市道の巾員及び延長距離の明細書（新旧共に）

Ｈ１６尾松第１地区（担い手）－Ａ５１号第５工区区画整理工事及び
Ｈ１６尾松第１地区（担い手）－００２号第６工区区画整理工事の成
果品（工事日報，出来形管理資料）

H20.8.21 部分開示 北部地方振興事務所栗原地域事務所 2 個人

127 H20.7.14 2004年度（平成16年度）に実施された仙台市青葉区の広瀬川護岸修繕工事
［霊屋橋上流・下流］に関する一切の資料（工事発注の経緯や検査の内容と

平成１６年度工国河修１－Ａ０１号に係る工事成績考査結果通知
書ほか

H20.7.28 部分開示 仙台土木事務所 2 個人
［霊屋橋上流・下流］に関する一切の資料（工事発注の経緯や検査の内容と
結果）

書ほか

128 H20.7.14 ○○に係る建設業許可申請書，建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可申請書，建設業許可変更届（決算） H20.7.14 口頭開示 事業管理課 団体

129 H20.7.14 ○○（○-○○）に係る建設業許可変更届（決算）
平成16年3月31日期分

○○（○-○○）に係る建設業許可変更届（決算）
平成16年3月31日期分

H20.7.14 口頭開示 事業管理課 個人

130 H20.7.14 下記の工事件名に係る評定採点表
平成16年度　県災防01002-001号　上戸沢災害防除工事
平成17年度　急崩14-6-001号　三日町二丁目の1　急傾斜地崩壊対策工事
平成17年度　17復第4-002号　町裏山地区復旧治山工事

１　平成１６年度　県災防０１００２－００１号　上戸沢災害防除工事
２　平成１７年度　急崩１４－６－００１号三日町二丁目の急傾斜地
崩壊対策工事
３　１７復第４－００２号　町裏山地区復旧治山工事
以上工事の評定点採点表

H20.7.23 開示 検査課 個人

131 H20.7.15 教員及び実習助手採用試験結果に関する書類（過去２年間）
・試験結果の記録
・採用基準と採用結果の記録

平成１９年度宮城県・仙台市公立学校教員採用候補者選考第１次
選考資料ほか

H20.8.8 部分開示 教職員課 2,7 個人

132 H20.7.15 知事引き継ぎ書（浅野知事から村井知事へ） 浅野史郎前知事から村井嘉浩知事への知事事務引継書 H20.8.8 部分開示 人事課 7 個人

133 H20.7.17 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
25～28期表紙，直三表

○○に係る建設業許可変更届（決算）
25～28期表紙，直三表

H20.7.17 口頭開示 事業管理課 個人

134 H20.7.17 気仙沼センター水産加工業(協)が取得していた汚泥の処分業許可に関する
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第１８条第１項（同法施行細則第６条
の２第３項）の規定による様式第２７号による（平成元年度～平成１６年度）の
報告書

気仙沼センター水産加工業協同組合に係る「廃棄物の処理及び
清掃に関する法律施行細則」第６条の２第３項の規定による産業
廃棄物の処分実績報告書（平成１６年度）

H20.7.31 部分開示 気仙沼保健福祉事務所 3 個人

135 H20.7.17 No.134と同じ 気仙沼センター水産加工業協同組合に係る「廃棄物の処理及び
清掃に関する法律施行細則」第６条の２第３項の規定による産業
廃棄物の処分実績報告書（平成元年～平成１５年度）

H20.7.31 不存在 気仙沼保健福祉事務所 個人

136 H20.7.18 ○○に係る建設業許可申請書一式 ○○に係る建設業許可申請書一式 H20.7.18 口頭開示 事業管理課 個人



整理
番号

請 　求
年月日 開示請求 対象行政文書

決定通知
年 月 日 処理状況 担当課(室)所 備考 団・個別

137 H20.7.18 ○○の財務状況（直近３ヶ年分） 学校法人○○に関する平成１７年度から平成１９年度までの計算
書類
(1)資金収支計算書　(2)資金収支内訳書
(3)人件費支出内訳表　(4)消費収支計算書
(5)消費収支内訳書　(6)貸借対照表
(7)固定資産明細表　(8)借入金明細表
(9)基本金明細表

H20.7.31 部分開示 私学文書課 3 個人

138 H20.7.18 出納局検査課が２００５年１２月１４日に実施した仙台土木事務所の発注した
広瀬川護岸修繕工事（受注事業者は藤間建設）の竣工検査に係る一切の資

平成１６年度工国河修１－Ａ０１号広瀬川護岸修繕工事の完成検
査に係る完成検査復命書，評定点採点表，工事成績調書

H20.7.22 開示 検査課 個人

139 H20.7.22 別紙に係る建設業許可変更届（決算） 別紙に係る建設業許可変更届（決算） H20.7.22 口頭開示 事業管理課 個人

140 H20.7.23 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.7.23 口頭開示 事業管理課 個人

141 H20.7.23 知事公用車の運転記録（平成１７年度） 知事公用車の運転記録（平成１７年度） H20.7.30 開示 秘書課 団体

142 H20.7.23 宮城球場の管理許可に関する一切の文書 宮城球場に係る公園施設管理許可，公園施設管理許可申請書，
使用料免除申請書

H20.8.5 部分開示 スポーツ健康課 2,4 団体

143 H20.7.23 平成１８年度政務調査費についての住民監査提出に関する一切の文書 宮城県知事措置請求書ほか H20.8.6 部分開示 総務課 2 団体

144 H20.7.23 ○○市所在の通称「○○」で食品衛生の営業許可の申請をしているもの。営
業者名，屋号，営業者の住所，電話番号，営業所の所在地，電話番号，営業
所の所在地，電話番号，初回の許可年月日，有効期間，営業種別，廃業届
が出ていればその届出年月日

H20.7.23 取り下げ 食と暮らしの安全推進課 団体

145 H20.7.23 建設業許可変更届一式 建設業許可変更届一式 H20.7.23 口頭開示 事業管理課 団体

146 H20.7.23 宗教法人○○の財務諸表，財産目録（過去３年分） 宗教法人○○の財務諸表，財産目録
（宗教法人法第25条第４項の規定に基づき所轄庁あて提出された
書類）

H20.7.31 存否応答拒
否

私学文書課 2,3,7 個人

147 H20.7.25 ○○の建設業許可申請書，第15期の変更届出書（指定ページを除く） ○○の建設業許可申請書，第15期の変更届出書（指定ページを
除く）

H20.7.25 口頭開示 事業管理課 個人

148 H20.7.25 ○○に係る建設業許可変更届（決算）31期直三表 ○○に係る建設業許可変更届（決算）31期直三表 H20.7.25 口頭開示 事業管理課 個人

149 H20.7.28 平成１５年以降に医療法人社団○○の代表者変更，役員変更に関して県に
提出された書類一切及び社員総会の議事録

定款等変更議事録，臨時社員総会議事録 H20.8.11 部分開示 医療整備課 2,3 個人
提出された書類一切及び社員総会の議事録

150 H20.7.28 No.149と同じ 平成１５年以降に提出された医療法人社団○○の役員変更届 H20.8.11 不存在 医療整備課 個人

151 H20.7.28 産業廃棄物処理業者に対する許可の取消し処分にき平成１５年７月１日から
現在に至るまでに名義貸しが理由で処分が行われたものについて「事案の
概要」と「処分に至る理由」がわかる文書

H20.8.4 不存在 廃棄物対策課 団体

152 H20.7.29 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.7.29 口頭開示 事業管理課 個人

153 H20.7.30 平成２０年７月２８日に「○○」の打ち切りが決定した案件に関する記録（７月
２８日の記録）

○○経過概要（平成２０年第１５号個別労使紛争） H20.8.13 部分開示 審査調整課 2,3,7 個人

154 H20.7.31 別紙に係る建設業許可変更届（決算） 別紙に係る建設業許可変更届（決算） H20.7.31 口頭開示 事業管理課 個人

155 H20.7.31 宮城県仙南総合プール指定管理者事業報告書（１９年度） 宮城県仙南総合プールの指定管理者事業（平成１９年度） H20.8.8 部分開示 スポーツ健康課 3 個人

156 H20.7.31 別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）のうち，工事
経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書、完成工事原価報告書、建設業許可申請書

別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）の
うち，工事経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書、完成工事原価報告書、建設業許可申請書

H20.7.31 口頭開示 事業管理課 団体

157 H20.7.31 ○-○○（○○）県外大臣に係る建設業許可申請書一式 ○-○○（○○）県外大臣に係る建設業許可申請書一式 H20.7.31 口頭開示 事業管理課 団体

158 H20.8.1 平成１９年１０月１日から平成２０年６月３０日までに都市計画課に基づく開発
行為における許可が下りた物件を対象とする開発許可台帳の写し
個人情報（個人名・印影など）を除く

開発行為許可台帳
平成19年10月1日から平成20年6月30日までに本県が開発許可を
行ったもの

H20.8.13 開示 建築宅地課 団体

159 H20.8.4 ７月分知事行事日程表 知事行事日程表（平成２０年７月） H20.8.15 部分開示 秘書課 3,7 個人

160 H20.8.4 ○○，○○に係る建設業許可変更届出書（決算） ○○，○○に係る建設業許可変更届出書（決算） H20.8.4 口頭開示 事業管理課 個人

161 H20.8.5 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　H19.8.31廃業
H17.7.1～H18.6.30の工事経歴書，直前３年の施工金額，使用人数

○○に係る建設業許可変更届（決算）　H19.8.31廃業
H17.7.1～H18.6.30の工事経歴書，直前３年の施工金額，使用人

H20.8.5 口頭開示 事業管理課 個人

162 H20.8.5 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　第39期 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　第39期 H20.8.5 口頭開示 事業管理課 個人

163 H20.8.6 ○○に係る建設業許可変更届出書（決算）　第67期 ○○に係る建設業許可変更届出書（決算）　第67期 H20.8.6 口頭開示 事業管理課 団体

164 H20.8.6 私学文書課長名で求められた，○○の履修科目の履修実施計画の中間報
告書２回分と最終報告書１回分の報告書すべて

県の指導事項に対する検討状況（中間報告）（平成１９年１２月２７
日）
県の指導事項に対する検討状況（中間報告）（平成２０年１月２８

H20.8.18 開示 私学文書課 個人
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整理
番号

請 　求
年月日 開示請求 対象行政文書

決定通知
年 月 日 処理状況 担当課(室)所 備考 団・個別

165 H20.8.8 ○○に係る建設業許可変更届出書（決算）　財務諸表 ○○に係る建設業許可変更届出書（決算）　財務諸表 H20.8.8 口頭開示 事業管理課 個人

166 H20.8.8 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
第15期，第16期財務諸表

○○に係る建設業許可変更届（決算）
第15期，第16期財務諸表

H20.8.8 口頭開示 事業管理課 個人

167 H20.8.8 ○○に係る建設業許可変更届出書（決算）　財務諸表 ○○に係る建設業許可変更届出書（決算）　財務諸表 H20.8.8 口頭開示 事業管理課 個人

168 H20.8.11 「仙台港背後地土地区画整理事業用排水関係打合せ会議記録」
土地区画整理法136条か139条の事業者と宮城県農業会議との協議内容

仙台港背後地土地区画整理事業用排水関係打合せ会議録 H20.8.22 部分開示 仙台港背後地事務所 2 個人

169 H20.8.11 No.168と同じ H20.8.22 不存在 仙台港背後地事務所 個人

170 H20.8.11 ○○に係る建設業許可変更届（決算）工事施工金額，損益計算書 ○○に係る建設業許可変更届（決算）工事施工金額，損益計算書 H20.8.11 口頭開示 事業管理課 個人

171 H20.8.11 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.8.11 口頭開示 事業管理課 個人

172 H20.8.15 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
第50期財務諸表

○○に係る建設業許可変更届（決算）
第50期財務諸表

H20.8.15 口頭開示 事業管理課 個人

173 H20.8.19 ○○に係る建設業許可変更届出書（決算）
H20,H19,H18決算に係る財務諸表

○○に係る建設業許可変更届出書（決算）
H20,H19,H18決算に係る財務諸表

H20.8.19 口頭開示 事業管理課 個人

174 H20.8.19 平成19年度宮城県における民間企業の所有する産業廃棄物最終処分場
（管理型のみ）について各施設の（埋立地面積，容量，埋立地廃棄物（期間
計），（累計），残存容量）を開示願いたい。

平成１９年度宮城県内における民間企業の所有する産業廃棄物
最終処分場（管理型のみ）について各施設の（埋立地面積，容量，
埋立地廃棄物（期間計），（累計），残余容量）

H20.9.2 部分開示 廃棄物対策課 2 団体

175 H20.8.20 脳脊髄液減少症に関する文書のすべて 脳脊髄液減少症に関する文書すべてについて H20.9.12 部分開示 疾病・感染症対策室 2,3,7 個人

176 H20.8.20 No.175と同じ 脳脊髄液減少症に関する文書すべてについて H20.9.12 部分開示 医療整備課 2,3 個人

177 H20.8.20 No.175と同じ 平成１９年６月７日付けス号外宮城県教育庁スポーツ健康課長通
知「学校におけるスポーツ外傷等の後遺症への適切な対応につ

H20.8.28 開示 スポーツ健康課 個人

178 H20.8.20 平成１９年度時間外勤務手当実績一覧表及び平成２０年度時間外勤務手当
勤務手当所要額一覧表
学校の組織運営に関する検討会議にかかわる議事録等すべて

H20.8.20 取り下げ 教育庁総務課 団体

179 H20.8.20 No.178と同じ 平成１９年度「学校の組織運営に関する調査研究」に係る委嘱事
業計画書についてほか

H20.9.19 開示 教職員課 団体

180 H20 8 20 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20 8 20 口頭開示 事業管理課 個人180 H20.8.20 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
平成19年6月決算の損益計算書

○○に係る建設業許可変更届（決算）
平成19年6月決算の損益計算書

H20.8.20 口頭開示 事業管理課 個人

181 H20.8.21 ○○に係る建設業許可申請書及び変更届（決算）
工事経歴書，直三表，財務諸表

○○に係る建設業許可申請書及び変更届（決算）
工事経歴書，直三表，財務諸表

H20.8.20 口頭開示 事業管理課 個人

182 H20.8.21 ○○に係る建設業許可申請書 ○○に係る建設業許可申請書 H20.8.21 口頭開示 事業管理課 個人

183 H20.8.22 平成２０年３月２５日分の介護老人保健施設○○の監査実施について 介護老人保健施設○○に係る監査（実地検査）改善報告書につ H20.8.29 部分開示 大河原保健福祉事務所 2,3 個人

184 H20.8.22 平成２０年度宮城県・仙台市公立学校教員採用試験に関する文書（教育委
員会人事班で作成しているもの）１次・２次のすべて
・採用（選考）基準が明記されいるもの
・採点基準が明記されているもの
・模擬授業等での指示・面接内容等

平成２０年度宮城県・仙台市公立学校教員採用候補者選考 H20.9.19 部分開示 教職員課 7 個人

185 H20.8.27 別紙に係る建設業許可変更届（決算）
財務諸表（直近３年分）

別紙に係る建設業許可変更届（決算）
財務諸表（直近３年分）

H20.8.27 口頭開示 事業管理課 個人

186 H20.8.27 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.8.27 口頭開示 事業管理課 個人

187 H20.8.27 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.8.27 口頭開示 事業管理課 個人

188 H20.8.27 ○○市　宗教法人○○（代表役員○○）の寺院規則
責任役員名簿

宗教法人○○に係る規則及び責任役員名簿 H20.8.29 部分開示 私学文書課 2 団体

189 H20.8.28 県営経営体育成基盤整備事業尾松第一地区に係る平成１５年度実績報告
関係書類（事務所からの進達文書一式）

H20.9.4 取り下げ 北部地方振興事務所栗原地域事務所 個人

190 H20.8.28 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.8.28 口頭開示 事業管理課 個人

191 H20.8.29 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.8.29 口頭開示 事業管理課 個人

192 H20.8.29 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
平成１９年度　工事経歴書，直三表

○○に係る建設業許可変更届（決算）
平成１９年度　工事経歴書，直三表

H20.8.29 口頭開示 事業管理課 団体

193 H20.8.29 ○○に係る建設業許可申請書・変更届出書・決算変更届 ○○に係る建設業許可申請書・変更届出書・決算変更届 H20.8.29 口頭開示 気仙沼土木事務所 個人
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194 H20.9.1 平成15～16年に古川市が名称を合併により大崎市に変更しようとしたとき，
地方自治法第三条第四項「地方公共団体の長は，････県知事に協議しなけ
ればならない。」における協議に関する行政文書

H20.9.11 不存在 市町村課 個人

195 H20.9.1 別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）のうち，工事
経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書、完成工事原価報告書、建設業許可申請書

別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）の
うち，工事経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書、完成工事原価報告書、建設業許可申請書

H20.9.1 口頭開示 事業管理課 団体

196 H20.9.2 別紙に係る建設業許可変更届（決算）
財務諸表（直近３年分）

別紙に係る建設業許可変更届（決算）
財務諸表（直近３年分）

H20.9.2 口頭開示 事業管理課 個人

197 H20.9.2 県選出国会議員，県議及び市町村長の名前を冠する，又は代表をつとめる
政治団体の収支報告書と領収書の写し

県選出国会議員，県議及び市町村長の名前を冠する，又は代表
を努める政治団体の平成１９年分の政治資金収支報告書

H20.9.19 開示 選挙管理委員会事務局 個人

198 H20.9.2 No.197と同じ 県選出国会議員，県議及び市町村長の名前を冠する，又は代表
をつとめる政治団体の平成１９年分の政治資金収支報告書と併せ
て提出された領収書の写し

H20.9.19 部分開示 選挙管理委員会事務局 2,3 個人

199 H20.9.3 ○○に係る建設業許可申請書，管理責任者証明書，定款 ○○に係る建設業許可申請書，管理責任者証明書，定款 H20.9.3 口頭開示 事業管理課 個人

200 H20.9.3 知事行事日程表（８月分） 知事行事日程表（２０年８月） H20.9.17 部分開示 秘書課 3,7 個人

201 H20.9.3 平成１８年４月からの仙南総合プール指定管理者の応募書類一式（指定管
理者になった事業者分）

平成１８年４月からの宮城県仙南プール指定管理者の応募書類
一式（○○分）

H20.9.17 部分開示 スポーツ健康課 2,3 団体

202 H20.9.3 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.9.3 口頭開示 事業管理課 個人

203 H20.9.3 ○○（宮城県○○市○○）に係る建設業許可申請書及び変更届（決算） ○○（宮城県○○市○○）に係る建設業許可申請書及び変更届
（決算）

H20.9.3 口頭開示 事業管理課 団体

204 H20.9.4 ○○，○○，○○，○○，○○，○○，○○，○○，○○，○○，○○，○○
の各国会議員が代表を努める団体及び議員の氏名が名称に含まれる団体
の１９年政治資金収支報告書（領収書を含む）

○○，○○，○○，○○，○○，○○，○○，○○，○○，○○，○
○，○○の各国会議員が代表を努める団体及び議員の氏名が名
称に含まれる団体の１９年政治資金収支報告書（領収書を含む）

H20.9.19 開示 選挙管理委員会事務局 個人

205 H20.9.4 No.204と同じ ○○，○○，○○，○○，○○，○○，○○，○○，○○，○○，○
○，○○の各国会議員が代表を努める団体及び議員の氏名が名
称に含まれる団体の平成１９年分の政治資金収支報告書と併せ
て提出された領収書の写し

H20.9.19 部分開示 選挙管理委員会事務局 2,3 個人

206 H20 9 5 平成１５年７月１日から現在に至るまで 廃棄物処理業者について名義貸し 平成１５年７月１日から現在に至るまで 廃棄物処理業者について H20 9 17 不存在 廃棄物対策課 個人206 H20.9.5 平成１５年７月１日から現在に至るまで，廃棄物処理業者について名義貸し
が理由で，注意，厳重注意を受けた事例について件数及び各事例の概要」
が分かる文書

平成１５年７月１日から現在に至るまで，廃棄物処理業者について
名義貸しが理由で，注意，厳重注意を受けた事例について件数及
び各事例の概要」が分かる文書

H20.9.17 不存在 廃棄物対策課 個人

207 H20.9.5 県仙台土木事務所発注の広瀬川護岸工事の○○の残した下流側の工事写
真

平成１６年度工国河修１－Ａ０１号
広瀬川護岸工事
工事写真（胸壁修繕）

H20.9.18 開示 仙台土木事務所 個人

208 H20.9.5 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.9.5 口頭開示 事業管理課 個人

209 H20.9.5 ○○に係る建設業許可申請書一式 ○○に係る建設業許可申請書一式 H20.9.5 口頭開示 事業管理課 団体

210 H20.9.8 平成２１年度宮城県・仙台市公立学校教員採用試験の第一次試験不合格者
の中での順位，得点等を知りたい。また，試験問題の配点・解答例について
も知りたい。

平成２１年度宮城県・仙台市公立学校教員採用候補者選考第１次
選考資料，解答例及び配点（教職教養，中学校社会）

H20.9.22 部分開示 教職員課 2 個人

211 H20.9.8 学校法人○○
最近３期財務諸表

学校法人○○
最近３期財務諸表

H20.9.11 不存在 私学文書課 団体

212 H20.9.8 別紙に係る平成１９年分政治資金収支報告書並びに添付領収書 別紙に記載された平成１９年分の政治資金収支報告書 H20.9.19 開示 選挙管理委員会事務局 個人

213 H20.9.8 No.212と同じ 別紙に記載された平成１９年分の政治資金収支報告書と併せて
提出された領収書の写し

H20.9.19 部分開示 選挙管理委員会事務局 2,3 個人

214 H20.9.9 別紙に係る平成１９年の政治資金収支報告書と領収書の写し 別紙に記載された平成１９年分の政治資金収支報告書 H20.9.19 開示 選挙管理委員会事務局 個人

215 H20.9.9 No.194と同じ 別紙に記載された平成１９年分の政治資金収支報告書と併せて
提出された領収書の写し

H20.9.19 部分開示 選挙管理委員会事務局 2,3 個人

216 H20.9.9 別紙に係る平成１９年の政党助成金使途等報告書の写し 別紙に係る平成１９年分の政党助成金使途等報告書 H20.9.17 開示 選挙管理委員会事務局 個人

217 H20.9.9 別紙に係る平成１７，１９年の選挙運動収支報告書と領収書の写し 別紙に係る平成１７，１９年の選挙運動収支報告書 H20.9.9 口頭開示 選挙管理委員会事務局 個人

218 H20.9.9 No.217と同じ 別紙に記載された平成１７年及び１９年分の選挙運動収支報告書
と併せて提出された領収書の写し

H20.9.17 部分開示 選挙管理委員会事務局 2,3 個人

219 H20.9.9 特定の政治団体に係る平成１７～１８年の政治資金収支報告書と領収書の 特定の政治団体に係る平成１７～１８年の政治資金収支報告書 H20.9.9 口頭開示 選挙管理委員会事務局 個人

220 H20.9.9 No.219と同じ 別紙に記載された平成１７年及び平成１８年分の政治資金収支報
告書と併せて提出された領収書の写し

H20.9.17 部分開示 選挙管理委員会事務局 2,3 個人

221 H20.9.9 ○○に係る建設業許可申請書 ○○に係る建設業許可申請書 H20.9.9 口頭開示 事業管理課 個人
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222 H20.9.9 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
平成１６年３月期～平成２０年３月期　表紙と直三表

○○に係る建設業許可変更届（決算）
平成１６年３月期～平成２０年３月期　表紙と直三表

H20.9.9 口頭開示 事業管理課 個人

223 H20.9.9 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書，決算変更届出書 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書，決算変更届出書 H20.9.9 口頭開示 気仙沼土木事務所 個人

224 H20.9.9 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書，決算変更届出書 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書，決算変更届出書 H20.9.9 口頭開示 気仙沼土木事務所 個人

225 H20.9.9 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書，決算変更届出書 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書，決算変更届出書 H20.9.9 口頭開示 気仙沼土木事務所 個人

226 H20.9.9 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書，決算変更届出書 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書，決算変更届出書 H20.9.9 口頭開示 気仙沼土木事務所 個人

227 H20.9.10 ○○に係る建設業許可申請書 ○○に係る建設業許可申請書 H20.9.10 口頭開示 事業管理課 団体

228 H20.9.10 別紙に係る建設業許可変更届（決算）
財務諸表直近３年分

別紙に係る建設業許可変更届（決算）
財務諸表直近３年分

H20.9.10 口頭開示 事業管理課 個人

229 H20.9.10 各県税事務所（ただし仙台南県税事務所を除く）の平成２０年度調定整理簿
のうち，自動車税の滞納繰越処分にかかる部分

H20.9.10 取り下げ 税務課 個人

230 H20.9.11 ○○に係る建設業許可申請書一式，取締役変更届 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
財務諸表直近３年分

H20.9.11 口頭開示 事業管理課 団体

231 H20.9.11 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
９～１３期　表紙，工事経歴書，直三表

○○に係る建設業許可変更届（決算）
９～１３期　表紙，工事経歴書，直三表

H20.9.11 口頭開示 事業管理課 団体

232 H20.9.12 資金管理団体「○○」の政治資金収支報告書（Ｈ１７年分）
○○議員の選挙運動費用収支報告書（第４４回衆院総選挙）

資金管理団体「○○」の政治資金収支報告書（Ｈ１７年分）
○○議員の選挙運動費用収支報告書（第４４回衆院総選挙）

H20.9.12 口頭開示 選挙管理委員会事務局 個人

233 H20.9.12 栗建第８１６００２号平成１９年８月１６日栗原市長より貴所長宛経営体育成
基盤整備事業尾松第１地区における舗装復旧について（回答）に舗装復旧
の幅員や厚さについては，別途協議願いますとある，その会議内容

（市道菱沼定官寺線）道路工事施行承認申請について（道路法第
２４条）経営体育成基盤整備事業尾松第１地区
道路工事施工承認書（栗原市（建）指令第３６８号）
（市道菱沼広町線）道路工事施行承認申請について（道路法第２
４条）経営体育成基盤整備事業尾松第１地区
道路工事施工承認書（栗原市（建）指令第３６９号）

H20.9.26 開示 北部地方振興事務所栗原地域事務所 個人

234 H20.9.12 平成１６年度実績報告書類のうち，事務所から県庁に進達した文書（県営経
営体育成基盤整備事業尾松第１地区に限る）

平成１７年４月２０日
県営土地改良事業に係る実績について（報告）（尾松第１地区分）
平成１７年６月３０日

H20.9.26 開示 北部地方振興事務所栗原地域事務所 個人

平成１７年６月３０日
県営土地改良事業に係る実績報告について（報告）（尾松第１地
区分）

235 H20.9.12 ○○に係る建設業許可申請書 ○○に係る建設業許可申請書 H20.9.12 口頭開示 事業管理課 個人

236 H20.9.12 ○○に係る更新許可申請書一式 ○○に係る更新許可申請書一式 H20.9.12 口頭開示 事業管理課 団体

237 H20.9.16 ○○の規則変更書類でＨ２０．４．１０付けの認証書類（申請書類） 宗教法人○○の規則変更認証申請書類（平成２０年４月１０日付
け認証に係るもの）

H20.9.24 部分開示 私学文書課 2,3 個人

238 H20.9.16 浄化槽工事業宮城県知事登録業者名簿
特例浄化槽工事業者届出名簿

浄化槽工事業宮城県知事登録業者名簿
特例浄化槽工事業届出御者名簿

H20.9.25 開示 事業管理課 団体

239 H20.9.16 別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）のうち，工事
経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書、完成工事原価報告書、建設業許可申請書

別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）の
うち，工事経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書、完成工事原価報告書、建設業許可申請書

H20.9.16 口頭開示 事業管理課 団体

240 H20.9.16 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　第16期～第18期財務諸表 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　第16期～第18期財務諸表 H20.9.16 口頭開示 事業管理課 個人

241 H20.9.17 浄化槽工事業宮城県知事登録業者名簿
特例浄化槽工事業者届出名簿

浄化槽工事業宮城県知事登録業者名簿
特例浄化槽工事業届出御者名簿

H20.10.1 開示 事業管理課 個人

242 H20.9.17 平成２０年職員採用試験（大学卒業程度）で使用された問題 ⅩⅣ－０８教養試験問題（Ⅰ） H20.10.15 非開示 職員課 3,7 個人

243 H20.9.17 別紙に記載の県選出国会議員の平成１９年分政治資金収支報告書 別紙に記載の県選出国会議員の平成１９年分政治資金収支報告 H20.9.19 開示 選挙管理委員会事務局 個人

244 H20.9.17 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
２０年５月決算

○○に係る建設業許可変更届（決算）
２０年５月決算

H20.9.17 口頭開示 事業管理課 個人

245 H20.9.17 次の工事の金額の入った本工事内訳書，単価表の資料一式を開示請求しま
す。
工事番号　平成２０年度県舗装補０１０２７－００１号
工事名　小山田外舗装工事（その１）
開札　平成２０年９月１１日

H20.9.18 取り下げ 大河原土木事務所 個人

246 H20.9.18 特定の政治団体の平成１８年分の政治資金収支報告書とその添付領収書
の写し

特定の政治団体の平成１８年分の政治資金収支報告書 H20.9.18 口頭開示 選挙管理委員会事務局 個人

247 H20.9.18 No.246と同じ 特定の政治団体の平成１８年分の政治資金収支報告書と合わせ
て提出された領収書の写し

H20.9.19 部分開示 選挙管理委員会事務局 2,3 個人



整理
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年月日 開示請求 対象行政文書

決定通知
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248 H20.9.18 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
第34,35期財務諸表

○○に係る建設業許可変更届（決算）
第34,35期財務諸表

H20.9.18 口頭開示 事業管理課 個人

249 H20.9.18 別紙に係る建設業許可変更届（決算）
財務諸表直近３年分

別紙に係る建設業許可変更届（決算）
財務諸表直近３年分

H20.9.18 口頭開示 事業管理課 個人

250 H20.9.18 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書，決算変更届出書 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書，決算変更届出書 H20.9.18 口頭開示 気仙沼土木事務所 個人

251 H20.9.19 別紙に係る政治資金収支報告書と領収書（平成１９年分） 別紙に係る政治資金収支報告書，選挙運動費用収支報告書と併
せて提出された領収書（平成１９年分）

H20.9.19 口頭開示 選挙管理委員会事務局 個人

252 H20.9.19 No.251と同じ 別紙に記載された平成１９年分の政治資金収支報告書と併せて
提出された領収書の写し
平成１９年７月２９日に行われた参議院議員通常選挙宮城選挙区
の「○○」に係る選挙運動費用収支報告書と併せて提出された領
収書の写し

H20.9.25 部分開示 選挙管理委員会事務局 2,3 個人

253 H20.9.19 新しい職の設置，新しい昇給制度についての説明資料等
校長会で出された意見等がわかるもの

新しい職の設置についてほか H20.10.16 開示 教職員課 団体

254 H20.9.19 No.254と同じ 新しい昇給制度の骨子（案）ほか H20.10.16 非開示 教職員課 6,7 団体

255 H20.9.22 ○○の政治資金収支報告書（Ｈ１７，Ｈ１８，Ｈ１９分）
領収書を含む

○○に係る平成１７年，平成１８年，平成１９年分の政治資金収支
報告書

H20.9.22 口頭開示 選挙管理委員会事務局 個人

256 H20.9.22 No.255と同じ ○○に係る平成１７年，平成１８年，平成１９年分の政治資金収支
報告書と併せて提出された領収書の写し

H20.9.25 開示 選挙管理委員会事務局 個人

257 H20.9.22 前○○市長○○氏の政治団体設立届，異動届
○○市議会議員○○氏の政治団体設立届，異動届に関する文書

○○前○○市長が代表を務める又は名前を冠する並びに支持す
る政治団体設立届及び異動届等
○○氏○○市議会議員の代表を務める又は名前を冠する並びに
政治団体設立届及び異動届等

H20.9.25 部分開示 選挙管理委員会事務局 2 個人

258 H20.9.22 北部地方振興事務所栗原地域事務所林業振興部に関わる平成２０年度岩
手・宮城内陸地震の災害査定調書（工種，規模）

平成２０年岩手・宮城内陸地震に係わる災害復旧事業目論見書 H20.10.1 部分開示 森林整備課 7 団体

259 H20.9.24 ○○のＨ１７，Ｈ１８，Ｈ１９年の寺会計 宗教法人○○の平成１７，１８，１９年の会計書類
（宗教法人法第２５条第４項の規定に基づき所轄庁に提出された
書類）

H20.9.26 存否応答拒
否

私学文書課 2,3,7 個人

260 H20 9 26 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20 9 26 口頭開示 事業管理課 個人260 H20.9.26 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.9.26 口頭開示 事業管理課 個人

261 H20.9.26 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.9.26 口頭開示 事業管理課 個人

262 H20.9.26 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.9.26 口頭開示 事業管理課 個人

263 H20.9.29 別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）のうち，工事
経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書、完成工事原価報告書、建設業許可申請書

別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）の
うち，工事経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書、完成工事原価報告書、建設業許可申請書

H20.9.29 口頭開示 事業管理課 団体

264 H20.9.29 別紙に係る平成１９年分の政治資金収支報告書 別紙に係る平成１９年分の政治資金収支報告書 H20.9.29 口頭開示 選挙管理委員会事務局 個人

265 H20.9.29 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.9.29 口頭開示 事業管理課 個人

266 H20.9.30 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.9.30 口頭開示 事業管理課 個人

267 H20.9.30 別紙に係る建設業許可変更届（決算）
財務諸表

別紙に係る建設業許可変更届（決算）
財務諸表

H20.9.30 口頭開示 事業管理課 個人

268 H20.10.1 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.10.1 口頭開示 事業管理課 個人

269 H20.10.1 知事行事日程表（９月分） 知事行事日程表（平成２０年９月） H20.10.15 部分開示 秘書課 3,7 個人

270 H20.10.2 地方自治法第２６０条第１項で示す「町又は字の新設・廃止、名称や区域の
変更」につき、宮城県内当該各市町村の告示（平成２０年７月１日から平成２
０年９月３０日までのもの）

地方自治法第２６０条第１項で示す「町又は字の新設・廃止、名称
や区域の変更」につき、宮城県内当該各市町村の告示（平成２０
年７月１日から平成２０年９月３０日までのもの）

H20.10.2 口頭開示 市町村課 団体
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271 H20.10.3 学校法人○○の直近３年の事業報告（財務諸表含む） 学校法人○○に関する平成１７年度から平成１９年度までの計算
書類
(1)資金収支計算書　(2)資金収支内訳書
(3)人件費支出内訳表　(4)消費収支計算書
(5)消費収支内訳表　(6)貸借対照表
(7)固定資産明細表　(8)借入金明細表
(9)基本金明細表

H20.10.14 部分開示 私学文書課 3 個人

272 H20.10.3 学校法人○○の財務諸表（直近３期分） 学校法人○○に関する平成１７年度から平成１９年度までの計算
書類
(1)資金収支計算書　(2)資金収支内訳書
(3)人件費支出内訳表　(4)消費収支計算書
(5)消費収支内訳表　(6)貸借対照表
(7)固定資産明細表　(8)基本金明細表

H20.10.14 部分開示 私学文書課 3 個人

273 H20.10.6 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.10.6 口頭開示 事業管理課 個人

274 H20.10.6 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.10.6 口頭開示 事業管理課 個人

275 H20.10.6 宮城県の下水道法にかかる日排水量50㎥以上の特定事業所のリスト（排水
量，会社名，所在地）。平成20年3月頃の新しいもの

H20.10.7 取り下げ 下水道課 個人

276 H20.10.7 別紙に係る建設業許可変更届（決算）
財務諸表直近３年分

別紙に係る建設業許可変更届（決算）
財務諸表直近３年分

H20.10.7 口頭開示 事業管理課 個人

277 H20.10.7 過去１年間（平成１９年度）で，教育庁が支出した損害保険のうち，傷害保険
契約の①保険期間②補償内容③補償対象④保険料
※火災，自動車は除く

H20.10.21 取り下げ 教育庁総務課 個人

278 H20.10.7 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書，決算変更届出書 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書，決算変更届出書 H20.10.7 口頭開示 気仙沼土木事務所 個人

279 H20.10.8 「一般県道涌谷三本木線不動堂地区自転車歩行車道道路整備事業」におい
て，当初計画から一部排水路の設計位置を変更した新たな計画を策定した
ことですのでその計画に関する一切の文書

H20.10.9 取り下げ 北部土木事務所 個人

280 H20.10.8 財団法人自治総合センターが助成している，一般コミュニティ助成事業の申
請書のうち 平成１５年度分から平成１９年度分の申請書（印刷機の購入に

H20.10.16 取り下げ 生活・文化課 個人
請書のうち，平成１５年度分から平成１９年度分の申請書（印刷機の購入に
係るもののみ）

281 H20.10.8 平成２０年４月から最新の災害査定目論見書
・各土木事務所
・各地方振興事務所
・市町村
河川，砂防，道路，治山，林道

平成２０年発生国土交通省所管公共土木施設災害復旧事業第１
次査定結果についての内，目論見書など

H20.10.16 部分開示 防災砂防課 7 団体

282 H20.10.8 No.281と同じ 林地荒廃防止施設災害復旧事業目論見書 H20.10.9 部分開示 森林整備課 7 団体

283 H20.10.8 No.281と同じ H20.10.15 取り下げ 林業振興課 団体

284 H20.10.8 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書，決算変更届出書 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書，決算変更届出書 H20.10.8 口頭開示 気仙沼土木事務所 個人

285 H20.10.9 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.10.9 口頭開示 事業管理課 個人

286 H20.10.10 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.10.10 口頭開示 事業管理課 個人

287 H20.10.10 平成２０年７月１日から平成２０年９月３０日までに都市計画課に基づく開発
行為における許可が下りた物件を対象とする開発許可台帳の写し
個人情報（個人名・印影など）を除く

開発行為許可台帳
平成20年7月1日から平成20年9月30日までに本県が開発許可を
行ったもの

H20.10.23 開示 建築宅地課 団体

288 H20.10.10 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.10.10 口頭開示 事業管理課 個人

289 H20.10.14 社会福祉法人○○
現況報告書　直近１年は全部　財務諸表については３年分

社会福祉法人○○に係る平成20年度の社会福祉法人現況報告
書（全部）及び平成19年度の社会福祉法人現況報告書（計算書

H20.10.23 部分開示 社会福祉課 2 団体

290 H20.10.14 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.10.14 口頭開示 事業管理課 個人

291 H20.10.15 全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）の市町村別の結果（平成２０年
度）

平成２０年度全国学力・学習状況調査結果
実施状況　宮城県－県教育委員会
回答結果集計　各市町村教育委員会

H20.10.29 部分開示 義務教育課 7 個人

292 H20.10.15 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.10.15 口頭開示 事業管理課 個人



整理
番号

請 　求
年月日 開示請求 対象行政文書

決定通知
年 月 日 処理状況 担当課(室)所 備考 団・個別

293 H20.10.15 ○○に係る建設業許可変更届（決算），工事経歴書 ○○に係る建設業許可変更届，工事経歴書 H20.10.15 口頭開示 事業管理課 個人

294 H20.10.15 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.10.15 口頭開示 事業管理課 個人

295 H20.10.15 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
貸借対照表及び損益計算書　H17.4.1～H20.31

○○に係る建設業許可変更届（決算）
貸借対照表及び損益計算書　H17.4.1～H20.31

H20.10.15 口頭開示 事業管理課 個人

296 H20.10.16 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
工事経歴書（第13期）

○○に係る建設業許可変更届（決算）
工事経歴書（第13期）

H20.10.16 口頭開示 事業管理課 個人

297 H20.10.16 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.10.16 口頭開示 事業管理課 個人

298 H20.10.16 ○○に係る建設業許可申請書 ○○に係る建設業許可申請書 H20.10.16 口頭開示 事業管理課 個人

299 H20.10.16 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.10.16 口頭開示 事業管理課 団体

300 H20.10.16 建設業許可申請書，変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.10.16 口頭開示 事業管理課 個人

301 H20.10.16 建設業許可業者検索リスト（商号・代表者・許可番号順） 建設業許可業者検索リスト（商号・代表者・許可番号順） H20.10.20 開示 事業管理課 団体

302 H20.10.16 北部土木事務所及び北部土木事務所栗原地域事務所に関わる平成２０年
度岩手・宮城内陸地震の土木被害災調書

平成20年発生国土交通省所管公共土木施設災害復旧事業第１
次査定結果についてほか

H20.10.24 部分開示 防災砂防課 7 団体

303 H20.10.16 ○○，○○，○○の寺院規則 宗教法人○○，○○及び○○の寺院規則 H20.10.23 部分開示 私学文書課 2 個人

304 H20.10.16 ○○に係る建設業許可変更届出書 ○○に係る建設業許可変更届出書 H20.10.16 口頭開示 東部土木事務所登米地域事務所 団体

305 H20.10.17 一般コミュニティ助成事業に関する平成15年度から平成19年度助成決定団
体の購入した備品のうち，リコー社製の印刷機，コピー機，カラーレーザープ
リンタの納入業者名のわかる文書

コミュニティ助成事業（一般）における平成15年度から平成19年度
の事業実施団体の購入実績のうち，購入備品が，リコー社製の印
刷機，コピー機，カラーレーザープリンタｰ係る文書（請求書（写）
等支払い関連書類）

H20.10.28 部分開示 生活・文化課 2,3 個人

306 H20.10.17 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.10.17 口頭開示 事業管理課 個人

307 H20.10.17 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
直近３年の財務諸表

○○に係る建設業許可変更届（決算）
直近３年の財務諸表

H20.10.17 口頭開示 事業管理課 個人

308 H20.10.17 社会福祉法人○○，社会福祉法人○○，社会福祉法人○○に係る現況報
告直近３年分

社会福祉法人○○，社会福祉法人○○に係る直近３年間の現況
報告書
社会福祉法人○○に係る直近２年間の現況報告書

H20.10.28 部分開示 社会福祉課 2 個人

309 H20.10.17 ○○に係る建設業許可申請書・変更届出書・決算変更届出書 ○○に係る建設業許可申請書・変更届出書・決算変更届出書 H20.10.17 口頭開示 気仙沼土木事務所 個人

310 H20.10.20 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
年 月期損益計算書 貸借対照表

○○に係る建設業許可変更届（決算）
年 月期損益計算書 貸借対照表

H20.10.20 口頭開示 事業管理課 個人
19年8月期損益計算書，貸借対照表 19年8月期損益計算書，貸借対照表

311 H20.10.20 宮城県仙台塩釜港湾事務所（旧塩釜港湾事務所）の平成19年4月1日～平
成19年8月15日まで，平成20年4月1日～平成20年8月15日までの塩釜港内
すべての巡回日誌の写し
宮城県仙台地方振興事務所の平成19年4月1日～平成19年8月15日まで，
平成20年4月1日～平成20年8月15日までの塩釜漁港内すべての巡回日誌と
係留施設使用届の写し
宮城県仙台地方振興事務所の平成19年4月1日～平成19年8月15日まで，
平成20年4月1日～平成20年8月15日までの舟だまり協議会及び漁港内バー
ス会議議事録の写し

巡回日誌（平成１９年４月２日～平成１９年８月１５日，平成２０年４
月２日～平成２０年８月１５日）

H20.10.29 部分開示 仙台塩釜港湾事務所塩釜支所 2 団体

312 H20.10.20 No.311と同じ 指定施設使用許可申請書及び許可証（平成１９年４月１日～平成
１９年８月１５日，平成２０年４月１日～平成２０年８月１５日）

H20.10.31 部分開示 仙台地方振興事務所 2 団体

313 H20.10.20 No.311と同じ 宮城県仙台塩釜港湾事務所の平成19年4月1日～平成19年8月15
日まで，平成20年4月1日～平成20年8月15日までの塩釜港内す
べての巡回日誌の写し
宮城県仙台地方振興事務所の平成19年4月1日～平成19年8月15
日まで，平成20年4月1日～平成20年8月15日までの舟だまり協議
会及び漁港内バース会議議事録の写し

H20.10.31 不存在 仙台地方振興事務所 団体

314 H20.10.21 社会福祉法人○○に係る直近３年分の決算関係書類 社会福祉法人○○に係る直近３年分の決算関係書類 H20.10.28 開示 社会福祉課 個人

315 H20.10.21 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.10.21 口頭開示 事業管理課 個人

316 H20.10.21 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書，決算変更届出書 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書，決算変更届出書 H20.10.21 口頭開示 気仙沼土木事務所 個人

317 H20.10.22 平成20年岩手・宮城内陸地震に係わる災害復旧事業目論見書（工種及び規
模）

平成２０年度林道災害復旧事業補助計画概要書
（平成２０年岩手・宮城内陸地震災害）

H20.11.4 部分開示 林業振興課 7 団体

318 H20.10.22 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.10.22 口頭開示 事業管理課 個人

319 H20.10.22 ○-○○に係る建設業許可変更届（決算）
平成20年3月決算直三表

○-○○に係る建設業許可変更届（決算）
平成20年3月決算直三表

H20.10.22 口頭開示 事業管理課 個人
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決定通知
年 月 日 処理状況 担当課(室)所 備考 団・個別

320 H20.10.23 災害査定目論見書
平成20年発生の河川・砂防・道路・治山の各事業

平成20年発生国土交通省所管公共土木施設災害復旧事業第１
次査定結果についてほか

H20.10.27 部分開示 防災砂防課 7 個人

321 H20.10.23 No.320と同じ 林地荒廃防止施設災害普及事業目論見書
地すべり防止施設災害普及事業目論見書

H20.10.28 部分開示 森林整備課 7 個人

322 H20.10.23 大気汚染防止法に係るＶＯＣ発生施設を有する事業所の名前，住所，届出
施設の種類のわかるもの

H20.10.23 取り下げ 環境対策課 団体

323 H20.10.24 平成20年9月1日から9月30日までの間に県内全税務事務所にて届出を受理
した「法人設立届」（新規のみ。本店設置のみ。添付書類不要）

H20.11.7 取り下げ 税務課 団体

324 H20.10.24 平成19年10月1日から平成20年6月30日までに都市計画法に基づく開発行
為における許可が下りた物件のうち，別紙一覧の許可番号に対応する物件
を対象とする，開発行為許可申請書のうちの位置図（個人情報（個人名・印
影など）を除く）

開発行為許可申請書のうち位置図
平成20年5月1日から平成20年6月30日までに許可が下りた物件
のうち，別表一覧の№１～№９

H20.11.7 開示 建築宅地課 団体

325 H20.10.24 No.324と同じ 開発行為許可申請書のうち位置図
平成19年10月1日から平成20年6月30日までに許可が下りた物件
のうち，別表一覧の№10の許可番号に対応する物件

H20.11.6 開示 東部土木事務所 団体

326 H20.10.24 No.324と同じ 開発行為許可申請書のうち位置図
平成19年10月1日から平成20年6月30日までに許可が下りた物件
のうち，別表一覧の№11～№16の許可番号に対応する物件

H20.11.7 開示 仙台土木事務所 団体

327 H20.10.24 No.324と同じ 開発行為許可申請書のうち位置図
平成19年10月1日から平成20年6月30日までに許可が下りた物件
のうち，別表一覧の№17～№19の許可番号に対応する物件

H20.11.6 開示 大河原土木事務所 団体

328 H20.10.24 No.324と同じ 開発行為許可申請書のうち位置図
平成19年10月1日から平成20年6月30日までに許可が下りた物件
のうち，別表一覧の№20の許可番号に対応する物件

H20.11.5 開示 北部土木事務所栗原地域事務所 団体

329 H20.10.24 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.10.24 口頭開示 事業管理課 個人

330 H20.10.24 ○○に係る建設業許可変更届出書 ○○に係る建設業許可変更届出書 H20.10.24 口頭開示 事業管理課 個人

331 H20.10.24 ○○に係る建設業許可変更届出書（決算） ○○に係る建設業許可変更届出書（決算） H20.10.24 口頭開示 事業管理課 個人

332 H20 10 27 北部地方振興事務所及び同栗原地域事務所農業農村整備部（農地 農業 箇所別調書（平成２０年度岩手・宮城内陸地震災害） H20 11 7 部分開示 農村整備課 7 個人332 H20.10.27 北部地方振興事務所及び同栗原地域事務所農業農村整備部（農地，農業
施設）に関わる平成２０年岩手・宮城内陸地震の災害査定箇所表

箇所別調書（平成２０年度岩手・宮城内陸地震災害） H20.11.7 部分開示 農村整備課 7 個人

333 H20.10.27 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.10.24 口頭開示 事業管理課 個人

334 H20.10.28 別紙に係る建設業許可変更届（決算）
財務諸表

別紙に係る建設業許可変更届（決算）
財務諸表

H20.10.25 口頭開示 事業管理課 個人

335 H20.10.28 平成19年度県営経営体基盤整備尾松第一地区内市道菱沼・定官寺線のう
ち管理道路（576.9m）を幅員3mで舗装工事を実施したこの区間には１箇所当
たり20万円の水利施設ユニットが道路敷地に18箇所埋設されている（普通車
以上は安全に交差できない）。
これは道路交通法及び交通安全対策法の目的である交通の安全と円滑が
確保できる保全の上に施行されたその法的根拠を示す具体的資料
同地区の市道菱沼・広町線は全線4m幅員で舗装されている。何故菱沼・定
官寺線は途中から3m幅員になっているか併せてその理由を示す資料

・道路法第３２条の規定による道路占用許可申請について
　県営ほ場整備事業（担い手）尾松第一地区
・道路線用許可書（栗駒町栗建第６６５号）

H20.11.7 開示 北部振興事務所栗原地域事務所 個人

336 H20.10.28 No.335と同じ 県営尾松第１地区土地改良事業変更計画書（ほ場整備） H20.11.7 開示 北部振興事務所栗原地域事務所 個人

337 H20.10.28 平成16年度県営経営体育成基盤整備事業に関係する総合食料対策事業
（ＡＬＣ撒布）に係る平成17年3月14日及川組現場事務所で開催した関係機
関との打合せした一括の資料（業者よりの日付を記した現況写真を含む）
現場（業者）報告書に日付を付さなくても可とする法令規則・要項等を示す資

現場（業者）報告書に日付を付さなくても可とする法令規則・要項
等を示す資料

H20.11.7 不存在 北部振興事務所栗原地域事務所 個人

338 H20.10.28 No.337と同じ 復命書（平成１６年度総合食料対策事業に係る関係機関との進行
調整について）

H20.11.7 部分開示 北部振興事務所栗原地域事務所 2 個人

339 H20.10.29 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.10.29 口頭開示 事業管理課 個人

340 H20.10.29 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.10.29 口頭開示 事業管理課 個人

341 H20.10.29 10月27日開催小中校長会議
昇給制度・新しい職についての説明資料等
出された意見等がわかるもの

宮城県公立小・中学校校長会議次第ほか H20.11.12 開示 教職員課 団体

342 H20.10.29 No.341と同じ 勤務状況報告書（昇給内申調書）記入要領（案） H20.11.12 非開示 教職員課 6 団体
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343 H20.10.30 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.10.30 口頭開示 事業管理課 個人

344 H20.10.30 ○○に係る建設業許可変更届出書（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.10.30 口頭開示 事業管理課 団体

345 H20.10.31 ○○，○○の寺院規則 宗教法人○○及び○○の寺院規則 H20.11.5 部分開示 私学文書課 2 個人

346 H20.11.4 政治資金収支報告書（平成１７年，１８年，１９年）と領収書
○○党宮城県参議院選挙区第一総支部
○○後援会
○○会

政治資金収支報告書（平成１７年，１８年，１９年）
○○党宮城県参議院選挙区第一総支部
○○後援会
○○会

H20.11.4 口頭開示 選挙管理委員会事務局 個人

347 H20.11.4 No.346と同じ 政治資金収支報告書と併せて提出された領収書の写し（平成１７
年，１８年，１９年）
○○党宮城県参議院選挙区第一総支部
○○後援会
○○会

H20.11.13 部分開示 選挙管理委員会事務局 2 個人

348 H20.11.4 建設業許可申請書 建設業許可申請書 H20.11.4 口頭開示 事業管理課 団体

349 H20.11.4 平成２０年度宮城県職員採用試験について 第２次試験合格通知 H20.11.18 開示 職員課 個人

350 H20.11.4 No.349と同じ 教養試験問題，専門試験問題，論文試験評定項目，人物試験実
施予定，人物試験の概要，集団討論課題，試験配点表，第１次試
験合格通知

H20.11.18 非開示 職員課 3,7 個人

351 H20.11.4 No.349と同じ １次試験合格者に対する身分照会の有無及び照会方法 H20.11.18 存否応答拒
否

職員課 7 個人

352 H20.11.4 No.349と同じ 提出書類の評価の観点及び評価方法 H20.11.18 不存在 職員課 個人

353 H20.11.4 No.349と同じ 論文試験解答用紙 H20.11.18 部分開示 職員課 3,7 個人

354 H20.11.4 平成２１年度宮城県・仙台市公立学校教員採用候補者選考試験について 平成２１年度宮城県・仙台市公立学校教員採用候補者選考第１
次・第２次選考事務処理要領ほか

H20.11.28 部分開示 教職員課 7 個人

355 H20.11.4 別表の宮城県知事及び国土交通大臣許可業者に係る
変更届出書（財務諸表，数値記載ページのみ，割引手形・転譲手形記載
ページ含む）直近２期
変更届出書の直近分の工事経歴書（建築工事，大工工事のみ）１ページ，直
前三年の各年度における工事施工金額，使用人数

別表の宮城県知事及び国土交通大臣許可業者に係る
変更届出書（財務諸表，数値記載ページのみ，割引手形・転譲手
形記載ページ含む）直近２期
変更届出書の直近分の工事経歴書（建築工事，大工工事のみ）１
ページ，直前三年の各年度における工事施工金額，使用人数

H20.11.4 口頭開示 事業管理課 個人

356 H20 11 4 平成２１年度宮城県 仙台市公立学校教員採用試験採用候補者選考の２次 H20 11 5 取り下げ 教職員課 個人356 H20.11.4 平成２１年度宮城県・仙台市公立学校教員採用試験採用候補者選考の２次
試験における受験番号○○の各試験の得点及びその配点

H20.11.5 取り下げ 教職員課 個人

357 H20.11.5 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
直近３年の財務諸表

○○に係る建設業許可変更届（決算）
直近３年の財務諸表

H20.11.5 口頭開示 事業管理課 個人

358 H20.11.5 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.11.5 口頭開示 事業管理課 個人

359 H20.11.6 別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）のうち，工事
経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書、完成工事原価報告書、建設業許可申請書

別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）の
うち，工事経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書、完成工事原価報告書、建設業許可申請書

H20.11.6 口頭開示 事業管理課 団体

360 H20.11.6 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.11.6 口頭開示 事業管理課 個人

361 H20.11.7 平成20年10月1日から10月31日までの間に県内全税務事務所にて届出を受
理した「法人設立届」（本店設置，新規のみ）
（法人名，郵便番号，所在地，代表者氏名，設立年月日，資本金，決算月
日，電話番号，業種，受理年月日）

H20.11.7 取り下げ 税務課 団体

362 H20.11.7 社会福祉法人○○（○○市）に係る直近３期分の決算書（貸借対照表，損益
計算書）

社会福祉法人○○に係る平成１７年度から平成１９年度の決算関
係書類

H20.11.19 部分開示 社会福祉課 3 個人

363 H20.11.10 別紙に掲げる政党及び政治団体に係る政治資金収支報告書 別紙に掲げる政党及び政治団体に係る政治資金収支報告書 H20.11.10 口頭開示 選挙管理委員会事務局 個人

364 H20.11.10 社会福祉法人○○に係る現況報告書（３年分） 社会福祉法人○○に係る平成１７年度から平成１９年度の現況報
告書

H20.11.19 部分開示 社会福祉課 2,3 団体

365 H20.11.10 社会福祉法人○○に係る事業報告書全般
平成１８年度，平成１９年度

社会福祉法人○○に係る平成１８年度及び平成１９年度の現況報
告書

H20.11.19 部分開示 社会福祉課 2,3 個人

366 H20.11.10 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.11.10 口頭開示 事業管理課 個人

367 H20.11.11 別紙に係る建設業許可変更届（決算）
財務諸表

H20.11.11 取り下げ 事業管理課 個人

368 H20.11.11 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書 H20.11.11 口頭開示 事業管理課 団体

369 H20.11.11 ○○に係る建設業許可変更届 ○○に係る建設業許可変更届 H20.11.11 口頭開示 事業管理課 個人
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整理
番号

請 　求
年月日 開示請求 対象行政文書

決定通知
年 月 日 処理状況 担当課(室)所 備考 団・個別

370 H20.11.11 社会福祉法人○○（○○市）の決算書，業務報告書の一式　過去３年分 社会福祉法人○○に係る平成１９年度の社会福祉法人現況報告
書及び平成１７年度から平成１８年度の決算書面

H20.11.19 部分開示 社会福祉課 2,3 個人

371 H20.11.11 宮城県信用保証協会の理事会議事録
（平成２０年５月２３日）

宮城県信用保証協会平成２０年度第１回理事会議事録 H20.11.21 部分開示 商工経営支援課 2,3 個人

372 H20.11.12 社会福祉法人○○（○○市）最新期の事業報告書の及び決算書３期分 社会福祉法人○○に係る平成１９年度の社会福祉法人現況報告
書及び平成１７年度から平成１８年度の決算書面

H20.11.19 部分開示 社会福祉課 2,3 団体

373 H20.11.12 １　宮城県仙南総合プールの指定管理者選定に伴うヒアリングに参加した
（学）朴沢学園以外の団体が提出した事業計画（カラーコピー）
２　同団体がその他必要書類として提出した書類
３　ヒアリング応募全団体の採点内訳書
　　（１７項目にわたる審査の視点毎の採点表）

宮城県仙南総合プールの指定管理者選定にかかる指定申請書
類及び選定にかかる二次審査結果集計表（平成２０年度）

H20.11.26 部分開示 スポーツ健康課 2,3 個人

374 H20.11.12 ○○に係る建設業許可変更届 ○○に係る建設業許可変更届 H20.11.12 口頭開示 事業管理課 団体

375 H20.11.13 ○○へ持ち込まれた産業廃棄物（普通及び特別）の収集運搬業者名，廃棄
物の種類，量（現在開示可能なもののうち，最新年度のもの）

○○へ持ち込まれた産業廃棄物（普通及び特別）の収集運搬業
者名，廃棄物の種類，量（最新年度のもの）

H20.11.27 部分開示 廃棄物対策課 3 個人

376 H20.11.14 登録番号宮城県知事第３６９号の貸金業者○○（代表者○○）にかかる貸金
業者登録申請書第２面ないし第８面及び廃業届出書

貸金業登録原簿中の登録申請書第２面から第８面
廃業等届出書
・○○（第○○号）

H20.11.19 部分開示 商工経営支援課 2 団体

377 H20.11.14 平成１９年度時間外勤務手当実績一覧表及び平成２０年度時間外勤務手当
所要額一覧表
平成２０年１２月に支給する期末手当について（校長も含め）の文書

平成１９年度時間外勤務手当実績一覧表
平成２０年度時間外勤務手当所要額一覧表ほか

H20.11.28 開示 教職員課 団体

378 H20.11.14 No.377と同じ 平成１９年度時間外勤務手当実績集計表 H20.11.28 部分開示 大河原教育事務所 2 団体

379 H20.11.14 No.377と同じ 平成１９年度時間外勤務手当実績集計表 H20.11.28 部分開示 仙台教育事務所 2 団体

380 H20.11.14 No.377と同じ 平成１９年度時間外勤務手当実績集計表 H20.11.28 部分開示 北部教育事務所 2 団体

381 H20.11.14 No.377と同じ 平成１９年度時間外勤務手当実績集計表 H20.11.28 部分開示 北部教育事務所栗原地域事務所 2 団体

382 H20 11 14 No 377と同じ 平成１９年度時間外勤務手当実績集計表 H20 11 28 部分開示 東部教育事務所 2 団体382 H20.11.14 No.377と同じ 平成１９年度時間外勤務手当実績集計表 H20.11.28 部分開示 東部教育事務所 2 団体

383 H20.11.14 No.377と同じ 平成１９年度時間外勤務手当実績集計表 H20.11.28 部分開示 東部教育事務所登米地域事務所 2 団体

384 H20.11.14 No.377と同じ 平成１９年度時間外勤務手当実績集計表 H20.11.28 部分開示 南三陸教育事務所 2 団体

385 H20.11.14 １　平成２０年７月１０日付け改善命令の回答文書（医療法人社団○○）（２
回）
２　医療法人社団○○社員総会議事録（平成２０年９月７日，平成２０年１０月

医療法人社団○○に係る平成２０年７月１０日付け措置命令に対
する報告文書並びに平成２０年９月７日及び１０月９日開催の社員
総会議事録

H20.11.28 部分開示 医療整備課 2,3 個人

386 H20.11.14 宮城県が過半数を出資している団体である，仙台空港鉄道株式会社が作
成・保有している，同社の旅客鉄道事業に係る，「旅客営業規則」（鉄道事業
者と旅客との間の運送約款（鉄道事業法及び鉄道運輸規程（省令により作
成・備え付け義務あり）））及び「旅客営業取扱基準規程」（名称については違
う可能性あり。「営業規則」に対して，駅や乗務員の取扱い方を定めた部分
命令の最高規程）

H20.11.18 取り下げ 空港臨空地域課 個人

387 H20.11.14 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.11.14 口頭開示 事業管理課 個人

388 H20.11.14 ○○に係る建設業許可申請書・変更届出書・決算変更届出書 ○○に係る建設業許可申請書・変更届出書・決算変更届出書 H20.11.14 口頭開示 気仙沼土木事務所 個人

389 H20.11.17 平成２１年度宮城県・仙台市公立学校教員採用試験に関わる文書すべて。
１　採用・選考基準が明記されているもの。
２　採点基準が明記されているもの。
３　模擬授業等での指示，面接内容等が明記されているもの。

平成２１年度宮城県・仙台市公立学校教員採用候補者選考第１
次・第２次選考事務処理要領ほか

H20.12.19 部分開示 教職員課 7 個人

390 H20.11.17 平成２１年度宮城県・仙台市公立学校教員採用試験に関わる文書
４　名簿搭載になった者の年齢構成（各校種，教科ごと）新卒・旧卒（講師経
験有・無）の割合。

平成２１年度宮城県・仙台市公立学校教員採用候補者選考第１
次・第２次選考事務処理要領ほか

H20.12.19 部分開示 教職員課 7 個人

391 H20.11.17 平成２１年度宮城県・仙台市公立学校教員採用試験に関わる文書
一次試験の教職教養，小論文の各受験者数，各合格者数

平成２１年度宮城県・仙台市公立学校教員採用候補者選考第１
次・第２次選考事務処理要領ほか

H20.12.19 部分開示 教職員課 7 個人



整理
番号

請 　求
年月日 開示請求 対象行政文書

決定通知
年 月 日 処理状況 担当課(室)所 備考 団・個別

392 H20.11.17 教員採用試験の在り方に関する点検結果の報告について（平成２１年度７
月・８月）：文科省に報告した文書すべて

平成２１年度宮城県・仙台市公立学校教員採用候補者選考第１
次・第２次選考事務処理要領ほか

H20.12.19 部分開示 教職員課 7 個人

393 H20.11.17 平成２１年度５月１日付け宮城県内の臨時教員数について各校種，各任用
形態（常勤，非常勤，その他），各県費・市費等に分けて

平成２１年度宮城県・仙台市公立学校教員採用候補者選考第１
次・第２次選考事務処理要領ほか

H20.12.19 部分開示 教職員課 7 個人

394 H20.11.17 平成１９年度宮城県・仙台市公立学校寄宿舎指導員採用選考に関わる文書
一　採用（選考）基準
二　採点基準
三　作文，面接内容　それぞれ明記されているもの
四　１次通過人数（男女別）

平成２１年度宮城県・仙台市公立学校教員採用候補者選考第１
次・第２次選考事務処理要領ほか

H20.12.19 部分開示 教職員課 7 個人

395 H20.11.17 平成２０・２１年宮城県・仙台市公立学校実習助手採用候補者選考に関する
文書
一　作文の題，面接内容
二　選考（採用）基準
三　２次選考の採点基準
四　１次合格の人数（各種別）

平成２１年度宮城県・仙台市公立学校教員採用候補者選考第１
次・第２次選考事務処理要領ほか

H20.12.19 部分開示 教職員課 7 個人

396 H20.11.17 社会福祉法人○○及び社会福祉法人○○の財務諸表（直近３ヶ年分） 社会福祉法人○○及び社会福祉法人○○に係る直近３年分の決
算関係書類

H20.11.26 部分開示 社会福祉課 2,3 個人

397 H20.11.17 払川ダム本体工事（平成２０年度県債払川ダム１－Ａ０１号）に関する入札参
加者の純工事費が分かる文書

総合評価資料（数値的判断基準４（元請下請適正化）審査票） H20.12.1 非開示 河川課 3 個人

398 H20.11.19 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.11.19 口頭開示 事業管理課 個人

399 H20.11.19 ○○に係る建設業許可変更届
平成１９年３月期，平成２０年３月期

○○に係る建設業許可変更届
平成１９年３月期，平成２０年３月期

H20.11.19 口頭開示 事業管理課 個人

400 H20.11.19 別紙に係る建設業許可変更届（決算）
直近３期の財務諸表

別紙に係る建設業許可変更届（決算）
直近３期の財務諸表

H20.11.19 口頭開示 事業管理課 個人

401 H20.11.19 平成20年度県債払川ダム１－Ａ０１号　払川ダム本体
工事（Ｈ20.9.29公告）に係る履行能力確認（数値的判断基準）調査内容の詳
細（調査の経緯等）を記した文書

総合評価資料（数値的判断基準４（元請下請適正化）審査票） H20.12.1 非開示 河川課 3 団体

402 H20.11.20 ○－○○に係る建設業許可変更届（決算）
平成２０年３月期工事経歴書

○－○○に係る建設業許可変更届（決算）
平成２０年３月期工事経歴書

H20.11.20 口頭開示 事業管理課 個人
平成２０年３月期工事経歴書 平成２０年３月期工事経歴書

403 H20.11.20 ○○に係る建設業許可申請書，建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可申請書，建設業許可変更届（決算） H20.11.20 口頭開示 事業管理課 個人

404 H20.11.20 建設業許可変更届出書（決算）　財務諸表 建設業許可変更届出書（決算）　財務諸表 H20.11.20 口頭開示 事業管理課 個人

405 H20.11.20 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.11.20 口頭開示 事業管理課 個人

406 H20.11.20 仙台市東鹿島土地区画整理事業「境界確認図」平成９年２月２０日，２１日
立会要請者：仙台市東鹿島土地区画整理組合設立準備委員会
上記図に署名押印日平成１０年１月２６日宮城県知事浅野史郎

H20.11.20 取り下げ 都市計画課 個人

407 H20.11.21 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.11.21 口頭開示 事業管理課 個人

408 H20.11.21 宮城県信用保証協会理事会議事録
Ｈ２０．８開催分（第２回）

宮城県信用保証協会平成２０年度第２回理事会議事録 H20.12.5 部分開示 商工経営支援課 2,3 個人

409 H20.11.21 新合併特例法に基づく平成１８年４月１日以降の県内，柴田，村田，大河原
三町合併に関わるすべての資料

柴田町・村田町・大河原町合併協議会だより（創刊号）についてほ
か

H20.12.19 部分開示 市町村課 2,7 個人

410 H20.11.21 No.409と同じ ３町合併住民発議スケジュールについて H20.12.19 部分開示 大河原地方振興事務所 2,7 個人

411 H20.11.21 平成２１年度教員採用試験２次試験高校英語の採点基準及び選考基準 平成２１年度宮城県・仙台市公立学校教員採用候補者選考第１
次・第２次選考事務処理要領ほか

H20.12.4 部分開示 教職員課 7 個人

412 H20.11.25 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直近より３年分 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直近より３年分 H20.11.25 口頭開示 事業管理課 団体

413 H20.11.25 平成20年7月1日から平成20年9月30日までに都市計画法に基づく開発行為
における許可が下りた物件のうち，別紙一覧の許可番号に対応する物件を
対象とする，開発行為許可申請書のうちの位置図（個人情報（個人名・印影
など）を除く）

開発行為許可申請書のうちの位置図
（平成20年7月1日から平成20年9月30日までに都市計画法に基づ
く開発行為における許可が下りた物件のうち，別紙一覧の許可番
号（No.1，No.2）に対応する物件）

H20.12.3 開示 建築宅地課 団体

414 H20.11.25 No.413と同じ 開発行為許可申請書のうちの位置図
（平成20年7月1日から平成20年9月30日までに都市計画法に基づ
く開発行為における許可が下りた物件のうち，別紙一覧の許可番
号（No.3）に対応する物件）

H20.12.2 開示 仙台土木事務所 団体
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整理
番号

請 　求
年月日 開示請求 対象行政文書

決定通知
年 月 日 処理状況 担当課(室)所 備考 団・個別

415 H20.11.25 労働委員会委員の選任基準に関する文書
労働省54号通牒（昭和24年7月29日）の扱いや適用に関する文書

H20.11.28 取り下げ 産業人材・雇用対策課 個人

416 H20.11.25 生活保護にかかわる審査請求で，過去１０年に県が認容した裁決案件の裁
決書

平成１１年度から２０年度までの生活保護審査請求に係る認容し
た裁決書

H20.12.4 部分開示 社会福祉課 2 団体

417 H20.11.25 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書，決算変更届出書 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書，決算変更届出書 H20.11.25 口頭開示 気仙沼土木事務所 団体

418 H20.11.25 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書，決算変更届出書 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書，決算変更届出書 H20.11.25 口頭開示 気仙沼土木事務所 個人

419 H20.11.26 学校法人○○の財務諸表直近３ヶ年分 学校法人○○に関する平成１７年度から平成１９年度までの計算
書類
(1)資金収支計算書　(2)資金収支内訳書
(3)人件費支出内訳表　(4)消費収支計算書
(5)消費収支内訳書　(6)貸借対照表
(7)固定資産明細表　(8)借入金明細表
(9)基本金明細表

H20.12.3 部分開示 私学文書課 3 個人

420 H20.11.26 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　工事経歴書，直三表 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　工事経歴書，直三表 H20.11.26 口頭開示 事業管理課 個人

421 H20.11.26 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　財務諸表 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　財務諸表 H20.11.26 口頭開示 事業管理課 個人

422 H20.11.26 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.11.26 口頭開示 事業管理課 個人

423 H20.11.26 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書，決算変更届出書 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書，決算変更届出書 H20.11.26 口頭開示 気仙沼土木事務所 個人

424 H20.11.27 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
第68，69期の財務諸表

○○に係る建設業許可変更届（決算）　財務諸表 H20.11.27 口頭開示 事業管理課 個人

425 H20.11.27 社会福祉法人○○の決算書（直近３期分），事業報告書（直近のみ） H20.11.27 取り下げ 社会福祉課 個人

426 H20.11.27 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.11.27 口頭開示 事業管理課 個人

427 H20.11.28 下記の工事において実施された審査について，一切の文書の開示を請求致
します。一切の文書とは，開札から落札までのものを指します。

以下の工事の入札に関する開札から落札までの文書
工事番号 平成２０年度県港施整21001-001号

H20.12.8 部分開示 港湾課 3,6,7 団体
します。 切の文書とは，開札から落札までのものを指します。
入札公告日　平成２０年９月２２日
工事番号　平成２０年度県港施整21001-001号
工事名　高砂ふ頭用地造成護岸工事

工事番号 平成２０年度県港施整21001 001号
工事名　高砂ふ頭用地造成護岸工事

428 H20.11.28 １　労働委員会委員について，推薦から任命までの間の，行政内部での選考
手続き，選考方法や選考内容等，選考の経過等を記録する文書（推薦書類・
任命書類自体は不要）。以前の選考方法と変更がないのであれば，直近の
任命に関するもの。
２　上記文書外で，労働省54号通牒（昭和24年7月29日）の扱いや適用につ
いて，行政内部で検討したことを記録する文書

第２７期宮城県地方労働委員会委員候補者の推薦についてほか H20.12.12 部分開示 産業人材・雇用対策課 1,2,3 個人

429 H20.12.1 ○○に係る建設業許可変更届出書（決算） ○○に係る建設業許可変更届出書（決算） H20.12.1 口頭開示 事業管理課 個人

430 H20.12.1 別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）のうち，工事
経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書，完成工事原価報告書，建設業許可申請書

別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）の
うち，工事経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書，完成工事原価報告書，建設業許可申請書

H20.12.1 口頭開示 事業管理課 団体

431 H20.12.1 仲裁委員の氏名についての開示 H20.12.25 却下 収用委員会事務局 個人

432 H20.12.1 下記工事の施工体系図
工事番号：平成１９年度県債緊街5-A01号
工事名：芦畦道路改築工事

工事作業所災害防止協議会兼施行体系図６件 H20.12.15 部分開示 都市計画課 3 団体

433 H20.12.2 ○○の宅地建物取引免許申請書一式 H20.12.2 取り下げ 建築宅地課 個人

434 H20.12.2 ○○に係る建設業許可申請書，建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可申請書，建設業許可変更届（決算） H20.12.2 口頭開示 事業管理課 個人

435 H20.12.2 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
直近３年の財務諸表

○○に係る建設業許可変更届（決算）
直近３年の財務諸表

H20.12.2 口頭開示 事業管理課 個人

436 H20.12.2 ○○に係る建設業許可申請書，建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可申請書，建設業許可変更届（決算） H20.12.2 口頭開示 事業管理課 個人

437 H20.12.2 ○○に係る建設業許可申請書 ○○に係る建設業許可申請書 H20.12.2 口頭開示 事業管理課 団体

438 H20.12.2 ○○に係る建設業許可変更届（平成１８年分） ○○に係る建設業許可変更届（平成１８年分） H20.12.2 口頭開示 事業管理課 個人

439 H20.12.3 平成20年11月1日から11月30日までの間に県内全税務事務所にて届出を受
理した「法人設立届」（本店設置，新規のみ）

H20.12.3 取り下げ 税務課 団体



整理
番号

請 　求
年月日 開示請求 対象行政文書

決定通知
年 月 日 処理状況 担当課(室)所 備考 団・個別

440 H20.12.3 別表の宮城県知事及び国土交通大臣許可業者に係る
変更届出書（財務諸表，数値記載ページのみ，割引手形・転譲手形記載
ページ含む）直近２期
変更届出書の直近分の工事経歴書（建築工事，大工工事のみ）１ページ，直
前三年の各年度における工事施工金額，使用人数

別表の宮城県知事及び国土交通大臣許可業者に係る
変更届出書（財務諸表，数値記載ページのみ，割引手形・転譲手
形記載ページ含む）直近２期
変更届出書の直近分の工事経歴書（建築工事，大工工事のみ）１
ページ，直前三年の各年度における工事施工金額，使用人数

H20.12.3 口頭開示 事業管理課 個人

441 H20.12.3 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
第26期決算変更届一式

○○に係る建設業許可変更届（決算）
第26期決算変更届一式

H20.12.3 口頭開示 事業管理課 個人

442 H20.12.5 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
決算変更届（平成２０年３月）

○○に係る建設業許可変更届（決算）
決算変更届（平成２０年３月）

H20.12.5 口頭開示 事業管理課 個人

443 H20.12.8 国立療養所東北新生園の入所者教育について，昭和２８年（？）から新生園
の入所者が宮城県立高等学校の通信教育の受講を開始しているが，この通
信教育が県教委においてどのような議論を経て認可されたのかを昭和２７～
２９年の県教委会議録で確認したいので，会議録の該当箇所の開示をお願

H20.12.9 取り下げ 教育庁総務課 個人

444 H20.12.8 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.12.8 口頭開示 事業管理課 個人

445 H20.12.9 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.12.9 口頭開示 事業管理課 個人

446 H20.12.9 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.12.9 口頭開示 事業管理課 個人

447 H20.12.9 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直近３期の財務諸表 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直近３期の財務諸表 H20.12.9 口頭開示 事業管理課 個人

448 H20.12.9 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.12.9 口頭開示 事業管理課 個人

449 H20.12.9 下記の工事において実施された審査について，一切の文書の開示を請求致
します。一切の文書とは，開札から落札までのものを指します。
入札公告日　平成２０年９月２２日
工事番号　平成２０年度県港施整21001-001号
工事名　高砂ふ頭用地造成護岸工事

下記の工事の開札から落札までの文書
工事番号　平成２０年度県港施整21001-001号
工事名　高砂ふ頭用地造成護岸工事

H20.12.19 部分開示 港湾課 3,7 団体

450 H20.12.9 別紙の社会福祉法人及び社会福祉協議会に係る現況報告書
（Ｈ２０．４．１現在）

別紙記載の社会福祉法人及び社会福祉協議会に係る直近１年分
の現況報告書（貸借対照表の部分）

H20.12.17 部分開示 社会福祉課 3 個人
（Ｈ２０．４．１現在） の現況報告書（貸借対照表の部分）

451 H20.12.10 宮城県貸金業登録業者であった「○○」代表者：○○の廃業に関する文書に
ついて

下記の貸金業者の廃業等届出書
○○（第○○号）

H20.12.18 部分開示 商工経営支援課 2 団体

452 H20.12.10 宮城県貸金業登録業者であった「○○」代表者：○○の廃業に関する文書に
ついて

H20.12.18 不存在 商工経営支援課 団体

453 H20.12.11 下記の建設業許可変更届（決算）
丸か建設の20年5月，笹源組の20年11月，高征建設の20年9月，三和建設
の20年1月の財務諸表

下記の建設業許可変更届（決算）
丸か建設の20年5月，笹源組の20年11月，高征建設の20年9月，
三和建設の20年1月の財務諸表

H20.12.11 口頭開示 事業管理課 団体

454 H20.12.11 ○○の建設業許可変更届（決算） ○○の建設業許可変更届（決算） H20.12.11 口頭開示 事業管理課 団体

455 H20.12.11 ○○の建設業許可変更届（決算） ○○の建設業許可変更届（決算） H20.12.11 口頭開示 事業管理課 個人

456 H20.12.11 ○○の建設業許可変更届（決算） ○○の建設業許可変更届（決算） H20.12.11 口頭開示 事業管理課 団体

457 H20.12.12 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.12.11 口頭開示 事業管理課 個人

458 H20.12.15 平成２０年度９月期及び平成１９年９月期交通安全対策特別交付金の都道
府県分の使途が分かる書類

平成１９年度９月期交通安全対策特別交付金充当実績調 H20.12.26 開示 財政課 個人

459 H20.12.15 学校法人○○に関する平成１７年度，平成１９年度及び平成２０年度の計算
書類のすべて

学校法人○○に関する平成１７年度から平成１９年度までの計算
書類
(1)資金収支計算書　(2)資金収支内訳書
(3)人件費支出内訳表　(4)消費収支計算書
(5)消費収支内訳書　(6)貸借対照表
(7)固定資産明細表　(8)借入金明細表
(9)基本金明細表

H20.12.24 部分開示 私学文書課 3 団体

460 H20.12.15 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.12.15 口頭開示 事業管理課 個人

461 H20.12.16 ○○に係る建設業許可申請書 ○○に係る建設業許可申請書 H20.12.16 口頭開示 事業管理課 団体
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番号

請 　求
年月日 開示請求 対象行政文書

決定通知
年 月 日 処理状況 担当課(室)所 備考 団・個別

462 H20.12.17 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直近３期の財務諸表 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直近３期の財務諸表 H20.12.17 口頭開示 事業管理課 個人

463 H20.12.17 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.12.17 口頭開示 事業管理課 個人

464 H20.12.17 以下の建築計画概要書
建築主：○○
地名地番：○○市○○
確認年月日番号：昭和○○年○○月○○日　○○号

以下の建築計画概要書
建築主：○○
地名地番：○○市○○
確認年月日番号：昭和○○年○○月○○日　○○号

H20.12.24 開示 仙台土木事務所 団体

465 H20.12.19 県営住宅の
(1)建替えによる移転料等補償金の算定可能資料
(2)同　用途廃止の場合（退去の場合（強制））

H20.12.24 取り下げ 住宅課 個人

466 H20.12.19 下記の産業廃棄物施設の設置許可申請書 H20.12.25 取り下げ 廃棄物対策課 団体

467 H20.12.22 ○○専門学校への県費補助金額および申請を示す公文書（最新年度） 平成１８年度私立専修学校・各種学校教育振興補助金について
（交付決定起案文書）ほか

H21.1.16 部分開示 私学文書課 3 個人

468 H20.12.22 別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）のうち，工事
経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書，完成工事原価報告書，建設業許可申請書

別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）の
うち，工事経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書，完成工事原価報告書，建設業許可申請書

H20.12.22 口頭開示 事業管理課 団体

469 H20.12.24 別紙社会福祉法人に係る直近一年分の事業活動収支内訳書 別紙記載の社会福祉法人及び社会福祉協議会に係る直近１年分
の事業活動収支報告書

H21.1.6 開示 社会福祉課 個人

470 H20.12.24 ○○の建設業許可変更届（決算） ○○の建設業許可変更届（決算） H20.12.24 口頭開示 事業管理課 個人

471 H20.12.24 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書，決算変更届出書 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書，決算変更届出書 H20.12.24 口頭開示 気仙沼土木事務所 個人

472 H20.12.25 宮城県仙台市土木事務所保管の仙台市東鹿島土地区画整理組合申請の境
界確定立合関係記録など一式について

仙台市東鹿島土地区画整理組合設立準備委員会申請の境界確
定立合関係記録一式

H21.1.15 部分開示 仙台土木事務所 2 個人

473 H20.12.25 クリプトスポリジウム対策実施状況調査（平成１９年３月末，上水道・簡易水
道）

クリプトスポリジウム対策実施状況調査（平成１９年３月末，上水
及び簡易水道）

H21.1.7 開示 食と暮らしの安全推進課 団体

474 H20.12.25 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H20.12.25 口頭開示 事業管理課 個人

475 H20.12.25 ○○に係る建設業許可申請書　工事経歴書 ○○に係る建設業許可申請書　工事経歴書 H20.12.25 口頭開示 事業管理課 個人

476 H20.12.26 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直近３期の財務諸表 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直近３期の財務諸表 H20.12.25 口頭開示 事業管理課 個人

477 H21.1.6 平成16年度から20年度までの生活保護に係る審査請求で，県が「認容」とし
た事案の裁決書

平成16年度から20年度までの生活保護審査請求に係る認容した
裁決書

H21.1.16 部分開示 社会福祉課 2 個人

478 H21.1.6 東部保健福祉事務所登米地域事務所の全公用車車検整備発注に関する支
出命令決議書（平成20年1月より12月分）（各発注先の社名と請求書）
平成19年度自動車管理及び使用状況報告書

平成２０年１月から平成２０年１２月までの東部保健福祉事務所登
米地域事務所の公用車の車検整備に係る支出命令決議書及び
請求書並びに平成１９年度自動車管理及び使用状況報告書

H21.1.14 開示 東部保健福祉事務所登米地域事務所 団体

479 H21.1.6 東部地方振興事務所登米地域事務所の全公用車車検整備発注に関する支
出命令決議書（平成20年1月より12月分）（各発注先の社名と請求書）
平成19年度自動車管理及び使用状況報告書

平成２０年１月から平成２０年１２月までの東部地方振興事務所登
米地域事務所の公用車の車検整備に係る支出命令決議書及び
請求書並びに平成１９年度自動車管理及び使用状況報告書

H21.1.14 開示 東部地方振興事務所登米地域事務所 団体

480 H21.1.6 東部土木事務所登米地域事務所の全公用車車検整備発注に関する支出命
令決議書（平成20年1月より12月分）（各発注先の社名と請求書）
平成19年度自動車管理及び使用状況報告書

平成２０年１月から１２月分の支出命令決議書（公用車車検整備
分）
平成１９年度自動車管理及び使用状況報告書

H21.1.14 開示 東部土木事務所登米地域事務所 団体

481 H21.1.7 平成20年12月1日から12月31日までの間に県内全税務事務所にて届出を受
理した「法人設立届」（本店設置，新規のみ）

H21.1.7 取り下げ 税務課 団体

482 H21.1.8 地方自治法第２６０条第１項で示す「町又は字の新設・廃止、名称や区域の
変更」につき、宮城県内当該各市町村の告示（平成２０年１０月１日から平成
２０年１２月３１日までのもの）

地方自治法第２６０条第１項で示す「町又は字の新設・廃止、名称
や区域の変更」につき、宮城県内当該各市町村の告示（平成２０
年１０月１日から平成２０年１２月３１日までのもの）

H21.1.8 口頭開示 市町村課 団体

483 H21.1.8 平成２０年度公立高校推薦入試合否選抜基準および作文，面接の評価基準
特に泉館山，泉松陵，泉，塩釜女子，塩釜，多賀城の各高校について

平成２０年度公立高校推薦入試合否選抜基準及び作文，面接の
評価基準
特に泉館山，泉松陵，泉，塩釜，塩釜女子及び多賀城高等学校に
ついて

H21.2.6 非開示 泉館山高等学校 7 個人

484 H21.1.8 No.483と同じ 平成２０年度公立高校推薦入試合否選抜基準及び作文，面接の
評価基準
特に泉館山，泉松陵，泉，塩釜，塩釜女子及び多賀城高等学校に
ついて

H21.2.6 非開示 泉松陵高等学校 7 個人
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485 H21.1.8 No.483と同じ 平成２０年度公立高校推薦入試合否選抜基準及び作文，面接の
評価基準
特に泉館山，泉松陵，泉，塩釜，塩釜女子及び多賀城高等学校に
ついて

H21.2.6 非開示 泉高等学校 7 個人

486 H21.1.8 No.483と同じ 平成２０年度公立高校推薦入試合否選抜基準及び作文，面接の
評価基準
特に泉館山，泉松陵，泉，塩釜，塩釜女子及び多賀城高等学校に
ついて

H21.2.6 非開示 塩釜高等学校 7 個人

487 H21.1.8 No.483と同じ 平成２０年度公立高校推薦入試合否選抜基準及び作文，面接の
評価基準
特に泉館山，泉松陵，泉，塩釜，塩釜女子及び多賀城高等学校に
ついて

H21.2.6 非開示 塩釜女子高等学校 7 個人

488 H21.1.8 No.483と同じ 平成２０年度公立高校推薦入試合否選抜基準及び作文，面接の
評価基準
特に泉館山，泉松陵，泉，塩釜，塩釜女子及び多賀城高等学校に
ついて

H21.2.6 非開示 多賀城高等学校 7 個人

489 H21.1.9 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直近３期の財務諸表 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直近３期の財務諸表 H21.1.9 口頭開示 事業管理課 個人

490 H21.1.9 ○-○○に係る建設業許可変更届（決算） ○-○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.1.9 口頭開示 事業管理課 個人

491 H21.1.13 ○○に係る建設業許可変更届
工事経歴書，財務諸表一式

○○に係る建設業許可変更届
工事経歴書，財務諸表一式

H21.1.13 口頭開示 事業管理課 個人

492 H21.1.13 平成20年10月1日から平成20年12月31日までに都市計画法に基づく開発行
為における許可が下りた物件を対象とする，開発許可台帳の写し。個人情報
（個人名・印影など）を除く）

開発行為許可台帳
平成20年10月1日から平成20年12月31日までに本県が開発許可
を行ったもの

H21.1.23 開示 建築宅地課 団体

493 H21.1.15 ○○に係る建設業許可変更届
29期決算，損益計算書

○○に係る建設業許可変更届
29期決算，損益計算書

H21.1.15 口頭開示 事業管理課 個人

494 H21.1.16 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直近３期の財務諸表 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直近３期の財務諸表 H21.1.16 口頭開示 事業管理課 個人

495 H21.1.19 別表の宮城県知事及び国土交通大臣許可業者に係る
変更届出書（財務諸表 数値記載ページのみ 割引手形・転譲手形記載

別表の宮城県知事及び国土交通大臣許可業者に係る
変更届出書（財務諸表 数値記載ページのみ 割引手形・転譲手

H21.1.19 口頭開示 事業管理課 個人
変更届出書（財務諸表，数値記載ペ ジのみ，割引手形・転譲手形記載
ページ含む）直近２期
変更届出書の直近分の工事経歴書（建築工事，大工工事のみ）１ページ，直
前三年の各年度における工事施工金額，使用人数

変更届出書（財務諸表，数値記載ペ ジのみ，割引手形・転譲手
形記載ページ含む）直近２期
変更届出書の直近分の工事経歴書（建築工事，大工工事のみ）１
ページ，直前三年の各年度における工事施工金額，使用人数

496 H21.1.19 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.1.19 口頭開示 事業管理課 個人

497 H21.1.20 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.1.20 口頭開示 事業管理課 個人

498 H21.1.20 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.1.20 口頭開示 事業管理課 個人

499 H21.1.20 平成21年度教員採用試験1次結果の筆記，実技の詳細について（区分は中
高保健体育）

H21.1.21 取り下げ 教職員課 個人

500 H21.1.21 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書 H21.1.21 口頭開示 事業管理課 団体

501 H21.1.21 貸金業法の規定に基づき御庁に提出，保管されている以下の対象会社にお
ける以下の業務報告書（貸金業法24条の6の9及び同法施行規則26条の29
に基づき，都道府県知事に対して提出義務のあるもの）
対象となる会社　○○

下記の貸金業者の業務報告書（平成14年度～平成16年度）
○○（第○○号）

H21.2.3 部分開示 商工経営支援課 3 個人

502 H21.1.21 下記の国会議員に関する政治団体等の政治資金収支報告書
○○院議員　○○（平成１９年分）

H21.1.22 取り下げ 選挙管理委員会事務局 個人

503 H21.1.22 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.1.22 口頭開示 事業管理課 個人

504 H21.1.22 ○○に係る建設業許可申請書，中城建設に係る建設業許可申請書及び決
算変更届

○○に係る建設業許可申請書，中城建設に係る建設業許可申請
書及び決算変更届

H21.1.22 口頭開示 事業管理課 個人

505 H21.1.23 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.1.23 口頭開示 事業管理課 個人

506 H21.1.23 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.1.23 口頭開示 事業管理課 団体

507 H21.1.23 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.1.23 口頭開示 事業管理課 個人

508 H21.1.23 平成１９年度以前に宮城県よって開催された環境審議会における横山裕道
委員についての旅行依頼簿および当委員出席の会議開催通知すべて

H21.1.26 取り下げ 環境政策課 団体
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509 H21.1.26 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直近３期の財務諸表 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直近３期の財務諸表 H21.1.26 口頭開示 事業管理課 個人

510 H21.1.26 社会福祉法人○○の現況報告書
平成１８，１９年度

社会福祉法人○○に係る平成１８年度及び１９年度の現況報告書 H21.2.3 部分開示 社会福祉課 2,3 団体

511 H21.1.27 平成１９年度以前に宮城県よって開催された○○審議会における○○委員
についての旅行依頼簿および当委員出席の会議開催通知すべて

平成１９年度以前に本県よって開催された○○審議会における○
○委員についての旅行依頼簿および当委員出席の会議開催通知
すべて

H21.2.9 開示 環境政策課 団体

512 H21.1.28 ○○に係る建設業許可変更届出書 ○○に係る建設業許可変更届出書 H21.1.28 口頭開示 事業管理課 団体

513 H21.1.28 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.1.28 口頭開示 事業管理課 個人

514 H21.1.28 別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）のうち，工事
経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書，完成工事原価報告書，建設業許可申請書

別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）の
うち，工事経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書，完成工事原価報告書，建設業許可申請書

H21.1.28 口頭開示 事業管理課 団体

515 H21.1.28 ○○に係る建設業許可申請書 ○○に係る建設業許可申請書 H21.1.28 口頭開示 事業管理課 個人

516 H21.1.29 宮城県仙台土木事務所行政班に保管されている「藤川」（仙台市宮城野区東
仙台）に関する土地境界確定図（平成１１年及び平成１９年作成分）

宮城県仙台土木事務所に保管されている二級河川七北田川水系
藤川（仙台市宮城野区東仙台地区）に関する土地境界確定図（平
成１１年及び平成１９年分）

H21.2.6 部分開示 仙台土木事務所 2 個人

517 H21.2.2 ○○幼稚園の寄附行為及び理事名簿 H21.2.2 取り下げ 私学文書課 団体

518 H21.2.2 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.2.2 口頭開示 事業管理課 個人

519 H21.2.2 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.2.2 口頭開示 事業管理課 個人

520 H21.2.2 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書，決算変更届出書 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書，決算変更届出書 H21.2.2 口頭開示 気仙沼土木事務所 個人

521 H21.2.3 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直近３期の財務諸表 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直近３期の財務諸表 H21.2.3 口頭開示 事業管理課 個人

522 H21.2.3 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
工事経歴書，直三表

○○に係る建設業許可変更届（決算）
工事経歴書，直三表

H21.2.3 口頭開示 事業管理課 個人

523 H21.2.3 別紙の医療法人の事業報告書，財産目録，貸借対照表，損益計算書 H21.2.4 取り下げ 医療整備課 個人

524 H21 2 3 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21 2 3 口頭開示 事業管理課 個人524 H21.2.3 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.2.3 口頭開示 事業管理課 個人

525 H21.2.3 ○○の建設業許可申請書 ○○の建設業許可申請書 H21.2.3 口頭開示 事業管理課 個人

526 H21.2.3 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.2.3 口頭開示 事業管理課 個人

527 H21.2.4 ○○所在の「○○」の営業主体の名称又は氏名，同住所，営業許可年月日，
客室数の判明する文書。
なお，当初の営業許可より変動がある場合は，その状況（年月日と内容）が
分かるものであること。

旅館業法営業許可申請書（平成１１年５月７日）
旅館業営業変更届（平成１８年４月２０日）
衛生等責任者変更届（平成１８年４月２４日）
衛生等責任者変更届（平成２０年７月１６日）

H21.2.17 部分開示 大崎保健所 2 個人

528 H21.2.4 ○○の産業廃棄物収集運搬業許可申請時の書類の中で直近の財務諸表 ○○の産業廃棄物収集運搬業許可申請書中の直近の財務諸表 H21.2.17 開示 廃棄物対策課 個人

529 H21.2.4 平成21年1月1日から1月31日までの間に県内全税務事務所にて届出を受理
した「法人設立届」（新規本店，株式会社のみ）

H21.2.4 取り下げ 税務課 団体

530 H21.2.4 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
平成18年3月期～平成20年3月期の財務諸表

○○に係る建設業許可変更届（決算）
平成18年3月期～平成20年3月期の財務諸表

H21.2.4 口頭開示 事業管理課 個人

531 H21.2.4 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
変更届出書，経営業務の管理責任者証明書，実務経験証明書

○○に係る建設業許可変更届（決算）
変更届出書，経営業務の管理責任者証明書，実務経験証明書

H21.2.4 口頭開示 事業管理課 団体

532 H21.2.4 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
財務諸表，工事施工金額，事業報告書，直三表

○○に係る建設業許可変更届（決算）
財務諸表，工事施工金額，事業報告書，直三表

H21.2.4 口頭開示 事業管理課 個人

533 H21.2.5 社会福祉法人○○の事業報告書・財務諸表などの公開資料直近３年分 社会福祉法人○○に係る３年分の現況報告書 H21.2.12 部分開示 社会福祉課 2,3 個人

534 H21.2.5 建設業許可申請書（経管証明書） 建設業許可申請書（経管証明書） H21.2.5 口頭開示 事業管理課 団体

535 H21.2.5 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
工事経歴書，直三表

○○に係る建設業許可変更届（決算）
工事経歴書，直三表

H21.2.5 口頭開示 事業管理課 個人

536 H21.2.6 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.2.6 口頭開示 事業管理課 個人

537 H21.2.6 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.2.6 口頭開示 事業管理課 団体

538 H21.2.6 ○○に係る建設業許可申請書・変更届出書・決算変更届出書 ○○に係る建設業許可申請書・変更届出書・決算変更届出書 H21.2.6 口頭開示 気仙沼土木事務所 個人
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539 H21.2.9 「仙石線多賀城地区連続立体交差事業」
１　事業計画の全ての文書
２　契約，発注に関する全ての文書
３　東日本ＪＲへの業務依頼・職掌に関する全ての文書
４　同事業の県・多賀城市・東日本ＪＲの議事・協議・打合せに関する全ての
文書
５　県・多賀城市・東日本ＪＲの公衆災害防止に関する全ての文書
６　事業の現地工事打合せ議事・定例・月間・週間安全打合せ，安全パトロー
ル実施に関する全ての文書
７　項目１～７までは着工より現在までとする。

H21.2.12 取り下げ 都市計画課 個人

540 H21.2.9 １　宮城県土木部の現地工事安全パトロール記録（全て）（2005年4月1日～
現在）
２　宮城県土木部の公衆災害防止への取組を確認できる文書・通達・議事・
記録（全て）（2005年4月1日～現在）

H21.2.12 取り下げ 都市計画課 個人

541 H21.2.9 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直近３期の財務諸表 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直近３期の財務諸表 H21.2.9 口頭開示 事業管理課 個人

542 H21.2.9 宮城県（森保）指令第209号の林地開発許可申請書（添付書類含む）及び許
可書
上記についての承継，指導，注意，警告，命令等があればその関連文書一

林地開発許可申請書ほか H21.2.20 部分開示 自然保護課 2,3 個人

543 H21.2.9 宮城県採石登録第○○号の登録申請書（添付書類を含む）及び登録簿（平
成12年12月15日登録）
宮城県（産立）指令第1号の採石計画の許可申請書（添付書類を含む）及び
許可書（平成13年4月23日許可）
上記について承継等があればその関連文書一切

採石業者登録申請書 H21.2.20 部分開示 産業立地推進課 2,3 個人

544 H21.2.9 ○○に係る建設業許可申請書 ○○に係る建設業許可申請書 H21.2.9 口頭開示 事業管理課 個人

545 H21.2.10 平成19年度学校法人の消費収支計算書及び貸借対照表の大項目が確認で
きる資料（高校を設置する法人分）

H21.2.12 取り下げ 私学文書課 個人

546 H21.2.10 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.2.10 口頭開示 事業管理課 個人

547 H21 2 10 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21 2 10 口頭開示 事業管理課 個人547 H21.2.10 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
工事経歴書，直三表

○○に係る建設業許可変更届（決算）
工事経歴書，直三表

H21.2.10 口頭開示 事業管理課 個人

548 H21.2.10 ○○の建設業許可変更届（決算） ○○の建設業許可変更届（決算） H21.2.10 口頭開示 事業管理課 個人

549 H21.2.12 医療法人社団○○の平成17，18年度の決算書全て 医療法人社団○○の平成17年度及び平成18年度の決算届 H21.2.25 部分開示 医療整備課 3 個人

550 H21.2.12 ○○宗教法人「○○」の設立時からの提出書類の一切（規則） 宗教法人○○の寺院規則 H21.2.17 部分開示 私学文書課 2 個人

551 H21.2.12 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.2.12 口頭開示 事業管理課 個人

552 H21.2.12 １　平成20年度・21年度宮城県立高等学校入学者選抜について（仙台二高
分）
２　平成20年度・21年度公立高等学校入学者選抜結果報告（仙台二高分）

平成２０年度及び平成２１年度宮城県公立高等学校入学者選抜
について（仙台第二高等学校分）
平成２０年度公立高等学校入学者選抜結果報告（仙台第二高等
学校分）

H21.2.20 開示 高校教育課 個人

553 H21.2.13 知事部局，地方労働委員会，人事委員会の平成20年1月より現在までの速
記，テープ起こしを依頼したものの請求書の写しの交付を求めます。地方事
務所分も含みます。

宮城県行政経営推進委員会テープ反訳料等に係る請求書 H21.2.27 開示 行政経営推進課 個人

554 H21.2.13 No.553と同じ 知事定例記者会見テープ反訳に係る請求明細書
みやぎ富県座談会テープ反訳に係る請求明細書

H21.2.27 開示 広報課 個人

555 H21.2.13 No.553と同じ 請求明細書 H21.2.27 開示 市町村課 個人

556 H21.2.13 No.553と同じ 請求明細書 H21.2.27 開示 宮城大学 個人

557 H21.2.13 No.553と同じ 請求明細書 H21.2.27 開示 政策課 個人

558 H21.2.13 No.553と同じ 請求明細書 H21.2.27 開示 行政評価室 個人

559 H21.2.13 No.553と同じ 女川原子力発電所環境調査測定技術会に係る請求明細書 H21.2.27 開示 原子力安全対策室 個人

560 H21.2.13 No.553と同じ みやぎ食の安全安心推進会議テープおこしに係る請求書 H21.2.27 部分開示 食と暮らしの安全推進課 2,3 個人

561 H21.2.13 No.553と同じ 請求明細書 H21.2.27 開示 青少年課 個人

562 H21.2.13 No.553と同じ 宮城県保健環境センター評価委員会テープ反訳業務請求明細書 H21.2.27 開示 保健環境センター 個人

563 H21.2.13 No.553と同じ 請求明細書 H21.2.27 開示 医療整備課 個人

564 H21.2.13 No.553と同じ 請求明細書 H21.2.27 開示 北部保健福祉事務所栗原地域事務所 個人

565 H21.2.13 No.553と同じ 請求明細書 H21.2.27 開示 経済商工観光総務課 個人
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566 H21.2.13 No.553と同じ 請求明細書 H21.2.27 部分開示 新産業振興課 2 個人

567 H21.2.13 No.553と同じ 請求明細書 H21.2.27 部分開示 産業技術総合センター 2 個人

568 H21.2.13 No.553と同じ 請求明細書 H21.2.27 開示 産業人材・雇用対策課 個人

569 H21.2.13 No.553と同じ 請求明細書 H21.2.27 開示 北地方振興事務所栗原地域事務所 個人

570 H21.2.13 No.553と同じ 請求明細書 H21.2.27 開示 農林水産総務課 個人

571 H21.2.13 No.553と同じ 請求明細書 H21.2.27 部分開示 農業振興課 3 個人

572 H21.2.13 No.553と同じ 請求明細書 H21.2.27 部分開示 農村振興課 2,3 個人

573 H21.2.13 No.553と同じ 請求明細書 H21.2.27 開示 仙台土木事務所 個人

574 H21.2.13 No.553と同じ 請求明細書 H21.2.27 部分開示 北部土木事務所 3 個人

575 H21.2.13 No.553と同じ 登米地区地域づくり懇談会議事録に係るテープ起こしに係る請求 H21.2.27 部分開示 東部土木事務所登米地域事務所 2 個人

576 H21.2.13 No.553と同じ 地域づくり懇談会議事テープ起こしに係る請求書 H21.2.27 部分開示 気仙沼土木事務所 2 個人

577 H21.2.13 No.553と同じ 土地区画整理審議会テープ反訳料等に係る請求明細書 H21.2.27 開示 仙台港背後地土地区画整理事務所 個人

578 H21.2.13 No.553と同じ 請求明細書 H21.2.27 開示 総務課 個人

579 H21.2.13 No.553と同じ 請求明細書 H21.2.27 部分開示 総務課 2,3 個人

580 H21.2.13 宮城県内における有料道路料金徴収業務委託に係る入札結果一覧表
（Ｈ１８年度～Ｈ２０年度）

宮城県内における有料道路料金徴収業務委託に係る入札結果一
覧表
（Ｈ１８年度～Ｈ２０年度）

H21.2.19 開示 道路公社 団体

581 H21.2.16 ○○市○○は，平成17年２月，宮城県○○の○○農業振興地域整備計画
書により，農業振興地域に編入されましたが，その時の縦覧簿（平成21年1
月23日○○公文書開示）の書類を送付いたしますが，当時の知事の同意の
公文書開示を求めます。

平成１６年度○○農業振興整備計画の変更の知事同意の公文書 H21.2.27 開示 北部地方振興事務所 ○ 個人

582 H21.2.16 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直三表 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直三表 H21.2.16 口頭開示 事業管理課 個人

583 H21.2.16 ○○に関する建設業許可変更届（24期～28期）のうち，「表紙」及び「直前３
年の各事業年度における工事施工金額」並びに廃業届

○○に関する建設業許可変更届（24期～28期）のうち，「表紙」及
び「直前３年の各事業年度における工事施工金額」並びに廃業届

H21.2.16 口頭開示 事業管理課 個人

584 H21.2.16 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.2.16 口頭開示 事業管理課 個人

585 H21.2.16 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
第16期決算変更届

○○に係る建設業許可変更届（決算）
第16期決算変更届

H21.2.16 口頭開示 事業管理課 個人

586 H21 2 16 有料道路概要 有料道路概要 H21 2 19 開示 道路公社 個人586 H21.2.16 有料道路概要
道路名，延長，巾員，事業費，供用開始年月日，通行料，１日あたりの交通
量，料金徴収方法

有料道路概要
道路名，延長，巾員，事業費，供用開始年月日，通行料，１日あた
りの交通量，料金徴収方法

H21.2.19 開示 道路公社 個人

587 H21.2.17 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直近３期の財務諸表 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直近３期の財務諸表 H21.2.16 口頭開示 事業管理課 個人

588 H21.2.17 ○○に係る建設業許可申請書，変更届（決算）　平成17，18，19年度 ○○に係る建設業許可申請書，変更届（決算）　平成17，18，19年 H21.2.17 口頭開示 事業管理課 個人

589 H21.2.17 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.2.17 口頭開示 事業管理課 個人

590 H21.2.18 学校法人○○に関わる下記事項（情報公開可能部分のみ）
①設立趣意書　②財産目録　③寄附申込書　④創立予算書　⑤収支予算書
及び事業計画書　⑥不動産他の主たる財産についての価格証価書　⑦設立
代表者の履歴書　⑧役員の履歴書　⑨学校法人等及び学校等の組織表

学校法人○○の学校法人（私立学校法第６４条第４項の法人）寄
附行為認可申請書に係る次の添付書類
①設立趣意書　②財産目録　③寄附申込書　④創立予算書　⑤
収支予算書及び事業計画書　⑥不動産他の主たる財産について
の価格証価書　⑦設立代表者の履歴書　⑧役員の履歴書　⑨学
校法人等及び学校等の組織表

H21.3.3 部分開示 私学文書課 2,3 団体

591 H21.2.18 選挙管理委員会の勤務状況および報酬の支払い状況のわかる文書
（平成18～19年度分）

選挙管理委員会委員の勤務状況及び報酬の支払い状況の分か
る書類
（平成18～19年度分）

H21.3.4 開示 選挙管理委員会事務局 団体

592 H21.2.18 No.591と同じ 選挙管理委員会委員の勤務状況及び報酬の支払い状況の分か
る書類
（平成18～19年度分）

H21.3.4 開示 市町村課 団体

593 H21.2.18 労働委員会の勤務状況および報酬の支払い状況のわかる文書
（平成18～19年度分）

報酬支給調書，定例総会議事録，公益委員会議事録，不当労働
行為審査概要，あっせん経過概要及び開催通知，諸会議復命
書，行政事件訴訟概要ほか

H21.3.4 部分開示 総務課 1,2,3,7 団体

594 H21.2.18 収用委員会の勤務状況および報酬の支払い状況のわかる文書
（平成18～19年度分）

平成１８・１９年度における以下の文書
①収用委員会議事録表紙
②全国収用委員会連絡協議会定例総会及び表彰式復命書
③全国土地収用研究会復命書
④全国収用委員会連絡協議会東北・北海道ブロック会議復命書

H21.3.4 部分開示 収用委員会事務局 2 団体

595 H21.2.18 No.594と同じ 宮城県収用委員会委員の報酬について（平成１８・１９年度分） H21.3.4 部分開示 用地課 2 団体



整理
番号

請 　求
年月日 開示請求 対象行政文書

決定通知
年 月 日 処理状況 担当課(室)所 備考 団・個別

596 H21.2.18 ○○に係る建設業許可申請書・変更届出書・決算変更届出書 ○○に係る建設業許可申請書・変更届出書・決算変更届出書 H21.2.18 口頭開示 気仙沼土木事務所 個人

597 H21.2.19 ○○に係る建設業許可申請書・変更届出書・決算変更届出書 ○○に係る建設業許可申請書・変更届出書・決算変更届出書 H21.2.18 口頭開示 気仙沼土木事務所 個人

598 H21.2.19 ○○に係る建設業許可申請書 ○○に係る建設業許可申請書 H21.2.19 口頭開示 事業管理課 個人

599 H21.2.19 名取市で旅館業の営業許可書を取得している旅館もしくはホテルの名称，所
在地，電話番号，室数，営業形態，営業者氏名，許可年月日

H21.2.24 取り下げ 食と暮らしの安全推進課 団体

600 H21.2.20 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.2.20 口頭開示 事業管理課 個人

601 H21.2.20 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.2.20 口頭開示 事業管理課 個人

602 H21.2.20 ○○に係る建設業許可申請書及び変更届（決算） ○○に係る建設業許可申請書及び変更届（決算） H21.2.20 口頭開示 事業管理課 団体

603 H21.2.20 ○○に係る建設業許可申請書及び変更届（決算） ○○に係る建設業許可申請書及び変更届（決算） H21.2.20 口頭開示 事業管理課 個人

604 H21.2.20 １　職務に専念する義務違反により処分を受けた件（処分書，事由説明書）
２　上司の命令に従わなかったことにより処分を受けた件（処分書，事由説明
書）
上記２件の過去１０年分すべて（Ｈ１１年度～Ｈ２０年度まで）
他　Ｈ１７．８．２２教育委員会開催通知，議題一覧

第７３５回宮城県教育委員会定例会施行発議文書
第７３５回宮城県教育委員会定例会日程

H21.3.16 開示 総務課 個人

605 H21.2.20 No.604と同じ 懲戒処分書案及び懲戒処分事由説明書案４件 H21.3.16 部分開示 総務課 2 個人

606 H21.2.20 No.604と同じ 上司の命令に従わなかったことにより処分を受けた事例に関する
文書

H21.3.16 不存在 総務課 個人

607 H21.2.20 No.604と同じ 懲戒処分書及び懲戒処分事由説明書４件 H21.3.16 部分開示 教職員課 2 個人

608 H21.2.20 平成１９年度の学校法人○○への私学助成の交付決定に関わる一切の資
料

平成１９年度私立学校運営費補助金について【学校法人（高校等
併設幼稚園除く）１回目】
平成１９年度私立学校運営費補助金について【学校法人○○】
（変更内示，通知起案文書）
平成１９年度私立学校教育改革推進特別経費補助金について【学
校法人○○】（内示起案文書）

H21.3.3 開示 私学文書課 団体

609 H21.2.23 平成20年10月1日から平成20年12月31日までに都市計画法に基づく開発行
為における許可が下りた物件のうち，別紙一覧の許可番号に対応する物件
を対象とする，開発行為許可申請書のうちの位置図（個人情報（個人名・印
影など）を除く）

平成20年10月1日から平成20年12月31日までに都市計画法に基
づく開発行為における許可が下りた物件のうち，別紙一覧の許可
番号(№1～№4)に対応する物件

H21.3.4 開示 建築宅地課 団体

影など）を除く）

610 H21.2.23 No.609と同じ 開発行為許可申請書のうちの位置図（平成20年10月1日から平成
20年12月31日までに都市計画法に基づく開発行為における許可
が下りた物件のうち，別紙一覧の(№5，6，7，8の)許可番号に対応
する物件）

H21.2.26 開示 仙台土木事務所 団体

611 H21.2.23 No.609と同じ 開発行為許可申請書のうちの位置図（平成20年10月1日から平成
20年12月31日までに都市計画法に基づく開発行為における許可
が下りた物件のうち，別紙一覧の(№9～№10の)許可番号に対応

H21.2.25 開示 大河原土木事務所 団体

612 H21.2.23 No.609と同じ 開発行為許可申請書のうちの位置図（平成20年10月1日から平成
20年12月31日までに都市計画法に基づく開発行為における許可
が下りた物件のうち，別紙一覧の（№11の）許可番号に対応する

H21.2.25 開示 東部土木事務所 団体

613 H21.2.23 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.2.23 口頭開示 事業管理課 個人

614 H21.2.23 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.2.23 口頭開示 事業管理課 個人

615 H21.2.23 昭和５０～５４年度内において本吉町地先に着工された菖蒲沢川砂防ダムに
対する詳細な関係資料を請求する。
１　起工承認書（承諾書）
２　契約書不履行に対する土地所有者からの異議申立書
３　原況回復要請書
４　保管されている一切の資料を請求する。
５　場所　本吉町菖蒲沢沖の田支流
６　河川名　菖蒲沢川
７　ダム名　菖蒲沢川砂防ダム

地域住民らの要望書ほか H21.3.5 部分開示 気仙沼土木事務所 2 個人

616 H21.2.23 No.615と同じ 昭和５０～５４年度内において本吉町地先に着工された菖蒲沢川
砂防ダムに対する詳細な関係資料のうち，起工承認書（承諾書）

H21.3.5 不存在 気仙沼土木事務所 個人

617 H21.2.25 ○○に係る建設業許可申請書，決算変更届，工事経歴書，専任技術者証明
書

○○に係る建設業許可申請書，決算変更届，工事経歴書，専任
技術者証明書

H21.2.23 口頭開示 事業管理課 個人

- 69 -
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整理
番号

請 　求
年月日 開示請求 対象行政文書

決定通知
年 月 日 処理状況 担当課(室)所 備考 団・個別

618 H21.2.25 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.2.23 口頭開示 事業管理課 個人

619 H21.2.25 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.2.23 口頭開示 事業管理課 個人

620 H21.2.26 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.2.23 口頭開示 事業管理課 個人

621 H21.2.26 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.2.23 口頭開示 事業管理課 個人

622 H21.2.26 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直近３期の財務諸表 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直近３期の財務諸表 H21.2.23 口頭開示 事業管理課 個人

623 H21.2.26 ○○に係る建設業許可申請書 ○○に係る建設業許可申請書 H21.2.23 口頭開示 事業管理課 個人

624 H21.2.26 社会福祉法人○○の財務関係資料最新２年分 社会福祉法人○○に係る２年分の現況報告書 H21.3.4 部分開示 社会福祉課 2,3 個人

625 H21.2.27 県内１５農業協同組合の２００７事業年度のディスクロージャー誌の一部 H21.3.2 取り下げ 農林水産経営支援課 団体

626 H21.2.27 ○○に係る建設業許可申請書・変更届出書・決算変更届出書 ○○に係る建設業許可申請書・変更届出書・決算変更届出書 H21.2.27 口頭開示 気仙沼土木事務所 個人

627 H21.3.2 別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）のうち，工事
経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書，完成工事原価報告書，建設業許可申請書

別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）の
うち，工事経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書，完成工事原価報告書，建設業許可申請書

H21.3.2 口頭開示 事業管理課 団体

628 H21.3.2 １　２００８年８月～１０月に支出した首長交際費に関する支出金調書，現金
出納簿，またはこれに類する文書
２　２００８年１月～１２月に入札が行われた，Ａ４コピー用紙の購入契約につ
いて，予定価格と入札価格，落札価格のわかるもの（本庁契約分，複数の部
局で契約していればいずれか１部局対象）

２００８年８月～１０月に支出した首長交際費に関する支出金調
書，現金出納簿，またはこれに類する文書

H21.3.5 開示 秘書課 団体

629 H21.3.2 No.628と同じ 入札調書，予定価格調書 H21.3.5 開示 契約課 団体

630 H21.3.2 別紙に係る団体の平成１９年度の事業報告書，貸借対照表，損益計算書 別紙認定職業訓練団体に係る平成１９年度の事業報告書，貸借
対照表，損益計算書

H21.3.16 部分開示 産業人材・雇用対策課 2,3 団体

631 H21.3.3 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　財務諸表 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　財務諸表 H21.3.3 口頭開示 事業管理課 個人

632 H21.3.4 平成21年2月1日から2月28日までの間に県内全税務事務所にて届出を受理
した「法人設立届」（新規本店，株式会社のみ）

H21.3.4 取り下げ 税務課 団体

633 H21.3.4 ○○に係る建設業許可申請書・変更届出書
第70期 71期 工事経歴書 直三表

○○に係る建設業許可申請書・変更届出書
第70期 71期 工事経歴書 直三表

H21.3.4 口頭開示 事業管理課 個人
第70期，71期 工事経歴書，直三表 第70期，71期 工事経歴書，直三表

634 H21.3.4 ○○に係る建設業許可変更届出書（決算） ○○に係る建設業許可変更届出書（決算） H21.3.4 口頭開示 事業管理課 個人

635 H21.3.4 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直近３期の財務諸表 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直近３期の財務諸表 H21.3.4 口頭開示 事業管理課 個人

636 H21.3.5 ○○農業振興地域整備計画の変更について，○○からの協議に対して知事
が同意した際の関係文書

○○の農業振興地域整備計画の変更について H21.3.18 開示 北部地方振興事務所 個人

637 H21.3.5 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.3.5 口頭開示 事業管理課 個人

638 H21.3.6 小・中学校の校長，教頭，主幹教諭任用試験の問題及び資料，受験数の推
移（過去３年分）

平成１９年度宮城県公立小・中学校校長・教頭候補者選考要綱ほ
か

H21.3.31 部分開示 教職員課 7 個人

639 H21.3.6 平成１９年６月９日発生の新地発電所２号揚炭機火災事故に係る資料一式 H21.3.9 取り下げ 環境対策課 団体

640 H21.3.6 社会福祉法人○○に係る財務諸表全般直近３期分 社会福祉法人○○に係る３年分の現況報告書 H21.3.13 部分開示 社会福祉課 2,3 個人

641 H21.3.6 これまでに○○が受注した工事について着工年，発注者，工事名，請負代金
など○○の工事経歴書

これまでに○○が受注した工事について着工年，発注者，工事
名，請負代金など○○の工事経歴書

H21.3.6 口頭開示 事業管理課 個人

642 H21.3.6 別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）のうち，工事
経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書，完成工事原価報告書，建設業許可申請書

別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）の
うち，工事経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書，完成工事原価報告書，建設業許可申請書

H21.3.6 口頭開示 事業管理課 団体

643 H21.3.10 下記県立都市公園の指定管理者申請書類
１　仙台港多賀城地区緩衝緑地
２　岩沼海浜緑地
３　加瀬沼公園

H21.3.13 取り下げ 都市計画課 個人

644 H21.3.10 分波トンネルに係る入札調書，施行体系図 入札調書　平成１６年度県債国道改４－２－Ａ０１号
　　　　　　　分け波トンネル工事
　　　　　　　（国）３９８号桃生郡雄勝町大字分波字波板地内
分波トンネル工事　災害防止協議会兼施行体系図

H21.3.16 開示 道路課 個人

645 H21.3.10 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.3.10 口頭開示 事業管理課 個人

646 H21.3.10 ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書（決算） ○○に係る建設業許可申請書，変更届出書（決算） H21.3.10 口頭開示 気仙沼土木事務所 個人



整理
番号

請 　求
年月日 開示請求 対象行政文書

決定通知
年 月 日 処理状況 担当課(室)所 備考 団・個別

647 H21.3.11 平成21年度から平成23年度の流域下水道施設に指定された事業者の事業
計画書
１　仙塩流域下水道施設
２　阿武隈川下流流域下水道施設
３　鳴瀬川流域下水道施設及び吉田川流域下水道施設
４　北上川下流流域施設，迫川流域下水道施設及び北上川下流東部流域下
水道施設

財団法人宮城県下水道公社が提出した仙塩流域下水道施設の
指定管理者申請書のうち，様式第２号「指定管理者事業計画書」
ほか

H21.3.25 部分開示 下水道課 2,3 団体

648 H21.3.11 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　第32期～第36期 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　第32期～第36期 H21.3.11 口頭開示 事業管理課 個人

649 H21.3.12 １９９６年度～２００７年度中に出された生活保護審査請求にかかる裁決書 １９９６年度～２００７年度中に出された生活保護審査請求にかか
る裁決書

H21.4.23 部分開示 社会福祉課 2 個人

650 H21.3.12 ○○団体の設立届（国会議員○○後援会） H21.3.16 取り下げ 選挙管理委員会事務局 個人

651 H21.3.12 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
第51～55期の工事経歴書，財務諸表，表紙，直三表

○○に係る建設業許可変更届（決算）
第51～55期の工事経歴書，財務諸表，表紙，直三表

H21.3.12 口頭開示 事業管理課 個人

652 H21.3.12 建設業許可変更届（決算） 建設業許可変更届（決算） H21.3.12 口頭開示 事業管理課 個人

653 H21.3.12 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直近３期の財務諸表 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直近３期の財務諸表 H21.3.12 口頭開示 事業管理課 個人

654 H21.3.12 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.3.12 口頭開示 事業管理課 個人

655 H21.3.12 ○○の平成１５年度～平成１９年度までの工事経歴書及び表紙，直近の工
事施工金額及び損益計算書

○○の平成１５年度～平成１９年度までの工事経歴書及び表紙，
直近の工事施工金額及び損益計算書

H21.3.12 口頭開示 事業管理課 個人

656 H21.3.12 県が契約主体となっている，もしくは県所有施設内にあるすべての自動販売
機の設置にかかる契約書類（契約関係，業者名が分かるもの）（保存年限す
べて）

H21.3.12 取り下げ 管財課 個人

657 H21.3.12 宮城県土木設計マニュアル　平成１２年度　港湾版 H21.3.17 取り下げ 港湾課 団体

658 H21.3.13 宮城県発注の以下の工事における下請け関係がわかる文書。「工事施工体
系図」のような，下請け業者（いわゆる「孫請け」業者を含む）が明記されてい
る文書
分波トンネル工事（平成１６年度／○○・○○）

入札調書　平成１６年度県債国道改４－２－Ａ０１号
　　　　　　　分け波トンネル工事
　　　　　　　（国）３９８号桃生郡雄勝町大字分波字波板地内
分波トンネル工事　災害防止協議会兼施行体系図

H21.3.17 開示 道路課 個人

659 H21 3 13 宮城県発注の以下の工事における入札調書 H21 3 13 取り下げ 契約課 個人659 H21.3.13 宮城県発注の以下の工事における入札調書
長沼ダム梅ヶ沢副堤盛立工事（平成１８年度／○○受注）
長沼ダム滝沢副堤盛立工事（平成１８年度／○○受注）
長沼ダム本体築造（盛立）工事（平成１７年度／○○・○○・○○受注）
分波トンネル工事（平成１６年度／○○・○○）

H21.3.13 取り下げ 契約課 個人

660 H21.3.13 教育委員の勤務状況および報酬の支払い状況のわかる文書
（平成18～19年度分）

宮城県教育委員会会議録・出勤簿，支出負担行為兼支出命令決
議書，復命書ほか

H21.3.27 部分開示 総務課 2 団体

661 H21.3.13 人事委員の勤務状況および報酬の支払い状況のわかる文書
（平成18～19年度分）

復命書，旅行命令票，人事委員会議事録，報酬支給内訳書ほか H21.3.27 部分開示 総務課 2 団体

662 H21.3.13 監査委員の勤務状況および報酬の支払い状況のわかる文書
（平成18～19年度分）

委員監査日程表，監査委員報酬明細書 H21.3.27 開示 総務課 団体

663 H21.3.13 海区漁業調整委員の勤務状況および報酬の支払い状況のわかる文書
（平成18～19年度分）

宮城海区漁業調整委員会議事録表紙，復命書ほか H21.3.27 部分開示 海区漁業調整委員会事務局 2,4 団体

664 H21.3.13 No.663と同じ 宮城海区漁業調整委員会委員報酬支給調書 H21.3.27 部分開示 水産業振興課 2 団体

665 H21.3.13 内水面漁場管理委員の勤務状況および報酬の支払い状況のわかる文書
（平成18～19年度分）

宮城県内水面漁場管理委員会議事録表紙 H21.3.27 開示 内水面漁場管理委員会事務局 団体

666 H21.3.13 No.665と同じ 宮城県内水面漁場管理委員会報酬支給調書 H21.3.27 部分開示 水産業振興課 2 団体

667 H21.3.13 登録番号宮城県知事（○）第○○号の貸金業者○○（代表取締役○○）にか
かる廃業届出書

下記の貸金業者の廃業届出書
・○○（第○○号）

H21.3.24 部分開示 商工経営支援課 3 団体

668 H21.3.16 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.3.16 口頭開示 事業管理課 個人

669 H21.3.17 分波トンネル工事（平成１６年度県債国道改4-2-A01号）の施行体系図 入札調書　平成１６年度県債国道改４－２－Ａ０１号
　　　　　　　分け波トンネル工事
　　　　　　　（国）３９８号桃生郡雄勝町大字分波字波板地内
分波トンネル工事　災害防止協議会兼施行体系図

H21.3.17 開示 道路課 団体

670 H21.3.17 労働委員会委員の選任に関して，他の都道府県からの調査・問い合わせ・
意見交換，厚生労働省（労働省）との間での問い合わせに関する全文書

地方労働委員会の任命等に係る調査についてほか H21.4.24 部分開示 産業人材・雇用対策課 2,3,6,7 個人
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整理
番号

請 　求
年月日 開示請求 対象行政文書

決定通知
年 月 日 処理状況 担当課(室)所 備考 団・個別

671 H21.3.18 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直近３期の財務諸表 ○○に係る建設業許可変更届（決算）　直近３期の財務諸表 H21.3.18 口頭開示 事業管理課 個人

672 H21.3.19 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.3.19 口頭開示 事業管理課 個人

673 H21.3.19 ○○に係る建設業許可申請書，決算変更届 ○○に係る建設業許可申請書，決算変更届 H21.3.19 口頭開示 事業管理課 個人

674 H21.3.23 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.3.23 口頭開示 事業管理課 個人

675 H21.3.24 宮城県選挙管理委員会に届出のある政治団体のうち，資金管理団体と政党
支部を除いた団体についての「現職国会議員」「国会議員の候補者等」の被
推薦書

政治団体のうち，資金管理団体と政党支部を除いた団体に関する
現職国会議員及び国会議員の候補者等の被推薦書

H21.3.27 部分開示 選挙管理委員会事務局 2 団体

676 H21.3.25 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.3.25 口頭開示 事業管理課 個人

677 H21.3.25 社会福祉法人○○に係る現況報告書直近３期分 H21.3.25 取り下げ 社会福祉課 個人

678 H21.3.25 社会福祉法人○○に係る貸借対照表，収支計算書 H21.3.27 取り下げ 社会福祉課 個人

679 H21.3.26 ○○に係る建設業許可変更届（決算） ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.3.26 口頭開示 事業管理課 個人

680 H21.3.26 ○○に係る建設業許可申請書，変更届（決算） ○○に係る建設業許可申請書，変更届（決算） H21.3.26 口頭開示 事業管理課 個人

681 H21.3.26 宮城県が所轄庁である特定非営利活動法人「○○」（番号○○）の，「平成１
５～１９年度」の５カ年に関する，「事業報告書」「財産目録」「貸借対照表」
「収支計算書」「役員名簿」の一式

H21.3.27 取り下げ ＮＰＯ活動促進室 個人

682 H21.3.27 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
損益計算書，工事経歴書，直三表

○○に係る建設業許可変更届（決算）
損益計算書，工事経歴書，直三表

H21.3.27 口頭開示 事業管理課 個人

683 H21.3.30 別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）のうち，工事
経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書，完成工事原価報告書，建設業許可申請書

別表の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算・直近分）の
うち，工事経歴書，直前三年の工事施工金額
損益計算書，完成工事原価報告書，建設業許可申請書

H21.3.30 口頭開示 事業管理課 団体

684 H21.3.30 気仙沼センター水産加工協同組合における「廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律」「化製場等に関する法律」「水質汚濁防止法」に係る一切の資料

水質汚濁防止法関係特定施設の構造等（変更）届
廃棄物処理業・処理施設許可（変更）申請
化製場法関係許可・届出文書

H21.5.15 部分開示 気仙沼保健所 2,3 団体

685 H21.3.30 ○○に係る建設業許可申請書・変更届出書・決算変更届出書 ○○に係る建設業許可申請書・変更届出書・決算変更届出書 H21.3.30 口頭開示 気仙沼土木事務所 個人


