
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 備考 団・個別

1 H21.4.1 ○○に係る建設業許可申請書・変更届出書 請求内容のとおり H21.4.1 口頭開示 事業管理課 個人
2 H21.4.2 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.4.2 口頭開示 事業管理課 個人

3 H21.4.3 ○○に係る建設業許可申請書・変更届（決算），表紙，工事経歴書 請求内容のとおり H21.4.3 取り下げ 事業管理課 個人

4 H21.4.3 建設業許可業者検索リスト（商号，代表者，許可番号） H21.4.6 取り下げ 事業管理課 団体

5 H21.4.3 平成２１年３月１日から３月３１日までの間に県内全県税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）

H21.4.3 取り下げ 税務課 団体

6 H21.4.8 平成21年1月1日から平成21年3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）

開発許可台帳
平成21年1月1日から平成21年3月31日までに本県が開発許可を行ったもの

H21.4.20 開示 建築宅地課 団体

7 H21.4.9 ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.4.9 取り下げ 事業管理課 個人

8 H21.4.9 学校法人○○に関する平成１９年度の計算書類のすべて 学校法人○○に関する平成１９年度の計算書類
①資金収支計算書　②資金収支内訳表　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

H21.4.17 部分開示 私学文書課 3 団体

9 H21.4.10 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，
宮城県内当該市町村の告示（平成２１年１月１日から平成２１年３月３１日までのもの）

別紙のとおり H21.4.10 口頭開示 市町村課 団体

10 H21.4.10 ○○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 H21.4.10 口頭開示 気仙沼土木事務所 団体

11 H21.4.13 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
平成２０年度工事経歴書，直三表

請求内容のとおり H21.4.13 口頭開示 事業管理課 個人

12 H21.4.13 ○○発注の○○造成に於ける，大規模開発完了検査の写し（平成１５年１１月） H21.4.15 取り下げ 自然保護課 個人

13 H21.4.14 平成２０年度私立高校運営費補助金配分基準および同配分基準に基づく配分表
平成２０年度私立中学校・小学校運営費補助金配分基準および同配分基準に基づく配分
表

平成２０年度私立高等学校運営費補助金配分基準及び同配分基準に基づく配分表
平成２０年度私立中学校・小学校運営費補助金配分基準及び同配分基準に基づく配分表

H21.4.17 開示 私学文書課 団体

14 H21.4.15 平成１９年１２月１３日付宮城県土木部長発の大和町長あての「都市計画法第３４条第２項
に係る許可基準について（照会）」という件名の行政文書及び当該文書に係る大和町長発
の土木部長あて回答文書並びに当該照会と回答と同様の内容の過去１０年間の照会文書

平成１９年１２月１１日付宮城県土木部長発の大和町長あての「都市計画法第３４条第９号
に係る許可基準について（照会）」という件名の行政文書及び当該文書に係る大和町長発
の土木部長あて回答文書並びに当該照会と回答と同様の内容の過去１０年間の照会文書

H21.4.30 開示 建築宅地課 個人

15 H21.4.15 ○○に係る建設業許可申請書・決算変更届 請求内容のとおり H21.4.15 口頭開示 事業管理課 団体

16 H21.4.16 ○○に係る建設業許可申請書・決算変更届 請求内容のとおり H21.4.16 口頭開示 事業管理課 団体

17 H21.4.16 水産業振興課が保有する○○組合の「余剰汚泥スカム処理施設」に係る一切の文書 別紙「対象行政文書一覧」のとおり H21.5.15 部分開示 水産業振興課 2,3 団体

18 H21.4.17 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.4.17 口頭開示 事業管理課 個人

19 H21.4.17 「あはき」及び「柔道整復」に係る施術所名簿 H21.4.30 取り下げ 医療整備課 団体

20 H21.4.20 ○○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 H21.4.20 口頭開示 気仙沼土木事務所 団体

21 H21.4.21 工事成績考査結果通知書の写し
発注者：宮城県東部地方振興事務所
工事番号：Ｈ１９北上地区（担い手）－０６１号
工事名：女川２・３工区区画整理工事

H21.4.21 取り下げ 東部地方振興事務所 団体

22 H21.4.21 平成２０年度０県県施整２２００１－００１号東宮ふ頭桟橋（－５．５ｍ）改良工事の積算資料
（単価表まで）

平成２０年度０県県施整２２００１－００１号東宮ふ頭桟橋（－５．５ｍ）改良工事設計書 H21.5.7 開示 仙台塩釜港湾事務所 団体

23 H21.4.22 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.4.22 口頭開示 事業管理課 個人

24 H21.4.22 ○○に係る工事経歴書，財務諸表 請求内容のとおり H21.4.22 口頭開示 事業管理課 個人

25 H21.4.22 ①平成２１年度「園芸特産重点強化整備事業」予定地区及び事業主体のわかる文書
②地域活性化，生活対策支援交付金
地区，事業主体のわかる文書

H21.4.23 取り下げ 地域振興課 団体

26 H21.4.23 柴田町，村田町，大河原町の合併をはじめ，市町村合併に関するすべての資料。ただし，
2008年10月1日から2009年4月22日まで

柴田町・村田町・大河原町の合併をはじめ，市町村合併に関するすべての資料 H21.5.28 部分開示 市町村課 2 個人

27 H21.4.23 No.26と同じ 別紙一覧のとおり H21.5.28 部分開示 大河原地方振興事務所 2 個人
28 H21.4.24 ○○の変更届出書の「表紙」及び「直前三年の工事施工金額」 請求内容のとおり H21.4.24 口頭開示 事業管理課 個人

29 H21.4.24 ○○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） H21.4.24 口頭開示 北部土木事務所 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 備考 団・個別

30 H21.4.27 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.4.27 口頭開示 事業管理課 個人
31 H21.4.27 ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.4.27 取り下げ 事業管理課 個人

32 H21.4.28 下記告示区間に関する平面図および位置図
（平面図縮尺：１／１０００～１／２０００程度）
①告示番号：第２１６号，告示日：平成２１年３月１７日，供用開始日：平成２１年４月８日，路
線名：払川町向線（一般県道２３６号）
②告示番号：第２３８号，告示日：平成２１年３月２３日，供用開始日：平成２１年４月２４日，
路線名：一般国道３４７号

H21.5.8 取り下げ 道路課 団体

33 H21.4.28 平成２０年度強い農業づくり交付金事業の実施状況と事業内容（地区別）
平成２１年度強い農業づくり交付金事業の実施状況と予定事業内容（地区別）

H21.4.30 取り下げ 農林水産総務課 団体

34 H21.4.28 平成２０年度強い農業づくり交付金事業の実施状況と事業内容（拡充（原油高騰対策に係
るメニューの追加））（地区別）
平成２１年度強い農業づくり交付金事業の実施状況と予定事業内容（拡充（原油高騰対策
に係るメニューの追加）（地区別）

H21.4.30 取り下げ 農林水産総務課 団体

35 H21.4.28 平成２０年度省エネ技術緊急導入促進総合事業の実施状況と事業内容（地区別）
平成２１年度省エネ技術緊急導入促進総合事業の実施状況と予定事業内容（地区別）

H21.4.30 取り下げ 農林水産総務課 団体

36 H21.4.28 平成２０年度省石油型施設園芸技術緊急導入推進事業の実施状況と事業内容（地区別）
平成２１年度省石油型施設園芸技術緊急導入推進事業の実施状況と予定事業内容（地区
別）

H21.4.30 取り下げ 農林水産総務課 団体

37 H21.4.28 平成２０年度施設園芸脱石油イノベーション推進事業の実施状況と事業内容（地区別）
平成２１年度施設園芸脱石油イノベーション推進事業の実施状況と予定事業内容（地区別）

H21.4.30 取り下げ 農林水産総務課 団体

38 H21.4.28 平成２０年度肉用牛繁殖基盤強化総合対策事業（増頭に資する器具機材等の整備事業）
の実施状況と事業内容（地区別）
平成２１年度肉用牛繁殖基盤強化総合対策事業（増頭に資する器具機材等の整備事業）
の実施状況と予定事業内容（地区別）

H21.4.30 取り下げ 農林水産総務課 団体

39 H21.4.28 平成２１年度山の幸振興総合対策事業の実施状況と予定事業内容（地区別） H21.4.30 取り下げ 農林水産総務課 団体
40 H21.4.28 宮城県本庁舎の東北電力株式会社が発行する「電気料金請求内訳書」平成２１年３月分 H21.4.30 取り下げ 管財課 個人

41 H21.4.28 宮城県仙台第一高等学校の東北電力株式会社が発行する「電気料金請求内訳書」平成２
１年３月分

H21.4.30 取り下げ 仙台第一高等学校 個人

42 H21.4.28 宮城県図書館（本館）の東北電力株式会社が発行する「電気料金請求内訳書」平成２１年３
月分

H21.4.28 取り下げ 生涯学習課 個人

43 H21.4.30 宗教法人○○の規則一式 宗教法人○○の寺院規則 H21.5.12 部分開示 私学文書課 2 個人

44 H21.4.30 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.4.30 口頭開示 事業管理課 個人
45 H21.4.30 社会福祉法人○○の平成１８，１９，２０年度（３期分）の財産目録，収支計算書（損益計算

書）と貸借対照表（３期分がない場合は現在取得可能なもの）
社会福祉法人○○に係る平成１８年度から平成１９年度の決算関係書類 H21.5.11 部分開示 社会福祉課 3 団体

46 H21.5.1 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.5.1 口頭開示 事業管理課 個人

47 H21.5.1 以下の工事の金額入り設計内訳書
工事番号：平成２０年度県道改０８００３－００１号
工事名：只越道路改良工事（法面工）

H21.5.15 取り下げ 気仙沼土木事務所 個人

48 H21.5.1 以下の工事の金額入り設計内訳書
工事番号：平成２０年度県道改０８００３－００２号
工事名：只越道路改良工事（改良）

H21.5.15 取り下げ 気仙沼土木事務所 個人

49 H21.5.1 以下の工事の金額入り設計内訳書
工事番号：平成２０年度一括交安５－１－００２号
工事名：前木歩道設置工事（その２）

H21.5.15 取り下げ 気仙沼土木事務所 個人

50 H21.5.1 以下の工事の金額入り設計内訳書
工事番号：平成２０年度０県県道改経対０８００１－００１号
工事名：本町橋架換工事（取付道路）

H21.5.15 取り下げ 気仙沼土木事務所 個人

51 H21.5.7 平成２１年４月１日から４月３０日までの間に県内全県税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）

H21.5.7 取り下げ 税務課 団体

52 H21.5.7 平成15～20年度 宮城県職員　大学卒業程度（資格免許職・薬剤師）採用試験について別
紙のもの。項目毎の開示・交付の可否についての回答もあわせて請求します。

論文試験問題（解答）用紙（平成１５年度から平成２０年度） H21.6.4 開示 人事委員会事務局職員課 個人

53 H21.5.7 No.53と同じ 集団討論課題（平成１５年度から平成２０年度） H21.6.4 部分開示 人事委員会事務局職員課 7 個人

54 H21.5.7 No.53と同じ 別紙のとおり H21.6.4 非開示 人事委員会事務局職員課 3,7 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 備考 団・個別

55 H21.5.7 No.53と同じ １　専門試験（択一式）問題及び正答位置表
２　第二次試験　人物試験（個別面接）の問題
３　第三次試験　人物試験（個別面接）の問題・採点要領・実施要領
４　面接試験の手引き
５　口述試験実施要領

H21.6.4 不存在 人事委員会事務局職員課 個人

56 H21.5.7 ○○に係る建設業許可申請書・決算変更届 請求内容のとおり H21.5.7 口頭開示 事業管理課 個人

57 H21.5.7 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 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

H21.5.7 口頭開示 事業管理課 団体

58 H21.5.8 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.5.8 口頭開示 事業管理課 個人
59 H21.5.8 学校法人○○に関する平成１８，１９，２０年度の計算書類のすべて 学校法人○○に関する平成１８年度及び１９年度の計算書類

①資金収支計算書　②資金収支内訳表　③人件費支出内訳書　④消費収支計算表　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

H21.5.19 部分開示 私学文書課 3 個人

60 H21.5.11 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.5.11 口頭開示 事業管理課 個人
61 H21.5.11 経営体育成基盤整備事業出来川右岸地区換地図 H21.5.14 取り下げ 大崎地方振興事務所 団体

62 H21.5.12 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.5.12 口頭開示 事業管理課 個人
63 H21.5.12 ○○に係る建設業許可申請書 請求内容のとおり H21.5.12 口頭開示 事業管理課 団体

64 H21.5.13 ○○に係る建設業許可変更届出書（決算） 請求内容のとおり H21.5.13 口頭開示 事業管理課 個人

65 H21.5.13 ○○に係る建設業許可申請書，国家資格等一覧表 請求内容のとおり H21.5.13 口頭開示 事業管理課 個人

66 H21.5.14 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.5.14 口頭開示 事業管理課 団体

67 H21.5.14 環境生活部で管理されている「専用水道台帳（添付）」。専用水道布設工事確認申請に必要
な書類として提出の義務が課されているものと理解していますが，特に台帳の中で下記項
目の開示を求めます。（全国自治体における専用水道施設登録状況についての研究目的
であり，営利目的に利用するものではありません）

専用水道台帳について H21.6.8 部分開示 食と暮らしの安全推進課 2 個人

68 H21.5.14 １　３月県議会でのプルサーマルについての質疑すべて
２　上の知事答弁について原対室が用意した文書
３　女川原発安全協定に関して，去年４月以降，東北電力，女川町，石巻市と会議あるいは
メール等でやり取りした内容すべて

・平成２１年２月定例県議会加賀たけし議員一般質問回答要旨
・女川原子力発電所の原子炉施設の一部変更について

H21.5.28 開示 原子力安全対策室 個人

69 H21.5.18 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.5.18 口頭開示 事業管理課 個人

70 H21.5.19 社会福祉法人○○の決算関係（３期分） 社会福祉法人○○に係る平成１７年度から１９年度の決算関係書類 H21.5.21 部分開示 社会福祉課 3 個人

71 H21.5.19 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.5.19 口頭開示 事業管理課 団体

72 H21.5.19 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.5.19 口頭開示 事業管理課 個人
73 H21.5.19 学校法人○○の平成１８，１９年度の計算書類 学校法人○○に関する平成１８年度及び１９年度の計算書類

①資金収支計算書　②人件費支出内訳表　③消費収支計算表　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

H21.5.27 部分開示 私学文書課 3 個人

74 H21.5.21 以下の工事の金額入り全単価表，経費計算内訳書
工事番号：平成２０年度県道改０８００３－００１号
工事名：只越道路改良工事（法面工）

H21.5.21 取り下げ 気仙沼土木事務所 個人

75 H21.5.21 以下の工事の金額入り全単価表，経費計算内訳書
工事番号：平成２０年度県道改０８００３－００２号
工事名：只越道路改良工事（改良）

H21.5.21 取り下げ 気仙沼土木事務所 個人

76 H21.5.21 以下の工事の金額入り全単価表，経費計算内訳書
工事番号：平成２０年度一括交安５－１－００２号
工事名：前木歩道設置工事（その２）

H21.5.21 取り下げ 気仙沼土木事務所 個人

77 H21.5.21 以下の工事の金額入り全単価表，経費計算内訳書
工事番号：平成２０年度０県県道改経対０８００１－００１号
工事名：本町橋架換工事（取付道路）

H21.5.21 取り下げ 気仙沼土木事務所 個人

78 H21.5.25 ○○に係る建設業許可変更届（決算）
工事経歴書，財務諸表

請求内容のとおり H21.5.25 口頭開示 事業管理課 個人

79 H21.5.25 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.5.25 口頭開示 事業管理課 個人

80 H21.5.26 仙台市を除く宮城県全域の飲食店の営業許可台帳，Ｈ２１年請求日時点の許可分営業中
の飲食店にかぎる（移動，仮設，短期営業，自動販売機は除く）すべて
営業者名，屋号，営業所所在地，営業所電話番号，営業許可番号，初回許可年月日もしく
は最新更新許可年月日

H21.5.26 取り下げ 食と暮らしの安全推進課 団体

81 H21.5.27 ○○の建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.5.27 口頭開示 事業管理課 団体

- 57 -



- 58 -

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 備考 団・個別

82 H21.5.27 平成21年1月1日から平成21年3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，開発許可申請書のうち位置図。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21年1月1日から平成21年3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～№3）に対応する物件）

H21.6.8 開示 建築宅地課 団体

83 H21.5.27 No.82と同じ 開発行為許可申請書のうちの位置図
（平成21年1月1日から平成21年3月31日までに許可が下りた物件のうち，別紙一覧の許可
番号（№6）に対応する物件）

H21.6.1 開示 大河原土木事務所 団体

84 H21.5.27 No.82と同じ 開発行為許可申請書のうちの位置図
（平成21年1月1日から平成21年3月31日までに許可が下りた物件のうち，別紙一覧の許可
番号（№4，5）に対応する物件）

H21.6.2 開示 仙台土木事務所 団体

85 H21.5.27 No.82と同じ 開発行為許可申請書のうちの位置図
（平成21年1月1日から平成21年3月31日までに許可が下りた物件のうち，別紙一覧の許可
番号（№7）に対応する物件）

H21.6.1 開示 東部土木事務所 団体

86 H21.5.28 宗教法人○○の神社規則 宗教法人○○の規則 H21.6.1 部分開示 私学文書課 2 団体

87 H21.5.29 ○○の建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.5.29 口頭開示 事業管理課 団体

88 H21.5.29 ○○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 H21.5.29 口頭開示 気仙沼土木事務所 団体

89 H21.6.1 別紙に記載された告示区間に関する平面図および位置図
（平面図縮尺：１／１０００～１／２０００程度）

H21.6.1 取り下げ 道路課 団体

90 H21.6.2 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.6.2 口頭開示 事業管理課 個人

91 H21.6.2 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.6.2 口頭開示 事業管理課 団体
92 H21.6.2 平成１８年度地交安2-001号

荒浜自歩道設置工事
当初契約内容と竣工時の契約内容の相違箇所

H21.6.4 取り下げ 仙台土木事務所 個人

93 H21.6.2 国土交通省より示された国直轄事業の宮城県負担金に関する文書（２００８年度分） 国土交通省東北地方整備局より宮城県に提出された，平成２０年度国直轄事業負担金の
宮城県負担分に関する資料

H21.6.12 開示 土木総務課 団体

94 H21.6.2 女川原発の監視協議会と測定技術会の第１回～第８回までの会議録
（監視協議会の役割・目的についての話し合い，記録）

女川原発の監視協議会と測定技術会の第１回～第８回までの会議録 H21.6.30 開示 原子力安全対策室 個人

95 H21.6.2 ２００８年度緊急時安全対策交付金実績報告書 平成２０年度原子力発電施設等緊急時安全対策交付金事業実績報告（経済産業省分）に
ついて

H21.6.16 部分開示 原子力安全対策室 2 個人

96 H21.6.2 ２００７年度と２００８年度原子力防災訓練に係る事故想定のスピーディ運用について一切
の情報（含むメール）

２００７年度と２００８年度原子力防災訓練に係る事故想定のスピーディ運用についての一
切の情報（含むメール）

H21.6.30 部分開示 原子力安全対策室 2 個人

97 H21.6.2 シッピング検査機器からガンマ線の検出について 会議開催報告書（環境放射能監視検討会） H21.6.16 開示 原子力安全対策室 個人
98 H21.6.2 平成２１年１月６日入札

工事名　「大和・大衡ポンプ場改築（電気）工事」
発注部署　「中南部下水道事務所」
総合評価入札の評価点のうち，「技術提案等」の弊社及び落札者の点数の内訳について

別紙のとおり H21.6.12 部分開示 中南部下水道事務所 3,7 団体

99 H21.6.2 ○○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 H21.6.2 口頭開示 気仙沼土木事務所 団体

100 H21.6.3 平成２１年５月１日から５月３１日までの間に県内全県税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）

H21.6.3 取り下げ 税務課 団体

101 H21.6.3 生活保護申請件数、開始件数、却下件数と却下の理由（過去５年分）
個人から、生活保護に関する質問、要望について過去５年、回答、意見の文書

個人からの生活保護に関する質問，要望について過去５年の回答意見の文書 H21.6.15 部分開示 社会福祉課 2 個人

102 H21.6.4 ○○所在の自己所有マンションの立体駐車場及びゴミ置場の不動産取得税評点表 H21.6.4 取り下げ 税務課 個人

103 H21.6.4 ○○に係る建設業許可申請書・決算変更届 請求内容のとおり H21.6.4 口頭開示 事業管理課 個人

104 H21.6.4 宗教法人○○の規則 宗教法人○○の規則 H22.6.8 部分開示 私学文書課 2 個人

105 H21.6.5 ○○に係る許可内容 H21.6.9 取り下げ 産業立地推進課 個人

106 H21.6.5 塩釜高，塩釜女子高，仙台一高，宮城三女高の共学化関連予算 H21.6.11 取り下げ 高校教育課 個人

107 H21.6.5 ○○の現存する最新決算書及び過去２年の決算書 H21.6.5 取り下げ 廃棄物対策課 個人
108 H21.6.5 学校法人○○に関する平成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１９年度の計算書類

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

H21.6.17 部分開示 私学文書課 3 団体

109 H21.6.5 ○○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 H21.6.5 口頭開示 気仙沼土木事務所 団体

110 H21.6.8 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.6.8 口頭開示 事業管理課 団体
111 H21.6.8 別紙のとおり H21.6.18 取り下げ 私学文書課 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 備考 団・個別

112 H21.6.9 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.6.9 口頭開示 事業管理課 個人

113 H21.6.9 宮城県東松島市矢本字○○所在建物
建築概要書コピー

H21.6.10 取り下げ 東部土木事務所 団体

114 H21.6.10 下記に係る指定管理者に選定された業者が県に提出した申請書類
（加瀬沼公園，岩沼海浜緑地，仙台港多賀城地区緩衝緑地）

別紙のとおり H21.6.24 部分開示 都市計画課 2,3 団体

115 H21.6.10 社会福祉法人○○に係る財務諸表（貸借対照表，損益計算書） H21.6.10 取り下げ 社会福祉課 団体

116 H21.6.11 社会福祉法人○○の直近３ヶ年分の事業内容，決算内容の確認できる書類 社会福祉法人○○に係る平成１７年度から１９年度の事業報告書及び決算関係書類 H21.6.17 部分開示 社会福祉課 3 個人

117 H21.6.11 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.6.11 口頭開示 事業管理課 個人

118 H21.6.15 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.6.15 口頭開示 事業管理課 個人
119 H21.6.17 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.6.17 口頭開示 事業管理課 個人

120 H21.6.17 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.6.17 口頭開示 事業管理課 個人
121 H21.6.17 県の管轄する，今現在での営業許可申請書許可登録一覧

営業の種類：飲食店営業
開示方法は，電子データにて希望（ＣＤ－Ｒ等）

H21.6.17 取り下げ 食と暮らしの安全推進課 団体

122 H21.6.17 社会福祉法人○○の直近３ヶ年分の事業内容，決算内容の確認できる書類 社会福祉法人○○に係る平成１７年度から１９年度の事業報告書及び決算関係書類 H21.6.19 部分開示 社会福祉課 3 個人

123 H21.6.18 （新）塩釜高等学校及び宮城第三女子高等学校の平成２１年度の共学化関連予算のうち，
老朽化等と重ならない共学化のみに関する金額。また，この金額のうち，すでに執行された

H21.6.26 取り下げ 高校教育課 個人

124 H21.6.18 宮城県知事村井嘉浩の所得等報告書 請求内容のとおり H21.6.18 口頭開示 県政情報公開室 団体
125 H21.6.18 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.6.18 口頭開示 事業管理課 個人

126 H21.6.18 平成２０年８月５日付けで公告された一般競争入札関係資料のうち，凍結防止剤の単価契
約に係る入札説明書及び仕様書

入札説明書及び仕様書（平成２０年８月５日付けで入札公告した凍結防止剤関係分） H21.6.24 開示 契約課 団体

127 H21.6.19 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.6.19 口頭開示 事業管理課 個人

128 H21.6.19 建設リサイクル届出書（解体届出）
（○○の解体工事）

H21.6.19 取り下げ 大河原土木事務所 個人

129 H21.6.22 東宮浜漁港東防波堤に布設されている古い係船環（さびているもの）の設置経緯がわかる
書類（昭和６０年～６１年頃）

平成１９年３月２日読売新聞報道を受け，仙台塩釜港（塩釜港区）東宮浜船だまりの現状・
経緯等について聞き取り等により整理した検討資料

H21.7.6 開示 港湾課 個人

130 H21.6.22 ○○に係る建設業許可申請書，変更届 請求内容のとおり H21.6.22 口頭開示 事業管理課 団体

131 H21.6.24 仙台土木事務所公告，工事番号，平成２０年度都基幹20-003号
工事名「七北田川蒲生堤防舗装及び工事用道路撤去工事」の公告に基づく入札，総合評
価の「施工計画」について，当社の評価内容文書

総合評価技術資料（様式－簡２）「施工の手順」及び「品質管理の頻度・方法」の評価内容
文書，以下に関するもの
工事番号：平成２０年度都基幹２０－００３号
工事名：七北田川蒲生堤防舗装及び工事用道路撤去工事
事業者名：株式会社庄司組

H21.7.2 部分開示 仙台土木事務所 3 団体

132 H21.6.24 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.6.24 口頭開示 事業管理課 個人

133 H21.6.24 県で契約しているテープ起こし及び速記に係る見積合せの写し
（平成２０年５月１日～２１年６月１９日）

別紙のとおり H21.7.8 開示 行政経営推進課 個人

134 H21.6.24 No.133と同じ 別紙のとおり H21.7.8 部分開示 広報課 2 個人

135 H21.6.24 No.133と同じ 別紙のとおり H21.7.8 開示 市町村課 個人

136 H21.6.24 No.133と同じ 別紙のとおり H21.7.8 開示 政策課 個人

137 H21.6.24 No.133と同じ 別紙のとおり H21.7.8 開示 行政評価室 個人

138 H21.6.24 No.133と同じ 別紙のとおり H21.7.8 開示 食と暮らしの安全推進課 個人

139 H21.6.24 No.133と同じ 別紙のとおり H21.7.8 開示 保健環境センター 個人

140 H21.6.24 No.133と同じ 別紙のとおり H21.7.8 開示 共同参画社会推進課 個人

141 H21.6.24 No.133と同じ 別紙のとおり H21.7.8 開示 原子力安全対策室 個人

142 H21.6.24 No.133と同じ 別紙のとおり H21.7.8 開示 医療整備課 個人

143 H21.6.24 No.133と同じ 別紙のとおり H21.7.8 開示 経済商工観光総務課 個人
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144 H21.6.24 No.133と同じ 別紙のとおり H21.7.8 部分開示 新産業振興課 2 個人

145 H21.6.24 No.133と同じ 別紙のとおり H21.7.8 開示 産業技術総合センター 個人

146 H21.6.24 No.133と同じ 別紙のとおり H21.7.8 開示 農林水産総務課 個人

147 H21.6.24 No.133と同じ 別紙のとおり H21.7.8 開示 農業振興課 個人

148 H21.6.24 No.133と同じ 別紙のとおり H21.7.8 部分開示 農村振興課 2 個人

149 H21.6.24 No.133と同じ 別紙のとおり H21.7.8 開示 農村振興課 個人

150 H21.6.24 No.133と同じ 別紙のとおり H21.7.8 開示 仙台港背後地土地区画整理事務所 個人

151 H21.6.24 No.133と同じ 別紙のとおり H21.7.8 開示 総務課 個人

152 H21.6.24 No.133と同じ 別紙のとおり H21.7.8 開示 総務課 個人

153 H21.6.25 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.6.25 口頭開示 事業管理課 個人

154 H21.6.26 別紙のとおり 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

H21.6.26 口頭開示 事業管理課 団体

155 H21.6.26 ○○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 H21.6.26 口頭開示 気仙沼土木事務所 団体

156 H21.6.30 別紙に記載された告示区間に関する平面図および位置図
（平面図縮尺：１／１０００～１／２０００程度）

H21.6.30 取り下げ 道路課 団体

157 H21.6.30 放射線監視等交付金２００８年度実績報告書 平成２０年度放射線監視等交付金事業について H21.7.14 部分開示 原子力安全対策室 2,7 個人
158 H21.6.30 「環境放射能監視検討会」の設置の根拠となる環境生活部の内規（規定）（２００９年５月末

現在）
「環境放射能監視検討会」規程（２００９年５月末現在） H21.7.14 開示 原子力安全対策室 個人

159 H21.7.1 社会福祉法人○○の平成１９年度会計決算書（資金収支計算書，事業活動収支計算書，
貸借対照表，財産目録。施設・事業名等の経理区分が明示されている内訳書を含む）

社会福祉法人○○に係る平成１９年度の決算関係書類 H21.7.14 部分開示 社会福祉課 3 団体

160 H21.7.1 社会福祉法人○○の平成２０年度，平成１９年度（直近２期）における会計・決算書及び事
業報告書

H21.7.1 取り下げ 社会福祉課 団体

161 H21.7.1 Ｈ２１．６．８開札の「平成２１年度阿下３－００１号阿武隈川幹線他管渠改築工事」に係る積
算金額の詳細が分かる書類

H21.7.6 取り下げ 中南部下水道事務所 個人

162 H21.7.1 県の出資団体である仙台空港鉄道（株）の経営する鉄道線が，事故等により運行不能と
なった場合における他の運輸機関への振替輸送・代行輸送について規定した同社の文書。
振替・代行輸送契約書，マニュアル等

H21.7.8 取り下げ 空港臨空地域課 個人

163 H21.7.3 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.7.3 口頭開示 事業管理課 個人

164 H21.7.3 平成２１年６月１日から６月３０日までの間に県内全県税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）

H21.7.3 取り下げ 税務課 団体

165 H21.7.3 平成１９年度一般コミュニティ助成事業の助成決定団体である○○の報告内容に関して富
谷町が作成した経過報告書を県が自治総合センターに送付した事実を記載した書面

H21.7.6 取り下げ 共同参画社会推進課 個人

166 H21.7.3 平成２１年度（本日まで）に北部保健福祉事務所に提出された温泉旅館に関する投書 温泉に関する投書 H21.7.15 部分開示 大崎保健所 2,3,7 団体

167 H21.7.6 平成１９年度コミュニティ助成事業において，富谷町から提出された書類のうち，申請書及
び実績報告書を除く書面。それを受けて県が作成した書面。財団法人自治総合センターに
送付した書面を含む

打合せ記録（平成１９年度コミュニティ助成事業（一般）に係る経過報告について） H21.7.15 部分開示 共同参画社会推進課 2,3,7 個人

168 H21.7.6 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.7.6 口頭開示 事業管理課 団体
169 H21.7.6 学校法人○○に関する平成２０年度の計算書類 学校法人○○に関する平成２０年度の計算書類

①資金収支計算書　②人件費支出内訳書　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

H21.7.8 部分開示 私学文書課 3 団体

170 H21.7.7 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.7.7 口頭開示 事業管理課 個人

171 H21.7.8 仙台土木事務所保管
２級河川七北田川水系藤川
仙台市宮城野区東仙台四丁目101-1地先
平成１１年度土地境界確定図

仙台土木事務所保管二級河川七北田川水系藤川（仙台市宮城野区東仙台四丁目101-1地
先）平成１１年度土地境界確定図

H21.7.14 部分開示 仙台土木事務所 2 団体

172 H21.7.9 鑑定評価書（平成２０年地価調査）
青葉（県）－３，４，８，９，１０，１１

鑑定評価書（平成２０年地価調査）
（基準値番号　青葉（県）－３，４，８，９，１０，１１）

H21.7.21 部分開示 土地対策課 2 団体

173 H21.7.9 ○○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 H21.7.9 口頭開示 気仙沼土木事務所 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 備考 団・個別

174 H21.7.9 平成21年4月1日から平成21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
が下りた物件を対象とする開発許可申請書（カガミ部分）・設計説明書・開発区域区域図・給
水施設計画図（または排水施設計画平面図，造成計画平面図）

平成21年4月1日から平成21年6月30日までに本県が行った都市計画法に基づく開発行為
の許可及び変更許可に係る開発許可申請書（カガミ部分）・設計説明書・開発区域区域図・
給水施設計画図（または排水施設計画平面図，造成計画平面図）

H21.8.5 部分開示 建築宅地課 2 団体

175 H21.7.10 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.7.10 口頭開示 事業管理課 個人

176 H21.7.10 ○○に係る建設業許可申請書 請求内容のとおり H21.7.10 口頭開示 事業管理課 団体

177 H21.7.13 以下の工事の金額入り設計内訳書，金額入り全単価表，経費計算内訳書
工事番号：平成２１年度国道改２－３－００３号
工事名：舘矢間道路改良工事（改良）（その１）

H21.7.23 取り下げ 大河原土木事務所 個人

178 H21.7.13 以下の工事の金額入り設計内訳書，金額入り全単価表，経費計算内訳書
工事番号：平成２０年度国道改２－３－００８号
工事名：舘矢間道路改良工事（護岸）（その３）

H21.7.23 取り下げ 大河原土木事務所 個人

179 H21.7.13 以下の工事の金額入り設計内訳書，金額入り全単価表，経費計算内訳書
工事番号：平成２１年度通常砂防４－００１号
工事名：貝貫沢砂防堰堤本体工事

H21.7.23 取り下げ 気仙沼土木事務所 個人

180 H21.7.13 以下の工事の金額入り設計内訳書，金額入り全単価表，経費計算内訳書
工事番号：平成２１年度広漁日－００１号
工事名：日門漁港－３．０m岸壁外工事

H21.7.23 取り下げ 気仙沼地方振興事務所 個人

181 H21.7.14 別紙リストにあります５箇所の供用予定もしくは供用済み道路の平面図の情報 H21.7.28 取り下げ 道路課 団体

182 H21.7.14 学校法人○○に係る平成２０年度財務書類一式 学校法人○○に関する平成２０年度の計算書類
①資金収支計算書　②資金収支内訳表　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

H21.7.22 部分開示 私学文書課 3 団体

183 H21.7.14 ７月８日（水）の県，石巻市，女川町の担当者による「プルサーマル住民討論会」（シンポジ
ウム）についての会議に関する公文書（この「住民討論会」についての資源エネルギー庁と
のメール，電話箋，東京等への出張復命書を含む。旅費等を除く）

（別紙１）のとおり H21.7.28 部分開示 原子力安全対策室 7 個人

184 H21.7.14 第１回監視協議会当時の安全協定書と監視協議会規定と測定技術会規定 （別紙１）のとおり H21.7.28 開示 原子力安全対策室 個人
185 H21.7.14 環境放射能監視検討会規定（平成元年１１月１日施行）に関しての前後の監視協議会又は

測定技術会及び環境放射能監視検討会での議事録
（別紙１）のとおり H21.7.28 部分開示 原子力安全対策室 2 個人

186 H21.7.15 学校法人○○に関する平成２１年３月，平成２０年３月現在の書類
資金収支計算書，人件費支出内訳書，消費収支計算書，貸借対照表，固定資産明細書，
借入金明細書，基本金明細表（内訳書を含む）財務内容，次年度予算

学校法人○○に関する平成２０年度の計算書類及び平成２１年度の予算書 H21.7.24 部分開示 私学文書課 3 団体

187 H21.7.16 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.7.16 口頭開示 事業管理課 個人

188 H21.7.16 東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館）に係る指定管理者の指定に関して選定された
団体が県に提出した応募書類（１８年度・２１年度）

東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館）の指定管理者の指定申請書（宮城県民会館
管理運営共同企業体提出分）（平成１７年度及び平成２０年度分）

H21.8.7 部分開示 消費・生活文化課 2,3 団体

189 H21.7.17 女川原子力発電所３号機のプルサーマル導入について，宮城県が女川町，石巻市，国（経
済産業省）と話し合った経過並びにその結果についての復命書等の文書（平成２０年１１月
以降の分）

（別紙１）のとおり H21.7.31 部分開示 原子力安全対策室 7 個人

190 H21.7.17 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，
宮城県内当該市町村の告示（平成２１年４月１月から平成２１年６月３０日までのもの）

別紙のとおり H21.7.17 口頭開示 市町村課 団体

191 H21.7.17 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.7.17 口頭開示 事業管理課 個人

192 H21.7.17 ○○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 H21.7.17 口頭開示 気仙沼土木事務所 団体

193 H21.7.21 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.7.21 口頭開示 事業管理課 個人
194 H21.7.23 社会福祉法人○○に係る直近２期の財務内容が分かる書類 社会福祉法人○○に係る平成２０・１９年度の決算関係書類 H21.7.31 部分開示 社会福祉課 3 団体

195 H21.7.24 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.7.24 口頭開示 事業管理課 個人
196 H21.7.24 県道仙台松島線について，仙台市宮城野区東仙台４丁目202-41の土地買収時の買収丈

量図及び計画平面図。宮城県仙台土木事務所に保管されいています。
県道仙台松島線について，仙台市宮城野区東仙台４丁目202-41の土地買収時の買収丈
量図及び計画平面図

H21.8.6 開示 仙台土木事務所 個人

197 H21.7.24 ○○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 H21.7.24 口頭開示 気仙沼土木事務所 団体

198 H21.7.27 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.7.27 口頭開示 事業管理課 個人

199 H21.7.28 土地改良事業計画書のうち東部地方振興事務所登米地域事務所管内の加々巻地区湛水
防除事業に係る計画書

H21.7.28 取り下げ 農村整備課 団体

200 H21.7.28 平成２０年度仙北工配03120-051号仙北工水工業用水道施設電気設備修繕工事に係る設
計内訳書の詳細（単１号～単６号）が分かる設計書

H21.7.31 取り下げ 大崎広域水道事務所 個人

201 H21.7.28 平成１８年６月６日付で○○の児童の保護者が教育事務所宛に送ったメール
上記メールを印刷し，平成１８年６月７日付で○○宛にＦＡＸした原稿

平成１８年６月６日付で○○の児童の保護者が教育事務所あてに送った電子メール H21.8.11 部分開示 教職員課 2 個人

202 H21.7.28 No.201と同じ H21.8.11 不存在 教職員課 個人

- 61 -



- 62 -

整理
番号

請求年月日 開示請求 対象行政文書
決定通知年
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203 H21.7.28 ○○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 H21.7.28 口頭開示 気仙沼土木事務所 団体

204 H21.7.29 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.7.29 口頭開示 事業管理課 団体
205 H21.7.29 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.7.29 口頭開示 事業管理課 団体
206 H21.7.29 １　県営基盤整備事業尾松第１管理道路３－１（市道菱沼定官寺線）舗装工事に係る入札

調書を含む関係する書類の一切
２　上記工事を決裁した職員の氏名・職名及び住所
３　上記舗装工事に当たり従前の市道菱沼定官寺線の幅員その他一切の認知した書類
４　管理道路３－１線舗装は市道として道路法・道交法に照らし違背しないと説明する書類
（地方公務員法　善管注意義務に違反関係）

・Ｈ１９尾松第１地区（担い手）－Ａ５１号　尾松第１地区区画整理付帯工事の設計図書
・尾松第１地区の「県営ほ場整備事業技術資料」の「道路参考資料の道路状況」の項目
・（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２４条）経営体育成基盤整
備事業尾松第１地区
・道路工事施行承認書（栗原市（建）指令第３６８号）

H21.8.12 開示 北部地方振興事務所栗原地域事務
所

個人

207 H21.7.30 Ｈ２０．８に文科省に提出した教員採用選考についての報告文書の中に記載された採用選
考を改善するための研修の内容分かる文書すべて

H21.8.12 不存在 教職員課 個人

208 H21.7.31 別紙のとおり 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

H21.7.31 口頭開示 事業管理課 団体

209 H21.7.31 最初の環境放射能監視検討会規定 （別紙１）のとおり H21.8.28 開示 原子力安全対策室 個人
210 H21.7.31 環境放射能監視検討会の議事録

１９８９年以降各回の議事録２００１年２月まで
（別紙１）のとおり H21.8.28 開示 原子力安全対策室 個人

211 H21.7.31 ①県と女川町，石巻市が主催するプルサーマル講演会等の国の交付金依頼に関する公文
書（メール等も）
②国主催のプルサーマルシンポジウム開催依頼についての国とのやりとり（メール，電話
箋，復命書など）

（別紙１）のとおり H21.8.14 開示 原子力安全対策室 個人

212 H21.7.31 県と女川町，石巻市が主催するプルサーマル講演会等についての市・町との会議の報告
書，メール，電話箋等（平成２１年７月９日以降）

（別紙１）のとおり H21.8.14 開示 原子力安全対策室 個人

213 H21.8.3 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.8.3 口頭開示 事業管理課 団体
214 H21.8.3 社会福祉法人○○に係る平成２０年度の決算関係書類 社会福祉法人○○に係る平成２０年度の決算関係書類 H21.8.7 部分開示 社会福祉課 3 団体

215 H21.8.3 社会福祉法人○○に係る平成２０年度の決算関係書類 H21.8.3 取り下げ 社会福祉課 団体

216 H21.8.4 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.8.4 口頭開示 事業管理課 個人

217 H21.8.4 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.8.4 口頭開示 事業管理課 個人
218 H21.8.5 平成２１年７月１日から７月３１日までの間に県内全県税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）
H21.8.5 取り下げ 税務課 団体

219 H21.8.5 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.8.5 口頭開示 事業管理課 団体
220 H21.8.6 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.8.6 口頭開示 事業管理課 団体
221 H21.8.7 平成２１年度介護予防事業所評価加算基準適合事業所の一覧 H21.8.7 取り下げ 介護保険室 個人
222 H21.8.7 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.8.7 口頭開示 事業管理課 団体
223 H21.8.10 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.8.10 口頭開示 事業管理課 団体
224 H21.8.10 ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.8.10 取り下げ 事業管理課 個人

225 H21.8.10 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.8.10 口頭開示 事業管理課 団体
226 H21.8.10 宮城県に存在する法人で

化粧品製造許可を持つ法人のリスト（１部）
化粧品製造販売業許可を持つ法人のリスト（１部）　合計２部
※公文書に記載を希望する項目
（必須）事業所名，事業所住所，電話番号
（任意）ＦＡＸ番号，許可番号，資格取得日

H21.8.10 取り下げ 薬務課 団体

227 H21.8.11 ○○に係る建設業許可申請書（決算） 請求内容のとおり H21.8.11 口頭開示 事業管理課 個人
228 H21.8.11 みやぎ産業交流センター指定管理情報一式 別紙のとおり H21.8.25 部分開示 国際経済課 2,3,7 個人
229 H21.8.11 No.228と同じ H21.8.25 不存在 国際経済課 個人
230 H21.8.11 発注者：登米市　元請け業者：橋本店・只野建設共同企業体

工事名：請第85号豊里複合施設整備工事
上記工事にて発生した建設汚泥の「建設汚泥処理土利用計画書」の開示をお願いします。

建設汚泥処理土地利用計画（豊里複合施設整備工事：建設主体） H21.8.24 部分開示 石巻保健所 2 団体

231 H21.8.12 以下の工事の金額入り設計内訳書，金額入り全単価表，経費計算内訳書
工事番号：平成２１年度地活道路１－００１号
工事名：枝野道路改良工事（その１）

H21.8.20 取り下げ 大河原土木事務所 個人

232 H21.8.12 以下の工事の金額入り設計内訳書，金額入り全単価表，経費計算内訳書
工事番号：平成２１年度地創交１－４－００１号
工事名：君萱歩道設置工事（その１）

H21.8.20 取り下げ 大河原土木事務所 個人

233 H21.8.12 ○○に係る建設業許可申請書 請求内容のとおり H21.8.12 口頭開示 事業管理課 個人

234 H21.8.12 大河原を除く９つの県税事務所（仙台南，仙台中央，仙台北，塩釜，大崎，栗原，登米，石
巻，気仙沼）の平成１８年度，平成１９年度，平成２０年度の事務実施計画

H21.8.19 取り下げ 税務課 個人

235 H21.8.13 ○○に係る建設業許可申請書 請求内容のとおり H21.8.13 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 備考 団・個別

236 H21.8.13 「時間外勤務の縮減に関する指針」や「時間外勤務等取扱要綱」に基づいて時間外勤務の
縮減等をはかるよう求めて出されている毎年度の人事課長通知もしくは総務部長通知。（現
在保存されているものすべて。）

H21.8.19 取り下げ 人事課 個人

237 H21.8.18 宮城県内の全農業協同組合（１５組合）の２００８年度（２００９年３月期）のディスクロー
ジャー誌

H21.8.18 取り下げ 農林水産経営支援課 団体

238 H21.8.18 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.8.18 口頭開示 事業管理課 個人

239 H21.8.21 平成２１年度に実施された学校管理職選考について，小・中学校及び県立学校それぞれの
①選考実施要綱，②校長選考問題，③副校長（教頭）選考問題。
また，試験日，試験時間，論文選考の字数などの情報もございましたら，お願いいたしま

H21.8.24 取り下げ 教職員課 団体

240 H21.8.21 社会福祉法人○○に係る財務諸表（貸借対照表，収支計算書）
Ｈ２１．３月期のもの

社会福祉法人○○に係る平成２０年度の財務諸表（貸借対照表，収支計算書） H21.8.27 開示 社会福祉課 団体

241 H21.8.21 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.8.21 口頭開示 事業管理課 個人
242 H21.8.21 平成２０年９月３０日時点で，国会議員の候補者（現職を含む）から有効な被推薦書を受け

ていた政治団体について，その被推薦者原本の複写。
被推薦者に記載された政治団体名と現在の政治団体が違う場合は，現在（平成２１年８月）
の名称がわかるようお示しください。他５件

国会議員関係政治団体の被推薦書等 H21.8.26 部分開示 選挙管理委員会事務局 2 団体

243 H21.8.24 別紙の認定職業訓練実施事業所の平成２０年度の事業活動収支計算書及び貸借対照表 別紙認定職業訓練団体に係る平成２０年度の事業報告書，収支決算書，貸借対照表 H21.8.31 部分開示 産業人材対策課 2,3 団体

244 H21.8.24 Ｈ２０．８に文科省へ提出した教員採用選考についての報告書
・採用選考のプロセスの点検・見直しについて，教育委員会で検討した内容が分かる文書
・人事委員会から教員採用選考の点検調査方法について助言を受けた内容が分かる文書

・教員採用選考等の点検調査の結果について
・教員採用選考試験等の確認調査について
・第７７７回宮城県教育委員会定例会日程及び会議録（抜粋）

H21.9.7 開示 教職員課 個人

245 H21.8.25 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.8.25 口頭開示 事業管理課 個人

246 H21.8.25 学校法人○○に関するＨ２０年度分計算書類 学校法人○○に関する次の書類
平成２０年度の計算書類
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
⑩収益事業貸借対照表　⑪収益事業損益計算書

H21.9.7 部分開示 私学文書課 3 個人

247 H21.8.26 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.8.26 口頭開示 事業管理課 団体
248 H21.8.26 以下の工事の金額入り工事別鏡，金額入り内訳表，金額入り工事費明細書，金額入り単価

型明細ブロック表，金額入り施工単価表，金額入り共通単価表，金額入り特別単価表，金
額入り資材集計一覧表
工事番号：Ｈ２０西田地区（県土地）１－００１号　仙台地方振興事務所
工事名：清水さく井揚水施設工事

H21.8.31 取り下げ 仙台地方振興事務所 個人

249 H21.8.26 以下の工事の金額入り工事別鏡，金額入り内訳表，金額入り工事費明細書，金額入り単価
型明細ブロック表，金額入り施工単価表，金額入り共通単価表，金額入り特別単価表，金
額入り資材集計一覧表
工事番号：Ｈ２０西田地区（県土地）１－００１号　仙台地方振興事務所
工事名：宮ノ脇さく井揚水施設工事

H21.8.31 取り下げ 仙台地方振興事務所 個人

250 H21.8.27 東京エレクトロンホール宮城の命名権について宮城県と東京エレクトロン株式会社との間に
結ばれた命名権売買契約書とその付随書類

宮城県民会館ネーミングライツ契約書及び変更契約書一式 H21.9.8 開示 消費・生活文化課 個人

251 H21.8.28 ○○に係る建設業許可申請書，経営業務の管理責任者証明書，略歴書 請求内容のとおり H21.8.28 口頭開示 事業管理課 個人

252 H21.8.28 ○○の１９，１８年政治資金収支報告書添付の領収書一式 ○○に係る平成１８年分及び平成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

H21.9.7 部分開示 選挙管理委員会事務局 2 団体

253 H21.8.31 別紙のとおり 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

H21.8.31 口頭開示 事業管理課 団体

254 H21.8.31 別紙に記載された告示区間に関する平面図および位置図
（平面図縮尺：１／１０００～１／２０００程度）

H21.9.2 取り下げ 道路課 団体

255 H21.9.1 ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.9.2 取り下げ 事業管理課 個人

256 H21.9.2 社会福祉法人○○の決算書類　Ｈ２０年４月～Ｈ２１年３月期 社会福祉法人○○に係る平成２０年度の決算関係書類 H21.9.10 部分開示 社会福祉課 3 団体

257 H21.9.2 平成２０年度，平成２１年度，平成２２年度宮城県・仙台市教員採用候補者選考試験の教職
教養，中学校社会科の実施問題及び正答

H21.9.3 取り下げ 教職員課 個人

258 H21.9.3 平成２１年８月１日から８月３１日までの間に県内全県税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）

H21.9.3 取り下げ 税務課 団体

259 H21.9.3 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.9.3 口頭開示 事業管理課 個人

260 H21.9.3 建設業許可変更届，役員代表者変更届 請求内容のとおり H21.9.3 口頭開示 事業管理課 個人

261 H21.9.4 平成１９年９月１１日付建築確認（確認番号○○番）に関して，○○より提出された建築確認
申請書一式（添付図書含む）

建築確認申請書（建築物） H21.9.17 部分開示 北部土木事務所 2,3 個人

- 63 -
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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 備考 団・個別

262 H21.9.4 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.9.4 口頭開示 事業管理課 団体
263 H21.9.4 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.9.4 口頭開示 事業管理課 個人
264 H21.9.7 別紙の社会福祉法人に係る事業活動収支計算書（Ｈ２１．４．１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年分の事業活動収支計算書 H21.9.24 開示 社会福祉課 団体

265 H21.9.7 ○○各工業禁止溶剤使用に対する行政指導記録 ○○各工業禁止溶剤使用に対する行政指導記録 H21.9.24 開示 建築宅地課 団体

266 H21.9.8 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.9.8 口頭開示 事業管理課 個人

267 H21.9.8 平成２２年度宮城県公立学校教員採用候補者選考試験
【筆記試験に関する項目】
１．教科専門試験（高等学校英語・中学校英語）のリスニング問題の放送内容・音声データ
の記録してあるＣＤまたはテープ
【実技試験に関する項目（１次試験）】
１．実施試験実施要綱
２．実施内容（実施された全ての教科）
３．評価の観点及び採点基準・評価方法
【その他の項目】
１．提出書類の評価の観点及び評価方法
２．選考試験全体における各試験（教養・専門・実技・面接等）の配点・ウエイト・選考基準
３．合格者のＡ，Ｂランクの選考基準・割合
４．不合格者の成績ランクの判定基準・各ランクの割合
５．１次試験合格者に対する送付物
６．社会人選考，教育職現職者，宮城県・仙台市内での常勤講師・非常勤講師経験者にお
ける書類審査の評価の観点及び評価方法・配点・ウエイト
７．社会人選考，教育職現職者，宮城県・仙台市内での常勤講師・非常勤講師経験者にお
ける小論文試験に関する評価の観点及び採点基準・評価方法
８．特例選考，社会人選考，有資格者試験の教科ごとの受験人数・1次試験合格者数
９．各選考区分における評価方法・配点・ウエイト・選考基準の差異の有無
１０．１次試験合格者に占める現役大学生の割合と現役大学生枠の有無

別紙のとおり H21.10.8 部分開示 教職員課 7 団体

268 H21.9.9 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.9.9 口頭開示 事業管理課 個人
269 H21.9.9 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.9.9 口頭開示 事業管理課 個人

270 H21.9.9 ○○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 H21.9.9 口頭開示 気仙沼土木事務所 団体

271 H21.9.9 以下の団体の政治資金収支報告書に添付された領収書の写し 別紙に記載された平成１８年分及び平成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

H21.9.14 部分開示 選挙管理委員会事務局 2,3 団体

272 H21.9.10 ○○の用途変更に関する建築許可申請書 ○○の用途変更に関する「予定建築物等以外の建築物等の建築等許可申請書」 H21.9.24 部分開示 建築宅地課 3 個人

273 H21.9.10 学校法人○○に関するＨ２０年度計算書類一式 H21.9.10 取り下げ 私学文書課 個人
274 H21.9.10 平成２１年度国道改2-3-003号

舘矢間道路改良工事（改良）（その１）の金入り設計書
H21.9.18 取り下げ 大河原土木事務所 団体

275 H21.9.10 社会福祉法人○○に係る平成１８年度から平成２０年度までの事業報告書（決算書類を含
む）

社会福祉法人○○に係る平成１８年度から平成２０年度までの事業報告書及び決算書 H21.9.24 部分開示 社会福祉課 3 団体

276 H21.9.10 ○○に係る建設業許可申請書 ○○に係る建設業許可申請書 H21.9.10 口頭開示 北部土木事務所 団体
277 H21.9.11 ○○に係る建設業許可申請書・変更届 請求内容のとおり H21.9.11 口頭開示 事業管理課 個人

278 H21.9.11 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.9.11 口頭開示 事業管理課 団体
279 H21.9.11 宮城県の各保健所管内（仙台市を除く）のあん摩マッサージ指圧師に関する下記の台帳

１．施術所開設届出事業者名簿　２．出張施術業務開始届出者名簿
（内容）平成２１年９月８日現在において届出のあった
１．施設名称　２．施術所所在地　３．施設電話番号　４．開設者名　５．届出年月日　６．業
務の種類（診療科目）　７．廃業届提出年月日

H21.9.24 取り下げ 医療整備課 個人

280 H21.9.11 第45回衆議院議員選挙での○○の出納責任者の届出書類 第45回衆議院議員小選挙区選出議員選挙○○の出納責任者選任届書類 H21.9.17 部分開示 選挙管理委員会事務局 2 個人
281 H21.9.11 ○○の選挙運動費用収支報告書に添付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
H21.9.16 部分開示 選挙管理委員会事務局 2,3 個人

282 H21.9.11 別紙政治団体の政治資金収支報告書に添付された領収書の写し 別紙に記載された平成２０年分政治資金収支報告書と併せて提出された領収書の写し H21.9.18 部分開示 選挙管理委員会事務局 2,3 個人

283 H21.9.11 ○○に係る平成２０年度の収支決算書に類する書類 １　○○の貸借対照表及び損益計算書
２　○○の貸借対照表及び損益計算書，役員氏名（住所）変更届，変更の年月日及び変更
の理由書，変更後の役員の氏名・住所
３　○○の貸借対照表及び損益計算書，役員氏名変更届出書，変更の年月日及び変更の
理由書，役員名簿

H21.9.25 部分開示 商工経営支援課 2,3 団体

284 H21.9.11 ○○に係る建設業許可申請書 請求内容のとおり H21.9.11 口頭開示 事業管理課 個人
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285 H21.9.11 女川原子力発電所３号機のプルサーマル導入について，宮城県が女川町，石巻市，国（経
済産業省）と話し合った経過並びにその結果についての復命書等の文書（平成２1年７月１７
日以降の分）

（別紙１）のとおり H21.10.5 開示 原子力安全対策室 個人

286 H21.9.14 学校法人○○のＨ２０年度計算書類一式 学校法人○○に関する次の書類
平成２０年度の計算書類
①資金収支計算書　②資金収支内訳表　③人件費支出内訳書　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

H21.9.25 部分開示 私学文書課 3 個人

287 H21.9.14 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.9.14 口頭開示 事業管理課 団体
288 H21.9.14 ○○に係る建設業許可変更届（決算） H21.9.14 取り下げ 事業管理課 個人

289 H21.9.15 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.9.15 口頭開示 事業管理課 個人

290 H21.9.16 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.9.16 口頭開示 事業管理課 団体
291 H21.9.17 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.9.17 口頭開示 事業管理課 個人
292 H21.9.17 ○○　保存用書類一式 請求内容のとおり H21.9.17 口頭開示 事業管理課 団体

293 H21.9.18 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.9.18 口頭開示 事業管理課 個人

294 H21.9.18 別紙団体の収支報告書や添付された領収書の写し（２００８年分） 別紙に記載された平成２０年度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 H21.10.2 部分開示 選挙管理委員会事務局 2,3 個人
295 H21.9.18 ○○において内容確認のため，源泉利用に関する書類一式，源泉の情報，維持管理等に

関する書類の一式
○○において内容確認のため，源泉利用に関する書類一式，源泉の情報，維持管理等に
関する書類の一式

H21.10.2 部分開示 大崎保健所 2 団体

296 H21.9.24 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.9.24 口頭開示 事業管理課 団体
297 H21.9.24 建築士法第２３条の六の規定により，○○から提出された設計等の業務に関する報告書 H21.9.24 取り下げ 建築宅地課 団体
298 H21.9.24 宮城県第三女子高等学校について

・敷地全体の設計図面（平面図）…建物等，第１・２グランドのテニスコート等の名称記入。
平成２１年度工事箇所の記入
・男子運動部の種目一覧

H21.10.7 取り下げ 施設整備課 個人

H21.9.24 ○○の政治資金収支報告書と領収書 団体

H21.9.24 ○○の政治資金収支報告書と領収書 団体
300 H21.9.25 別紙一覧の団体に係る政治資金収支報告書に添付されている領収書 別紙に記載された平成18年度分から平成20年度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
H21.10.9 部分開示 選挙管理委員会事務局 2,3 個人

301 H21.9.29 社会福祉法人○○の平成２１年３月期決算資料（貸借対照表，損益計算書一式） 社会福祉法人○○に係る平成２０年度の決算書 H21.10.2 部分開示 社会福祉課 3 団体
302 H21.9.30 ○○に係る政治資金収支報告書に添付されている領収書の写し ○○の政治資金収支報告書に添付された領収書の写し H21.10.9 部分開示 選挙管理委員会事務局 2 個人

303 H21.9.30 別紙のとおり 別紙一覧のとおり H21.10.14 部分開示 自然保護課 2,3 団体

304 H21.9.30 社会福祉法人○○に係る平成２０年度計算書類（決算書類） 社会福祉法人○○に係る平成20年度決算書類 H21.10.13 開示 社会福祉課 個人

305 H21.10.1 別紙のとおり 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・貸借対照表，損益計算書・完成工事原価報告書・建設業許可申請
書

H21.10.1 口頭開示 事業管理課 団体

306 H21.10.1 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.10.1 口頭開示 事業管理課 個人

307 H21.10.2 別紙「開示請求リスト」の告示区間に関する平面図および位置図
（平面図縮尺：１/１０００～１/２０００程度）

H21.10.2 取り下げ 道路課 団体

308 H21.10.2 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.10.2 口頭開示 事業管理課 団体

309 H21.10.5 平成21年7月1日から平成21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
が下りた物件を対象とする開発許可申請書（カガミ部分）・設計説明書・開発区域区域図・給
水施設計画図（または排水施設計画平面図，造成計画平面図）

平成21年7月1日から平成21年9月30日までに本県が行った都市計画法に基づく開発行為
の許可及び変更許可（※一戸建て住宅・宅地分譲・コンビニ・ガソリンスタンドを除く）に係る
開発許可申請書・設計説明書・開発区域区域図・給水施設設計計画平面図・（または排水
施設計画平面図，造成計画平面図）

H21.10.16 開示 建築宅地課 団体

310 H21.10.5 平成２１年９月１日から９月３０日までの間に県内全県税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）

H21.10.5 取り下げ 税務課 団体

311 H21.10.5 地方自治法第２６０条第１項及び第2項で示す「町又は字の新設・廃止，名称や区域の変
更」につき，宮城県内当該市町村の告示（平成２１年７月１月から平成２１年９月３０日まで

別紙のとおり H21.10.5 口頭開示 市町村課 団体

312 H21.10.6 建設業許可業者検索リスト（商号，代表者，許可番号） H21.10.6 取り下げ 事業管理課 団体

313 H21.10.6 県が、気仙沼市のワンテンビル取得に係り、適化法に抵触するや否やについて、国交省へ
問い合わせた内容を記した文書並びに国交省の回答を示した文書

相談記録（気仙沼市ワンテンビル関係（平成21年8月26日）） H21.10.20 開示 建築宅地課 個人

314 H21.10.6 ○○の最新の規則一式 ○○の最新の規則一式 H21.10.7 開示 私学文書課 個人

315 H21.10.7 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.10.7 口頭開示 事業管理課 団体
316 H21.10.7 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.10.7 口頭開示 事業管理課 団体

別紙に記載された平成１８年分から平成２０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

部分開示 2,3299 H21.10.7 選挙管理委員会事務局
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317 H21.10.7 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.10.7 口頭開示 事業管理課 団体
318 H21.10.7 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.10.7 口頭開示 事業管理課 団体
319 H21.10.7 核燃料税申告書

（昭和５８年施行以降、現在まで○○から宮城県知事あてに提出された全ての申告書）
核燃料税申告書 H21.10.21 部分開示 税務課 2,3 個人

320 H21.10.8 ○○に係る決算変更届出書，直前3年の工事施工金額 請求内容のとおり H21.10.8 口頭開示 事業管理課 個人
321 H21.10.8 ○○に係る決算工事経歴書，損益計算書 請求内容のとおり H21.10.8 口頭開示 事業管理課 個人

322 H21.10.8 別紙業者に係る建設業許可変更届（財務諸表） 請求内容のとおり H21.10.8 口頭開示 事業管理課 個人

323 H21.10.8 地方自治法第２６０条第１項及び第2項で示す「町又は字の新設・廃止，名称や区域の変
更」につき，宮城県内当該市町村の告示（平成２１年７月１月から平成２１年９月３０日まで
のもの）（平成21年10月5日付けで請求したもの以外）

別紙のとおり H21.10.8 口頭開示 市町村課 団体

324 H21.10.8 ①宮城県蚕業試験場②宮城県亘理高校③亘理警察署④県営亘理下茨田住宅
上記　4件のボーリング柱状図及び位置図

H21.10.14 取り下げ 営繕課 団体

325 H21.10.9 宮城県内において，農村整備課所管の農地海岸の地区名及び一覧表 H21.10.13 取り下げ 農村整備課 団体

326 H21.10.9 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.10.9 口頭開示 事業管理課 団体
327 H21.10.9 建築基準法第12条に定める建築設備（非常照明設備，換気設備，排煙設備）の定期報告

台帳（県大崎土木管内分）
H21.10.13 取り下げ 北部土木事務所 団体

328 H21.10.13 広報安全等対策交付金の2009年度で原発の交付申請書 （別紙１）のとおり H21.10.27 部分開示 原子力安全対策室 2,3,7 個人
329 H21.10.13 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.10.13 口頭開示 事業管理課 団体
330 H21.10.13 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.10.13 口頭開示 事業管理課 団体
331 H21.10.13 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.10.13 口頭開示 事業管理課 団体
332 H21.10.13 平成9年3月29日土地改良法による換地処分区域内

大崎市松山金谷字○○の境界点座標値
H21.10.14 取り下げ 北部地方振興事務所 個人

333 H21.10.13 ○○の宅地建物取引業許可申請書一式と許可を受けていれば建設業許可申請書一式 H21.10.15 取り下げ 大河原土木事務所 団体

334 H21.10.13 No.333と同じ ○○の宅地建物取引業免許申請書 H21.10.26 部分開示 建築宅地課 2 団体

335 H21.10.14 ○○の神社規則 ○○の規則 H21.10.15 部分開示 私学文書課 2 団体

336 H21.10.14 ○○に係る建設業者許可簿　変更届出書一式 請求内容のとおり H21.10.14 口頭開示 事業管理課 団体

337 H21.10.15 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.10.15 口頭開示 事業管理課 団体
338 H21.10.15 建築基準法第12条に定める建築設備の定期報告台帳（概要書）

「建築物の名称，所在地，建物の用途，構造，延べ面積，所有者及び管理者の指名及び住
所，電話番号など。建築設備にあっては，非常照明・換気設備・排煙設備の有無の記載。
開示の範囲は宮城県全域（特定行政庁に係る分及び大崎土木所管分を除く）」

H21.10.15 取り下げ 建築宅地課 団体

339 H21.10.15 ○○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 H21.10.16 口頭開示 気仙沼土木事務所 団体

340 H21.10.16 別紙私立学校に関する最新の計算書類 学校法人○○に関する平成20年度の計算書類 H21.10.28 部分開示 私学文書課 3 個人

341 H21.10.16 No.340と同じ H21.10.19 取り下げ 私学文書課 個人

342 H21.10.16 別紙業者に係る建設業許可変更届（財務諸表） 請求内容のとおり H21.10.16 口頭開示 事業管理課 個人

343 H21.10.16 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.10.16 口頭開示 事業管理課 団体
344 H21.10.16 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.10.16 口頭開示 事業管理課 団体
345 H21.10.16 ○○に係る更新申請書一式 請求内容のとおり H21.10.16 口頭開示 事業管理課 団体

346 H21.10.16 ①「低公害公用車導入事業」の政策決定及び車両選定及び発注・契約に係る一切の書類
②全公用車の使用状況に係る文書（平成20年度末）

別紙一覧表のとおり H21.10.30 部分開示 管財課 2,3,7 団体

347 H21.10.16 No.346と同じ 別紙一覧表のとおり H21.10.30 開示 秘書課 団体

348 H21.10.16 No.346と同じ 別紙一覧表のとおり H21.10.30 開示 契約課 団体

349 H21.10.19 平成21年度緊街５－００１号
玉浦道路改築工事（都）三軒茶屋岩沼線
岩沼市押分字奥山地内　金入り設計書

H21.10.21 取り下げ 仙台土木事務所 団体

350 H21.10.19 平成21年度県港施整２１００１号－００３号
高砂ふ頭用地造成護岸工事　金入り設計書

H21.10.19 取り下げ 港湾課 団体

351 H21.10.19 ○○に係る貸借対照表，損益計算書，完成工事原価報告書，株主資本変動計算書 請求内容のとおり H21.10.19 口頭開示 事業管理課 個人

352 H21.10.20 社会福祉法人○○に係る事業活動収支計算書（H21.4.1現在） 社会福祉法人○○に係る平成20年度の事業活動収支計算書 H21.10.27 開示 社会福祉課 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 備考 団・個別

353 H21.10.20 以下の工事の金額入り設計内訳書，金額入り全単価表，経費計算内訳書
工事担当：土木部港湾課
工事番号：平成20年度県港施整２１００１号－００１号
工事名：砂ふ頭用地造成護岸工事

H21.10.29 取り下げ 港湾課 個人

354 H21.10.20 以下の工事の金額入り設計内訳書，金額入り全単価表，経費計算内訳書
工事担当：仙台土木事務所
工事番号：平成21年度緊街５－００１号
工事名：玉浦道路改築工事

H21.10.29 取り下げ 仙台土木事務所 個人

355 H21.10.20 以下の工事の金額入り設計内訳書，金額入り全単価表，経費計算内訳書
工事担当：仙台土木事務所
工事番号：平成21年度道改０２１２２－A０１号
工事名：玉浦交差点改良工事

H21.10.29 取り下げ 仙台土木事務所 個人

356 H21.10.20 以下の工事の金額入り設計内訳書，金額入り全単価表，経費計算内訳書
工事担当：東部土木事務所
工事番号：平成20年度地交５－７９－００１号
工事名：月浜橋橋梁補修工事

H21.10.29 取り下げ 東部土木事務所 個人

357 H21.10.20 以下の工事の金額入り設計内訳書，金額入り全単価表，経費計算内訳書
工事担当：気仙沼地方振興事務所
工事番号：平成21年度津志－００１号
工事名：志津川漁港海岸陸閘改良工事

H21.10.29 取り下げ 気仙沼地方振興事務所 個人

358 H21.10.21 ○○に係る建設業許可変更届 請求内容のとおり H21.10.21 口頭開示 事業管理課 個人

359 H21.10.22 懲戒処分された○○の件で，○○についてのすべての情報 H21.10.22 取り下げ 教職員課 個人

360 H21.10.23 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.10.23 口頭開示 事業管理課 団体
361 H21.10.23 １　選挙管理委員会の議事録

２　選挙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20年度分）

選挙管理委員会の議事録（平成20年度） H21.11.6 開示 選挙管理委員会事務局 団体

362 H21.10.23 No.361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20年度分） H21.11.6 開示 市町村課 団体

363 H21.10.23 １　教育委員会の議事録（平成２０年度分逐語録）
２　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２０年度分）

別紙のとおり H21.11.6 部分開示 総務課 2 団体

364 H21.10.23 ○○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 H21.10.23 口頭開示 気仙沼土木事務所 団体

365 H21.10.26 グランディ21のプールのリザルトタイムシステムの操作マニュアル（競泳用のみ） H21.11.9 取り下げ スポーツ健康課 個人

366 H21.10.26 収用委員会の議事録（平成18年度，19年度分） 収用委員会議事録（平成18・19年度） H21.12.17 部分開示 総務課 1,2,3,6,
7

団体

367 H21.10.26 労働委員会の議事録（平成18年度，19年度分） 別紙のとおり H21.11.9 部分開示 総務課 1,2,3,7 団体

368 H21.10.26 選挙管理委員会の議事録（平成18年度，19年度分） 選挙管理委員会の議事録（平成20年度分概要及び逐語録） H21.11.6 開示 選挙管理委員会事務局 団体

369 H21.10.26 教育委員会の議事録（平成18年度，19年度分） H21.11.4 取り下げ 総務課 団体

370 H21.10.26 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.10.26 口頭開示 事業管理課 団体
371 H21.10.26 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.10.26 口頭開示 事業管理課 団体
372 H21.10.26 別紙業者に係る建設業許可変更届（財務諸表） 請求内容のとおり H21.10.26 口頭開示 事業管理課 個人

373 H21.10.26 ○○の設立届書類 ○○の政治団体設立届書類 H21.10.28 部分開示 選挙管理委員会事務局 2 団体

374 H21.10.27 学校法人○○に関する平成17年度及び20年度の計算書類 学校法人○○に関する平成17年度及び平成20年度の計算書類
（１）資金収支計算書（２）資金収支内訳表（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

H21.11.2 部分開示 私学文書課 3 個人

375 H21.10.27 別紙のとおり 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

H21.10.27 口頭開示 事業管理課 団体

376 H21.10.28 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.10.28 口頭開示 事業管理課 団体
377 H21.10.28 特定非営利活動法人○○を設立するにあたっての宮城県に提出された下記の書類。

１．設立認証申請書　２．定款　３．役員名簿　４．就任承諾書及び宣誓書　５．各役員の住
所又は居所を証する書面　６．社員のうち10人以上の者の名簿　７．確認書　８．設立趣旨
書　９．設立総会議事録の謄本　１０．設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画　１
１．設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書

H21.11.5 不存在 共同参画社会推進課 団体

378 H21.10.28 ○○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 H21.10.28 口頭開示 気仙沼土木事務所 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 備考 団・個別

379 H21.10.29 平成21年6月28日実施の宮城県職員採用試験（大学卒業程度・行政）の試験問題 平成２１年６月２８日実施の宮城県職員採用試験（大学卒業程度・行政）の試験問題 H21.11.9 非開示 職員課 3,7 個人

380 H21.10.29 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.10.29 口頭開示 事業管理課 個人

381 H21.10.29 別紙「開示請求リスト」の告示区間に関する平面図および位置図
（平面図縮尺：１/１０００～１/２０００程度）

H21.10.30 取り下げ 道路課 団体

382 H21.10.29 登米市迫町佐沼地内西館より大網（南方町瀬ノ渕照井）間の長沼川改修工事内容の開示
計画年月日，全施工工事期間年月日，施工工事間別年月日，計画予算額，施工区間別及
び完成予算額，施工区間別入札参加業者。落札業者。入札額，落札額，21年10月24日現

H21.11.10 取り下げ 東部土木事務所登米地域事務所 個人

383 H21.10.30 ①プルサーマルの安全性検討会議の開催要綱と検討WG設置要綱に関する知事等上司，
石巻市，女川町とやり取りに関しての情報（メール，電話箋等を含む）
③プルサーマルの検討WGの会議の復命書と会議開催に関する全文書

（別紙１）のとおり H21.11.13 開示 原子力安全対策室 個人

384 H21.10.30 ②安全性検討会議の設置についての8月下旬～9月上旬の石巻市，女川町とのやりとり
（メール，電話箋等を含む）

H21.11.13 不存在 原子力安全対策室 個人

385 H21.10.30 ○○に係る許可申請書表紙 請求内容のとおり H21.10.30 口頭開示 事業管理課 団体

386 H21.10.30 県営基盤整備事業尾松第一地区の平成10年農水省へ事業採択のため申請した一切の書
類の写し

平成11年度新規採択希望県営土地改良事業採択申請書
県営ほ場整備事業（担い手育成型）「尾松第1地区」計画概要書（p2,6,7,8,9,12,16,19,24,26）
技術参考資料（p18,35,36,42,43,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,69-1,109-
1,207,208,209,210,211,212,213）
図面（計画一般図，計画平面図）

H21.11.12 開示 農村振興課 個人

387 H21.10.30 ○○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 H21.10.30 口頭開示 気仙沼土木事務所 団体

388 H21.11.2 建築確認申請書類一式（平成○○年○月○○日○○号） 確認申請書（建築物）
別紙行政文書件名一覧表のとおり

H21.11.11 部分開示 大河原土木事務所 2 個人

389 H21.11.2 別紙業者に係る建設業許可変更届（財務諸表） 請求内容のとおり H21.11.2 口頭開示 事業管理課 個人

390 H21.11.2 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.11.2 口頭開示 事業管理課 個人

391 H21.11.4 平成２１年１０月１日から１０月３１日までの間に県内全県税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）

H21.11.4 取り下げ 税務課 団体

392 H21.11.5 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.11.5 口頭開示 事業管理課 団体
393 H21.11.6 決算報告書　社会福祉法人○○ 社会福祉法人○○に係る直近3期分決算関係書類 H21.11.18 部分開示 社会福祉課 3 団体

394 H21.11.6 社会福祉法人○○の提出書類 社会福祉法人○○に係る直近3期分決算関係書類 H21.11.18 部分開示 社会福祉課 3 団体
395 H21.11.6 以下の工事の金額入り設計内訳書，金額入り全単価表，経費計算内訳書

工事担当：土木部港湾課
工事番号：平成21年度県港施整２１００１－００３号
工事名：砂ふ頭用地造成護岸工事

H21.11.16 取り下げ 港湾課 個人

396 H21.11.6 以下の工事の金額入り設計内訳書，金額入り全単価表，経費計算内訳書
工事担当：大河原土木事務所
工事番号：平成20年度県除雪０１０１１－２０１号
工事名：除融雪業務委託

H21.11.16 取り下げ 大河原土木事務所 個人

397 H21.11.6 以下の工事の金額入り設計内訳書，金額入り全単価表，経費計算内訳書
工事担当：大河原土木事務所
工事番号：平成20年度県除雪０１０１２－２０１号
工事名：除融雪業務委託

H21.11.16 取り下げ 大河原土木事務所 個人

398 H21.11.6 以下の工事の金額入り設計内訳書，金額入り全単価表，経費計算内訳書
工事担当：大河原土木事務所
工事番号：平成20年度県除雪０１０１３－２０１号
工事名：除融雪業務委託

H21.11.16 取り下げ 大河原土木事務所 個人

399 H21.11.6 以下の工事の金額入り設計内訳書，金額入り全単価表，経費計算内訳書
工事担当：大河原土木事務所
工事番号：平成20年度県除雪０１０１４－２０１号
工事名：除融雪業務委託

H21.11.16 取り下げ 大河原土木事務所 個人

400 H21.11.6 以下の工事の金額入り設計内訳書，金額入り全単価表，経費計算内訳書
工事担当：大河原土木事務所
工事番号：平成20年度県除雪０１０１５－２０１号
工事名：除融雪業務委託

H21.11.16 取り下げ 大河原土木事務所 個人

401 H21.11.6 以下の工事の金額入り設計内訳書，金額入り全単価表，経費計算内訳書
工事担当：大河原土木事務所
工事番号：平成20年度県除雪０１０１６－２０１号
工事名：除融雪業務委託

H21.11.16 取り下げ 大河原土木事務所 個人



整理
番号
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決定通知年
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処理状況 担当課 備考 団・個別

402 H21.11.6 以下の工事の金額入り設計内訳書，金額入り全単価表，経費計算内訳書
工事担当：大河原土木事務所
工事番号：平成20年度県除雪０１０１７－２０１号
工事名：除融雪業務委託

H21.11.16 取り下げ 大河原土木事務所 個人

403 H21.11.9 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.11.9 口頭開示 事業管理課 団体
404 H21.11.9 ○○に係る財務諸表，損益計算書，貸借対照表 請求内容のとおり H21.11.9 口頭開示 事業管理課 個人

405 H21.11.9 別紙業者に係る建設業許可変更届（財務諸表） 請求内容のとおり H21.11.9 口頭開示 事業管理課 個人

406 H21.11.9 県営経営体育成基盤整備事業尾松第一地区管理道路３－１線（市道菱沼定官東線3/4n）
の地下には用排水用の塩ビ管が埋設，そこから両側の水田１ｈ毎にユニット2カ所と晴梁排
水調節管が設置されている。
平成10年の農水省への事業採決前の地権者説明会に於いて県金課長はこの道路一線管
理道路で構造上軽自動車以下の重量車両しか通行出来ないとの説明であった（道路法，道
交法その他法規に照らし）
然るに去年県は市道として何なる構造上の改良を施行せず，そのまま舗装した。
平成10年の説明会後，市道として大型重量車両等が通行可能となった道路法，道交法及
び構造上塩ビ用排水管の上に舗装してもよしとなった法的根拠等を示す資料。例えば上水
道管を埋設する鴇は管の種類によってその中，深さ，埋設埋め戻し上支等の制約を変える
が上記の場合はないのか？

H21.11.24 不存在 北部地方振興事務所栗原地域事務
所

個人

407 H21.11.9 ○○が申請した昭和48．8．1自然協定（大規模開発指導要綱）及び昭和51年5月4日付宮城
県指会第350号の林地開発許可における土地状況が判る書類の一式

H21.11.13 取り下げ 自然保護課 個人

408 H21.11.9 ○○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 H21.11.9 口頭開示 気仙沼土木事務所 団体

409 H21.11.10 直近３ヶ年度の現況報告書　社会福祉法人○○分 社会福祉法人○○に係る平成21年度4月1日現在の現況報告書及び直近3期分決算関係
書類

H21.11.18 部分開示 社会福祉課 2,3 個人

410 H21.11.10 （新）塩釜高等学校，仙台第一高等学校，宮城第三女子高等学校の平成２１年度の予算の
執行状況・予定について（平成21年9月3日付で情報提供した文書に基づいて記載してくだ
さい）

H21.11.11 取り下げ 高校教育課 個人

411 H21.11.10 ○○に係る損益計算書 請求内容のとおり H21.11.10 口頭開示 事業管理課 個人

412 H21.11.11 ○○に係る自動車の諸元，所有者，使用者，所得税，自動車税，税申告書の写し 自動車所得税・自動車税申告書（報告書） H21.11.25 部分開示 仙台中央県税事務所 3,7 団体

413 H21.11.11 ○○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 H21.11.11 口頭開示 気仙沼土木事務所 団体

414 H21.11.12 ○○に係る貸借対照表，損益計算書，完工原価 請求内容のとおり H21.11.12 口頭開示 事業管理課 個人

415 H21.11.13 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.11.13 口頭開示 事業管理課 団体
416 H21.11.13 建設業許可申請・変更届（工事経歴書，財務諸表） 請求内容のとおり H21.11.13 口頭開示 事業管理課 個人

417 H21.11.13 ○○に係る建設業許可申請書 請求内容のとおり H21.11.13 口頭開示 事業管理課 団体

418 H21.11.13 ○○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 H21.11.13 口頭開示 気仙沼土木事務所 団体

419 H21.11.16 矢本海浜緑地の指定管理導入における
・募集要項
・選定委員会の議事録（点数表・議事内容）
・事業計画書（現在，管理運営している団体のもの）

別紙のとおり H21.11.30 部分開示 都市計画課 2,7 個人

420 H21.11.17 ○○に係る建設業許可申請書 請求内容のとおり H21.11.17 口頭開示 事業管理課 団体

421 H21.11.17 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.11.17 口頭開示 事業管理課 団体
422 H21.11.17 宮城県内（仙台市を除く）における食品衛生法又は県条例に基づく①の営業許可に係る②

の業種別営業所所在地等リスト
①菓子製造業，乳処理業，食肉処理業，食肉製品製造業，魚肉ねり製品製造業，清涼飲
料水製造業，豆腐製造業，納豆製造業，めん類製造業，そうざい製造業，缶詰又はびん詰
製造業，魚介類加工業
②屋号，営業所所在地，営業所電話番号，郵便番号，許可業種，申請者氏名（平成21年11
月17日現在）

H21.11.17 取り下げ 食と暮らしの安全推進課 団体

423 H21.11.18 旧宗教団体法の規定に基づく○○の規則認可に関する書類 H21.11.27 取り下げ 私学文書課 個人

424 H21.11.18 別紙業者に係る建設業許可変更届（財務諸表） 請求内容のとおり H21.11.18 口頭開示 事業管理課 個人

425 H21.11.18 ○○に係る工事経歴，直三表，株主資本変動書 請求内容のとおり H21.11.18 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 備考 団・個別

426 H21.11.18 Web地図作成を目的に，下記4点，道路形状の分かる平面図。
①小野田三本木線黒沢道路改良　②坂本古川線飯川2期道路改良　③柳沢中新田線鳥
屋ヶ崎道路改良（①～③北部土木事務所管内）
④半田山下線枝野道路改築（大河原土木事務所管内）

H21.11.18 取り下げ 道路課 団体

427 H21.11.19 ○○（収集運搬業者）許可番号○○の決算直近3期分 産業廃棄物収集運搬業許可申請書の直近3期分の決算書（○○） H21.12.1 開示 仙南保健福祉事務所 団体

428 H21.11.20 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.11.20 口頭開示 事業管理課 個人

429 H21.11.20 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.11.20 口頭開示 事業管理課 個人

430 H21.11.20 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.11.20 口頭開示 事業管理課 個人

431 H21.11.20 ○○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 H21.11.20 口頭開示 気仙沼土木事務所 団体

432 H21.11.24 ○○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 H21.11.24 口頭開示 気仙沼土木事務所 個人
433 H21.11.25 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.11.25 口頭開示 事業管理課 個人

434 H21.11.25 別紙のとおり 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

H21.11.25 口頭開示 事業管理課 団体

435 H21.11.25 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.11.25 口頭開示 事業管理課 団体

436 H21.11.26 畑作物等指定要件検討基礎調査に係る一切の文書（平成１９年～２０年度，分析結果連絡
票，実施要綱，発注書等）

別紙のとおり H21.12.9 部分開示 農産園芸環境課 2,3,7 個人

437 H21.11.26 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.11.26 口頭開示 事業管理課 個人

438 H21.11.26 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.11.26 口頭開示 事業管理課 団体
439 H21.11.26 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.11.26 口頭開示 事業管理課 個人

440 H21.11.26 決算資料，財務資料　学校法人○○　平成18～20年度 学校法人○○に関する平成18年度から平成20年度までの計算書類 H21.12.9 部分開示 私学文書課 3 団体

441 H21.11.26 １．業種：一般販売業，特例販売業，薬局，薬種商，
２．必要項目：許可番号，店舗名称，営業所在地，申請者氏名，申請者住所，許可の始期・
終期，
３．上記項目の写し
４．最新の情報内容でお願いします。

H21.11.26 取り下げ 薬務課 団体

442 H21.11.26 別紙「開示請求リスト」の告示区間に関する平面図および位置図
（平面図縮尺：１／１０００～１／２０００程度）

H21.11.26 取り下げ 道路課 団体

443 H21.11.27 社会福祉法人○○に係る直近の決算資料 社会福祉法人○○に係る平成２０年度の決算関係書類 H21.12.3 部分開示 社会福祉課 3 団体

444 H21.11.27 社会福祉法人○○　直近３期分の決算・予算書 社会福祉法人○○に係る平成18年度から20年度の決算関係書類 H21.12.2 部分開示 社会福祉課 3 個人

445 H21.11.27 平成２１年度県債阿下３－００１号仙台ポンプ場機会設備改築工事にかかる○○に係る技
術提案の評価点の分かる資料

別紙のとおり H21.12.2 部分開示 下水道課 3 団体

446 H21.11.30 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.11.30 口頭開示 事業管理課 団体

447 H21.11.30 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.11.30 口頭開示 事業管理課 団体

448 H21.11.30 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.11.30 口頭開示 事業管理課 個人

449 H21.11.30 建設業許可業者検索リスト（照合・名称50音） H21.11.30 取り下げ 事業管理課 個人

450 H21.11.30 平成21年度の台風18号に伴う県及び市町村を含む災害査定目論見書 H21.11.30 取り下げ 防災砂防課 団体

451 H21.12.1 ○○の建設業許可申請書 請求内容のとおり H21.12.1 口頭開示 事業管理課 団体

452 H21.12.1 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.12.1 口頭開示 事業管理課 団体
453 H21.12.1 県が実施した米以外の畑作物（野菜，大豆等米以外一切）のカドミウム含有量調査に係る

一切の書類　最も新しい3ヶ年のもの
別紙のとおり H21.12.14 部分開示 農産園芸環境課 2,3,7 個人

454 H21.12.1 ○○が，平成○○年○月○○日付けで行った住民監査請求（国直轄事業負担金問題）に
関する一切の文書

別紙のとおり H21.12.15 開示 総務課 団体

455 H21.12.2 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.12.2 口頭開示 事業管理課 団体
456 H21.12.3 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.12.3 口頭開示 事業管理課 個人

457 H21.12.3 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.12.3 口頭開示 事業管理課 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 備考 団・個別

H21.12.3 別紙のとおり 個人

H21.12.3 別紙のとおり 個人

459 H21.12.3 別紙のとおり H21.12.17 不存在 北部地方振興事務所 個人

460 H21.12.3 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.12.3 口頭開示 事業管理課 団体

461 H21.12.4 宮城県内の平成21年11月末日現在の診療所一覧（歯科含む）
必要項目：施設名，所在地，開設者，管理者，診療科目，病床数，開設年月日，施設の電
話番号

H21.12.4 取り下げ 医療整備課 団体

462 H21.12.4 平成２１年１１月１日から１１月３０日までの間に県内全県税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）

H21.12.4 取り下げ 税務課 団体

463 H21.12.4 ○○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 H21.12.4 口頭開示 気仙沼土木事務所 団体

464 H21.12.7 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 H21.12.18 取り下げ 総務課 個人

465 H21.12.7 行政委員の月額報酬にかかる訴訟のうち
１．平成２１年７月１７日付訴状（別紙目録などがあればこれを含む。但し，委任状，証拠書
類などの添付書類は不要）
２．答弁書（添付書類等は不要）

１　平成21年（行ウ）第16号公金支出差止請求事件訴状（平成21年7月17日付け）
２　平成21年（行ウ）第16号公金支出差止請求事件答弁書（平成21年9月16日付け）

H21.12.16 開示 人事課 個人

466 H21.12.7 仙台空港アクセス鉄道の事業決定過程（政策形成過程）のわかる文書（計画当初の需要予
測を含む）

別添対象行政文書一覧のとおり H22.1.8 部分開示 空港臨空地域課 2,3 団体

467 H21.12.7 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.12.7 口頭開示 事業管理課 団体
468 H21.12.7 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.12.7 口頭開示 事業管理課 団体

469 H21.12.7 学校法人○○　財産目録，貸借対照表，収支計算書，事業報告書　許認可時のもの 学校法人○○に係る貸借対照表，収支計算書及び事業報告書（認可時のもの） H21.12.8 取り下げ 私学文書課 個人
470 H21.12.7 学校法人○○　財産目録，貸借対照表，収支計算書，事業報告書　許認可時のもの 学校法人○○に関する許認可時の財産目録 H21.12.18 部分開示 私学文書課 3 個人
471 H21.12.7 ○○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 H21.12.7 口頭開示 気仙沼土木事務所 団体
472 H21.12.8 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.12.8 口頭開示 事業管理課 個人

473 H21.12.9 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.12.9 口頭開示 事業管理課 個人
474 H21.12.10 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.12.10 口頭開示 事業管理課 個人

475 H21.12.10 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.12.10 口頭開示 事業管理課 団体

476 H21.12.10 国土交通省の道路開通情報に関するＨＰに掲載された以下の共用予定路線の道路平面図
（または計画平面図），および位置図（または計画位置図）
（平面図縮尺：１/１０００～１/２０００程度）
路線名：大衡落合線
対象区間：大衡村大衡～大衡村奥田（約４．４Ｋｍ）
開通予定日：平成21年度

H21.12.10 取り下げ 道路課 団体

477 H21.12.10 宮城県の発注した工事（調達案件番号「平成20年度県債長沼ダム1－011号」）
「長沼ダム長沼水門工事」の総合評価落札方式において，落札者より入札時に提出された
技術提案書

平成20年度県債長沼ダム１－０１１号における技術提案書 H21.12.21 部分開示 河川課 3,7 団体

478 H21.12.10 社会福祉法人○○に関する決算書類及び利用者前年比較等（直近のもの） 社会福祉法人○○に係る平成２０年度事業報告書及び決算書 H21.12.14 開示 社会福祉課 個人

479 H21.12.11 ○○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 H21.12.11 口頭開示 気仙沼土木事務所 団体
480 H21.12.14 工事経歴書，貸借対照表，損益計算書，直3表 請求内容のとおり H21.12.14 口頭開示 事業管理課 個人

481 H21.12.14 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.12.14 口頭開示 事業管理課 団体
482 H21.12.14 ○○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 H21.12.14 口頭開示 気仙沼土木事務所 団体

483 H21.12.14 鹿島台町大迫字○○番地についての平成２年の補助金の一括返還についての公文書また
賦課金についての公文書の一切

H21.12.25 不存在 農村整備課 個人

484 H21.12.14 No.483と同じ H21.12.25 不存在 農村振興課 個人

485 H21.12.14 Ｈ１７に大崎市鹿島台大迫字○○番地の農振地区の指定に係る文書 別紙のとおり H21.12.25 開示 北部地方振興事務所 個人

486 H21.12.14 No.485と同じ 宮城県農業振興地域整備審査会議事録（平成16年度11月期） H21.12.25 開示 農業振興課 個人

487 H21.12.15 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.12.15 口頭開示 事業管理課 個人

488 H21.12.15 ○○に係る決算変更届　表紙及び直3期実行高 請求内容のとおり H21.12.15 口頭開示 事業管理課 団体

開示458 H21.12.17 北部地方振興事務所別紙のとおり
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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 備考 団・個別

489 H21.12.15 ○○の規則 ○○の規則 H21.12.16 部分開示 私学文書課 2 個人

490 H21.12.15 平成22年度宮城県公立高等学校入学者選抜に係る第1回志願者予備調査集計表 ①平成22年度宮城県公立高等学校入学者選抜における宮城県教育庁高校教育課へ提出
された第1回入学志願者予備調査集計表（宮城県公立高等学校に志願者のある該当中学
校・特別支援学校分）
②平成22年度宮城県公立高等学校入学者選抜における仙台市教育委員会から宮城県教
育庁高校教育課へ提出された第1回入学志願者予備調査集計表（仙台市立中学校分）

H22.1.29 部分開示 高校教育課 2 個人

491 H21.12.17 学校法人○○の直近の3期の計算書類 学校法人○○に関する次の書類
平成１８年度から平成２０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）基本基金明細

H22.1.4 部分開示 私学文書課 3 団体

492 H21.12.17 ○○に係る更新申請書一式 請求内容のとおり H21.12.17 口頭開示 事業管理課 個人

493 H21.12.17 ○○に係る許可申請書　表紙～別表まで 請求内容のとおり H21.12.17 口頭開示 事業管理課 個人

494 H21.12.17 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.12.17 口頭開示 事業管理課 団体
495 H21.12.18 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.12.18 口頭開示 事業管理課 個人

496 H21.12.18 ○○に係る決算変更届　直近から３期分 請求内容のとおり H21.12.18 口頭開示 事業管理課 団体
497 H21.12.18 「クリーンエネルギーカー普及促進加速化事業補助金」に係る一切の文書 クリーンエネルギーカー普及促進加速化事業補助金（別紙のとおり） H22.1.12 部分開示 環境政策課 2,3 団体

498 H21.12.18 平成１６～２０年度に県が発注した農地の暗渠排水工事の工事名，設計価格，工事内訳
書，仕様書，施工条件明示書，注文書，契約書及び変更契約書のうち金額と変更があった
場合の理由が分かる資料

別紙のとおり H22.1.14 部分開示 大河原地方振興事務所 2 団体

499 H21.12.18 No.499と同じ 別紙のとおり H22.1.15 部分開示 仙台地方振興事務所 2 団体

500 H21.12.18 No.499と同じ 別紙のとおり H22.1.14 部分開示 北部地方振興事務所 2 団体

501 H21.12.18 No.499と同じ 別紙のとおり H22.1.15 部分開示 北部地方振興事務所栗原地域事務
所

2 団体

502 H21.12.18 No.499と同じ 別紙のとおり H22.1.15 部分開示 東部地方振興事務所 2 団体

503 H21.12.18 No.499と同じ 別紙のとおり H22.1.14 部分開示 東部地方振興事務所登米地域事務
所

2 団体

504 H21.12.22 優生保護法のもとで実施された不妊手術（優生手術）に関する別紙に記した文書 別紙一覧のとおり H22.2.26 部分開示 子ども家庭課 2 個人

505 H21.12.22 No.504と同じ 別紙一覧のとおり H22.2.26 却下 子ども家庭課 個人

506 H21.12.22 No.504と同じ H22.3.17 不存在 子ども家庭課 個人

507 H21.12.22 台風１８号に伴う，県及び市町村を含む災害査定目論見書 別紙のとおり H22.1.5 部分開示 防災砂防課 7 団体

508 H21.12.24 社会福祉法人○○の決算資料直近3期分 社会福祉法人○○に係る平成18年度から平成20年度までの決算書 H21.12.28 部分開示 社会福祉課 3 団体
509 H21.12.24 別紙「開示請求リスト」の告示区間に関する平面図および位置図

（平面図縮尺：１/１０００～１/２０００程度）
H21.12.24 取り下げ 道路課 団体

510 H21.12.25 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.12.25 口頭開示 事業管理課 団体
511 H21.12.28 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.12.28 口頭開示 事業管理課 団体
512 H21.12.28 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H21.12.28 口頭開示 事業管理課 個人

513 H22.1.4 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.1.4 口頭開示 事業管理課 団体

514 H22.1.5 Ｈ２０．１０．２以降，鶴田川土地改良区に対し，得喪に関して指導した文書 H22.1.18 不存在 北部地方振興事務所 個人

515 H22.1.5 No.514と同じ H22.1.18 不存在 農村振興課 個人

516 H22.1.6 実際に即した道路の平面図，位置図
平面図については，縮尺1/500～1/3000程度のものを希望
当該箇所については，別紙に記載
※地図作成のために使用

H22.1.6 取り下げ 道路課 団体

517 H22.1.6 別紙のとおり 別紙の宮城県知事許可業者に係る変更届出書（決算，直近分）の内，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

H22.1.6 口頭開示 事業管理課 団体

518 H22.1.6 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.1.6 口頭開示 事業管理課 団体

519 H22.1.7 ０４－１２０３　営業の沿革 請求内容のとおり H22.1.7 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 備考 団・個別

520 H22.1.8 社会福祉法人○○　決算書（直近１年度） 社会福祉法人○○に係る平成20年度決算書 H22.1.14 部分開示 社会福祉課 3 団体

521 H22.1.12 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.1.12 口頭開示 事業管理課 団体
522 H22.1.12 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.1.12 口頭開示 事業管理課 団体
523 H22.1.12 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.1.12 口頭開示 事業管理課 個人

524 H22.1.12 平成21年10月1日から平成21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申請書（カガミ部分）・設計説明書・開発区域区域図・
給水施設計画図（または排水施設計画平面図，造成計画平面図）

平成21年10月1日から平成21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申請書（カガミ部分）・設計説明書・開発区域区域図・
給水施設計画図（または排水施設計画平面図，造成計画平面図）

H22.1.25 部分開示 建築宅地課 2 団体

525 H22.1.12 宮城県建築物等地震対策推進協議会の直近の決算状況が解る資料 宮城県建築物等地震対策推進協議会に係る平成19年度及び平成20年度収支決算報告並
びに平成20年度役員名簿

H22.1.21 開示 建築宅地課 団体

526 H22.1.12 別紙のとおり H22.1.22 不存在 大河原地方振興事務所　農業振興
部

個人

527 H22.1.12 No.526と同じ H22.1.14 不存在 仙台地方振興事務所　農業振興部 個人

528 H22.1.12 No.526と同じ H22.1.21 不存在 北部地方振興事務所　農業振興部 個人

529 H22.1.12 No.526と同じ H22.1.18 不存在 北部地方振興事務所栗原地域事務
所　農業振興部

個人

530 H22.1.12 No.526と同じ H22.1.15 不存在 東部地方振興事務所　農業振興部 個人

531 H22.1.12 No.526と同じ H22.1.20 不存在 東部地方振興事務所登米地域事務
所　農業振興部

個人

532 H22.1.12 No.526と同じ H22.1.20 不存在 気仙沼地方振興事務所　農業振興
部

個人

533 H22.1.12 平成20年度分政治資金収支報告書に添付されている領収書 1　○○の平成20年度分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　○○の平成20年度分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
3　○○の平成20年度分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

H22.1.14 部分開示 選挙管理委員会事務局 2,3 団体

534 H22.1.13 学校法人○○にかかる直近３期の決算書類 １学校法人○○に関する平成18年度から平成20年度までの計算書類（１）資金収支計算書
（２）資金収支内訳表（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）基本基金明細表
２学校法人○○に関する平成18年度から平成20年度までの計算書類（１）資金収支計算書

H22.1.26 部分開示 私学文書課 3 個人

535 H22.1.14 地方自治法第２６０条第１項及び第2項で示す「町又は字の新設・廃止，名称や区域の変
更」につき，宮城県内当該市町村の告示（平成２１年１０月１月から平成２１年１２月３１日ま

平成21年度　別紙のとおり H22.1.14 口頭開示 市町村課 団体

536 H22.1.14 社会福祉法人○○の決算資料・事業報告書をお願いします。決算資料はできれば6年分お
願いします。

社会福祉法人○○に係る平成20年度から平成18年度までの決算書及び事業報告書 H22.1.21 部分開示 社会福祉課 3 団体

537 H22.1.15 社会福祉法人○○の直近の決算書及び事業報告書，理事名簿 社会福祉法人○○に係る役員名簿，平成20年度決算書及び事業報告書 H22.1.22 部分開示 社会福祉課 2,3 個人

538 H22.1.15 ○○の直近2期に係る貸借対照表及び損益計算書並びに最新の役員名簿 １　平成21年6月4日付けの○○役員変更届出書，変更の年月日及び変更の理由，変更後
の役員氏名・住所
２　平成20年5月29日付け○○決算関係書類提出書添付書類のうち，貸借対照表及び損益
計算書
３　平成21年6月4日付け○○決算関係書類提出書添付書類のうち，貸借対照表及び損益
計算書

H22.1.29 部分開示 商工経営支援課 2,3 団体

539 H22.1.15 次に掲げる団体の直近2期に係る決算書類及び最新の役員名簿
仙台空港国際化利用促進協議会
仙台国際貿易港整備利用促進協議会
宮城県観光誘致協議会

H22.1.21 取り下げ 空港臨空地域課他 団体

540 H22.1.15 （１）貴宮城県の公募公債引受並びに募集取扱契約証書等一式，発行要項，引受手数料
（２）貴宮城県の公債引受契約証書，発行要項
（上記平成8年度から平成21年度直近までの各年度各回毎の写し）
（引受手数料は各年度集計分）

別紙のとおり H22.1.27 開示 財政課 個人

541 H22.1.15 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.1.15 口頭開示 事業管理課 団体
542 H22.1.15 平成21年度発生災害公共土木施設災害復旧事業の目論見書 別紙のとおり H22.1.19 部分開示 防災砂防課 7 団体
543 H22.1.15 別紙のとおり 別紙のとおり H22.1.21 開示 北部地方振興事務所 個人

544 H22.1.18 ○○の設立届出書，解散届出書 H22.1.18 取り下げ 選挙管理委員会事務局 団体
545 H22.1.18 社会福祉法人○○の直近の決算資料（３期分）および事業報告書（最新）の開示をお願い

いたします。
社会福祉法人○○に係る直近の事業報告書及び直近3か年の決算書 H22.1.21 部分開示 社会福祉課 3 団体

546 H22.1.18 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.1.18 口頭開示 事業管理課 団体
547 H22.1.18 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.1.18 口頭開示 事業管理課 団体
548 H22.1.18 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.1.18 口頭開示 事業管理課 個人

549 H22.1.18 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.1.18 口頭開示 事業管理課 団体
550 H22.1.18 別紙の内容の財務諸表 請求内容のとおり H22.1.18 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 備考 団・個別

551 H22.1.19 社会福祉法人○○に関する決算資料（直近2期分） 社会福祉法人○○に係る平成19年度及び平成20年度の決算書 H22.1.22 部分開示 社会福祉課 3 団体

552 H22.1.19 教員免許事務に係る要綱，マニュアル類
講師等任用に係る要綱，マニュアル類

教育職員免許状の手引（平成16年3月） H22.2.2 開示 教職員課 個人

553 H22.1.19 教職員免許上の取り上げ処分，執行の通知関係文書（Ｈ２０，２１年度１２月末分まで） 各都道府県教職員免許状執行関係通知文書 H22.3.2 部分開示 教職員課 2 個人

554 H22.1.19 白石女子高等学校の学校内規一切 ①宮城県白石女子高等学校校則
②評価及び進級・卒業に関する規程
③成績処理ならびに出欠の取り扱いについて
④転入学・転（退）学の手続について
⑤留学に関する内規・運営上の留意点・帰国留学生への対応について
⑥不登校生とに対する指導と学習指導の評価について（内規）
⑦生徒指導要録の取り扱い・記載要領について
⑧宮城県白石女子高等学校における教材等の指定手続き等実施要領
⑨専攻科評価規程
⑩生徒心得
⑪卒業生に対する褒賞規程
⑫教育課程表（普通科・看護科）
⑬平成２１年度　専攻科の教育課程表

H22.2.2 開示 白石女子高等学校 個人

555 H22.1.19 県証紙の取扱に係る内規，ＱアンドＡなど ・証紙事務取扱要領
・宮城県収入証紙売りさばき人の指定に関する基準
・宮城県収入証紙売りさばき人の指定に関する事務取扱要領（内規）
・証紙返還及び交換事務処理要領
・地方機関における証紙の交換・返還事務処理要領
・元売りさばき人証紙事務取扱要領
・元売りさばき人証紙取扱事務代行に係る事務処理要領

H22.2.2 開示 会計課 個人

556 H22.1.19 県立がんセンターの①調剤内規②使用（採用）薬品リスト③院内製剤マニュアル 以下の開示請求に係る文書
・常備医薬品集（冊子）
　常薬分類表（使用（採用）薬品リスト）
　薬効別一覧（使用（採用）薬品リスト）
　院内医薬品取扱要領
・院内製剤手順書（院内製剤マニュアル）

H22.1.29 開示 県立がんセンター 個人

557 H22.1.19 漁船，小型漁船，遊漁船事務に係る要港，マニュアル類 ・漁船関係事務の手引き
・船舶トン数測度心得・解説・特例

H22.2.1 開示 水産業振興課 個人

558 H22.1.19 軽油取引税に係る事務取扱が分かるもの 平成21年度軽油取引税新規担当職員研修資料 H22.2.1 開示 税務課 個人

559 H22.1.19 税関係証明事務の要綱，マニュアル類 別紙のとおり H22.1.28 開示 税務課 個人

560 H22.1.19 防災行政無線の免許状，免許申請書一式（現に有効なもの） 防災行政無線の免許状，免許申請書一式（現に有効なものの分） H22.2.12 部分開示 危機対策課 7 個人

561 H22.1.19 ○○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 H22.1.19 口頭開示 気仙沼土木事務所 団体

562 H22.1.20 亘理高等学校の学校内規 ①校則
②学習成績並びに単位に関する内規
③不登校生徒に対する指導並びに評価及び単位の認定についての内規
④技能審査成果の単位認定
⑤アルバイトに関する規定
⑥平成２１年度　教育課程表

H22.2.3 開示 亘理高校 個人

563 H22.1.20 県立貞山高等学校の学校内規一切 ①宮城県貞山高等学学則
②宮城県貞山高等学校教育規定
③宮城県貞山高等学校　教育規定運用基準
④社会体験単位認定実施要項
⑤生徒心得
⑥平成２１年度実施教育課程

H22.2.3 開示 貞山高校 個人

564 H22.1.20 社会福祉法人○○のＨ２０年度，１９年度の決算内容の分かるもの 社会福祉法人○○に係る平成19年度及び平成20年度の決算書 H22.1.22 部分開示 社会福祉課 3 団体

565 H22.1.20 2008年9月末日から2009年10月末日の間に決算日を迎えた「病院」を有する医療法人の
（１）事業報告書（２）財産目録（３）貸借対照表（４）損益計算書

H22.1.22 取り下げ 医療整備課 個人

566 H22.1.21 県内における特定事業場の一覧（１月の排水量が５０立方メートル以上の事業場）１．事業
場名２．所在地３．排水量（日平均）

H22.1.21 取り下げ 環境対策課 個人

567 H22.1.21 県立，市立の中高一貫校の平成22年度の入学試験の結果についての一切（学校ごとの平
均点）

平成22年度宮城県立中学校入学者選抜適性検査結果（宮城県仙台二華中学校分） H22.2.4 部分開示 宮城県第二女子高等学校 7 個人

568 H22.1.21 No.567と同じ 平成22年度宮城県立中学校入学者選抜適性検査結果（宮城県古川黎明中学校分） H22.2.4 部分開示 宮城県古川黎明中学校 7 個人

569 H22.1.21 宗教法人○○の法人規則 宗教法人○○の法人規則 H22.1.22 部分開示 私学文書課 2 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 備考 団・個別

570 H22.1.22 平成22年度公立高校入学試験の予備調査について高校ごと（学科ごと）の学区別志望者
割合のわかる文書

平成２２年度宮城県公立高等学校入学者選抜に係る第１回入学志願者予備調査地区別志
願状況

H22.2.5 開示 高校教育課 個人

571 H22.1.22 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.1.22 口頭開示 事業管理課 団体

572 H22.1.22 夫からのＤＶを受け，それを相談した内容の文書 H22.1.22 取り下げ 東部保健福祉事務所登米地域事務
所

個人

573 H22.1.25 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.1.25 口頭開示 事業管理課 団体
574 H22.1.25 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.1.25 口頭開示 事業管理課 個人

575 H22.1.25 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.1.25 口頭開示 事業管理課 個人

576 H22.1.25 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.1.25 口頭開示 事業管理課 団体
577 H22.1.25 「食品衛生法に基づく営業許可施設台帳」

【地域】宮城県内全域（仙台市を除く）
【対象】飲食店営業（2009年11月1日～2009年12月31日の新規営業許可）
（自動販売機，自動車販売，移動店舗，臨時営業及び露店を除く）
【内容】・施設名・施設所在地・施設電話番号・代表者氏名・初許可年月

H22.1.25 取り下げ 食と暮らしの安全推進課 団体

578 H22.1.25 ①平成○○年○○月○○日に県介護保険室が実施した○○への一般調査結果
②平成○○年○○月○○日県介護保険室が実施した○○への一般調査結果

・介護保険施設等実地指導指示書兼改善報告書（○○分）
・介護保険施設等実地指導指示書兼改善報告書（○○分）

H22.2.8 部分開示 介護保険室 2,3 個人

579 H22.1.26 １　仙台三本木線道路改良工事に係る林地開発許可関連資料の全部
（１）当初の平成11年5月6日付古農第286号資料
（２）変更の平成18年11月6日付大崎振第1744号資料

・平成11年5月6日付古農第286号通知及び申請書資料
・平成15年2月18日付古産第2666号通知及び申請書資料
・平成18年11月6日付大崎振第1744号通知及び申請書資料

H22.1.29 開示 自然保護課 個人

580 H22.1.26 政治団体「○○」設立届出書及び規約など一式，解散届出書一式 １　○○に係る政治団体設立届及び規約等
２　○○に係る政治団体解散届

H22.1.27 部分開示 選挙管理委員会事務局 2 個人

581 H22.1.27 宮城県宮城郡七ヶ浜町○○部分沿石撤去工事を七ヶ浜町が行うにあたり仙台土木事務所
に提出した書類（道路法24条に関する一切の書類）

平成２２年１月７日付け道路工事施工承認申請について
平成２２年１月１９日付け着工届

H22.2.2 開示 仙台土木事務所 個人

582 H22.1.28 別紙のとおり 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）の内，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

H22.1.28 口頭開示 事業管理課 団体

583 H22.1.28 ○○に係る様式第１号（第２条関係）建設業許可申請書　２１年度新規許可業者（許可番号
順）

請求内容のとおり H22.1.28 口頭開示 事業管理課 団体

584 H22.1.28 別紙「開示請求リスト」の告示区間に関する平面図および位置図
（平面図縮尺：１/１０００～１/２０００程度）

H22.1.28 取り下げ 道路課 団体

585 H22.1.29 ○○20年12月決算変更届一式，役員変更（20.3．31）一式，申請者略歴書 請求内容のとおり H22.1.29 口頭開示 事業管理課 個人

586 H22.1.29 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.1.29 口頭開示 事業管理課 団体
587 H22.1.29 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.1.29 口頭開示 事業管理課 団体
588 H22.1.29 下記　総合評価方式における「施工計画等」又は「技術提案等」に係る評価基準（優2点，良

1点，可0点，不適切－1点と評価する事がわかるもの）
・簡易型
・標準型・施工計画型
・標準型・技術提案型

H22.2.8 取り下げ 契約課 個人

589 H22.1.29 下記　総合評価方式における各様式に係る文体について「～である調」又は「～です，ます
調」で記入せよと指示している事が分かる文書（例，様式簡2「施工の手順」の「具体的な内
容」欄に記載するもの等）
・簡易型
・標準型・施工計画型
・標準型・技術提案型

H22.2.8 取り下げ 契約課 個人

590 H22.1.29 ○○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 H22.1.29 口頭開示 気仙沼土木事務所 団体

591 H22.1.29 ○○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 H22.1.29 口頭開示 気仙沼土木事務所 団体

592 H22.2.1 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.2.1 口頭開示 事業管理課 個人

593 H22.2.1 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.2.1 口頭開示 事業管理課 団体
594 H22.2.2 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.2.2 口頭開示 事業管理課 個人

595 H22.2.2 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.2.2 口頭開示 事業管理課 団体
596 H22.2.2 医療法人○○　平成19年6月30日付事業報告書及び決算資料 H22.2.2 取り下げ 医療整備課 個人

597 H22.2.3 平成２１年１２月１日から１２月３１日までの間，また，平成２２年１月１日から平成２２年１月
３１日までの間に県内全県税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）

H22.2.3 取り下げ 税務課 団体
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598 H22.2.3 ○○に係る建設業変更届，決算変更届，表紙，直3年表（5年分） 請求内容のとおり H22.2.3 口頭開示 事業管理課 個人

599 H22.2.4 平成22年度公立小・中学校校長及び教頭候補者選考試験実施要項及び試験問題
平成22年度県立学校校長及び教頭候補者選考試験実施要項及び試験問題
また，各々の試験日，試験時間，論文試験の字数等の情報

別紙のとおり H22.3.1 開示 教職員課 団体

600 H22.2.4 別紙に記載する社会福祉法人に係る平成20年度決算分の①法人全体の資産・負債・資本
がわかる書類②法人全体の資金収支計算がわかる書類③法人全体の事業活動計算がわ

別紙に記載する社会福祉法人に係る平成２０年度の決算書 H22.2.10 部分開示 社会福祉課 3 団体

601 H22.2.4 別紙の青線2本（○○）について，昭和36年から平成16年までに廃止されたことがわかる文
書

H22.2.15 不存在 用地課 個人

602 H22.2.4 ①昭和42年3月高砂土地改良区から中野堰の慣行水利権の届出のあった事実の分かる文
書

仙台市高砂土地改良区の二級河川七北田川水系七北田川における中野堰に係る慣行水
利権届出書

H22.2.15 開示 河川課 個人

603 H22.2.4 No.602と同じ H22.2.15 不存在 河川課 個人

604 H22.2.4 社団法人○○が，移行認定を受ける際に提出した申請書類一式の開示を請求します。 社団法人○○の公益法人移行に係る申請書 H22.2.18 部分開示 廃棄物対策課 2 団体

605 H22.2.5 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.2.5 口頭開示 事業管理課 団体
606 H22.2.5 平成19年3月以降，県介護保険室が実施した○○への一般調査の結果 介護保険施設等実地指導指示書兼改善報告書（○○分） H22.2.18 部分開示 介護保険室 2 個人

607 H22.2.8 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.2.8 口頭開示 事業管理課 個人

608 H22.2.8 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.2.8 口頭開示 事業管理課 個人

609 H22.2.9 名取川水系河川整備計画（知事管理区間）
米ヶ袋周辺の築堤計画がわかる資料

H22.2.9 取り下げ 河川課 団体

610 H22.2.9 平成19年以降現在に至るまで，県介護保険室が実施した○○の運営する○○への一般調
査（監査）結果

H22.2.17 取り下げ 介護保険室 個人

611 H22.2.9 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.2.9 口頭開示 事業管理課 団体
612 H22.2.9 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.2.9 口頭開示 事業管理課 個人

613 H22.2.12 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.2.12 口頭開示 事業管理課 団体

614 H22.2.12 宮城県東部保健福祉事務所登米地域事務所管理の平成21年1月4日より平成22年1月30
日までの公用車車検整備の技術料及び部品代の車号別に発注先業者の開示

平成21年1月4日から平成22年1月30日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決議書及び請求書

H22.2.19 開示 東部保健福祉事務所登米地域事務
所

個人

615 H22.2.12 宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所管理の平成21年1月4日より平成22年1月30
日までの公用車車検整備の技術料及び部品代の車号別に発注先業者の開示

平成21年1月4日から平成22年1月31日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

H22.2.19 開示 東部地方振興事務所登米地域事務
所

個人

616 H22.2.16 ○○の法人規則 宗教法人○○の法人規則 H22.2.17 部分開示 私学文書課 2 個人
617 H22.2.16 平成21年衆院選における○○氏の選挙運動費用収支報告書 平成21年8月30日執行衆議院小選挙区選出議員選挙宮城県第3区に関する○○氏に係る

選挙運動費用収支報告書
H22.2.17 開示 選挙管理委員会事務局 個人

618 H22.2.16 別紙の公共工事に係る金入設計書（単価表含む，当初のみ） H22.2.19 取り下げ 東部地方振興事務所登米地域事務
所他

団体

619 H22.2.17 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.2.17 口頭開示 事業管理課 個人

620 H22.2.17 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.2.17 口頭開示 事業管理課 団体
621 H22.2.17 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.2.17 口頭開示 事業管理課 個人

622 H22.2.17 ○○に係る財務諸表　表紙　損益計算書 請求内容のとおり H22.2.17 口頭開示 事業管理課 個人

623 H22.2.17 ○○に関する書類全般 ○○にかかる「解体工事業登録申請書」及び付属資料 H22.2.26 部分開示 事業管理課 2 個人

624 H22.2.18 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.2.18 口頭開示 事業管理課 団体
625 H22.2.19 別紙のとおり H22.2.25 取り下げ 総務課 個人

626 H22.2.22 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.2.22 口頭開示 事業管理課 団体
627 H22.2.24 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.2.24 口頭開示 事業管理課 個人

628 H22.2.24 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.2.24 口頭開示 事業管理課 団体
629 H22.2.25 平成１８年度仙台三校入学生に対して，ＰＴＡ会費，教育振興会会費，特別整備費，同窓会

費を入学前の平成１８年４月７日までに郵便局に振り込ませた，法的根拠となった文書の全
別紙のとおり H22.3.11 開示 仙台第三高校 個人

630 H22.2.25 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.2.25 口頭開示 事業管理課 個人

631 H22.2.25 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.2.25 口頭開示 事業管理課 団体
632 H22.2.25 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.2.25 口頭開示 事業管理課 個人

633 H22.2.26 ○○に係る決算　工事経歴，直三，財務諸表，営業報告書 請求内容のとおり H22.2.26 口頭開示 事業管理課 個人
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634 H22.2.26 栗建第８１６００２号平成１９年８月１６日付市長より県栗原地方振興事務所長宛県営基盤
整備事業尾松第一地区内の市道菱沼定官寺線舗装許可条件舗装復旧の幅員や厚さにつ
いては別途協議することとなっているので内容（特に管理道路３-１線４/３ｍ区間について
の協議内容（この区間の舗装は市道として道路法，道交法並びに補助金適化法違反の疑

・（市道菱沼定官寺線）道路工事施工承認申請について
（道路法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）

H22.3.12 開示 北部地方振興事務所栗原地域事務
所

個人

635 H22.2.26 別紙の通り １　平成20年6月24日付け電話受信・発信報告書
２　平成8年2月6日付け知事への提言「みやぎ目安箱」の投書について

H22.3.11 部分開示 公営事業課 2,7 個人

636 H22.2.26 No.636と同じ H22.3.11 不存在 公営事業課 個人

637 H22.3.1 別紙のとおり 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）の内，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

H22.3.1 口頭開示 事業管理課 団体

638 H22.3.1 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.1 口頭開示 事業管理課 団体
639 H22.3.2 政治団体「○○」に係る届出及び解散時における書類一式 ○○に係る政治団体設立届及び解散届に関する書類 H22.3.3 部分開示 選挙管理委員会事務局 2 団体

640 H22.3.2 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.2 口頭開示 事業管理課 個人
641 H22.3.2 ○○に係る建設業許可変更届表紙　直三年 請求内容のとおり H22.3.2 口頭開示 事業管理課 個人

642 H22.3.2 別紙「開示請求リスト」の告示区間に関する平面図および位置図
（平面図縮尺：１/１０００～１/２０００程度）

H22.3.2 取り下げ 道路課 団体

643 H22.3.2 別紙の入札に関わる入札参加各社の総合評価資料 H22.3.3 取り下げ 下水道課 個人

644 H22.3.2 別紙の入札に関わる入札参加各社の総合評価資料 H22.3.3 取り下げ 水道経営管理室 個人

645 H22.3.3 建設業許可証○○履歴事項全部証明書 請求内容のとおり H22.3.3 口頭開示 事業管理課 個人

646 H22.3.3 ○○の選挙管理委員会への届出書類一式，規約，設立趣意書，住所変更届など H22.3.3 取り下げ 選挙管理委員会事務局 団体

647 H22.3.3 ○○の政治資金収支報告書（Ｈ１８～２０年）及び添付されている領収書 ○○の平成18年度分から平成21年度分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

H22.3.5 部分開示 選挙管理委員会事務局 3 団体

648 H22.3.3 社団法人○○（現公益社団法人○○）の移行認定申請書一式及び同申請書に係る添付資
料

社団法人○○の移行認定申請書一式及び同申請書に係る添付書類 H22.3.8 部分開示 廃棄物対策課 2 団体

649 H22.3.4 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.4 口頭開示 事業管理課 個人

650 H22.3.4 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.4 口頭開示 事業管理課 団体
651 H22.3.4 石巻市湊字○○，隣接する国道398号その路面，歩道の地盤支持力は（道法）に適合して

いるかその事実を明確に証明してもらいたい。
H22.3.18 不存在 東部土木事務所 個人

652 H22.3.4 県が契約者となる以下の損害保険契約
保健福祉部，土木部，教育委員会
傷害保険と賠償保険で5万円以上の保険証券写，保険始期が平成21年4月1日以降の契約

H22.3.17 取り下げ 土木総務課 団体

653 H22.3.4 No.653と同じ H22.3.16 取り下げ 保福総務課 団体

654 H22.3.4 No.653と同じ H22.3.17 取り下げ 総務課 団体

655 H22.3.5 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.5 口頭開示 事業管理課 個人

656 H22.3.5 社会福祉法人○○　決算資料　直近一年分 社会福祉法人○○に係る平成20年度の決算書 H22.3.8 部分開示 社会福祉課 3 個人
657 H22.3.8 （学）○○　財務諸表（２００８．４．１～２００９．３．３１） H22.3.8 取り下げ 私学文書課 個人
658 H22.3.8 ○○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 H22.3.8 口頭開示 気仙沼土木事務所 団体

659 H22.3.8 ○○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 H22.3.8 口頭開示 気仙沼土木事務所 個人
660 H22.3.9 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.9 口頭開示 事業管理課 団体
661 H22.3.9 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.9 口頭開示 事業管理課 個人

662 H22.3.11 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.11 口頭開示 事業管理課 団体
663 H22.3.11 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.11 口頭開示 事業管理課 個人

664 H22.3.11 平成22年3月現在の宮城県における飼育動物診察施設開設届けのうち，診療施設の名
称，所在地，電話番号，開設者氏名及び診察獣医指数の情報を希望します

H22.3.16 取り下げ 畜産課 団体

665 H22.3.11 別紙に係る積算内訳書 H22.3.17 取り下げ 仙台土木事務所 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 備考 団・個別

666 H22.3.11 ・県原子力センター（女川町）が管理する防災機材の一覧
・県原子力センター（女川町）が管理する測定用放射線源の使用日程や内容，時期などを
記録した資料。過去３年分
・県原子力センター（女川町）の耐震改修状況についての資料（整理番号３８，文書分類記
号B０４－０２，所属年度平成１７年度）

密封小線源使用・貸出簿 H22.3.25 部分開示 原子力センター 2 個人

667 H22.3.12 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.12 口頭開示 事業管理課 団体

668 H22.3.12 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.12 口頭開示 事業管理課 個人

669 H22.3.12 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.12 口頭開示 事業管理課 個人

670 H22.3.15 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.13 口頭開示 事業管理課 個人

671 H22.3.15 平成20～22年度　学校教員採用選考問題
（技術科専門問題）及び回答　中技・一次のみ

H22.3.15 取り下げ 教職員課 個人

672 H22.3.16 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.16 口頭開示 事業管理課 個人

673 H22.3.16 平成22年3月11日に開札が行われた，
平成21年度０県県交安二種03001-001号　管内区画線補修工事（その１）の入札に参加し
た全社の入札内容の検証結果を知りたい。

平成21年度０県県交安二種03001-001号　管内区画線補修工事（その１）の数値的判断基
準審査票

H22.3.30 部分開示 北部土木事務所 3,7 団体

674 H22.3.16 平成22年3月4日に開札が行われた，
平成21年度０県県交安二種02201-001号　道路区画線設置（南部）工事の入札に参加した
全社の入札内容の検証結果を知りたい。

平成21年度０県県交安二種02201-001号　道路区画線設置（南部）工事の数値的判断基準
審査票

H22.3.30 部分開示 仙台土木事務所 3,7 団体

675 H22.3.17 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.17 口頭開示 事業管理課 個人

676 H22.3.17 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.17 口頭開示 事業管理課 個人

677 H22.3.17 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.17 口頭開示 事業管理課 団体
678 H22.3.17 別紙「開示請求リスト」の告示区間に関する平面図および位置図

（平面図縮尺：１/１０００～１/２０００程度）
H22.3.17 取り下げ 道路課 団体

679 H22.3.18 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.18 口頭開示 事業管理課 個人

680 H22.3.18 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.18 口頭開示 事業管理課 団体
681 H22.3.18 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.18 口頭開示 事業管理課 個人
682 H22.3.18 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.18 口頭開示 事業管理課 個人

683 H22.3.18 別紙の通り H22.3.29 取り下げ 教職員課 個人

684 H22.3.19 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.4.1 口頭開示 事業管理課 個人

685 H22.3.19 平成21年度速記録作成に係る請求書 別紙のとおり H22.3.23 部分開示 総務課 3 個人

686 H22.3.19 竹の内産廃処分場対策室が保有する，2004年以降に実施された産廃特措法対象の自治
体による会合における資料や関連文書すべて

別表のとおり H22.5.10 部分開示 竹の内産廃処分場対策室 2,3,7 個人

687 H22.3.23 ○○に係る登録申請書の第２面から第８面（当初登録から）
（上記，○○が過去に受けていた登録分も）

貸金業登録原簿中の登録申請書第２面から第８面（又は第７面）
・○○

H22.3.25 開示 商工経営支援課 個人

688 H22.3.23 建設機械抵当法関係文書
①通知，内規もしくは事務取扱要綱類
②H16～21年度，打刻関係書

別紙のとおり H22.4.16 部分開示 事業管理課 2,3 個人

689 H22.3.23 No.688と同じ H22.4.16 不存在 事業管理課 個人

690 H22.3.23 「食品衛生法に基づく営業許可施設台帳」
【地域】宮城県内全域（仙台市を除く）
【対象】飲食店営業（2009年10月1日～2009年12月31日の新規営業許可）
（自動販売機，自動車販売，移動店舗，臨時営業及び露店を除く）
【内容】・施設名・施設所在地・施設電話番号・代表者氏名・初許可年月

H22.3.24 取り下げ 食と暮らしの安全推進課 団体

691 H22.3.24 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.24 開示 事業管理課 個人

692 H22.3.24 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.24 開示 事業管理課 団体
693 H22.3.24 整理番号：００１２

文書分類記号：K0-01
環境影響評価　国道108号（湖西道路）花渕バイパス（平成3年度）

H22.3.24 取り下げ 環境対策課 個人

694 H22.3.24 ○○に関する最新決算書類一式 ○○に関する最新決算書類 H22.3.31 開示 大崎保健所 個人
695 H22.3.24 ○○に係る建設業許可申請書・変更届出書・決算変更届出書 請求内容のとおり H22.3.24 口頭開示 気仙沼土木事務所 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 備考 団・個別

696 H22.3.25 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.25 口頭開示 事業管理課 個人

697 H22.3.25 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.25 口頭開示 事業管理課 個人

698 H22.3.25 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.25 口頭開示 事業管理課 団体
699 H22.3.25 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.25 口頭開示 事業管理課 個人

700 H22.3.25 工事名，平成21年度地創交４－２－００３号
下屋浦橋梁工事（上部工）（その２）の工事費内訳書（単価，金額の明記された内訳書

H22.3.29 取り下げ 東部土木事務所登米地域事務所 団体

701 H22.3.26 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.26 口頭開示 事業管理課 団体
702 H22.3.26 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.26 口頭開示 事業管理課 個人
703 H22.3.29 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.29 口頭開示 事業管理課 個人

704 H22.3.30 林地開発許可書及び土地利用計画図
平成元年6月23日　宮城県（森保）指令第１４号に関する文書

・平成元年6月23日森保指令第14号通知及び申請書資料
・平成6年3月31日森保第1054号通知
・平成8年3月1日森保第823号通知
・平成10年3月10日仙農第3309号通知
・平成10年10月29日仙農第2026号通知及び申請書資料
・平成14年6月24日自保第190号通知
・平成18年5月8日自保第74号通知
・平成18年8月28日自保第268号通知

H22.4.6 開示 自然保護課 個人

705 H22.3.31 別紙「開示請求リスト」の告示区間に関する平面図および位置図
（平面図縮尺：１/１０００～１/２０００程度）

H22.3.31 取り下げ 道路課 団体

706 H22.3.31 ○○に係る建設業許可変更届（決算） 請求内容のとおり H22.3.31 口頭開示 事業管理課 個人

707 H22.3.31 宮城県教育委員会に対する請求
１　教育委員会が有するPTA，教育振興会，同窓会の徴収金に関する指導文書
２　文部科学省のPTA加入についての文書
３　公立学校に対する寄付金に関する文書

平成16年3月29日付け教第７５８号「学校徴収金会計事務に関する取扱いについて（通知）」 H22.4.14 開示 高校教育課 個人

708 H22.3.31 No.707と同じ H22.4.14 不存在 高校教育課 個人
709 H22.3.31 （１）

１　仙台三高PTA，教育振興会，同窓会入会前の会員でない入学予定者から会費を徴収し
た根拠となる文書（会則には会員とある。）
２　任意加入団体である仙台三高PTA，教育振興会，同窓会への加入同意書の様式
３　仙台三高PTA，教育振興会，同窓会の会費を支払わなかった会員に対する対処文書
４　会則にあるにもかかわらず仙台三高教育振興会会員である教職員から会費，特別整備
事業費，生徒遠征活動補助費，生徒活動行事費を徴収していない根拠となった文書
（２）
１　仙台三高の記念事業会計に関して平成１８年度入学の保護者に説明した文書
２　仙台三高の平成２１年度末の記念事業会計予算書，決算書
３　強制加入義務のない任意団体である仙台三高尚志会の正会員でない在校生から会費
を分納させた根拠となった法律解釈文書
４　仙台三高尚志会の２１年度の予算書，決算書
５　宮城県仙台第三高等学校徴収金会計事務に関する取扱要項

①仙台三高　入学のしおり（平成18年度）（写し）
②仙台三高　平成21年度記念事業会計予算書
③仙台三高　平成21年度尚志会予算書
④宮城県仙台第三高等学校徴収金会計事務に関する取扱要領

H22.4.14 開示 仙台第三高校 個人

710 H22.3.31 No.710と同じ H22.4.14 不存在 仙台第三高校 個人
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