
(２)警察情報センター所管分

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 H22.4.26
特定人に係る事案で，救急隊員からの連絡を受けて現場に臨場し
た警察官が同人を取り扱ったことに係る，警察署から警察本部に
対する報告書等及び警察本部から警察署に対する指示書等

H22.4.26 取下げ 生活安全企画課
個人

（県内）

2 H22.5.26
２００９年１２月から２０１０年５月２６日までの全ての懲戒，訓
戒，注意処分の内容が分かる文書

本部長（所属長）訓戒（注意）処分簿（平成２１年，平成２２年） H22.6.7 部分開示 監察課 １－２
個人

（県内）

3 H22.5.26
２００９年１２月から２０１０年５月２６日までの全ての懲戒，訓
戒，注意処分の内容が分かる文書

（請求内容のうち，懲戒処分簿（平成２１年１２月１日～１２月３１日，
平成２２年１月１日～５月２６日））

H22.6.7 不存在 監察課
個人

（県内）

4 H22.5.31

平成２１年度から平成２２年度までの，運転免許更新時講習に使
用する「交通の教則」などの教本の購入に関する契約書類のう
ち，納入単価と冊数が分かる書類及び入札による購入先決定の
場合は，入札の結果が分かる書類

物品調達兼契約締結伺
売買契約書

H22.6.10 開示 会計課
個人

（県外）

5 H22.6.8
仙台市青葉区の特定場所に所在する風俗営業店舗の許可申請
書，深夜酒類提供飲食店営業店舗の深夜における酒類提供飲食
店営業営業開始届出書の写し

許可申請書 H22.6.21 部分開示 生活環境課
１－２
１－４

団体
（県外）

6 H22.6.8
仙台市青葉区の特定場所に所在する風俗営業店舗の許可申請
書，深夜酒類提供飲食店営業店舗の深夜における酒類提供飲食
店営業営業開始届出書の写し

（請求内容のうち，深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出
書）

H22.6.21 不存在 生活環境課
団体

（県外）

7 H22.6.8
仙台青葉区の特定場所に所在する廃業した風俗営業の返納理由
書，廃業届出書，深夜酒類提供飲食店営業店舗の廃業届出書の
写し

返納理由書 H22.6.21 部分開示 生活環境課
１－２
１－３
１－４

団体
（県外）

8 H22.6.8
仙台青葉区の特定場所に所在する廃業した風俗営業の返納理由
書，廃業届出書，深夜酒類提供飲食店営業店舗の廃業届出書の
写し

（請求内容のうち，廃業届出書） H22.6.21 不存在 生活環境課
団体

（県外）

9 H22.6.8
仙台市青葉区の特定場所に所在する風俗営業店舗の許可申請
書，深夜酒類提供飲食店営業店舗の深夜における酒類提供飲食
店営業営業開始届出書の写し

許可申請書
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書

H22.6.21 部分開示 生活環境課
１－２
１－３
１－４

団体
（県外）

10 H22.6.14
宮城県警察関係職員が，退職後（数年後も含め）特定企業に再
就職した事実の有無。あればその詳しい事実を示した文書等（平
成６年以降分）

就職口調査票
適任者推薦書
採用条件等

H22.6.25 部分開示 警務課
１－２
１－３

個人
（県内）

11 H22.6.28
特定人に係る事案で，１１０番通報により現場に臨場した警察官
が作成した文書及びその情報を基に作成された文書等

H22.7.5 存否応答拒否 高速道路交通警察隊 １－２
個人

（県外）

12 H22.7.1
仙台市青葉区の特定場所に所在する風俗営業の許可申請書，深
夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書，性風俗特殊営
業の届出確認書（廃業を含む。）

店舗型性風俗特殊営業届出確認書 H22.7.9 開示 生活環境課
団体
(県外）

13 H22.7.1
仙台市青葉区の特定場所に所在する風俗営業の許可申請書，深
夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書，性風俗特殊営
業の届出確認書（廃業を含む。）

（請求内容のうち，許可申請書及び深夜における酒類提供飲食店営業
営業開始届出書）

H22.7.9 不存在 生活環境課
団体
(県外）

14 H22.7.1
Ｈ２２（県信改第１号）交通信号機一般改修工事の別紙安全費一
覧

H22.7.1 取下げ 交通規制課
団体
(県内）

15 H22.7.20
道路交通法第１１０条の２第３項の規定によって行われた公安委
員会から道路管理者への意見聴取に関して作成された文書等

H22.8.3 不存在 交通規制課
個人
(県内）

16 H22.7.20
道路交通法第１１０条の２第３項の規定によって行う公安委員会か
ら道路管理者への意見聴取をしなくてもよいとする又は必要としな
い旨を証明する法令等

H22.8.3 不存在 交通規制課
個人
(県内）

17 H22.7.20
道路交通法第１１０条の２第３項の規定により公安委員会が道路
管理者へ意見聴取する場合の横断歩道及び自転車横断帯の設置
基準

交通規制基準(第６横断歩道（７２頁～７５頁)及び第５８自転車横断帯
（１７２頁～１７３頁）

H22.8.3 開示 交通規制課
個人
(県内）

18 H22.7.20
特定日に道路工事現場において警察官等が確認作業を行った際
に作成した報告書等及び立ち会いを行うときに警察側が持参した
書類等

H22.8.3 不存在 交通規制課
個人
(県内）

19 H22.7.20
特定日に道路工事現場において警察官等が行った確認作業以降
に行われた意見聴取に関する文書等

H22.8.3 不存在 交通規制課
個人
(県内）
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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

20 H22.7.20 「変更の基準」を規定した規程等 H22.8.3 不存在 交通規制課
個人
(県内）

21 H22.7.23 工事等完了時の立ち会い対象者を規定する要綱等 H22.8.4 不存在 交通規制課
個人
(県内）

22 H22.7.23
虚偽の内容説明による申請等で得た文書に関する処分や処理を行
う上で根拠となる法令等

H22.8.4 不存在 交通規制課
個人
(県内）

23 H22.7.23
相手方地方公共団体に，「この計画でやむを得ない」と回答した
計画図

平成１９年１２月１２日付け交通規制課作成に係る「町道○○線道路改
良事業に伴う交差点改良の変更について(○○町）」に添付されている
交差点詳細図１枚及び横断図２枚

H22.8.4 開示 交通規制課
個人
(県内）

24 H22.7.23 「道路協議要領」において，協議者の立場を慮る条項 道路協議要領(宮城県警察本部交通部交通規制課発行） H22.8.4 開示 交通規制課
個人
(県内）

25 H22.7.23 警察官の不作為，怠慢，無能力に対する懲戒処分の根拠法令等 H22.7.26 取下げ 監察課
個人
(県内）

26 H22.7.28
公安委員会と警察本部のやり取りにおける公平性の担保を保証す
る運用方法，それを証する規程等，公平な判断ができる人の選定
基準と公平であることをチェックする方法

H22.8.25 不存在
公安委員会

（総務課公安委員会
補佐室）

個人
(県内）

27 H22.7.28
特定日に行われた苦情申立てに公安委員会から付された意見，こ
の件に関する決裁等の文書，議事録，提出された説明資料等

H22.8.9 取下げ
公安委員会

（総務課公安委員会
補佐室）

個人
(県内）

28 H22.7.29
仙台市青葉区の特定場所に所在する風俗営業店舗の許可申請
書，深夜酒類提供飲食店営業店舗の深夜における酒類提供飲食
店営業営業開始届出書の写し

許可申請書 H22.8.10 部分開示 生活環境課
１－２
１－４

団体
（県外）

29 H22.7.29
仙台市青葉区の特定場所に所在する風俗営業店舗の許可申請
書，深夜酒類提供飲食店営業店舗の深夜における酒類提供飲食
店営業営業開始届出書の写し

（請求内容のうち，深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出
書）

H22.8.10 不存在 生活環境課
団体

（県外）

30 H22.7.29
仙台市青葉区の特定場所に所在する廃業した風俗営業の返納理
由書，廃業届出書，深夜酒類提供飲食店営業店舗の廃業届出書
の写し

H22.8.10 不存在 生活環境課
団体

（県外）

31 H22.7.29
仙台市青葉区の特定場所に所在する風俗営業店舗の許可申請
書，深夜酒類提供飲食店営業店舗の深夜における酒類提供飲食
店営業営業開始届出書の写し

H22.8.10 不存在 生活環境課
団体

（県外）

32 H22.7.29
仙台市青葉区の特定場所に所在する風俗営業店舗の許可申請
書，深夜酒類提供飲食店営業店舗の深夜における酒類提供飲食
店営業営業開始届出書の写し

許可申請書
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書

H22.8.10 部分開示 生活環境課
１－２
１－３
１－４

団体
（県外）

33 H22.8.18
道路交通法第９５条の２第１項の意見聴取があった箇所におい
て，道路管理者側に道路交通法第１１０条の２第３項の規定に基
づいて意見聴取を行うために作成された一切の文書

H22.8.30 不存在 交通規制課
個人
(県内）

34 H22.8.18
道路法第９５条の２第１項に関連せず道路交通法第１１０条の２第
３項のみの規定に基づいて意見聴取を行った直近の代表的な事例
２箇所

H22.8.30 不存在 交通規制課
個人
(県内）

35 H22.8.23
道路交通法第１１０条の２第３項の規定により公安委員会が道路
管理者へ意見聴取する場合の要綱等

１　交通規制基準のうち，第２章交通規制総則（４頁～１８頁)
２　交通規制基準のうち，第４章交通規制の実施基準及び道路標識等
の設置基準第６横断歩道（７２頁～７５頁）及び第５８自転車横断帯
（１７２頁～１７３頁）

H22.9.3 開示 交通規制課
個人
(県内）

36 H22.8.23

要領どおり作成された，直近の意見聴取したもの１件の打ち合わ
せから始まって同意文書の受理までの一切の文書。なお，要綱等
が定められていない場合であっても，意見聴取を行う場合参考と
した事例がある場合はその文書一切

H22.9.3 不存在 交通規制課
個人
(県内）

37 H22.8.27 いじめ相談に関する取扱いを定めた規則等
児童・生徒間におけるいじめ問題への対応について（通達）（平成７
年１２月７日付け宮本少第９３８号）

H22.9.9 開示 少年課
個人
(県内）

38 H22.8.27
特定場所に所在する特定パチンコ店の遊技営業許可台帳の詳細
結果(許可年月日，許可番号)

許可台帳（法人） H22.9.7 部分開示 生活環境課
１－２
１－３

団体
（県外）

39 H22.8.31
県道○○線と町道○○線が交わる交差点における横断歩道の標
識設置工事に関係文書一切

起案文書１３件
交通規制実施検討表２件

H22.9.30 部分開示 交通規制課
１－２
１－４
１－７

個人
(県内）



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

40 H22.8.31 自転車横断帯及び横断歩道の標識設置までの手続マニュアル等

１　交通規制基準のうち，第２章交通規制総則（４頁～１８頁)
２　交通規制基準のうち，第４章交通規制の実施基準及び道路標識等
の設置基準第６横断歩道（７２頁～７５頁）及び第５８自転車横断帯
（１７２頁～１７３頁）

H22.9.13 開示 交通規制課
個人
(県内）

41 H22.9.15 特定運転代行業者の認定証 認定証 H22.9.29 開示 交通企画課
個人
(県内）

42 H22.9.24
特定会社名，特定人，特定店名で届出されているデリヘルの届出
書

無店舗型性風俗特殊営業届出確認書 H22.10.1 部分開示 生活環境課 １－３
個人
(県内）

43 H22.10.15
平成２２年７月１５日開札，標示第２４号，２５号，２６号，２７
号，２８号，２９号 道路標示塗装及び抹消工事の金額入り設計
書

H22.10.15 取下げ 交通規制課
団体
(県内）

44 H22.10.21
２００７年１月１日から２０１０年１０月２１日までの間，県警職員の
懲戒，訓戒，注意処分の内容が分かる文書

（請求内容のうち，「懲戒処分簿（平成２２年」，「本部長（所属
長）訓戒（注意）処分簿（平成１９年・平成２０年）」）

H22.11.2 不存在 監察課
個人
(県内）

45 H22.10.21
２００７年１月１日から２０１０年１０月２２日までの間，県警職員
の懲戒，訓戒，注意処分の内容が分かる文書

懲戒処分簿（平成１９年・平成２０年・平成２１年）
本部長（所属長）訓戒（注意）処分簿（平成２１年・平成２２年）

H22.11.2 部分開示 監察課 １－２
個人
(県内）

46 H22.11.5
平成２２年１１月５日現在，特定店名で届出されているデリバリー
ヘルスの届出書

無店舗型性風俗特殊営業届出確認書 H22.11.15 部分開示 生活環境課 １－３
個人
(県内）

47 H22.12.2 宮城県で平成２２年１０月に取り締まった違反車両の色と車種 H22.12.14 不存在 交通指導課
個人
(県外）

48 H22.12.13
平成２２年５月２６日から平成２２年１２月１３日までの間，県警察
職員が受けた懲戒処分，訓戒処分，注意処分が分かる文書

懲戒処分簿（平成２２年）
本部長（所属長）訓戒（注意）処分簿（平成２２年）

H22.12.22 部分開示 監察課 １－２
個人
(県内）

49 H23.1.7 特定業者からの探偵業の届出があったことを証する書面 探偵業届出証明書の写し H23.1.19 開示 生活環境課
個人
(県内）

50 H23.1.18

平成２２年７月２９日以降に提出された，仙台市青葉区の特定場
所に所在する風俗営業店舗の許可申請書，深夜酒類提供飲食店
営業店舗の深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書の
写し

H23.1.28 不存在 生活環境課
団体

（県外）

51 H23.1.18
平成２２年７月２９日以降に提出された，仙台市青葉区の特定場
所に所在する廃業した風俗営業の返納理由書，廃業届出書，深
夜酒類提供飲食店営業店舗の廃業届出書の写し

返納理由書 H23.1.28 部分開示 生活環境課
１－２
１－３
１－４

団体
（県外）

52 H23.1.18
平成２２年７月２９日以降に提出された，仙台市青葉区の特定場
所に所在する廃業した風俗営業の返納理由書，廃業届出書，深
夜酒類提供飲食店営業店舗の廃業届出書の写し

（請求内容のうち，廃業届出書） H23.1.28 不存在 生活環境課
団体

（県外）

53 H23.1.18

平成２２年７月２９日以降に提出された，仙台市青葉区の特定場
所に所在する風俗営業店舗の許可申請書，深夜酒類提供飲食店
営業店舗の深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書の
写し

許可申請書 H23.1.28 部分開示 生活環境課
１－２
１－４

団体
（県外）

54 H23.1.18

平成２２年７月２９日以降に提出された，仙台市青葉区の特定場
所に所在する風俗営業店舗の許可申請書，深夜酒類提供飲食店
営業店舗の深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書の
写し

（請求内容のうち，夜酒類提供飲食店営業店舗の深夜における酒類提
供飲食店営業営業開始届出書の写し）

H23.1.28 不存在 生活環境課
団体

（県外）

55 H23.1.18
仙台市青葉区の特定場所に所在する風俗営業店舗の許可申請
書，深夜酒類提供飲食店営業店舗の深夜における酒類提供飲食
店営業営業開始届出書の写し

許可申請書
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書

H23.1.28 部分開示 生活環境課
１－２
１－３
１－４

団体
（県外）

56 H23.3.1
宮城県警と特定委託業者との間で契約締結に関して作成された一
切の文書

委託契約書
委託仕様書
実施要領

H23.3.11 開示 交通企画課
個人
(県内）

※備考欄の１～７号は，情報公開条例第８条第１項の各号を示す。
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