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Ⅱ 個人情報保護制度の運用状況 

１ 個人情報開示請求等の状況 

(1) 開示請求等の状況 

項   目 

平 成 25 年 度  

県 政 情 報 

セ ン タ ー 

県 政 情 報 

コ ー ナ ー 

警 察 情 報 

セ ン タ ー 

口 頭 に よ る 

開 示 請 求 
合   計 

開 示 請 求 178件 26件 178件 49,223（38,805）件 49,605件 

訂 正 請 求 0件 0件 0件 － 0件 

利 用 停 止 請 求 0件 0件 0件 － 0件 

苦情申出（実施機関） 0件 0件 0件 － 0件 

苦情相談（事業者） 0件 0件 0件 － 0件 

写 し の 交 付 

（ 交 付 枚 数 ） 

 98件 

(748枚) 

26件 

(105枚) 

74件 

(1,285枚) 

－ 198件  

(2,138枚) 

相 談 ・ 案 内 438件 0件 2件 － 440件 

計 714件 52件 254件 49,223（38,805）件 50,243 件 

注１ 口頭による開示請求の（ ）の数字は，警察所管分の件数であり，内数である。 

注２ 県政情報センターの件数には，地方独立行政法人の窓口における受付件数を含む。 

 

(2) 開示請求の受付件数及び受理状況（口頭による開示請求を除く） 

（単位：件） 

区   分 

受付件数 処  理  状  況 

累 計 開示 
部 分 
開 示 非開示 

存否応答
拒  否 不存在 

そ の 他 
(取下げ 
及び却下) 

処理中 

県政情報センター  178 57 92  5 0 19 5 0 

県政情報コーナー 26 6 15 0 0 0 5 0 

警察情報センター 178 19 138 0 2 8 11 0 

合      計 382 82 245 5 2 27 21 0 

 

(3) 非開示及び部分開示理由の内訳 

区      分 件  数（構成比） 

１号（法 令 秘 情 報） 2  (0.6%) 

２号（他 の 個 人 情 報） 86   (24.0%) 

３号（法 人 等 情 報） 6   (1.7%) 

４号（犯罪予防等関係情報） 138   (38.5%) 

５号（意 思 形 成 過 程 情 報） 4  (1.1%) 

６号（事 業 執 行 過 程 情 報） 118   (33.0%) 

７号（未 成 年 情 報）  4   (1.1%) 

合       計 358   (100.0%) 

注 小数点以下の処理の関係で各構成比の合計が100.0%にならない場合がある。 
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(4) 実施機関別件数及び処理状況（口頭による開示請求を除く）           

（単位：件） 

         区 分 

 

実施機関名 

件 数 

処  理  状  況 

開示 
部 分 
開 示 

非開示 
存否応答 
拒  否 不存在 

そ の 他 
(取下げ 
及び却下) 

処理中 

知      事 67 8 33 5 0 19 2 0 

 

総 務 部 5 2 2 0 0 1 0 0 

震 災 復 興 ・企 画 部 0 0 0 0 0 0 0 0 

環 境 生 活 部 3 0 3 0 0 0 0 0 

保 健 福 祉 部 51 1 25 5 0 18 2 0 

経 済 商 工 観 光 部 3 1 2 0 0 0 0 0 

農 林 水 産 部 2 2 0 0 0 0 0 0 

土 木 部 3 2 1 0 0 0 0 0 

出 納 局 0 0 0 0 0 0 0 0 

公 営 企 業 管 理 者 0 0 0 0 0 0 0 0 

教 育 委 員 会 128 46 74 0 0 0 8 0 

選 挙 管 理 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 

人 事 委 員 会 1 1 0 0 0 0 0 0 

公 安 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 

警 察 本 部 長 178 19 138 0 2 8 11 0 

監 査 委 員 0 0 0 0 0 0 0 0 

労 働 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 

収 用 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 

海 区 漁 業 調 整 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 

県 立 病 院 機 構 0 0 0 0 0 0 0 0 

こ ど も 病 院 0 0 0 0 0 0 0 0 

宮 城 大 学 8 8 0 0 0 0 0 0 

合 計 382  82 245 5 2 27 21 0 
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(５)個人情報開示請求一覧（口頭による開示請求を除く）

  ①県政情報センター・各地方県政情報コーナー所管分

№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

1 H25.4.1
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.4.5 開示  

2 H25.4.4
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.4.18 開示  

3 H25.4.4
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.4.18 開示  

4 H25.4.8
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.4.18 部分開示 第６号

5 H25.4.11
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.4.18 部分開示 第６号

6 H25.4.15
中央児童相談所における
申請人の記録（前回開示
以降の分）

本人
中央児童
相談所

別紙のとおり H25.6.28 部分開示 第６号

7 H25.4.15
中央児童相談所が実質的
に〇〇したと考えている日
程

本人
中央児童
相談所

中央児童相談所が実質的に〇〇
したと考えている日程

H25.5.7 開示  

8 H25.4.15

中央児童相談所における
〇〇の記録の中で「中児
〇号〇〇措置」が〇〇の
措置であるとした記録，
説明内容の記録
〇中児第〇〇号での開示
結果は不明確である。該
当箇所をぬき出すか下線
を引いて開示して下さ
い。申請人にわかりやすく
開示下さい

本人
中央児童
相談所

〇〇中児第〇号で開示済み。 H25.5.7 部分開示
第２号
第６号

9 H25.4.15
中央児童相談所における
〇〇の記録（前回開示以
降の分）

法定
代理人

中央児童
相談所

別紙のとおり H25.6.28 非開示
第２号
第６号

10 H25.4.15

申請人と子育て支援課
（〇〇氏）とのH〇．
〇．〇通信記録（詳細に
記述して下さい）

本人
子育て支
援課

　 H25.4.30 取下げ 　

11 H25.4.15

平成〇年中児第〇〇号通
知に関する宮城県社会福
祉審議会審議録申請人に
関する部分の議事録

本人
子育て支
援課

　 H25.4.30 取下げ 　

12 H25.4.15
中央児童相談所における
申請人の記録（前回開示
以降の分）

本人
中央児童
相談所

別紙のとおり H25.6.28 部分開示
第２号
第６号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

13 H25.4.15

中央児童相談所における
〇〇の記録の中で「措置
理由については〇〇」と
説明した記録，説明内容
H〇.〇.〇　中児第〇号
の開示記録で該当箇所が
不明確，必要部分のみを
抜き出すか下線をひいて
わかるように開示ください

本人
中央児童
相談所

Ｈ〇.〇.〇中児第〇号で開示済
み。

H25.5.7 部分開示
第２号
第６号

14 H25.4.15

中央児童相談所における
〇〇の記録の中でH〇.
〇.〇付中児第〇号措置
が〇〇であると説明した
部分の記録，説明内容の
開示を求める（H〇. 〇.
〇中児第〇号で同じ申請
の開示内容について，申
請人の求める記録が不明
確である該当箇所に下線
をひいて開示下さい）

本人
中央児童
相談所

Ｈ〇.〇.〇中児第〇号で開示済
み。

H25.5.7 部分開示
第２号
第６号

15 H25.4.15

H〇.〇.〇中児第〇〇号
開示決定通知書で開示さ
れた内容は不十分である
開示された記録で請求に
もとずいた記録の部分に
下線をつけて再開示くだ
さい

本人
中央児童
相談所

Ｈ〇.〇.〇中児第〇号及びＨ
〇.〇.〇中児第〇号で開示済
み。

H25.5.7 部分開示
第２号
第６号

16 H25.4.15

中児第〇号（H〇.〇.
〇）弁明書〇に記載され
ているH〇．〇.〇　〇〇
の内容（児相の記録にあ
る〇〇の説明内容）※私
は〇〇の記録が無いた
め，確認したい，該当箇
所のみ抽出するか，下線
をひきわかりやすく開示く
ださい

本人
中央児童
相談所

Ｈ〇.〇.〇中児第〇号で開示済
み。

H25.5.7 部分開示
第２号
第３号
第６号

17 H25.4.15

H〇.〇.〇中児第〇号弁
明書〇〇に先立ち処分庁
職員から〇〇に対して処
分庁が〇〇の説明を行っ
たとされるが，その記
録。尚，該当箇所を抜き
出すか，下線をひいてわ
かりやすく開示してくださ
い。等に「等」とあいま
いな表現を用いている部
分は全て開示して下さい

本人
中央児童
相談所

Ｈ〇.〇.〇中児第〇号及びＨ
〇.〇.〇中児第〇号で開示済
み。

H25.5.7 部分開示
第２号
第６号

18 H25.4.15

H〇.〇.〇及び〇.〇　〇
〇と児相との面談内容
私との面談及び児相の弁
明書で明らかにされた部
分のみで，正確な記録の
開示を求める（明らかに
されていない部分はマス
キング処理で可）

法定
代理人

中央児童
相談所

別紙のとおり H25.5.7 非開示 第7号

19 H25.4.17
平成○年度宮城県立高等
学校入学者選抜試験結果

法定
代理人

白石高等
学校

　 H25.4.18 取下げ  
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

20 H25.4.18

平成〇年〇月頃県消費生
活センターに相談し合意
した件(〇〇に関する件）
の情報を私本人が手元に
ないため，貴殿が保管す
る写しの交付を依頼したく
開示請求いたします

本人
消費･生活
文化課

別紙「対象個人情報を含む行政
文書一覧」のとおり

H25.5.1 部分開示 第２号

21 H25.4.19
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.5.7 部分開示 第６号

22 H25.4.19

〇年〇月〇日に実施され
た社会福祉審議会の〇〇
に関する資料，議事録な
ど全て
北部児童相談所内におけ
る〇〇に関する議事録や
資料の全て
〇〇と児童心理士との全
てのカウンセラー内容

法定
代理人

子育て支
援課

平成〇年〇月〇日に開催された
社会福祉審議会児童福祉分科会
児童措置部会の〇〇に関する資
料及び議事録全て

H25.5.31 部分開示

第１号
第５号
第６号
第７号

23 H25.4.19

〇年〇月〇日に実施され
た社会福祉審議会の〇〇
に関する資料，議事録な
ど全て北部児童相談所内
における〇〇に関する議
事録や資料の全て〇〇と
児童心理士との全てのカ
ウンセラー内容

法定
代理人

北部児童
相談所

別紙一覧表の指導経過票，ケー
ス記録等

H25.5.31 部分開示

第１号
第５号
第６号
第７号

24 H25.4.22
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.5.7 開示 　

25 H25.4.22
平成〇年度宮城県公立高
等学校入学者選抜学力検
査結果

法定
代理人

宮城野高
等学校

平成○年度宮城県公立高等学校
入学者選抜学力検査結果

H25.5.2 開示 　

26 H25.4.23
〇年度の高校在籍中の出
欠の記録

本人
塩釜高等
学校

　 H25.4.30 取下げ 　

27 H25.4.23
平成〇年宮城県立中学校
入学者選抜適性検査結果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H25.4.24 部分開示 第６号

28 H25.4.25
平成〇年度宮城県公立高
等学校入学者選抜学力検
査結果

法定
代理人

石巻商業
学校

　 H25.4.26 取下げ 　

29 H25.5.1
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.5.15 開示  

30 H25.5.1
平成〇年度宮城県立公立
高等学校入学者選抜学力
検査結果

法定
代理人

石巻弘文
館高等学
校

　 H25.5.2 取下げ 　

31 H25.5.2
平成〇年度宮城県立公立
高等学校入学者選抜学力
検査結果

本人
古川黎明
高等学校

　 H25.5.9 取下げ 　
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

32 H25.5.7

児童福祉司措置を出す打
ち合わせで，〇〇の文書
の内容で「○○」を伝え
たと弁明書に〇〇〇　こ
の部分の記録の開示を行
い記憶を確認したい。

本人
中央児童
相談所

　 H25.5.21 不存在 　

33 H25.5.7
処分庁が○○の理由につ
いて〇〇の措置という最
重要事項を説明した記録

本人
中央児童
相談所

　 H25.5.21 不存在 　

34 H25.5.7
処分庁が○○への○○理
由について，○○の措置
であると説明した記録

本人
中央児童
相談所

　 H25.5.21 不存在 　

35 H25.5.8
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.5.15 開示  

36 H25.5.10
農村漁村地域復興基盤総
合整備事業

本人
農村振興
課

農山漁村地域復興基盤総整備事
業　○○地区の同意書について

H25.5.22 開示 　

37 H25.5.14
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.5.28 開示 　

38 H25.5.15
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.5.28 開示 　

39 H25.5.15
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.5.28 部分開示 第６号

40 H25.5.16
平成〇年度宮城県立公立
高等学校入学者選抜学力
検査結果

法定
代理人

石巻高等
高等学校

 H25.5.21 取下げ  

41 H25.5.17
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.5.28 部分開示 第６号

42 H25.5.22

医療整備課医務班内
平成○年○月頃から平成
○年○月頃まで「医療な
んでも相談」係の当時の
担当者〇〇氏に〇〇が電
話相談及び面談をした際
の記録
〇〇の相談内容「医師法
24条2項についての厚労
省の見解」について,〇
〇氏が厚労省医政局医事
課に問合わせて得た「厚
労省の回答」が記録され
た文書。

本人
医療整備
課

不存在 H25.6.5 不存在  
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

43 H25.5.23
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.6.6 開示 　

44 H25.5.27
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.6.6 開示 　

45 H25.5.27
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.6.6 開示 　

46 H25.5.30
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.6.6 開示 　

47 H25.6.3

所分庁が〇〇に対して〇
〇と通信をしたか否か確
認した記録（記録の存在
の有無のみで可）

法定
代理人

中央児童
相談所

平成○年○月○日付け中児第○
号で非開示決定済み。

H25.6.17 非開示 第６号

48 H25.6.3

中央児童相談所における
〇〇の記録（Ｈ○.○.○
よりＨ○.○．○まで中央
児童相談所と申請人の面
談で行政より明らかにされ
た部分）

法定
代理人

中央児童
相談所

平成○年○月○日付け中児第○
号で非開示決定済み。

H25.6.17 非開示 第７号

49 H25.6.3

中央児童相談所における
〇〇の記録中，〇〇が〇
〇で不適切な対応を受け
て〇〇〇〇の対応がなさ
れた否か専門家の意見を
聴取した記録（聴取した
か否かのみで可）

法定
代理人

中央児童
相談所

　 H25.6.17 不存在 　

50 H25.6.3

児童福祉司措置期間中，
中央児童相談所が○○の
保護者に対して〇〇を
行った記録

本人
中央児童
相談所

平成○年○月○日付け中児第○
号で非開示決定済み。

H25.6.17 部分開示 第６号

51 H25.6.3

中央児童相談所における
〇○の記録の中で○○を
求めた記録（日時のみで
可，内容はマスキング
可）

法定
代理人

中央児童
相談所

平成○年○月○日付け中児第○
号で非開示決定済み。

H25.6.17 非開示 第６号

52 H25.6.3

中児第○号弁明書「○○
の経緯」申請人が児童相
談所に対して「○○であ
ると発言した記録（弁明
書では申請人が○○とし
ているが，○○な為）

本人
中央児童
相談所

　 H25.6.17 不存在 　

53 H25.6.3
中央児童相談所に〇〇の
記録（前回開示した以降
の分）

本人
中央児童
相談所

復命書 H25.7.31 部分開示
第２号
第６号

54 H25.6.3

児童福祉司措置期間中，
中央児童相談所が〇〇の
保護者に対して定期指導
を行った記録

本人
中央児童
相談所

平成○年○月○日付け中児第○
号で非開示決定済み。

H25.6.17 部分開示 第６号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

55 H25.6.3
中央児童相談所における
〇〇の記録（前回開示し
た以降の分）

本人
中央児童
相談所

復命書 H25.7.31 部分開示 第２号

56 H25.6.4
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.6.18 開示 　

57 H25.6.4
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.6.18 開示 　

58 H25.6.4
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.6.18 開示 　

59 H25.6.4

H○.○.○以降，仙台教
育事務所〇〇さんなど，
〇〇町教委と仙台教育事
務所が〇〇教諭及び〇〇
校長により，〇〇への○
○について，〇〇中職員
当事者に行った事情聴取
した内容と，それを踏まえ
て精査した報告書などの
一切の資料。
その他○○の○○につい
て開示していない書類の
一切。

本人 教職員課 別紙のとおり H25.8.20 部分開示
第２号
第６号

60 H25.6.7
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.6.18 部分開示 第６号

61 H25.6.7
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.6.18 開示 　

62 H25.6.12
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.6.18 部分開示 第６号

63 H25.6.12
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.6.18 開示 　

64 H25.6.14

平成○年○月○日に（石
巻農業改良普及セン
ター）の〇〇氏他1名が
〇〇苗木の状態を確認す
るために，〇〇に訪問し
た事実，その結果が記載
された書類その他これら
に関連する事実が記載さ
れた書類（撮影した写真
があれば写真も含む）

本人
東部地方
振興事務
所

平成○年○月○日に行われたあ
なたへの活動結果が記載された
書類及び写真について
○個別活動実績（1枚）
○土壌診断結果（1枚）
○職員が撮影した写真（9枚）

H25.6.28 開示 　
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

65 H25.6.19
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.7.3 開示 　

66 H25.6.25
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.7.3 開示 　

67 H25.6.26 別紙記載のとおり 本人
行政経営
推進課

知事への手紙の回答について
（平成〇年○月〇日）

H25.7.10 開示 　

68 H25.6.26 別紙記載のとおり 本人
行政経営
推進課

　 H25.7.10 不存在 　

69 H25.6.26 別紙記載のとおり 本人 道路課

1．知事への手紙の回答につい
て
2．知事レク報告：○○氏から
の知事への手紙対応

H25.7.10 開示 　

70 H25.7.5
欠陥住宅の写真，資料請
求（借り上げ住宅）

本人
震災援護
室

民間賃貸住宅の借上げ物件に係
る室内の水漏れ発生時の資料等
について（別紙のとおり）

H25.7.18 部分開示
第２号
第３号
第６号

71 H25.7.5
平成〇年度宮城県任期付
職員採用試験（一般事
務）

本人
人事委員
会

平成○年度宮城県任期付職員採
用試験（職種：一般事務）第○
次試験結果

H25.7.9 開示 　

72 H25.7.10
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.7.24 開示 　

73 H25.7.16
平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

本人
仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H25.7.26 部分開示 第６号

74 H25.8.1
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.8.13 開示 　

75 H25.8.2
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.8.13 開示 　

76 H25.8.12
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.8.26 開示 　

77 H25.8.12
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.8.26 部分開示 第６号

78 H25.8.21
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.8.26 開示 　
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

79 H25.8.22
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.9.5 開示 　

80 H25.8.22
平成○年度以降県に提出
した意見に関する一切の
資料

本人
行政経営
推進課

別紙のとおり H25.9.4 開示 　

81 H25.8.22
平成○年度以降県に提出
した意見に関する一切の
資料

本人 道路課
別紙「対象個人情報を含む行政
文書一覧」のとおり

H25.9.4 開示 　

82 H25.8.23
昭和〇年度宮城県立公立
高等学校入学者選抜学力
検査結果

本人
仙台南高
等学校

 H25.9.2 取下げ  

83 H25.8.23
平成○年○月○日（○）
の来客対応記録　私と震
災援護室との対応記録

本人
震災援護
室

民間賃貸住宅の借り上げに係る
貸主担当者と震災援護室との対
話記録（平成○年○月○日の来
客対応記録

H25.8.30 部分開示 第２号

84 H25.9.2
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.9.5 開示 　

85 H25.9.4
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.9.18 開示 　

86 H25.9.4
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.10.18 開示 　

87 H25.9.5
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.9.18 開示 　

88 H25.9.6
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.10.18 開示 　

89 H25.9.9
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.9.11 取下げ 　

90 H25.9.9
平成24年宮城県立中学校
入学者選抜適性検査結果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年宮城県立中学校入学者
選抜適性検査結果に関する○○
の個人情報

H25.9.13 部分開示 第６号

91 H25.9.9
平成〇年度宮城県公立高
等学校入学者選抜学力検
査結果

法定
代理人

仙台第二
高等学校

平成〇年宮城県立高等学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H25.9.17 開示 　

92 H25.9.10
平成〇年度宮城県・仙台
市公立学教員採用試験の
○次試験の私の解答用紙

本人 教職員課
平成〇年度宮城県・仙台市公立
学校教員採用候補者選考の解答
用紙

H25.10.18 開示 　
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

93 H25.9.13
平成〇年宮城県立中学校
入学者選抜適性検査結果

法定
代理人

教職員課
平成〇年宮城県立中学校入学者
選抜適性検査結果に関する○○
の個人情報

H25.9.20 部分開示 第６号

94 H25.9.27

新産業振興課に申請した
中小企業経営革新計画書
○月○日付け　同年○月
○日付けの上申書のみ
宮城県知事に提出した同
年○月〇日付の請願書及
び追加資料1，2，3の①
②（2枚），③（1枚）④
（1枚）

本人
新産業振
興課

別紙のとおり H25.10.11 開示 　

95 H25.9.30

中央児童相談所における
申請人の記録のうち，○
○に対して○○とした部
分の記録

本人
中央児童
相談所

平成○年○月○日付け中児第○
号で開示済み。
・請求内容：中央児童相談所に
おける申請人の記録のうち，○
○に対して○○とした部分の記
録

H25.10.25 部分開示 第６号

96 H25.9.30
中央児童相談所が〇〇を
直接確認した記録

本人
中央児童
相談所

　 H25.10.25 不存在 　

97 H25.9.30

中央児童相談所が申請人
に対して行った支援の記
録①○○にあたり，○○
に行った○○について○
○を行った記録

本人
中央児童
相談所

　 H25.10.25 不存在 　

98 H25.9.30

中央児童相談所が申請人
に対して行った支援の記
録
②○○について〇〇させ
るために行った○○の記
録

本人
中央児童
相談所

平成○年○月○日付け中児第○
号で開示済み。
・請求内容：中央児童相談所が
申請人に対して行った○○の記
録②　○○について○○に行っ
た○○の記録

H25.10.25 部分開示 第６号

99 H25.9.30

中央児童相談所が申請人
に対して行った支援の記
録③○にあたり，又は○
○中中央児童相談所が申
請人に対して○○内容の
説明を行い，〇〇させた
記録

本人
中央児童
相談所

　 H25.10.25 不存在 　

100 H25.9.30

中央児童相談所が申請人
に対して行った支援の記
録④〇〇に関する○○記
録

本人
中央児童
相談所

　 H25.10.25 不存在 　

101 H25.9.30

中央児童相談所が申請人
〇〇に対して行った支援
の記録⑤申請人が中央児
童相談所の支援に対して
○○内容に関する○○の
記録

本人
中央児童
相談所

　 H25.10.25 不存在 　

102 H25.9.30

中央児童相談所が申請人
に対して行った支援の記
録⑥　申請人が中央児童
相談所の支援に対して〇
〇が〇〇部分の支援記録

本人
中央児童
相談所

　 H25.10.25 不存在 　

103 H25.9.30

中央児童相談所が申請人
に対して行った〇〇の記
録⑦申請人が〇〇に対し
て〇〇があった場合，〇
〇する為に行った〇〇の
記録

本人
中央児童
相談所

　 H25.10.25 不存在 　
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104 H25.9.30

中央児童相談所が申請人
に対して行った支援の記
録⑧申請人が〇〇に対し
て〇〇と判断し，その点
について〇〇支援，助言
の記録

本人
中央児童
相談所

　 H25.10.25 不存在 　

105 H25.9.30

中央児童相談所が申請人
に対して行った支援の記
録⑨申請人に対して〇〇
について〇〇を行った記
録

本人
中央児童
相談所

平成〇年〇月〇日付け中児第〇
号で開示済み。
・請求内容：中央児童相談所が
申請人に対して行った支援の記
録⑨
申請人に対して子〇〇について
〇〇を行った記録

H25.10.25 部分開示
第２号
第６号

106 H25.9.30

中央児童相談所が申請人
に対して行った支援の記
録⑩申請人に対して，近
隣地域との関係について
助言した記録

本人
中央児童
相談所

　 H25.10.25 不存在 　

107 H25.9.30

中央児童相談所が申請人
に対して行った支援の記
録⑪中央児童相談所が申
請人に対して〇〇　〇〇
について教育，助言した
記録

本人
中央児童
相談所

平成〇年〇月〇日付け中児第〇
号で開示済み。
・請求内容：中央児童相談所が
申請人に対して行った支援の記
録⑪
中央児童相談所が申請人に対し
て〇〇，〇〇について教育，助
言した記録

H25.10.25 部分開示
第２号
第６号

108 H25.9.30

中央児童相談所が申請人
に対して行った支援の記
録⑫〇〇についての〇
〇，〇〇内容

本人
中央児童
相談所

平成〇年〇月〇日付け中児第〇
号で開示済み。
・請求内容：中央児童相談所が
申請人に対して行った支援の記
録⑫
〇〇，〇〇内容

H25.10.25 部分開示
第２号
第６号

109 H25.9.30

中央児童相談所が申請人
に対して行った〇〇の中
で，〇〇と判断した内容
についての支援記録

本人
中央児童
相談所

平成〇年〇月〇日付け中児第〇
号で開示済み。
・請求内容：中央児童相談所が
申請人に対して行った〇〇の中
で，〇〇と判断した内容につい
ての支援記録

H25.10.25 部分開示 第６号

110 H25.9.30
中央児童相談所における
〇〇の記録全て（前回以
降の分）

本人
中央児童
相談所

復命書，電話受信票 H25.10.15 部分開示
第２号
第６号

111 H25.9.30

処分庁が本件処分を行う
時点において〇〇及び〇
〇からの〇〇を行い，〇
〇及び〇〇と〇〇を行う
と〇〇又は〇〇に説明し
た記録

本人
中央児童
相談所

　 H25.10.25 不存在 　

112 H25.9.30
情報公開室における申請
人の記録（前回以降の
分）

本人
県政情報
公開室

別紙のとおり H25.10.15 部分開示 第５号

113 H25.9.30
子育て支援課における申
請人の記録（前回以降の
分）

本人
子育て支
援課

子育て支援課における申請人と
の電話メモ,公用電話受信票
（前回以降の分）

H25.10.15 部分開示 第５号
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114 H25.9.30
県政相談室における申請
人の個人名の入った処理
の記録全て

本人
行政経営
推進課

別紙のとおり H25.10.15 部分開示 第５号

115 H25.10.2
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.10.16 部分開示 第６号

116 H25.10.7
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.10.16 開示 　

117 H25.10.10
平成〇年度宮城県公立高
等学校入学者選抜検査結
果

本人
仙台第二
高等学校

平成〇年度宮城県公立高等学校
入学者選抜検査結果

H25.10.22 開示 　

118 H25.10.15
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.10.29 部分開示 第６号

119 H25.10.25
平成〇年宮城県立中学校
入学者選抜適性検査結果

本人
仙台二華
中学校

平成〇年宮城県立中学校入学者
選抜適性検査結果に関する〇〇
の個人情報

H25.11.1 部分開示 第６号

120 H25.10.28
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.11.11 開示 　

121 H25.10.29
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.11.11 開示 　

122 H25.10.31
平成○年宮城県立中学校
入学者選抜適性検査結果

本人
仙台二華
中学校

平成〇年宮城県立中学校入学者
選抜適性検査結果に関するの個
人情報

H25.11.5 部分開示 第６号

123 H25.10.31
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.11.11 開示 　

124 H25.11.6
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.11.20 開示 　

125 H25.11.29
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H25.12.13 開示 　

126 H25.12.2
宮城県立気仙沼高等技術
専門校面接試験の試験結
果

本人
気仙沼高
等技術専
門校

平成〇年度離職者等再就職訓練
（〇〇）面接票（短期課程用）
及び選考試験結果表について

H25.12.13 部分開示 第６号

127 H25.12.17
宮城県・仙台市公立学校
実習助手・寄宿舎指導員
採用選考の試験結果

本人 教職員課
平成〇年度宮城県仙台市公立学
校実習助手採用候補者選考資料
に記載された請求者の個人情報

H25.1.6 開示 　
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128 H25.12.26
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H26.1.9 開示 　

129 H25.12.27
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H26.1.9 開示 　

130 H26.1.6
私（本人）の消費生活相
談記録

本人
大河原地
方振興事
務所

別紙「対象個人情報を含む行政
文書一覧」のとおり

H26.1.17 部分開示 第２号

131 H26.1.20
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

古川黎明
高等学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.1.28 部分開示 第６号

132 H26.1.20
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.1.24 部分開示 第６号

133 H26.1.20
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

古川黎明
高等学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.1.28 部分開示 第６号

134 H26.1.21
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.1.24 部分開示 第６号

135 H26.1.21
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.1.24 部分開示 第６号

136 H26.1.21
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.1.24 部分開示 第６号

137 H26.1.22
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.1.24 部分開示 第６号

138 H26.1.22
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H25.1.24 部分開示 第６号

139 H26.1.22
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

古川黎明
高等学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.1.28 部分開示 第６号

140 H26.1.22
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.1.24 部分開示 第６号

141 H26.1.23
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.1.24 部分開示 第６号

142 H26.1.23
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.1.24 部分開示 第６号

143 H26.1.23
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.1.24 部分開示 第６号
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144 H26.1.23
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.1.24 部分開示 第６号

145 H26.1.23
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.1.24 部分開示 第６号

146 H26.1.23
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.1.24 部分開示 第６号

147 H26.1.24
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.1.28 部分開示 第６号

148 H26.1.24
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.1.28 部分開示 第６号

149 H26.1.24
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.1.28 部分開示 第６号

150 H26.1.24
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.1.28 部分開示 第６号

151 H26.1.24
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.1.28 部分開示 第６号

152 H26.1.27
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.1.31 部分開示 第６号

153 H26.1.27
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.1.31 部分開示 第６号

154 H26.1.27
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.1.31 部分開示 第６号

155 H26.1.28
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.1.31 部分開示 第６号

156 H26.1.30
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.2.4 部分開示 第６号

157 H26.1.30
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.2.4 部分開示 第６号

158 H26.1.30
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.2.4 部分開示 第６号

159 H26.1.31
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.2.4 部分開示 第６号

160 H26.2.3
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.2.6 部分開示 第６号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

161 H26.2.4
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.2.6 部分開示 第６号

162 H26.2.4
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.2.6 部分開示 第６号

163 H26.2.5
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

本人
仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.2.7 部分開示 第６号

164 H26.2.6
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.2.7 部分開示 第６号

165 H26.2.6
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.2.12 部分開示 第６号

166 H26.2.6
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.2.12 部分開示 第６号

167 H26.2.7
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.2.12 部分開示 第６号

168 H26.2.10
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.2.10 部分開示 第６号

169 H26.2.10

１）平成○年○月○日
（面談）→国保医療課
（面談）（レセプトにつ
いての相談）
２）同年○月○日，国保
医療課（○○・○○・○
○氏の三者との面談）
３）同年○月○日，国保
医療課（電話・○○氏）
４）同年○月○日国保医
療課（○○・○○・○
○・○○氏四者と面談）
５）　２）の関連として，
相談内容が以後どのよう
に扱われたのか？　４）
以降の処理内容

本人
国保医療
課

1．相談受付簿（平成〇年〇月
〇日付け）
2．打合せ記録（平成〇年〇月
〇日付け）

H26.2.24 部分開示 第３号

170 H26.2.10 同上 本人
国保医療
課

　 H26.2.24 不存在 　

171 H26.2.10 同上 本人
医療整備
課

　 H26.2.13 不存在  

172 H26.2.13
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.2.18 部分開示 第６号

173 H26.2.13
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.2.18 部分開示 第６号

174 H26.2.14
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.2.18 部分開示 第６号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

175 H26.2.14
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.2.18 部分開示 第６号

176 H26.2.14
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.2.18 部分開示 第６号

177 H26.2.17
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

古川黎明
高等学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.2.20 部分開示 第６号

178 H26.2.19
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果及び答案用紙

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.2.21 部分開示 第６号

179 H26.2.21
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果及び答案用紙

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H25.2.25 部分開示 第６号

180 H26.2.21
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果及び答案用紙

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H25.2.25 部分開示 第６号

181 H26.2.26
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課

宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の請求者の個人情
報

H26.3.7 部分開示 第６号

182 H26.2.24
平成〇年度宮城県立高等
学校入学者選抜適性検査
結果

法定
代理人

古川黎明
高等学校

平成〇年度宮城県公立高等学校
入学者選抜検査結果

H26.2.28 部分開示 第６号

183 H26.2.26
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果及び答案用紙

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.2.28 部分開示 第６号

184 H26.2.28
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.3.11 部分開示 第６号

185 H26.3.4
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.3.11 部分開示 第６号

186 H26.3.4
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

古川黎明
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.3.7 部分開示 第６号

187 H26.3.6
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

古川黎明
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.3.11 部分開示 第６号

188 H26.3.6

私が平成〇年〇月〇日に
気仙沼保健所より〇〇〇
への〇〇の県の調査の全
てについて

本人
循環型社
会推進課

別紙「対象個人情報を含む行政
文書一覧」のとおり

H26.3.20 部分開示
第２号
第６号

189 H26.3.6

私が平成〇年〇月〇日に
気仙沼保健所より〇〇〇
への〇〇の県の調査の全
てについて

本人
環境対策
課

別紙「対象個人情報一覧」のと
おり

H26.3.20 部分開示
第２号.
第６号

190 H26.3.13

平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果　答案用紙　作文用紙
面接結果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.3.18 部分開示 第６号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

191 H26.3.14
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する○
○の個人情報

H26.3.18 部分開示 第６号

192 H26.3.17
平成〇年度宮城県公立高
等学校入学者選抜学力検
査結果の答案用紙

法定
代理人

仙台第一
高等学校

平成〇年度宮城県公立高等学校
入学者選抜における学力検査５
教科分の答案用紙

H26.3.20 開示 　

193 H26.3.18
平成〇年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成〇年度宮城県立中学校入学
者選抜適性検査結果に関する〇
〇の個人情報

H26.3.20 部分開示 第６号

194 H26.3.26

平成〇〇年度中に気仙沼
土木事務所と契約した〇
〇事業についての〇〇の
〇〇の持ち分相当額に係
る本人の委任状及び請求
書

遺族
気仙沼土
木事務所

１　委任状（持分〇/〇）
２　委任状（持分〇/ 〇）
３　請求書

H26.4.9 部分開示 第２号

195 H26.3.27
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課
宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の〇〇の個人情報

H26.4.10 開示 　

196 H26.3.27
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課
宮城県・仙台市公立学校教員採
用候補者選考平成○年度第○次
選考資料記載の〇〇の個人情報

H26.4.17 開示 　
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  ②県警センター所管分

№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

1 H25.4.1

特定日に特定場所で発生
した火災により、親が死
亡したことについて、火
災原因と親の所持品が分
かる文書

本人 捜査第一課 火災発生報告用紙 H25.4.12 部分開示
第２号
第４号
第６号

2 H25.4.1

特定日に特定場所で発生
した火災により、親が死
亡したことについて、火
災原因と親の所持品が分
かる文書

本人 捜査第一課
本件開示請求に係る取扱事案の
捜査書類一式

H25.4.12 却下

3 H25.4.4

特定日に請求者と特定人
のトラブルにより警察官が
請求者の自宅に来て取り
扱ったことが分かる文書

本人
県民相談課 相談・苦情受理票 H25.4.18 部分開示

第２号
第４号

4 H25.4.4

特定日に請求者と特定人
のトラブルにより警察官が
請求者の自宅に来て取り
扱ったことが分かる文書

本人
生活安全企画課 男女間トラブル事案取扱連絡票 H25.4.18 部分開示

第２号
第４号
第６号

5 H25.4.4

特定日に請求者と特定人
のトラブルにより警察官が
請求者の自宅に来て取り
扱ったことが分かる文書

本人 地域課
勤務日誌（乙）、事件・事故・
相談等処理一覧表

H25.4.18 部分開示
第２号
第４号

6 H25.4.4

請求者が特定日に特定人
とのトラブルにより警察署
で事情を聞かれた事が分
かる文書

本人
県民相談課 補助用紙、電話用紙 H25.4.18 部分開示

第２号
第４号
第６号

7 H25.4.5
請求者の所有物に関して
作成された文書

本人 監察課 起案文書,　打合せ結果 H25.5.30 部分開示
第４号
第６号

8 H25.4.5
請求者の所有物に関して
作成された文書

本人 監察課
起案文書の一部、打合せ結果の
一部

H25.5.30 却下

9 H25.4.5
請求者の所有物に関して
作成された文書

本人 刑事総務課 報告書、電話用紙、依頼書 H25.5.30 部分開示

第２号
第３号
第４号
第６号

10 H25.4.5
請求者の所有物に関して
作成された文書

本人 刑事総務課
報告書、ＦＡＸ連絡書、起案文
書、電話用紙

H25.5.30 却下

11 H25.4.5
請求者の所有物に関して
作成された文書

本人 捜査第二課
証拠物件管理簿出納状況、電話
用紙、報告書、対応方針につい
て

H25.5.30 部分開示

第２号
第３号
第４号
第６号

12 H25.4.5
請求者の所有物に関して
作成された文書

本人 捜査第二課
起案文書、電話用紙、伺い文
書、報告書、回答文書一式

H25.5.30 却下

13 H25.4.15

請求者が特定日に夫から
ＤＶ行為を受け子が１１０
番通報し自宅に警察官が
来て取り扱った事が分か
る文書

本人
県民相談課 相談・苦情受理票 H25.4.26 部分開示

第２号
第４号

14 H25.4.15

請求者が特定日に夫から
ＤＶ行為を受け子が１１０
番通報し自宅に警察官が
来て取り扱った事が分か
る文書

本人
生活安全企画課

配偶者からの暴力相談等対応
票、酒酔い、酒気帯び鑑識カー
ド

H25.5.10 部分開示
第２号
第４号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

15 H25.4.15

請求者が特定日に夫から
ＤＶ行為を受け子が１１０
番通報し自宅に警察官が
来て取り扱った事が分か
る文書

本人 生活安全企画課 写真 H25.5.10 開示

16 H25.4.15

請求者が特定日に夫から
ＤＶ行為を受け子が１１０
番通報し自宅に警察官が
来て取り扱った事が分か
る文書

本人
地域課

勤務日誌（乙）、事件・事故・
相談等処理一覧表

H25.4.26 部分開示
第２号
第４号

17 H25.4.18

請求者が自宅において、
夫からＤＶ被害を受け、
特定日に警察署へ相談し
たことがわかる文書

本人
県民相談課 相談・苦情受理票 H25.5.2 部分開示

第２号
第４号

18 H25.4.18

請求者が自宅において、
夫からＤＶ被害を受け、
特定日に警察署へ相談し
たことがわかる文書

本人
生活安全企画課 配偶者からの暴力相談等対応票 H25.5.2 部分開示

第２号
第４号

19 H25.4.18

請求者が自宅において、
夫からＤＶ被害を受け、
特定日に警察署へ相談し
たことがわかる文書

本人 生活安全企画課 承諾書 H25.5.2 開示

20 H25.4.18
請求者が特定日に１１０番
通報をかけた事実と通報
内容が分かる文書

本人 通信指令課 １１０番受理データ H25.5.1 部分開示 第４号

21 H25.4.23

請求者が夫から暴行を受
け、特定日に警察署へ相
談に行き、警察官に負傷
箇所を撮影してもらったこ
とがわかる文書

本人 生活安全企画課 写真 H25.5.7 開示

22 H25.4.24

請求者が特定日に特定場
所において発生した交通
事故について、警察官に
取り扱われたことが分かる
文書

本人 交通指導課
交通事故相談受理票、捜査参考
事案報告書

H25.5.14 部分開示
第２号
第３号
第４号

23 H25.4.24

請求者が特定日に特定場
所において発生した交通
事故について、警察官に
取り扱われたことが分かる
文書

本人 交通指導課
捜査報告書、任意提出署、領置
調書（甲）、還付請書

H25.5.14 却下

24 H25.5.9

請求者が、特定月以降、
夫からの暴力の件で警察
署に相談したことが分か
る文書

本人 県民相談課 相談・苦情受理票、電話用紙 H25.5.23 部分開示
第２号
第４号

25 H25.5.9

請求者が、特定月以降、
夫からの暴力の件で警察
署に相談したことが分か
る文書

本人 生活安全企画課

配偶者からの暴力相談等対応
票、別紙、補助簿、誓約書電話
用紙、継続簿、補助用紙、援助
申出書

H25.5.23 部分開示
第２号
第４号

26 H25.5.9

請求者が、特定月以降、
夫からの暴力の件で警察
署に相談したことが分か
る文書

本人 生活安全企画課 写真 H25.5.23 開示
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

27 H25.5.16

請求者が、特定日に、特
定人からのストーカー行
為のことで、警察署に相
談したことが分かる文書

本人 県民相談課 相談・苦情受理票、補助用紙 H25.5.28 部分開示
第２号
第４号
第６号

28 H25.5.16

請求者が、特定日に、特
定人からのストーカー行
為のことで、警察署に相
談したことが分かる文書

本人 県民相談課 写真 H25.5.28 開示

29 H25.5.16

請求者が、特定日に特定
人の自宅に行ったこと
で、警察官に取り扱われ
たことが分かる文書

本人 地域課
勤務日誌（乙）、事件・事故相
談等処理一覧表

H25.5.28 部分開示
第２号
第４号
第６号

30 H25.5.16

請求者が、特定日に特定
人の自宅に行ったこと
で、警察官に取り扱われ
たことが分かる文書

本人 生活安全企画課 男女間トラブル事案取扱連絡票 H25.5.28 部分開示
第２号
第４号
第６号

31 H25.5.16

請求者が、特定日に、妻
に対する特定人のストー
カー行為のことで、警察
署に相談したことが分か
る文書及びこの相談の件
で警察と電話連絡を取っ
たことが分かる文書

本人 県民相談課 相談・苦情受理票、補助用紙 H25.5.28 部分開示
第２号
第４号
第６号

32 H25.5.21

請求者が、特定日に警察
署に特定人とのトラブル
の相談をしたことが分かる
文書

本人 県民相談課 相談受理票 H25.6.4 部分開示 第４号

33 H25.6.3

請求者が、特定日、特定
時間、特定場所において
請求者が当事者となる特
定人との物損交通事故に
おいて作成された文書

本人 交通指導課 取下げ

34 H25.6.4

請求者が特定日に、請求
者の自宅において、元妻
と請求者のトラブルによ
り、元妻が警察に通報し
たことで、警察署の警察
官が臨場し、請求者のこ
とを取り扱ったことが分か
る文書

本人 地域課
勤務日誌（乙）、事件・事故相
談等処理一覧表

H25.6.14 部分開示
第２号
第４号

35 H25.6.4
請求者が特定日に、警察
署で拾得物を受取ること
に関係する文書

本人 会計課
拾得物件控書、受領書、遺失届
書

H25.6.17 部分開示 第４号

36 H25.6.6

請求者が、特定日に夫と
の離婚の事について、警
察署に相談したことがわ
かる文書

本人 県民相談課 相談・苦情受理票 H25.6.18 部分開示 第４号

37 H25.6.6

請求者が、特定日に夫と
の離婚の事について、警
察署に相談したことがわ
かる文書

本人 生活安全企画課

配偶者からの暴力相談等対応
票、ストーカー・ＤＶ等への対
応について

H25.6.18 部分開示 第４号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

38 H25.6.7

特定日、請求者と義母と
のトラブルで、請求者が
義母から暴力を受けたた
め、１１０番通報したこと
で、自宅に警察官が臨場
して取り扱ったことが分か
る文書

本人 地域課
勤務日誌（乙）、事件・事故相
談等処理一覧表

H25.6.18 部分開示 第４号

39 H25.6.11

請求者が特定日、警察官
にシートベルト違反で告知
された時に、その警察官
が請求者から事情を聞い
て記録した紙に私が署名
した文書

本人 交通指導課 供述調書（甲） H25.6.24 部分開示 第４号

40 H25.6.21

特定期間に、請求者が特
定人とのトラブルにより、
警察署の警察官に取り扱
われたこと及び相談したこ
とが分かる文書

本人 県民相談課 相談・苦情受理票 H25.7.4 部分開示 第４号

41 H25.6.21

特定期間に、請求者が特
定人とのトラブルにより、
警察署の警察官に取り扱
われたこと及び相談したこ
とが分かる文書

本人 生活安全企画課

配偶者からの暴力相談等対応
票、 補助用紙、男女間トラブル
事案取扱連絡票

H25.7.4 部分開示
第２号
第４号
第６号

42 H25.6.21

特定期間に、請求者が特
定人とのトラブルにより、
警察署の警察官に取り扱
われたこと及び相談したこ
とが分かる文書

本人 地域課
勤務日誌（乙）、事件・事故・
相談等処理一覧表

H25.7.4 部分開示 第４号

43 H25.6.24

請求者が夫からＤＶを受
けたことについて特定期
間に警察署に相談したこ
と及び特定期間以降、警
察署に相談したことがわ
かる文書

本人 県民相談課  相談受理票 H25.7.4 部分開示 第４号

44 H25.6.24

請求者が夫からＤＶを受
けたことについて特定期
間に警察署に相談したこ
と及び特定期間以降、警
察署に相談したことがわ
かる文書

本人 生活安全企画課

配偶者からの暴力相談等対応
票、補助用紙 H25.7.4 部分開示

第２号
第４号

45 H25.6.24

請求者が夫からＤＶを受
けたことについて特定期
間に警察署に相談したこ
と及び特定期間以降、警
察署に相談したことがわ
かる文書

本人 捜査第一課 事件相談取扱簿 H25.7.4 部分開示
第２号
第４号

46 H25.6.24
請求者が特定日、警察署
へ保護されたことが分か
る文書

本人 生活安全企画課

保護勤務日誌、被保護者動静記
録簿、保護カード、保護取扱確
認点検表、保護に関する通報書
の写し

H25.7.4 部分開示
第２号
第４号

47 H25.7.1

請求者が、特定期間に身
に覚えがないことで嫌がら
せを受け、警察署の警察
官に相談したことが分か
る文書及び警告してもらっ
たことが分かる文書

本人 県民相談課
相談・苦情受理票、相談受理
票、相談措置表、補助用紙、
電話用紙

H25.7.16 部分開示
第２号
第４号

48 H25.7.4

請求者が、夫からＤＶを
受けたことについて、特
定日に警察署の警察官に
相談したことが分かる文
書

本人 県民相談課 相談受理票、相談措置票 H25.7.18 部分開示 第４号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

49 H25.7.4

請求者が、夫からＤＶを
受けたことについて、特
定日に警察署の警察官に
相談したことが分かる文
書

本人
生活安全企

画課

配偶者からの暴力相談等対応
票、ストーカー・ＤＶ等への対
応について

H25.7.18 部分開示 第４号

50 H25.7.8

請求者が、特定人から受
けた嫌がらせ、暴言等の
件で、特定期間に警察署
に相談したことが分かる
文書

本人 県民相談課
相談受理票、相談措置票、補助
用紙

H25.7.18 部分開示
第２号
第４号

51 H25.7.9

請求者が特定期間、夫か
らのＤＶ行為について警
察署に相談した事がわか
る文書

本人 県民相談課 相談・苦情受理票、補助用紙 H25.7.29 部分開示
第２号
第４号

52 H25.7.9

請求者が特定期間、夫か
らのＤＶ行為について警
察署に相談した事がわか
る文書

本人 生活安全企画課
配偶者からの暴力相談等対応
票、補助用紙

H25.7.29 部分開示 第４号

53 H25.7.9

請求者が特定期間、夫か
らのＤＶ行為について警
察署に相談した事がわか
る文書

本人 生活安全企画課 援助申出書 H25.7.29 開示

54 H25.7.9

請求者が特定期間、夫か
らのＤＶ行為について警
察署に相談した事がわか
る文書

本人 少年課 現場臨場報告書、調査報告書 H25.7.29 部分開示
第２号
第４号
第６号

55 H25.7.9

請求者が特定月ころに特
定人からのストーカー行
為のことで警察署に相談
したこと及び警告したこと
がわかる文書

本人 県民相談課 相談受理票、相談措置票 H25.7.22 部分開示 第４号

56 H25.7.9

請求者が特定月ころに特
定人からのストーカー行
為のことで警察署に相談
したこと及び警告したこと
がわかる文書

本人 生活安全企画課 調査等報告書、補助用紙 H25.7.22 部分開示 第４号

57 H25.7.10
請求者が特定日に特定場
所で、取り締まりを受けた
ことが分かる文書

本人 交通指導課
告知票、捜査報告書、供述調書
（甲）

H25.7.23 部分開示
第４号
第６号

58 H25.7.11

請求者が特定月頃に、夫
からのＤＶ行為及びストー
カー行為のことで警察署
に相談したことがわかる
文書

本人 県民相談課 相談・苦情受理票、補助用紙 H25.7.23 部分開示 第４号

59 H25.7.11

請求者が特定月頃に、夫
からのＤＶ行為及びストー
カー行為のことで警察署
に相談したことがわかる
文書

本人 生活安全企画課
援助申出書、住民基本台帳事務
における支援措置申出書の写し

H25.7.23 部分開示 第４号

60 H25.7.18
請求者が特定月ごろに妻
のことで、警察署に相談
したことが分かる文書

本人 県民相談課 相談・苦情受理票 H25.7.30 部分開示 第４号

61 H25.7.22

請求者が夫からＤＶを受
けた事について特定日に
警察署の警察官に相談し
た事が分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票、相談措置票 H25.8.1 部分開示 第４号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

62 H25.7.22

請求者が夫からＤＶを受
けた事について特定日に
警察署の警察官に相談し
た事が分かる文書

本人 生活安全企画課
配偶者からの暴力等相談対応
票、補助用紙

H25.8.1 部分開示
第２号
第４号

63 H25.7.30

請求者が夫からＤＶを受
けた事について特定日に
警察署の警察官に相談し
た事が分かる文書

本人 県民相談課 相談・苦情受理票 H25.8.13 部分開示 第４号

64 H25.7.31

請求者が特定日、特定人
から暴行を受けたことで、
被害届の提出等に関して
警察署に相談した事が分
かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H25.8.14 部分開示 第４号

65 H25.7.31

請求者が特定日、特定人
から暴行を受けたことで、
被害届の提出等に関して
警察署に相談した事が分
かる文書

本人 捜査第一課 事件相談取扱簿、補助用紙 H25.8.14 部分開示 第４号

66 H25.7.31

請求者が特定日、特定人
から暴行を受けたことで、
被害届の提出等に関して
警察署に相談した事が分
かる文書

本人 捜査第一課 捜査報告書 H25.8.14 却下

67 H25.8.2

請求者が特定月に前妻と
のトラブルについて警察
署に相談した事が分かる
文書

本人 県民相談課 相談受理票、相談措置票 H25.8.13 部分開示 第４号

68 H25.8.2

請求者が特定月に前妻と
のトラブルについて警察
署に相談した事が分かる
文書

本人 生活安全企画課
ストーカー・ＤＶ等への対応に
ついて

H25.8.13 部分開示 第４号

69 H25.8.6

請求者が特定月ごろから
警察署へ近隣トラブルに
ついて相談した事が分か
る文書

本人 県民相談課 相談・苦情受理票、相談受理票 H25.9.25 部分開示 第４号

70 H25.8.6

請求者が特定月ごろから
警察署へ近隣トラブルに
ついて相談した事が分か
る文書

本人 警務課 当直日誌 H25.9.25 部分開示
第２号
第４号

71 H25.8.6

請求者が特定月ごろから
警察署へ近隣トラブルに
ついて相談した事が分か
る文書

本人 地域課
勤務日誌（乙）、 事件・事
故・相談等一覧表

H25.9.25 部分開示
第２号
第４号

72 H25.8.9
請求者が特定日に警察へ
送付した手紙

本人 県民相談課 書簡 H25.8.21 開示

73 H25.8.26

請求者が特定月頃から現
在まで、両親とのトラブル
で、警察署へ相談したこ
と及び特定日、請求者が
１１０番通報し、警察署の
警察官が臨場し、取り扱
われたこと並びに１１０番
したことが分かる文書

本人 県民相談課 相談・苦情受理票、相談受理票 H25.9.9 部分開示 第４号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

74 H25.8.26

請求者が特定月頃から現
在まで、両親とのトラブル
で、警察署へ相談したこ
と及び特定日、請求者が
１１０番通報し、警察署の
警察官が臨場し、取り扱
われたこと並びに１１０番
したことが分かる文書

本人 地域課
勤務日誌（乙）、 事件・事
故・相談等処理一覧表

H25.9.9 部分開示 第４号

75 H25.8.26

請求者が特定月頃から現
在まで、両親とのトラブル
で、警察署へ相談したこ
と及び特定日、請求者が
１１０番通報し、警察署の
警察官が臨場し、取り扱
われたこと並びに１１０番
したことが分かる文書

本人 通信指令課 １１０番受理データ H25.9.9 部分開示
第２号
第４号

76 H25.9.3

特定期間、請求者が夫と
トラブルになった事につい
て、警察署に相談したこ
とが分かる文書

本人 県民相談課 相談・苦情受理票 H25.9.13 部分開示 第４号

77 H25.9.3

特定期間中、請求者が夫
とトラブルになった事につ
いて、警察署に相談した
ことが分かる文書

本人 生活安全企画課 配偶者からの暴力相談等対応票 H25.9.13 部分開示 第４号

78 H25.9.10
特定期間中、請求者に係
る時間外に勤務に従事し
たことが証明できる文書

遺族 警務課
時間外勤務、休日勤務及び夜間
勤務命令簿

H25.9.24 開示

79 H25.9.10
請求者の公務災害申請に
係る文書

遺族 警務課
地方公務員災害補償基金宮城県
支部長宛提出書類一式

H25.11.15 部分開示
第２号
第４号
第６号

80 H25.9.10
特定期間中、請求者に係
る課室の入退室の状況が
わかる文書

遺族 警務課 H25.9.24 不存在

81 H25.9.10

特定期間中、請求者に係
る所属で使用していた端
末のメールの送受信履
歴、使用時間

遺族 科学捜査研究所 H26.1.27 不存在

82 H25.9.10

請求者が特定期間、夫か
らＤＶを受けたことについ
て、警察署に相談したこ
とがわかる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H25.9.19 部分開示 第４号

83 H25.9.10

請求者が特定期間、夫か
らＤＶを受けたことについ
て、警察署に相談したこ
とがわかる文書

本人 生活安全企画課

配偶者からの暴力相談等対応
票、ストーカー・ＤＶ等への対
応について、援助申出書

H25.9.19 部分開示 第４号

84 H25.9.11

請求者が特定日に特定人
からのストーカー行為のこ
とで警察署に相談したこと
がわかる文書

本人 県民相談課 相談受理票、相談措置票 H25.9.20 部分開示
第２号
第４号

85 H25.9.11

請求者が特定日に特定人
からのストーカー行為のこ
とで１１０番通報したこと
及び請求者の１１０番通報
により警察官が臨場して
取り扱ったことが分かる文
書

本人 地域課
勤務日誌（乙）、事件・事故・
相談等処理一覧表

H25.9.20 部分開示 第４号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

86 H25.9.11

請求者が特定日に特定人
からのストーカー行為のこ
とで１１０番通報したこと
及び請求者の１１０番通報
により警察官が臨場して
取り扱ったことが分かる文
書

本人 地域課 H25.9.20 不存在

87 H25.9.11

請求者が特定日に特定人
からのストーカー行為のこ
とで１１０番通報したこと
及び請求者の１１０番通報
により警察官が臨場して
取り扱ったことが分かる文
書

本人 通信指令課 １１０番受理データ H25.9.20 部分開示 第４号

88 H25.9.11

請求者が特定日に特定人
からのストーカー行為のこ
とで１１０番通報したこと
及び請求者の１１０番通報
により警察官が臨場して
取り扱ったことが分かる文
書

本人 通信指令課 H25.9.20 不存在

89 H25.9.25

特定日に請求者が夫から
ＤＶ被害について警察署
に相談したことが分かる
文書と裁判所の保護命令
の請求をするために作成
した書類

本人 県民相談課 相談・苦情受理票 H25.10.8 部分開示 第４号

90 H25.9.25

特定日に請求者が夫から
ＤＶ被害について警察署
に相談したことが分かる
文書と裁判所の保護命令
の請求をするために作成
した書類

本人 生活安全企画課 配偶者からの暴力相談等対応票 H25.10.8 部分開示 第４号

91 H25.10.3

特定日、警察署におい
て、請求者が夫からの暴
力について相談したこと
が分かる文書

本人 県民相談課 相談・苦情受理票、相談受理票 H25.10.17 部分開示 第４号

92 H25.10.3

特定日、警察署におい
て、請求者が夫からの暴
力について相談したこと
が分かる文書

本人
（県
内）

生活安全企画課

配偶者からの暴力相談等対応
票、ストーカー・ＤＶ等への対
応について、上申書

H25.10.17 部分開示
第２号
第４号

93 H25.10.11

請求者が特定期間、警察
署にＤＶ相談したことで夫
が、請求者に対して行っ
た威嚇行為についての内
容が分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H25.10.23 部分開示
第２号
第４号

94 H25.10.11

請求者が特定期間、警察
署にＤＶ相談したことで夫
が、請求者に対して行っ
た威嚇行為についての内
容が分かる文書

本人 生活安全企画課

配偶者からの暴力相談等対応
票、ストーカー・ＤＶ等への対
応について、援助申出書、通報
装置借用書、通報装置返納書、
請求者作成の書面

H25.10.23 部分開示 第４号

95 H25.10.11

請求者が特定期間、警察
署にＤＶ相談したことで夫
が、請求者に対して行っ
た威嚇行為についての内
容が分かる文書

本人 生活安全企画課 援助申出書、請求者作成の書面 H25.10.23 開示

96 H25.10.15

特定日、特定時間特定場
所において、請求者と相
手方との人身事故に関し
て警察官が作成した書類

本人 交通指導課 H25.10.24 却下
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

97 H25.10.24

請求者が特定日、特定地
内において相手方との物
損事故に関して事故発生
場所を特定した経緯及び
図面が作成された経緯が
分かる文書

本人 交通指導課 H25.11.5 不存在

98 H25.10.28

請求者が内縁の夫からＤ
Ｖを受けたことについて、
特定日に警察署に相談し
たことが分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H25.11.8 部分開示 第４号

99 H25.10.28

請求者が内縁の夫からＤ
Ｖを受けたことについて、
特定日に警察署に相談し
たことが分かる文書

本人 生活安全企画課

配偶者からの暴力等対応票、ス
トーカー・ＤＶ等への対応につ
いて、　補助用紙 H25.11.8 部分開示 第４号

100 H25.10.28

請求者が内縁の夫からＤ
Ｖを受けたことについて、
特定日に警察署に相談し
たことが分かる文書

本人 生活安全企画課 写真 H25.11.8 開示

101 H25.11.8

特定日に請求者の実母が
自宅、死亡しているところ
を発見された時に作成し
た文書

遺族 捜査第一課 変死体発見報告（第１報） H25.11.22 部分開示
第２号
第４号
第６号

102 H25.11.12
特定の生年月日、住所と
現在の住所

本人 広報広聴課 H25.11.26 存否応答拒否

103 H25.11.13

特定期間に、何者かにい
やがらせを受けたこと及び
特定人から、いやがらせ
やストーカー行為を受け
たことについて、警察署
に相談したことが分かる
文書

本人 県民相談課
相談・苦情受理票、相談受理
票、相談措置票、補助用紙 H25.11.27 部分開示

第２号
第４号
第６号

104 H25.11.13

特定期間に、何者かにい
やがらせを受けたこと及び
特定人から、いやがらせ
やストーカー行為を受け
たことについて、警察署
に相談したことが分かる
文書

本人 県民相談課 写真 H25.11.27 開示

105 H25.11.13

特定期間に請求者が車に
傷をつけられたことにつ
いて、通報し、警察官が
臨場して取り扱ったことが
分かる文書

本人 捜査第一課 H25.11.27 却下 適用
除外

106 H25.11.15

請求者が特定日に妻との
家庭内トラブルにより、自
宅に警察官が臨場し、取
り扱われたことがわかる文
書

本人 生活安全企画課 配偶者からの暴力等対応票 H25.11.26 部分開示 第４号

107 H25.11.15

請求者が特定日に妻との
家庭内トラブルにより、自
宅に警察官が臨場し、取
り扱われたことがわかる文
書

本人 地域課 H25.11.26 不存在

108 H25.11.18

請求者が特定期間、夫と
のトラブルにより、通行人
が通報し警察官が臨場
し、取り扱われた事が分
かる文書

本人 生活安全企画課 男女間トラブル事案取扱連絡票 H25.11.29 部分開示
第２号
第４号
第６号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

109 H25.11.18

請求者が特定期間、夫と
のトラブルにより、通行人
が通報し警察官が臨場
し、取り扱われた事が分
かる文書

本人 地域課
勤務日誌（乙）、 事件・事
故・相談等一覧表 H25.11.29 部分開示

第２号
第４号

110 H25.11.18

請求者が特定日に特定人
からのストーカー行為に
関して、警察署に相談し
た事が分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票、相談措置票 H25.11.28 部分開示
第２号
第４号

111 H25.11.18

請求者が特定日に特定人
からのストーカー行為に
関して、警察署に相談し
た事が分かる文書

本人 生活安全企画課

調査等報告書、ストーカー・DV
事案指揮簿ついて、ストー
カー・DV等への対応について

H25.11.28 部分開示
第２号
第４号

112 H25.11.20

請求者が夫からのＤＶ被
害について、特定日に警
察官に相談したことが分
かる文書

本人 県民相談課 相談・苦情受理票、相談受理票 H25.12.2 部分開示 第４号

113 H25.11.20

請求者が夫からのＤＶ被
害について、特定日に警
察官に相談したことが分
かる文書

本人 生活安全企画課

配偶者からの暴力相談等対応
票、ストーカー・ＤＶ等への対
応について

H25.12.2 部分開示 第４号

114 H25.11.25

請求者が特定期間、夫か
らの暴力などについて警
察署に相談したことが分
かる文書

本人 県民相談課
相談・苦情受理票、相談受理
票、相談措置票

H25.12.6 部分開示
第２号
第４号

115 H25.11.25

請求者が特定期間、夫か
らの暴力などについて警
察署に相談したことが分
かる文書

本人 生活安全企画課 配偶者からの暴力相談等対応票 H25.12.6 部分開示
第２号
第４号

116 H25.11.25

請求者が特定期間、特定
人からの暴力などについ
て警察署に相談したこと
が分かる文書

本人 県民相談課 相談・苦情受理票、相談受理票 H25.12.6 部分開示 第４号

117 H25.11.25

請求者が特定期間、特定
人からの暴力などについ
て110番通報し、警察官
が自宅に臨場したことが
分かる文書

本人 警務課 当直日誌 H25.12.6 部分開示
第２号
第４号

118 H25.11.25

請求者が特定期間、特定
人からの暴力などについ
て110番通報し、警察官
が自宅に臨場したことが
分かる文書

本人 生活安全企画課 男女間トラブル事案取扱連絡票 H25.12.6 部分開示
第２号
第４号
第６号

119 H25.11.25

請求者が特定期間、特定
人からの暴力などについ
て110番通報し、警察官
が自宅に臨場したことが
分かる文書

本人 地域課
勤務日誌（乙）、事件・事故・
相談等処理一覧表

H25.12.6 部分開示 第４号

120 H25.11.25

請求者が特定期間、特定
人からの暴力などについ
て110番通報し、警察官
が自宅に臨場したことが
分かる文書

本人 通信指令課 110番受理データ H25.12.6 部分開示 第４号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

121 H25.11.26

特定日に警察署の警察官
が請求者宅の電話に架電
してきた一切のやり取りを
記録した文書

本人 捜査第一課 電話用紙 H25.12.10 開示

122 H25.11.29

請求者が特定日に夫から
ＤＶを受けたこと及び住基
援助ついて警察署に相談
したことが分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票、相談措置票 H25.12.12 部分開示 第４号

123 H25.11.29

請求者が特定日に夫から
ＤＶを受けたこと及び住基
援助ついて警察署に相談
したことが分かる文書

本人 生活安全企画課

配偶者からの暴力相談等対応
票、援助申出書、住民基本台帳
事務における支援措置申出書の
写し

H25.12.12 部分開示 第４号

124 H25.11.29

請求者が特定日に夫から
ＤＶを受けたこと及び住基
援助ついて警察署に相談
したことが分かる文書

本人 捜査第一課 事件相談取扱簿 H25.12.12 部分開示 第４号

125 H25.11.29

請求者が特定日に夫から
ＤＶを受けたことについて
警察署に相談したことが
分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H25.12.12 部分開示 第４号

126 H25.11.29

請求者が特定日に夫から
ＤＶを受けたことについて
警察署に相談したことが
分かる文書

本人 生活安全企画課

配偶者からの暴力等対応票、ス
トーカー・ＤＶ等への対応につ
いて

H25.12.12 部分開示 第４号

127 H25.11.29

請求者が特定日に夫から
ＤＶを受けたことについて
警察署に相談したことが
分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票、相談措置票 H25.12.12 部分開示
第２号
第４号

128 H25.12.20

請求者が特定日、特定時
間、特定場所において特
定人と交通トラブルにて警
察署の警察官が臨場して
作成した文書

本人 地域課
勤務日誌（乙）、事件・事故・
相談等処理一覧表

H26.1.14 部分開示 第４号

129 H25.12.20

請求者が特定日、特定時
間、特定場所において特
定人と交通トラブルにて警
察署の警察官が臨場して
作成した文書

本人 交通指導課 物件事故報告書 H26.1.14 部分開示
第２号
第４号

130 H25.12.20

請求者が特定日、特定時
間、特定場所において特
定人と交通トラブルにて警
察署の警察官が臨場して
作成した文書

本人 交通指導課 「物件事故報告書」中の一部 H26.1.14 却下

131 H25.12.27

請求者が特定月頃に夫か
らのＤＶ行為の事で、警
察署の警察官に相談した
事及び実家に避難した時
の事がわかる文書

本人 県民相談課 相談・苦情受理票 H26.1.22 部分開示 第４号

132 H25.12.27

請求者が特定月頃に夫か
らのＤＶ行為の事で、警
察署の警察官に相談した
事及び実家に避難した時
の事がわかる文書

本人 生活安全企画課

配偶者からの暴力相談等対応
票、ＤＶ相談の対応状況につい
て、夫からの暴力の経過状況等
について、警察安全相談簿、補
助用紙、電話用紙

H26.1.22 部分開示
第２号
第４号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

133 H26.1.9

特定住所の自動車運転代
行業が、宮城県公安委員
会に申請した書類に添付
されている資料のうち、
請求者が作成した雇用契
約書

本人 交通企画課 H26.1.17 不存在

134 H26.1.10

請求者が管理しているア
パートの住人であった特
定人が、特定期間に、車
庫証明の届出をした際に
添付されている請求者が
承諾した書類

本人 交通規制課 保管場所使用承諾証明書 H26.1.22 開示

135 H26.1.17

請求者が、特定期間、何
者かに嫌がらせ行為を受
けたこと及び特定人から
ストーカー行為を受けたこ
とについて、警察署に相
談したことが分かる文書

本人 県民相談課
相談・苦情受理票、相談受理
票、相談措置票

H26.1.29 部分開示
第２号
第４号

136 H26.1.17

請求者が、特定期間、何
者かに嫌がらせ行為を受
けたこと及び特定人から
ストーカー行為を受けたこ
とについて、警察署に相
談したことが分かる文書

本人 生活安全企画課

調査等報告書、警告申出書、事
情聴取書（甲）、補助用紙、写
真2枚

H26.1.29 部分開示
第２号
第４号

137 H26.1.17

請求者が、特定期間、何
者かに嫌がらせ行為を受
けたこと及び特定人から
ストーカー行為を受けたこ
とについて、警察署に相
談したことが分かる文書

本人 生活安全企画課
補助用紙、写真、請求者提出資
料

H26.1.29 開示

138 H26.1.17

請求者が、特定日、特定
場所付近道路において駐
停車違反をしたとき、警
察署員に取締りを受けた
際に申し立てた私の事由
内容が分かる文書

本人 交通指導課 H26.1.28 却下

139 H26.1.20

請求者が、特定日、特定
時間に特定人とのトラブ
ルにより、請求者が１１０
番通報し、交番の警察官
が臨場し、取り扱われた
こと及び１１０番通報した
ことが分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H26.2.3 部分開示
第２号
第４号

140 H26.1.20

請求者が、特定日、特定
時間に特定人とのトラブ
ルにより、請求者が１１０
番通報し、交番の警察官
が臨場し、取り扱われた
こと及び１１０番通報した
ことが分かる文書

本人 地域課

勤務日誌（乙）、事件・事故・
相談等処理一覧表

H26.2.3 部分開示 第４号

141 H26.1.20

請求者が、特定日、特定
時間に特定人とのトラブ
ルにより、請求者が１１０
番通報し、交番の警察官
が臨場し、取り扱われた
こと及び１１０番通報した
ことが分かる文書

本人 通信指令課 １１０番受理データ H26.2.3 部分開示 第４号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

142 H26.1.27

請求者が特定月頃に身に
覚えの無い請求が来たこ
とについて警察署に相談
したことが分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H26.2.5 部分開示 第４号

143 H26.2.5

請求者が特定期間に実母
が行方不明になっている
ことで相談したことがわか
る文書

本人 県民相談課 相談受理票 H26.2.18 部分開示 第４号

144 H26.2.5

請求者が特定期間に金融
会社との金銭トラブルのこ
とで、警察署に相談した
ことがわかる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H26.2.18 部分開示 第４号

145 H26.2.10
請求者が特定日に特定人
から脅迫を受けたことを相
談したことが分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票、相談措置票 H26.2.21 部分開示 第４号

146 H26.2.10
請求者が特定日に特定人
から脅迫を受けたことを相
談したことが分かる文書

本人 捜査第一課 事件相談取扱簿、補助用紙 H26.2.21 部分開示 第４号

147 H26.2.13

請求者が、特定日に夫か
らＤＶ行為を受けて110番
通報し、警察署の警察官
が臨場したこと及び相談
したことがわかる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H26.2.25 部分開示
第２号
第４号

148 H26.2.13

請求者が、特定日に夫か
らＤＶ行為を受けて110番
通報し、警察署の警察官
が臨場したこと及び相談
したことがわかる文書

本人 生活安全企画課

配偶者からの暴力相談等対応
票、補助用紙、ストーカー・DV
等への対応について

H26.2.25 部分開示
第２号
第４号

149 H26.2.13

請求者が、特定日に夫か
らＤＶ行為を受けて110番
通報し、警察署の警察官
が臨場したこと及び相談
したことがわかる文書

本人 地域課

勤務日誌（乙）、事件・事故・
相談等一覧表

H26.2.25 部分開示
第２号
第４号

150 H26.2.13

請求者が、特定日に夫か
らＤＶ行為を受けて110番
通報し、警察署の警察官
が臨場したこと及び相談
したことがわかる文書

本人 通信指令課 １１０番受理データ H26.2.25 部分開示 第４号

151 H26.2.13

特定日に夫からのＤＶ行
為について警察署の警察
官が請求者の自宅に臨場
し、取り扱われた事及び
相談したことがわかる文
書

本人 県民相談課 相談受理票 H26.2.26 部分開示
第２号
第４号

152 H26.2.13

特定日に夫からのＤＶ行
為について警察署の警察
官が請求者の自宅に臨場
し、取り扱われた事及び
相談したことがわかる文
書

本人 生活安全企画課
配偶者からの暴力等対応票、報
告書

H26.2.26 部分開示
第２号
第４号

153 H26.2.13

特定日に夫からのＤＶ行
為について警察署の警察
官が請求者の自宅に臨場
し、取り扱われた事及び
相談したことがわかる文
書

本人 生活安全企画課
ストーカー・DV等への対応につ
いて、上申書、写真

H26.2.26 開示
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

154 H26.2.17

請求者が特定日に、夫と
の夫婦間トラブルのことで
自宅に警察署の警察官が
臨場し取り扱われたことが
わかる文書

本人 生活安全企画課 配偶者からの暴力相談等対応票 H26.2.25 部分開示
第２号
第４号

155 H26.2.17

請求者が特定日に、夫と
の夫婦間トラブルのことで
自宅に警察署の警察官が
臨場し取り扱われたことが
わかる文書

本人 地域課
勤務日誌（乙）、事件・事故・
相談等一覧表 H26.2.25 部分開示

第２号
第４号

156 H26.2.18

請求者が特定期間、特定
人が自宅に勝手に入り込
んで来る事及び電話をか
けてくる事について警察
署に相談したことが分か
る文書

本人 県民相談課
相談・苦情受理票、相談受理
票、補助用紙

H26.3.3 部分開示 第４号

157 H26.2.21

宮城県警察が保有する請
求者の暴力団所属歴の有
無、またある時は、その
内容及び時期が分かる文
書

本人 暴力団対策課 H26.2.27 存否相当拒否

158 H26.2.21

請求者が、特定日、特定
人とのトラブルについて警
察署に相談したことがわ
かる文書

本人 県民相談課 相談・苦情受理票 H26.3.5 部分開示 第４号

159 H26.3.10

請求者が特定日、夫から
の暴力により、１１０番通
報し、警察署の警察官
が、特定場所に臨場し、
取り扱われた事が分かる
文書

本人 県民相談課 相談受理票 H26.3.20 部分開示 第４号

160 H26.3.10

請求者が特定日、夫から
の暴力により、１１０番通
報し、警察署の警察官
が、特定場所に臨場し、
取り扱われた事が分かる
文書

本人 生活安全企画課

配偶者からの暴力相談等対応
票、補助用紙、電話用紙

H26.3.20 部分開示
第２号
第４号

161 H26.3.10

請求者が特定日、夫から
の暴力により、１１０番通
報し、警察署の警察官
が、特定場所に臨場し、
取り扱われた事が分かる
文書

本人 地域課
勤務日誌（乙）、事件・事故・
相談等処理一覧表

H26.3.20 部分開示 第４号

162 H26.3.10

請求者が特定日、夫から
の暴力により、１１０番通
報し、警察署の警察官
が、特定場所に臨場し、
取り扱われた事が分かる
文書

本人 通信指令課 H26.3.20 不存在

163 H26.3.11

請求者が特定日に特定人
の迷惑行為について、交
番に相談したことが分か
る文書

本人 県民相談課 相談受理票 H26.3.20 部分開示 第４号

164 H26.3.11

請求者が特定日に特定人
の迷惑行為について、交
番に相談したことが分か
る文書

本人 地域課
勤務日誌（乙）、事件・事故・
相談等処理一覧表

H26.3.20 部分開示 第４号

165 H26.3.11

請求者が特定日特定時間
頃に特定人とのトラブル
により１１０番通報したこと
が分かる文書

本人 通信指令課 １１０番受理データ H26.3.20 開示



- 44 -

№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

166 H26.3.12

特定日、請求者の所有物
が件について特定人が通
報し、警察署の警察官が
臨場したことがわかる文
書

本人 地域課

勤務日誌（乙）、事件・事故・
相談等処理一覧表

H26.3.26 部分開示 第４号

167 H26.3.13
請求者の実父が特定日死
亡した時に死亡時刻が分
かる文書

遺族 捜査第一課
変死体発見報告、遺体調査票、
死亡者の本籍等判明報告書

H26.3.26 部分開示
第２号
第４号

168 H26.3.13
請求者の実父が特定日死
亡した時に死亡時刻が分
かる文書

遺族 捜査第一課 遺体番号票、死体検案書 H26.3.26 開示

169 H26.3.13
請求者の実母が特定日死
亡した時に死亡時刻が分
かる文書

遺族 捜査第一課
変死体発見報告（行政検視）、
遺体調査、死亡者の本籍等判明
報告書

H26.3.26 部分開示
第２号
第４号

170 H26.3.13
請求者の実母が特定日死
亡した時に死亡時刻が分
かる文書

遺族 捜査第一課 遺体番号票、死体検案書 H26.3.26 開示

171 H26.3.13

請求者が特定業者とのト
ラブルについて、特定日
に警察官に相談したこと
が分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H26.3.25 部分開示 第４号

172 H26.3.18

特定日に特定場所地内の
路上で特定人が暴れて請
求者が110番した時の状
況が分かる文書

本人 地域課
勤務日誌（乙）、事件・事故・
相談等処理一覧表

H26.3.31 部分開示 第４号

173 H26.3.18

特定日に特定場所地内の
路上で特定人が暴れて請
求者が110番した時の状
況が分かる文書

本人 通信指令課 １１０番受理データ H26.3.31 部分開示 第４号

174 H26.3.24

特定期間に、特定人から
のＤＶ行為の事で警察署
の警察官に相談したこと
が分かる文書

本人 県民相談課 相談・苦情受理票、相談受理票 H26.4.7 部分開示 第４号

175 H26.3.24

特定期間に、特定人から
のＤＶ行為の事で警察署
の警察官に相談したこと
が分かる文書

本人
生活安全企
画課

配偶者からの暴力相談等対応
票、援助申出書、住基台帳事務
における支援措置申出書、補助
用紙、 電話用紙

H26.4.7 部分開示 第４号

176 H26.3.24

特定期間に、特定人から
のＤＶ行為の事で警察署
の警察官に相談したこと
が分かる文書

本人
生活安全企
画課

住基台帳事務における支援措置
申出書

H26.4.7 開示

177 H26.3.24

特定期間に、特定人から
のＤＶ行為の事で警察署
の警察官に相談したこと
が分かる文書

本人 県民相談課 相談・苦情受理票 H26.4.7 部分開示 第４号

178 H26.3.24

特定期間に、特定人から
のＤＶ行為の事で警察署
の警察官に相談したこと
が分かる文書

本人
生活安全企
画課

配偶者からの暴力相談等対応
票、援助申出書、住基台帳事務
における支援措置申出書、補助
用紙、電話用紙

H26.4.7 部分開示
第２号
第４号
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(6)口頭による開示請求の件数及び内訳

口頭により開示請求 請求受付及び 請求

を受け付けた期間 開示場所 件数

平成25年4月8日～

平成25年5月7日

社団法人

宮城県警備業協会

平成25年6月13日～

平成25年7月12日

社団法人

宮城県警備業協会

社団法人

宮城県警備業協会

平成25年7月11日～

平成25年7月31日

平成25年7月11日～

平成25年8月12日

平成25年7月11日～

平成25年8月12日

平成25年7月11日～

平成25年8月12日

社団法人

宮城県警備業協会

平成25年7月12日～

平成25年8月19日

平成25年7月24日～

平成25年7月31日

平成25年7月24日～

平成25年7月31日

平成25年8月1日～

平成25年8月12日

平成25年8月1日～

平成25年8月23日

平成25年8月1日～

平成25年8月23日

平成25年8月7日～

平成25年8月30日

平成25年8月9日～

平成25年9月9日　他

平成25年8月12日～

平成25年9月11日

平成25年8月23日～

平成25年9月20日

平成25年8月23日～

平成25年9月20日　他

平成25年8月23日～

平成25年9月24日

平成25年度製菓衛生師試験 総合得点及び科目別得点
環境生活部食と暮らし
の安全推進課

5

第64回宮城県職員採用試験（大学
卒業程度）第２次試験

試験科目別の得点，総合得点及び
総合順位（第２次試験受験者が対
象）

人事委員会事務局職員
課

104

第84回警察官Ａ採用試験第１次試
験

試験結果の種目別得点、総合得点
及び総合順位

警察本部警務課
（警察情報センター）

0

平成25年度宮城県警察官（心理捜
査官）採用選考考査第１次考査

考査結果の種目別得点、総合得点
及び総合順位

警察本部警務課
（警察情報センター）

0

平成25年度宮城県警察官（捜査
官）採用選考考査第１次考査

総合得点及び総合順位
警察本部警務課
（警察情報センター）

0

平成25年度宮城県警察官（サイ
バー捜査官）採用選考考査第１次
考査

総合得点及び総合順位
警察本部警務課
（警察情報センター）

0

平成25年度宮城県警察官（心理捜
査官）採用選考考査第１次考査

考査結果の種目別得点、総合得点
及び総合順位

警察本部警務課
（警察情報センター）

0

警備員指導教育責任者講習におけ
る修了考査

修了考査の得点 平成25年7月12日 24

第84回警察官Ａ採用試験第１次試
験

試験結果の種目別得点、総合得点
及び総合順位

警察本部警務課
（警察情報センター）

4

平成25年7月11日 4

平成25年度宮城県職員採用選考考
査第１次考査

考査種目別の得点，総合得点及び
総合順位（第１次考査不適格者に
限る）

人事委員会事務局職員
課

1

平成25年度宮城県任期付職員採用
選考考査第１次考査

考査種目別の得点，総合得点及び
総合順位（第１次考査不適格者に
限る）

人事委員会事務局職員
課

0

試験等の名称 開示する内容

宮城県任期付職員（一般事務）採
用試験第２次試験

試験種目別の得点，総合得点及び
総合順位（第２次試験受験者）

人事委員会事務局職員
課

29

宮城大学大学院入学者特別選抜試
験（推薦入学・事業構想学研究
科）

総合得点，科目別得点及び総合得
点による順位

宮城大学 8

第64回宮城県職員採用試験（大学
卒業程度）第１次試験

試験種目別の得点，総合得点及び
総合順位（第１次試験不合格者に
限る）

人事委員会事務局職員
課

40

警備員指導教育責任者講習におけ
る修了考査

修了考査の得点 平成25年6月13日 5

警備員指導教育責任者講習におけ
る修了考査

修了考査の得点 平成25年6月14日 26

警備員指導教育責任者講習におけ
る修了考査

修了考査の得点

地方独立行政法人宮城県立病院機
構職員採用試験（看護師）第１回
採用試験

総合順位及び総合得点
宮城県立病院機構本部
事務局

1

地方独立行政法人宮城県立病院機
構職員採用試験（事務（大学卒業
程度））採用試験

総合順位及び総合得点
宮城県立病院機構本部
事務局

1

公立大学法人宮城大学職員採用試
験（第１次）

第１次試験の得点及び順位 宮城大学 2

宮城大学大学院入学者一般選抜試
験（食産業学研究科）

総合得点，科目別得点及び総合得
点による順位

宮城大学 3

平成25年度狩猟免許試験
知識経験の総得点，適性試験の合
否及び技能試験の総得点

環境生活部自然保護課
及び管轄の地方振興事
務所

11
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口頭により開示請求 請求受付及び 請求

を受け付けた期間 開示場所 件数
試験等の名称 開示する内容

平成25年8月23日～

平成25年9月24日

平成25年8月23日～

平成25年9月24日

及び

平成25年10月４日～

平成25年11月5日

平成25年8月26日～

平成25年9月25日

平成25年8月29日～

平成25年9月30日

平成25年8月30日～

平成25年9月30日

平成26年9月2日～

平成26年9月30日

平成26年9月2日～

平成26年9月30日

平成25年9月2日～

平成25年10月1日

平成25年9月9日～

平成25年10月8日

社団法人

宮城県警備業協会

平成25年9月27日～

平成25年10月28日

平成25年9月27日～

平成25年10月28日

平成25年9月30日～

平成25年10月29日

平成25年9月30日～ 経済商工観光部

平成25年10月29日 産業人材対策課

平成25年9月30日～

平成25年10月30日

平成25年10月3日～

平成25年10月28日

平成25年10月8日～

平成25年11月7日

平成25年10月9日～

平成25年11月8日

平成25年10月10日～

平成25年11月11日

平成25年度毒物劇物取扱者試験 総合得点及び科目別得点 保健福祉部薬務課 18

平成25年度宮城県登録販売者試験 総合得点及び科目別得点 保健福祉部薬務課 15

保健福祉部健康推進課
及び保健福祉事務所

36

平成25年度狩猟免許試験
知識経験の総得点，適性試験の合
否及び技能試験の総得点

環境生活部自然保護課
及び管轄の地方振興事
務所

12

第64回宮城県職員採用試験（短期
大学卒業程度）第１次試験

試験種目別の得点，総合得点及び
総合順位（第１次試験不合格者に
限る）

人事委員会事務局職員
課

13

地方独立行政法人宮城県立病院機
構職員採用試験（診療放射線技
師）採用試験

総合順位及び総合得点
宮城県立病院機構本部
事務局

1

平成25年度宮城県警察官（心理捜
査官）採用選考考査第２次考査

試験結果の種目別得点、総合得点
及び総合順位

平成25年8月30日

第84回警察官Ｂ採用試験第２次試
験

試験結果の種目別得点、総合得点
及び総合順位

警察本部警務課
（警察情報センター）

4

第84回警察官Ａ採用試験第２次試
験

試験結果の種目別得点、総合得点
及び総合順位

警察本部警務課
（警察情報センター）

48

平成25年度宮城県警察官（心理捜
査官・サイバー捜査官）採用選考
考査第２次考査

総合得点及び総合順位
警察本部警務課
（警察情報センター）

0

宮城大学大学院入学者特別選抜試
験（社会人，外国人留学生・事業
構想学研究科）

総合得点，科目別得点 宮城大学 1

警察本部警務課
（警察情報センター）

0

平成25年度宮城県警察官（捜査
官）採用選考考査第２次考査

調理師試験 総得点及び科目別得点

平成25年度前期技能検定試験
学科試験の得点及び実技試験の得
点

経済商工観光部
産業人材対策課

63

第84回警察官Ａ採用試験第２次試
験

試験結果の種目別得点、総合得点
及び総合順位

平成25年8月30日
警察本部警務課
（警察情報センター）

7

平成25年度宮城県職員採用選考考
査第２次考査

考査種目別の得点，総合得点及び
総合順位（第２次考査者受考者が
対象）

人事委員会事務局職員
課

1

家畜人工授精講習会修業試験 総合得点及び科目別得点 農林水産部畜産課 3

試験結果の種目別得点、総合得点
及び総合順位

平成25年8月30日
警察本部警務課
（警察情報センター）

0

平成25年度職業訓練指導員試験 学科試験の得点 2

警備員指導教育責任者講習におけ
る修了考査

修了考査の得点 平成25年9月11日 33

平成25年度狩猟免許試験
知識経験の総得点，適性試験の合
否及び技能試験の総得点

環境生活部自然保護課
及び管轄の地方振興事
務所

3

宮城大学大学院入学者一般選抜試
験（事業構想学研究科）

総合得点，科目別得点及び総合得
点による順位

宮城大学 3

宮城県任期付職員採用選考考査第
２次考査

考査種目別の得点，総合得点及び
総合順位（第２次考査者受考者が
対象）

人事委員会事務局職員
課

4

地方独立行政法人宮城県立病院機
構職員採用試験（看護師）第2回
採用試験

総合順位及び総合得点
宮城県立病院機構本部
事務局

3
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口頭により開示請求 請求受付及び 請求

を受け付けた期間 開示場所 件数
試験等の名称 開示する内容

平成25年10月10日～

平成25年11月11日

平成25年10月10日～

平成25年11月11日

平成25年10月10日～

平成25年11月11日

平成25年10月10日～

平成25年11月11日　他

平成25年10月10日～

平成25年11月11日　他

社団法人

宮城県警備業協会

平成25年10月25日～

平成25年11月21日

平成25年10月31日～

平成25年11月29日

平成25年11月1日～

平成25年11月5日

平成25年11月22日～

平成25年12月24日

平成25年11月22日～

平成25年12月24日

平成25年11月22日～

平成25年12月24日

平成25年11月22日～

平成25年11月29日

平成25年11月22日～

平成25年12月20日

平成25年11月28日～

平成25年12月27日

平成25年12月2日～

平成25年12月24日

平成25年12月5日～

平成26年1月6日

平成25年12月10日～

平成26年1月9日

平成25年12月17日～

平成26年1月16日

平成25年12月18日～

平成26年1月20日

平成25年12月19日～

平成26年1月20日

平成25年12月25日～

平成26年1月24日

平成26年1月16日～

平成26年2月17日

平成25年度宮城県職員採用選考考
査（身体障害者対象）第１次考査

考査種目別の得点，総合得点及び
総合順位（第１次考査不合格者に
限る）

人事委員会事務局職員
課

0

平成25年度宮城県農業大学校一般
入校試験

学力検査の総合得点及び教科別得
点

宮城県農業大学校 0

宮城大学入学者特別選抜試験（外
国人留学生）

総合得点，科目別得点及び総合得
点による順位（順位は事業計画学
科のみ）

宮城大学 1

地方独立行政法人宮城県立病院機
構職員採用試験（看護師）第3回
採用試験

総合順位及び総合得点
宮城県立病院機構本部
事務局

1

平成25年度クリーニング師試験
総合得点及び科目別得点（実技試
験の結果を含む）

環境生活部食と暮らし
の安全推進課

3

平成25年度砂利採取業務主任者試
験

総合得点及び科目別得点
経済商工観光部産業立
地推進課

3

第64回宮城県職員採用試験（短期
大学卒業程度）第２次試験

試験種目別の得点，総合得点及び
総合順位（第２次試験受験者が対
象）

人事委員会事務局職員
課

15

平成25年度宮城県農業大学校推薦
入校試験

学力検査の総合得点及び教科別得
点

宮城県農業大学校 0

警備員指導教育責任者講習におけ
る修了考査

修了考査の得点 平成25年10月24日 12

宮城大学大学院入学者一般選抜試
験（看護学研究科）

総合得点，科目別得点及び総合得
点による順位

宮城大学 1

宮城大学大学院入学者特別選抜試
験（社会人・看護学研究科）

総合得点，科目別得点及び総合得
点による順位

第85回警察官Ｂ採用試験第２次試
験

試験結果の種目別得点、総合得点
及び総合順位

警察本部警務課
（警察情報センター）

5

第85回警察官Ｂ採用試験第１次試
験

試験結果の種目別得点、総合得点
及び総合順位

警察本部警務課
（警察情報センター）

0

第85回警察官Ｂ採用試験第２次試
験

試験結果の種目別得点、総合得点
及び総合順位

警察本部警務課
（警察情報センター）

14

地方独立行政法人宮城県立病院機
構職員採用試験（事務（社会人経
験者））採用試験

総合順位及び総合得点
宮城県立病院機構本部
事務局

1

第42回採石業務管理者試験 総合得点及び科目別得点
経済商工観光部産業立
地推進課

5

宮城大学 1

第71回宮城県職員採用試験（高等
学校卒業程度）第１次試験

試験種目別の得点，総合得点及び
総合順位（第１次試験不合格者に
限る）

人事委員会事務局職員
課

7

平成25年度宮城県職員採用選考考
査第１次考査

考査種目別の得点，総合得点及び
総合順位（第１次考査不適格者に
限る）

人事委員会事務局職員
課

5

宮城大学ＡＯ（アドミッションオフィ
ス）入学者選抜試験

総合得点及び選考次別得点 宮城大学 1

宮城大学入学者特別選抜試験（推
薦入学）

総合得点，科目別得点及び総合得
点による順位

宮城大学 40

宮城大学入学者特別選抜試験（社
会人）

総合得点及び科目別得点 宮城大学 1

第71回宮城県職員採用試験（高等
学校卒業程度）第２次試験

試験種目別の得点，総合得点及び
総合順位（第２次試験受験者が対
象）

人事委員会事務局職員
課

20

平成25年度宮城県職員採用選考考
査第２次考査

考査種目別の得点，総合得点及び
総合順位（第２次考査受考者が対
象）

人事委員会事務局職員
課

0



 - 48 -

口頭により開示請求 請求受付及び 請求

を受け付けた期間 開示場所 件数
試験等の名称 開示する内容

平成26年1月22日～

平成26年2月21日

平成26年1月23日～

平成26年2月22日

平成26年1月24日～

平成26年2月24日

及び

平成26年3月13日～

平成26年4月14日

平成26年1月30日～

平成26年2月28日

社団法人

宮城県警備業協会

社団法人

宮城県警備業協会

平成26年2月21日～

平成26年3月20日～

平成26年2月21日～

平成26年3月20日

平成26年3月1日～

平成26年3月31日

平成25年3月6日～

平成25年4月5日

及び

平成25年3月21日～

平成25年4月22日

平成26年3月13日～

平成26年4月14日

平成26年3月13日～

平成26年4月14日

平成26年3月13日～

平成26年4月14日

平成26年3月13日～

平成26年4月14日

平成26年3月13日～

平成26年4月14日

平成26年度県立高等学校入学者選
抜第二次募集学力検査

学力検査の教科別得点
各県立高等学校が合格
発表を行った日の翌日
から１月間

各県立高等学校 44

平成26年3月14日～

平成25年4月11日

平成26年3月14日～ 経済商工観光部

平成26年4月14日 産業人材対策課

平成26年3月14日～

平成26年4月14日

平成26年3月19日～

平成26年5月9日

平成26年3月20日～

平成26年4月21日

平成26年3月28日～ 経済商工観光部

平成26年4月28日 産業人材対策課

平成26年5月30日～ 経済商工観光部

平成26年6月30日 産業人材対策課

学力検査の受検者本人の教科別得
点

各県立特別支援学校 5

平成26年歯科技工士国家試験 総合得点及び科目別得点 保健福祉部医療整備課 26

平成26年度宮城県森林インストラク
ター養成講座受講者選考

第一次選考評点，第二次選考評点
及び総合評点による順位

環境生活部自然保護課 4

0

平成26年度県立高等学校入学者選
抜連携型入試

学力検査の教科別得点及び学校独
自検査に準じて実施した種目（面
接）の得点

宮城県志津川高等学校 58

平成26年度後期技能検定試験（第
2回追試験分）

学科試験の得点及び実技試験の得
点

0

平成25年度後期技能検定試験
学科試験の得点及び実技試験の得
点

42

平成25年度後期技能検定試験（追
試験分）

学科試験の得点及び実技試験の得
点

0

宮城県任期付職員（一般事務）採
用試験第２次試験

試験種目別の得点、総合得点及び
総合順位（第２次試験受験者）

人事委員会事務局職員
課

20

平成25年度宮城県准看護師試験 総合得点 保健福祉部医療整備課 22

34
学力検査の受検者本人の教科別得
点

平成26年度宮城県立特別支援学校
の高等部・専攻科入学者選考学力
検査

各県立特別支援学校

平成26年度県立高等学校入学者選
抜前期選抜

学力検査の教科別得点及び学校独
自検査の種目別得点

各県立高等学校 2,894

平成26年度県立高等学校入学者選
抜後期選抜

学力検査の教科別得点 各県立高等学校 6,601

平成26年度県立高等学校入学者選
抜社会人特別選抜

学力検査の教科別得点及び学校独
自検査の種目別得点

各県立高等学校

平成26年度宮城県立特別支援学校
の高等部・専攻科入学者選考学力
検査

平成25年度宮城県農業大学校後期
一般入校試験

学力検査の総合得点及び教科別得
点

宮城県農業大学校 0

第85回警察官Ｂ採用試験第１次試
験

試験結果の種目別得点、総合得点
及び総合順位

警察本部警務課
（警察情報センター）

0

宮城県任期付職員採用試験（一般
事務）第１次試験

試験種目別の得点，総合得点及び
総合順位（第１次試験不合格者が
対象）

人事委員会事務局職員
課

8

平成25年度宮城県農薬管理指導士
認定試験（宮城県農薬管理指導
士）

得点 農園園芸環境課 0

警備員指導教育責任者講習におけ
る修了考査

修了考査の得点 平成26年2月21日 11

警備員指導教育責任者講習におけ
る修了考査

修了考査の得点 平成26年2月20日 3

宮城県高等看護学校入学試験 総合得点及び科目別得点 高等看護学校 6

平成25年度宮城県職員採用選考考
査（身体障害者対象）第２次考査

考査種目別の得点，総合得点及び
総合順位（第２次考査受考者が対
象）

人事委員会事務局職員
課

0

宮城大学入学者一般選抜試験
総合得点，科目別得点及び総合得
点による順位

宮城大学 162
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口頭により開示請求 請求受付及び 請求

を受け付けた期間 開示場所 件数
試験等の名称 開示する内容

高等技術専門校入学選考試験
学力考査の総合得点及び科目別得
点

各高等技術専門校が合
格発表を行った日から１
月間

各高等技術専門校 1

障害者職業能力開発校入校選考試
験

学力考査の総合得点及び科目別得
点

各試験合格発表の日か
ら１月間

障害者職業能力開発校 3

運転免許申請（受験申
請）を行った場所
・県運転免許センター

・石巻運転免許センター

・古川運転免許センター

・仙南運転免許センター

・気仙沼警察署

計 49,223

運転免許試験（学科試験，技能試
験）

学科試験の得点及び技能試験の得
点（ただし，運転技能試験の中止
項目に該当して途中で試験を中止し
た場合は中止判定要素となった項
目）

合格発表の日 38,605
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２ 不服申立ての状況 

(1) 不服申立て件数 

 

24年度 

からの 

継続分 

25年度

の不服 

申立て 

計 

処   理   状   況 

決 定 （ 裁 決 ） 

取下げ 審理中 
却 下 棄 却 

一 部 

認 容 
認 容 

異 議 

申立て 
7 15 22 0 2 1 0 1 18 

審 査 

請 求 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 7 15 22 0 2 1 0 1 18 

（Ｈ９～25年度累計）      3 33 15 3 20 
 

 

(2) 不服申立ての件名等（審査会に諮問されたもの） 

諮問番号 不服申立て年月日 件       名 決定，裁決 

乙 １ 平成10年１月６日 
児童記録に記載されている個人情報の部分開示

決定に対する異議申立て 

平成11年6月22日 

一部認容 

乙 ２ 平成10年３月９日 
児童記録に記載されている個人情報の部分開示

決定に対する異議申立て 

平成11年９月24日 

一部認容 

乙 ３ 平成12年８月31日 
建築士事務所立入検査結果の個人情報の部分開

示決定に対する異議申立て 

平成13年８月３日 

一部認容 

乙 ４ 平成13年９月６日 

請求者に関して第三者から提出された要望書等

に記載された個人情報の部分開示決定に対する

異議申立て 

平成14年９月４日 

一部認容 

乙 ５ 平成14年５月１日 
請求者に関する事情調査記録部分開示決定に対

する異議申立て 

平成15年６月４日 

一部認容 

乙 ６ 平成14年６月14日 
請求者に関する入校選考総合判定表等部分開示

決定に対する異議申立て 

平成15年１月27日 

一部認容 

乙 ７ 平成14年９月２日 
請求者に関する「医療なんでも相談記録票」部

分開示決定に対する異議申立て 

平成15年４月18日 

認容 

乙 ８ 平成17年７月16日 
職員会議録に記載されている個人情報の不存在

決定に対する異議申立て 

平成20年１月21日 

原処分取消し 

乙 ９ 平成17年７月16日 

○○高校教頭が作成し，校長や県教委に提出し

た文書に記載されている個人情報の不存在決定

に対する異議申立て 

諮問後， 

乙８に併合 

乙 １０ 平成17年７月16日 

教育長が教育委員の○○に行った助言内容が分

かる文書等に記載されている個人情報の不存在

決定に対する異議申立て 

平成 18年 11月 13日 

棄却 

乙 １１ 平成17年７月16日 

県教委にも提出した○○と同じ診断書等に記載

されている個人情報の不存在決定に対する異議

申立て 

平成 18年 11月 13日 

棄却 
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諮問番号 不服申立て年月日 件       名 決定，裁決 

乙 １２ 平成17年７月16日 

○○と明記されている○○研修に係る要綱文書

に記載されている個人情報の不存在決定に対す

る異議申立て 

平成 18年 11月 13日 

棄却 

乙 １３ 平成17年７月16日 

病休を申し出て許可承認された記録と添付診断

書に記載された個人情報の不存在決定に対する

異議申立て 

平成 18年 11月 13日 

棄却 

乙 １４ 平成17年７月16日 

請求者が○○職員に○○を受け○○を負った

が，その○○が○○，○○，さらには他理由に

よる○○とする証明文書の不存在決定に対する

異議申立て 

平成 18年 11月 13日 

棄却 

乙 １５ 平成17年７月16日 

平成○，○，○年度の県教委と県顧問弁護士の

法律相談記録に記載された請求者に関する個人

情報不存在決定に対する異議申立て 

平成 18年 11月 13日 

棄却 

乙 １６ 平成17年７月16日 
請求者に関する県教委の○○があった記録の不

存在決定に対する異議申立て 

平成 18年 11月 13日 

棄却 

乙 １７ 平成17年12月26日 

１．平成○年度の○○研修員の請求者の研修状

況の評価に関わる文書 

２．判定会の判定に関わる文書 

３．研修状況の努力や姿勢が記録され・指導評

価に使う文書 

以上の文書に記載されている個人情報の部分開

示決定に対する異議申立て 

平 成 19年 10月 5日 

認容 

乙 １８ 平成18年４月８日 

当時の社教班長○○が，○○市○○になり県

教委の指導力不足教員研修審議の協力委員に

なって，発言した全ての文書に記載されてい

る個人情報の不存在決定に対する異議申立て 

平成 18年 11月 13日 

棄却 

乙 １９ 平成18年４月８日 

請求者の情報で，新しい教員のあり方に関す

る調査研究会議第１回第１分科会の内容，資

料に記載されている個人情報の不存在決定に

対する異議申立て 

平成 18年 11月 13日 

棄却 

乙 ２０ 平成18年４月14日 
長期特別研修報告書に記載されている個人情

報の部分開示決定に対する異議申立て 

平 成 19年 10月 5日 

一部認容 

乙 ２１ 平成18年４月14日 
弁護士相談記録に記載されている個人情報の

部分開示決定に対する異議申立て 

平成19年３月７日 

棄却 

乙 ２２ 平成18年４月３日 

平成○年○月○日に○○へ行った際，警察官

が臨場し，事情を説明したときの状況が分か

る書類に記載されている個人情報の部分開示

決定に対する審査請求 

平成19年６月20日 

一部認容 

乙 ２３ 平成18年５月８日 

○○校長が○月○日に確かに請求者事実であ

ると判断した証拠証言に記載されている個人

情報の不存在決定に対する異議申立て 

平 成 19年 10月 5日 

棄却 

乙 ２４ 平成18年５月８日 

○○校長報告書の根拠が○○証言の場合に

は,記録が確かである証拠，また年休了解を

行った記録に記載されている個人情報の不存

在決定に対する異議申立て 

平 成 19年 10月 5日 

棄却 
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諮問番号 不服申立て年月日 件       名 決定，裁決 

乙 ２５ 平成18年５月８日 

○○研修○月○日～○日の間に請求者がここ

にいること，○○との発言が事実である証拠

証言に記載されている個人情報の不存在決定

に対する異議申立て 

平 成 19年 10月 5日 

棄却 

乙 ２６ 平成18年５月８日 

請求者の年休が○月○日以前に監督校長が即

日承認した証拠文書，承認の事実に反して未

承認とした欠席簿に記載されている個人情報

の不存在決定に対する異議申立て 

平成20年３月24日 

棄却 

乙 ２７ 平成18年５月８日 

○年○日年休，○日病休をいつ誰が承認した

のか分かる文書，欠勤であれば欠勤認定の期

日と責任者氏名の分かる文書，不許可の欠席

簿公文書に記載されている個人情報の不存在

決定に対する異議申立て 

平成 19年 12月 10日 

棄却 

乙 ２８ 平成18年５月８日 

○第○号の記録が請求者事実であると判断し

た証拠証言等に記載されている個人情報の不

存在決定に対する異議申立て 

平成 19年 12月 10日 

棄却 

乙 ２９ 平成18年５月８日 

診断書期限が切れている場合に虚偽理由であ

るとして○○した行為が正当であるとする証

拠に記載されている個人情報の不存在決定に

対する異議申立て 

平成 19年 12月 10日 

棄却 

乙 ３０ 平成18年５月８日 

○第○号記録が請求者事実であると判断した

証拠証言，○日の打ち合わせで発言を求めた

記録が確かであるとする○○教頭の目撃証

言，休みを取る理由が相手によって違うとす

る証拠に記載されている個人情報の不存在決

定に対する異議申立て 

平成 19年 12月 10日 

棄却 

乙 ３１ 平成18年５月８日 

○第○号の記録が請求者事実であると判断し

た証拠証言で○○と言った証拠証言に記載さ

れている個人情報の不存在決定に対する異議

申立て 

平成19年３月24日 

棄却 

乙 ３２ 平成18年５月８日 
礼状原本に記載されている個人情報の不存在

決定に対する異議申立て 

平成20年８月５日 

取下げ 

乙 ３３ 平成18年５月８日 

○第○号の記録総合所見で，研修命令通知の

際の自己主張の証拠に記載されている個人情

報の不存在決定に対する異議申立て 

平成19年３月24日 

棄却 

乙 ３４ 平成18年５月８日 

研修配慮を義務付けた研修要綱に記載されて

いる個人情報の不存在決定に対する異議申立

て 

平成19年３月24日 

棄却 

乙 ３５ 平成18年５月８日 

○○校長の意見書にあるテレビ局職員に対す

る発言の証拠に記載されている個人情報の不

存在決定に対する異議申立て 

平成20年８月５日 

取下げ 

乙 ３６ 平成18年５月８日 
懲戒処分理由の証拠証言に記載されている個

人情報の不存在決定に対する異議申立て 

平成19年３月24日 

棄却 
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諮問番号 不服申立て年月日 件       名 決定，裁決 

乙 ３７ 平成18年５月８日 

○○校長，○○教委，県教委が○○研修に送

る以前に事実確認を行った証拠に記載されて

いる個人情報の不存在決定に対する異議申立

て 

平成20年８月５日 

取下げ 

乙 ３８ 平成18年５月18日 

事故報告書が稟議にかけられた日が分かる文

書に記載されている個人情報の不存在決定に

対する異議申立て 

平成20年８月５日 

取下げ 

乙 ３９ 平成18年５月８日 

○○校長の意見書にある虚偽の申し出による

病休の証拠，診断書があるのに自己都合とし

て○○を行わせた証拠に記載されている個人

情報の不存在決定に対する異議申立て 

平成20年８月５日 

取下げ 

乙 ４０ 平成18年５月11日 

弁護士記録と監督校長承認の違いが分かる書

類等に記載されている個人情報の不存在決定

に対する異議申立て 

平成20年８月５日 

取下げ 

乙 ４１ 平成18年５月11日 

診断書期限が切れている場合に虚偽理由であ

るとして○○した行為が正当であるとする証

拠等に記載されている個人情報の不存在決定

に対する異議申立て 

平成20年８月５日 

取下げ 

乙 ４２ 平成18年５月11日 

病休承認が服務規律違反となる証拠に記載さ

れている個人情報の不存在決定に対する異議

申立て 

平成20年８月５日 

取下げ 

乙 ４３ 平成18年５月11日 

即日承認されたのに校長の了解なしに研修放

棄したと認定できる証拠に記載されている個

人情報の不存在決定に対する異議申立て 

平成20年８月５日 

取下げ 

乙 ４４ 平成18年５月11日 

長特研検討結果の事実認定証拠に記載されて

いる個人情報の不存在決定に対する異議申立

て 

平成20年８月５日 

取下げ 

乙 ４５ 平成18年５月11日 
○○が○○を強要した記録に記載されている

個人情報の不存在決定に対する異議申立て 

平成20年８月５日 

取下げ 

乙 ４６ 平成18年５月15日 

懲戒処分事情聴取テープ文書を作成した職員

氏名等に記載されている個人情報の不存在決

定に対する異議申立て 

平成20年８月５日 

取下げ 

乙 ４７ 平成17年７月16日 

○○教委あて第２期から第４期研修報告書に

記載されている個人情報の不存在決定に対す

る異議申立て 

平成20年８月５日 

取下げ 

乙 ４８ 平成18年７月10日 

平成○年○月○日の年休が不許可となってい

る○○教委への文書に記載されている個人情

報の不存在決定に対する異議申立て 

平成20年８月５日 

取下げ 

乙 ４９ 平成18年７月13日 

○号文書の関係機関への送付簿に記載されて

いる個人情報の不存在決定に対する異議申立

て 

平成20年８月５日 

取下げ 

乙 ５０ 平成18年７月13日 

長特研文書一切，不適切事実調査文書に記載

されている個人情報の不存在決定に対する異

議申立て 

平成20年８月５日 

取下げ 
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諮問番号 不服申立て年月日 件       名 決定，裁決 

乙 ５１ 平成18年９月２日 

○○町からの懲戒処分内申書の理由と非違事

実を書いた文書(添付されたもの）に記載さ

れている個人情報の不存在決定に対する異議

申立て 

平成20年８月５日 

取下げ 

乙 ５２ 平成18年12月18日 

平成○年○月○日○頃に発生した事故処理に

関する物件事故報告書に記載されている個人

情報の部分開示決定等に対する審査請求 

平成20年８月27日 

一部認容 

乙 ５３ 平成19年１月８日 

請求者の長期特別研修状況報告書(１期～４

期の前期分）に記載されている個人情報の不

存在決定に対する異議申立て 

平成20年８月５日 

取下げ 

乙 ５４ 平成20年４月24日 

平成○年○月○日に実施された，○○試験の

採点された解答用紙に記載されている個人情

報の非開示決定に対する異議申立て 

平成21年８月12日 

一部認容 

乙 ５５ 平成20年６月30日 

平成○年○月○日付け意見書，平成○年○月

○日付け○○に関する調査資料に記載されて

いる個人情報の部分開示決定等に対する異議

申立て 

平成22年 2月 10日 

一部認容 

乙 ５６ 平成20年11月12日 

平成○年○月○日○頃に発生した請求者の事

故の写真及び図に記載されている個人情報の

不存在決定等に対する審査請求 

平成22年 5月 19日 

棄却 

乙 ５７ 平成21年４月７日 

○○審査会での請求者に関する話し合いの全

内容及び○○が提出した請求者に関する報告

書に記載されている個人情報の部分開示決定

に対する異議申立て 

平成22年 9月 15日 

一部認容 

乙 ５８ 平成21年５月27日 

平成○年○月○日付け○○の認定について及

び平成○年○月○日付け平成○年度第○回○

○審査委員会資料に記載されている個人情報

の部分開示決定に対する異議申立て 

平成23年 1月 14日 

一部認容 

乙 ５９ 平成21年12月25日 

平成○年○月○日付け○○の所見及び平成○

年○月○日付け○○の所見に記載されている

個人情報の非開示決定に対する異議申立て 

平成24年５月23日

棄却 

乙 ６０ 平成23年２月14日 

第○回宮城県教育委員会定例会会議録に記載

されている個人情報の部分開示決定に対する

異議申立て 

平成 24年 10月 12日

棄却 

乙 ６１ 平成23年２月14日 

平成○年○月○日付け事実確認音声記録（被

害者）及び平成○年○月○日付け追加事実確

認音声記録（被害者）に記録されている個人

情報の非開示決定に対する異議申立て 

平成25年４月17日

棄却 

乙  ６２ 平成23年６月６日 
第三者の提出した始末書に記載された個人情

報の部分開示決定に対する異議申立て 
審理中 

乙  ６３ 平成23年11月５日 

昇給・昇格発令内申調書（Ｈ○○．○）及び

昇給・昇格発令内申調書（Ｈ○○．○）に記

載された個人情報の部分開示決定に対する異

議申立て 

平成25年３月12日

一部認容 
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諮問番号 不服申立て年月日 件       名 決定，裁決 

乙  ６４ 平成24年３月12日 
請求者に対する懲戒請求書に記載された個人

情報の部分開示決定に対する異議申立て 

平成25年９月12日

棄却 

乙  ６５ 平成24年１月26日 
請求者の措置入院関係文書に記載された個人

情報の部分開示決定に対する異議申立て 
審理中 

乙 ６６ 平成24年６月11日 
公共職業訓練入学選考面接票に記載された個

人情報の部分開示決定に対する異議申立て 

平 成 25年 11月 15日

一部認容 

乙 ６７ 平成24年12月19日 
教職員の事故報告書に記載された個人情報の

部分開示決定に対する異議申立て 
審理中 

乙 ６８ 平成25年２月22日 
教職員の事故関係文書に記載された個人情報

の部分開示決定に対する異議申立て 
審理中 

乙 ６９ 平成25年７月27日 

児童相談所における請求者の記録が記載され

た個人情報の部分開示決定に対する異議申立

て 

審理中 

 

 

３ 個人情報保護審査会の開催状況 

 平成25年度は12回開催され，実施機関から諮問等のあった事案について審議を行い，不服申立て

に係るもの（乙号）３件の答申がなされています。  

 

 開催年月日 審 議 事 項 等 

第173回 Ｈ25.４.25 

・諮問乙第64号（懲戒請求文書（部分開示））事案に係る審議 

・諮問乙第66号（公共職業訓練入学選考面接票（部分開示））事案に係る審議 

・諮問乙第62号（調剤薬局始末書 （部分開示））事案に係る審議 

第174回 Ｈ25.５.30 

・諮問乙第64号（懲戒請求文書（部分開示））事案に係る審議 

・諮問乙第66号（公共職業訓練入学選考面接票（部分開示））事案に係る審議 

・諮問乙第62号（調剤薬局始末書 （部分開示））事案に係る審議 

第175回 Ｈ25.６.21 

・諮問乙第64号（懲戒請求文書（部分開示））事案に係る審議 

・諮問乙第66号（公共職業訓練入学選考面接票（部分開示））事案に係る審議 

・諮問乙第62号（調剤薬局始末書 （部分開示））事案に係る審議 

第176回 Ｈ25.７.30 

・諮問乙第64号（懲戒請求文書（部分開示））事案に係る審議 

・諮問乙第66号（公共職業訓練入学選考面接票（部分開示））事案に係る審議 

・諮問乙第62号（調剤薬局始末書 （部分開示））事案に係る審議 

第177回 Ｈ25.８.23 

◇諮問乙第64号（懲戒請求文書（部分開示））事案に係る答申（答申乙第48

号） 

・諮問乙第66号（公共職業訓練入学選考面接票（部分開示））事案に係る審議 

・諮問乙第65号（措置入院関係文書（部分開示））事案に係る審議 

第178回 Ｈ25.10.10 
・諮問乙第66号（公共職業訓練入学選考面接票（部分開示））事案に係る審議 

・諮問乙第67号（教職員の事故報告書（部分開示））事案に係る審議 
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 開催年月日 審 議 事 項 等 

第179回 Ｈ25.10.31 

◇諮問乙第66号（公共職業訓練入学選考面接票（部分開示））事案に係る答申

（答申乙第49号） 

・諮問乙第62号（調剤薬局始末書 （部分開示））事案に係る審議 

・諮問乙第65号（措置入院関係文書（部分開示））事案に係る審議 

・諮問乙第67号（教職員の事故報告書（部分開示））事案に係る審議 

第180回 Ｈ25.11.21 

・諮問乙第67号（教職員の事故報告書（部分開示））事案に係る実施機関か

らの意見聴取 

・諮問乙第62号（調剤薬局始末書 （部分開示））事案に係る審議 

・諮問乙第65号（措置入院関係文書（部分開示））事案に係る審議 

第181回 Ｈ25.12.11 

・諮問乙第62号（調剤薬局始末書 （部分開示））事案に係る審議 

・諮問乙第65号（措置入院関係文書（部分開示））事案に係る審議 

・諮問乙第67号（教職員の事故報告書（部分開示））事案に係る審議 

第182回 Ｈ26.１.24 

・住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の県独自利用事

務について【公開】 

・諮問乙第62号（調剤薬局始末書 （部分開示））事案に係る審議 

・諮問乙第67号（教職員の事故報告書（部分開示））事案に係る審議 

第183回 Ｈ26.２.20 

・諮問乙第62号（調剤薬局始末書 （部分開示））事案に係る審議 

・諮問乙第67号（教職員の事故報告書（部分開示））事案に係る審議 

第184回 Ｈ26.３.18 

◇諮問乙第62号（調剤薬局始末書 （部分開示））事案に係る答申（答申乙第

50号） 

・諮問甲第36号（施設入所希望者に係る個人情報の直接収集の原則の例外）

事案に係る実施機関からの意見聴取 

・諮問乙第65号（措置入院関係文書（部分開示））事案に係る審議 
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（参考） 

宮城県個人情報保護審査会委員名簿（五十音順） 

 
 

（平成24年10月14日から） 

氏  名 区  分 備  考 

飯 島 淳 子 学識経験者  

井 坂 正 宏 学識経験者  

 中 谷  聡 法律家 会長 

 細 川 美千子 個人情報の保護に造詣の深い者 会長職務代理者 

 松 尾  大 法律家  
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