
（２）警察情報センター所管分

整理
番号

請求年月日 請求内容 対象行政文書
決定通知
年月日

決定内容 所管課
非開示情報の

適用項・号
（条例第８条）

請求者
団・個別

1 H21.4.15 古物市場主一覧 H21.4.16 取下げ 生活環境課
個人

（県外）

2 H21.4.28 既に廃棄された文書に係る廃棄した根拠文書 宮城県警察文書管理規程 H21.5.12 開示 監察課
個人

（県内）

3 H21.5.11
平成２１年１月１日から４月３０日までに宮城県公安委員会が告示し
た検定遊技機が分かる文書

検定遊技機告示書 H21.5.19 開示 生活環境課
団体

（県外）

4 H21.5.11
平成２０年３月１日から平成２１年５月１日までの懲戒処分及び監督
上の措置内容が分かる文書

①懲戒処分簿（平成２０年）
②本部長（所属長）訓戒（注意）処分簿（平成２０年・平成２１年）

H21.5.22 部分開示 監察課 １－２
団体

（県内）

5 H21.5.11 同上 （請求内容のうち、懲戒処分簿（平成２１年）） H21.5.22 不存在 監察課
団体

（県内）

6 H21.5.29 交通規制基準の一部分 交通規制基準 H21.6.4 開示 交通規制課
個人

（県内）

7 H21.6.18
２００４年度から２００８年度までに登米市中田町内で発生した人身
交通事故に関する文書

交通事故臨場処理簿（人身） H21.7.29 部分開示 交通指導課
１－２
１－４

個人
（県内）

8 H21.6.19 統合型ＧＩＳシステム機器賃貸借仕様書 H21.6.22 取下げ 情報管理課
団体

（県内）

9 H21.6.30
平成２１年５月１日から６月３０日までに宮城県公安委員会が告示し
た検定遊技機が分かる文書

検定遊技機告示書 H21.7.6 開示 生活環境課
団体

（県外）

10 H21.7.16 デリバリーヘルスの特定店舗の代表者氏名が分かる文書 無店舗型性風俗特殊営業届出確認書 H21.7.27 開示 生活環境課
個人

（県内）

11 H21.7.28
①特定日に警察官が特定場所からのどのような報告に基づいて臨
場したかが分かる文書
②上記により臨場した警察官が行った行動が分かる文書

勤務日誌 H21.8.24 部分開示 地域課
１－２
１－４
１－７

個人
（県外）

12 H21.8.31
平成２１年７月１日から８月３１日までに宮城県公安委員会が告示し
た検定遊技機が分かる文書

H21.8.31 取下げ 生活環境課
団体

（県外）

13 H21.9.7 探偵業届け出業者一覧 探偵業届出証明書番号管理簿 H21.9.18 部分開示 生活環境課 １－２
団体

（県外）

14 H21.9.15
特定日に特定場所で特定人が死亡した際にとった調書、関係書
類、写真の一切

H21.9.15 取下げ 捜査第一課
個人

（県内）

15 H21.9.17
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 H21.9.30 部分開示 生活環境課
１－２
１－４

団体
（県外）

16 H21.9.17
仙台市青葉区の特定場所に所在する廃業した風俗営業返納理由
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 H21.9.30 部分開示 生活環境課
１－２
１－３

団体
（県外）

17 H21.9.30
特定人が営業又は届出した仙台市内の無店舗型性風俗特殊営業
届出が分かる文書（無店舗型性風俗特殊営業届出確認書）

無店舗型性風俗特殊営業届出確認書 H21.10.9 開示 生活環境課
個人

（県外）

18 H21.10.2
特定場所に設置されているオービスの設置年月日及び稼働年月日
が分かるもの

H21.10.16 存否応答拒否 交通指導課
個人

（県外）

19 H21.10.2
特定場所に設置されているオービスの保守点検、定期点検及び動
作テストの方法及び結果が分かるもの

H21.10.16 存否応答拒否 交通指導課
個人

（県外）

20 H21.10.2
特定場所に設置されているオービスの稼働年月日から特定日まで
に当該位置を通過した車両の総台数が分かるもの

H21.10.16 存否応答拒否 交通指導課
個人

（県外）

21 H21.10.2
特定日に特定場所に設置されているオービスで請求者が撮影され
た写真及び取調べで見せられたもの

H21.10.2 取下げ 交通指導課
個人

（県外）
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決定通知
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請求者
団・個別

22 H21.10.7
平成２１年５月から９月までの県警職員の懲戒処分及び監督上の
措置内容が分かる文書

本部長（所属長）訓戒（注意）処分簿（平成２１年） H21.10.21 部分開示 監察課 １－２
団体

（県内）

23 H21.10.7 同上 （請求内容のうち、懲戒処分簿（平成２１年）） H21.10.21 不存在 監察課
団体

（県内）

24 H21.10.28
１９９６年から２００４年（度）における月別（又は年（度）別）、市区町
村別（又は警察署別）の道路交通法違反の反則事件として告知さ

H21.11.2 取下げ 交通指導課
個人

（県外）

25 H21.10.28
１９９６年から２００４年（度）における月別（又は年（度）別）、市区町
村別（又は警察署別）の法令違反をした運転者の免許の取消、拒
否、停止及び保留それぞれの件数

H21.11.2 取下げ 運転教育課
個人

（県外）

26 H21.10.28
統計を取り始めてからの、年（度）別の児童虐待に関する相談の受
理件数、児童虐待事件の認知件数、認知人員、検挙件数、検挙人
員及び被害児童数

H21.11.2 取下げ 少年課
個人

（県外）

27 H21.11.16 ２００８年の捜索願（家出人等）の受理件数の総数 過去５年間における捜索願受理状況 H21.11.27 開示 生活安全企画課
法人

（県外）

28 H21.11.17
特定日に特定場所において警察官が現場で取り扱ったことについ
て分かる文書

勤務日誌 H21.11.27 部分開示 地域課
１－２
１－４

個人
（県内）

29 H21.12.8
平成１９年５月から現在までに、特定団体が行った大崎市鹿島台の
農道に対する交通規制の申請の有無が分かる一切の文書

H21.12.21 不存在 交通規制課
個人

（県外）

30 H21.12.8 平成２０年中の交通指導取締り状況が分かる文書 H21.12.14 取下げ 交通指導課
個人

（県外）

31 H21.12.8 平成２１年中の交通指導取締り活動水準が分かる文書 平成２１年における交通指導取締り活動水準について(通知） H21.12.22 部分開示 交通指導課
１－４
１－７

個人
（県外）

32 H21.12.8
「平成２０年中の交通指導取締り活動水準について(通知）」の別添
文書のうち、特定項目の具体的な内容が分かる文書

H21.12.14 取下げ 交通指導課
個人

（県外）

33 H22.1.5
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
店営業店舗の営業開始届出書の写し。

許可申請書 H22.1.18 部分開示 生活環境課
１－２
１－４

団体
（県外）

34 H22.1.5
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

返納理由書 H22.1.18 部分開示 生活環境課 １－２
団体

（県外）

35 H22.1.5
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
店営業店舗の営業開始届出書の写し。

H22.1.18 不存在 生活環境課
団体

（県外）

36 H22.1.5
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

返納理由書 H22.1.18 部分開示 生活環境課 １－２
団体

（県外）

37 H22.1.27 特定の風俗営業店舗の代表者氏名、住所、連絡先 H22.1.27 取下げ 生活環境課
個人

（県外）

38 H22.1.29
現在営業している無店舗型性風俗特殊営業で、事務所の所在地が
仙台市青葉区内である店舗の店名、住所、電話番号が分かる文書

無店舗型性風俗特殊営業届出確認書 H22.2.25 部分開示 生活環境課
１－２
１－３

個人
（県内）

39 H22.2.2 探偵業者届出一覧表 探偵業届出証明書番号管理簿 H22.2.16 部分開示 生活環境課 １－２
団体

（県外）

40 H22.2.15
石巻警察署に寄せられたＤＶ及びストーカー行為に関する相談の
一切の資料（Ｈ２１．１．１～Ｈ２２．２．１０の分）

警察安全相談受理簿、相談・苦情受理票（補助用紙及び添付書類
を含む。）

H22.6.30 部分開示 県民広報課
１－２
１－４

個人
（県内）

41 H22.2.15 同上

対応票等管理表、相談等記録票、配偶者からの暴力相談等対応
票、相談・苦情受理票の写し、補助用紙及び添付書類
管理表、ストーカー事案相談受理（認知）報告、相談・苦情受理票
の写し、補助用紙及び添付書類

H22.6.30 部分開示 生活安全企画課
１－２
１－４

個人
（県内）


