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(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 H23.4.6
平成22年度の特定事業について，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

業務委託契約書，委託変更契約書 H23.4.19 開示 生活安全企画課
個人

（県内）

2 H23.4.6
平成23年度の特定事業について，宮城県警と特定委託事業者と
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，事業委託仕様書，事業実施要領，委託変更契約書 H23.4.20 開示 交通企画課
個人

（県内）

3 H23.4.18
特定会社名，特定営業者，特定店名で届出されている無店舗型
性風俗特殊営業の届出書

無店舗型性風俗特殊営業届出確認書 H23.4.28 部分開示 生活環境課 １－３
個人

（県内）

4 H23.4.22
特定委託事業における宮城県警と特定委託事業者との契約につ
いて，契約期間が変更になった理由と支払いに関する一切の文
書

起案書一式 H23.5.10 部分開示 交通企画課 １－７
個人

（県内）

5 H23.4.22
特定委託事業における宮城県警と特定委託事業者との契約につ
いて，契約期間が変更になった理由と支払いに関する一切の文
書

委託変更契約書 H23.5.10 開示 交通企画課
個人

（県内）

6 H23.6.14 特定店舗の風俗営業許可申請書 許可申請書，営業の方法，変更届出書 H23.6.23 部分開示 生活環境課
１－２
１－３
１－４

団体
（県内）

7 H23.6.14 特定店舗の風俗営業許可申請書 許可申請書，営業の方法 H23.6.23 部分開示 生活環境課
１－２
１－３
１－４

団体
（県内）

8 H23.6.14 特定店舗の風俗営業許可申請書 許可申請書，営業の方法，変更届出書 H23.6.23 部分開示 生活環境課
１－２
１－３
１－４

団体
（県内）

9 H23.6.14 特定店舗の風俗営業許可申請書 許可申請書，営業の方法 H23.6.23 部分開示 生活環境課
１－２
１－３
１－４

団体
（県内）

10 H23.6.28
仙台市太白区の特定場所に設置された転回禁止標識の設置理由
が分かる文書

起案文書 H23.7.7 部分開示 交通規制課
１－２
１－４
１－７

個人
（県内）

11 H23.7.4
平成20年１月１日から平成23年６月末日までの検定遊技機のメー
カー名，型式名，検定年月日及び検定番号が分かる文書

H23.7.4 取下げ 生活環境課
団体

（県外）

12 H23.8.19
特定自動車運転代行業者の自動車運転代行業の業務の適正化に
関する法律第５条第１項の規定による認定申請書及び添付書類並
びに同法第８条第１項の規定による変更届出書及び添付書類

認定申請書，変更届出書，添付書類 H23.9.2 部分開示 交通企画課
１－２
１－３

団体
（県内）

13 H23.8.22

平成23年１月18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 H23.9.2 部分開示 生活環境課
１－２
１－４

団体
（県外）

14 H23.8.22

平成23年１月18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，深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出
書）

H23.9.2 不存在 生活環境課
団体

（県外）

15 H23.8.22
平成23年１月18日以降に提出された，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 H23.9.2 部分開示 生活環境課
１－２
１－４

団体
（県外）

16 H23.8.22
平成23年１月18日以降に提出された，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，深夜酒類提供飲食店営業店舗の廃業届出書） H23.9.2 不存在 生活環境課
団体

（県外）

17 H23.8.26
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。）

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書 H23.9.2 部分開示 生活環境課
１－２
１－３
１－４

団体
（県外）

18 H23.8.26
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，風俗営業の許可申請書，性風俗特殊営業の届出
確認書）

H23.9.2 不存在 生活環境課
団体

（県外）



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

19 H23.9.5
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） H23.9.9 部分開示 生活環境課
１－２
１－３

団体
（県外）

20 H23.9.7
特定法人が特定場所で性風俗関連特殊営業等の届出をしている
ことが分かる文書

H23.9.16 不存在 生活環境課
団体

（県内）

21 H23.9.15 特定運転代行業者の認定証 認定証 H23.9.26 開示 交通企画課
団体

（県内）

22 H23.10.5

平成22年度の特定事業について，県と特定委託業者との契約に
関連し，特定委託業者から提出された月間業務実施計画及び月
間業務実施結果並びにこの契約に関し，特定委託業者が提出し
た労働者名簿，出勤簿，賃金台帳等の労働関係帳簿

作業実施計画表（配置表），指導員名簿，賃金台帳 H23.10.19 部分開示 交通企画課 １－２
個人

（県内）

23 H23.10.5

平成22年度の特定事業について，県と特定委託業者との契約に
関連し，特定委託業者から提出された月間業務実施計画及び月
間業務実施結果並びにこの契約に関し，特定委託業者が提出し
た労働者名簿，出勤簿，賃金台帳等の労働関係帳簿

（請求内容のうち，月間業務実施結果，出勤簿） H23.10.19 不存在 交通企画課
個人

（県内）

24 H23.12.5 交通規制関係工事の金入設計書，全単価表，経費計算結果表
路側式道路標識災害復旧工事設計書，交通信号機設置工事設計書，
交通信号機改修工事設計書

H23.12.14 開示 交通規制課
個人

（県内）

25 H24.1.18

平成23年８月22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 H24.2.1 部分開示 生活環境課
１－２
１－４

団体
（県外）

26 H24.1.18

平成23年８月22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，深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出
書）

H24.2.1 不存在 生活環境課
団体

（県外）

27 H24.1.18
平成23年８月22日以降に提出された，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

H24.2.1 不存在 生活環境課
団体

（県外）

28 H24.1.18
平成19年１月１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の写し

H24.2.1 不存在 生活環境課
団体

（県外）

29 H24.1.18
平成19年１月１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の写し

H24.2.1 不存在 生活環境課
団体

（県外）

30 H24.2.16
特定の無店舗型性風俗特殊営業に係る無店舗型性風俗特殊営業
営業開始届出書及び変更届がある場合の変更届出書

無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書 H24.2.28 部分開示 生活環境課
１－２
１－４

個人
（県外）

31 H24.2.16
特定の無店舗型性風俗特殊営業に係る無店舗型性風俗特殊営業
営業開始届出書及び変更届がある場合の変更届出書

（請求内容のうち，変更届出書） H24.2.28 不存在 生活環境課
個人

（県外）

32 H24.2.28
店舗型性風俗特殊営業第４号の届出について，営業者氏名，営
業者住所，営業者電話番号，営業所名称，営業所所在地，営業
所電話番号及び代表者氏名に係る部分

H24.2.28 取下げ 生活環境課
団体

（県外）

33 H24.3.23
請求日現在営業している店舗型性風俗特殊営業第４号営業の店
舗型性風俗特殊営業営業開始届出書のうち，営業者名称，営業
者住所，営業者電話番号が分かる部分

店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書，変更届出書 H24.4.27 部分開示 生活環境課
１－２
１－３
１－４

団体
（県外）

※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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