
(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

処理状況 担当課室（所） 備考 団・個別

1 H24.4.2
特定場所に所在する特定運転代行業者の認定年月日と自動車台
数が分かる文書

認定申請書，認定証 H24.4.12 部分開示 交通企画課
１－２
１－３

個人
（県内）

2 H24.7.25
特定警備業者の認定証更新申請書及び添付書類並びに最新の会
社所在地が記録されている変更届

認定証更新申請書及び添付書類，法第11条第１項変更届出書及び添
付書類

H24.8.8 部分開示 生活環境課
１－２
１－３

団体
（県内）

3 H24.7.26

平成23年度，平成24年度における宮城県警察を契約者とする次
の損害保険契約保険証券の写し及び特約条項。入札がある場
合，その仕様書の写し。
①公用車の自動車保険

庁用自動車の自動車保険（警察本部分）に係る次の行政文書
１　自動車総合保険保険証券
２　自動車総合保険保険契約明細書
３　全車両包括特約条件書

H24.8.9 開示 装備施設課
団体

（県内）

4 H24.7.26

平成23年度，平成24年度における宮城県警察を契約者とする次
の損害保険契約保険証券の写し及び特約条項。入札がある場
合，その仕様書の写し。
①公用車の自動車保険

（庁用自動車の自動車保険（警察本部分）に係る仕様書） H24.8.9 不存在 装備施設課
団体

（県内）

5 H24.7.26

平成23年度，平成24年度における宮城県警察を契約者とする次
の損害保険契約保険証券の写し及び特約条項。入札がある場
合，その仕様書の写し。
①公用車の自動車保険

１　運転免許試験車両等自動車任意保険（平成23年度分）に係るもの
（1）  自動車保険証券
（2）　自動車保険契約明細書
（3）  全車両一括特約条件書
（4）　運転免許試験車両任意保険仕様書
２　運転免許試験車両等自動車任意保険（平成24年度分）に係るも
の
（1）　自動車保険証券
（2）　自動車保険証券（明細書）

H24.8.9 開示 運転免許課
団体

（県内）

6 H24.7.26

平成23年度，平成24年度における宮城県警察を契約者とする次
の損害保険契約保険証券の写し及び特約条項。入札がある場
合，その仕様書の写し。
①公用車の自動車保険

１　運転免許試験車両等自動車任意保険（平成23年度分）に係るもの
（1）　自動車保険契約明細書
（2）　運転免許講習車両任意保険仕様書
２　運転免許試験車両等自動車任意保険（平成24年度分）に係るも
の
（1）　自動車保険証券（明細書）

H24.8.9 開示 運転教育課
団体

（県内）

7 H24.7.26

平成23年度，平成24年度における宮城県警察を契約者とする次
の損害保険契約保険証券の写し及び特約条項。入札がある場
合，その仕様書の写し。
②県警ヘリコプターの航空保険

１　航空損害保険（国内旅行損害保険）に係るもの
（1）　国内旅行総合保険証券
（2）　航空損害保険（国内旅行損害保険）仕様書
２　航空機（あおば）第三者賠償責任保険に係るもの
（1）　航空機保険証券
（2）　航空保険仕様書
３　航空機（くりこま）第三者賠償責任保険に係るもの
（1）　航空機保険証券
（2）　航空保険仕様書
４　航空機（まつしま）第三者賠償責任保険に係るもの
（1）　航空機保険証券
（2）　航空保険仕様書
（3）　航空保険仕様書

H24.8.9 開示 地域課
団体

（県内）

8 H24.7.26

平成23年度，平成24年度における宮城県警察を契約者とする次
の損害保険契約保険証券の写し及び特約条項。入札がある場
合，その仕様書の写し。
②県警ヘリコプターの航空保険

（航空機（まつしま）第三者賠償責任保険（平成24年度分）に係る航
空機保険証券）

H24.8.9 不存在 地域課
団体

（県内）

9 H24.7.26

平成23年度，平成24年度における宮城県警察を契約者とする次
の損害保険契約保険証券の写し及び特約条項。入札がある場
合，その仕様書の写し。
③交通施設の賠償責任保険

交通信号機，交通標識等賠償責任保険に係る次の行政文書
１　賠償責任保険証券（特約を含む。）
２　賠償責任保険証券明細書
３　交通信号機・交通標識等賠償責任保険仕様書

H24.8.9 開示 交通規制課
団体

（県内）

10 H24.8.15
平成23年４月から平成24年８月１５日までに，宮城県警察官及び
職員に行われた処分の内容が分かる文書（分限処分）

分限処分簿（平成23年，平成24年） H24.8.29 部分開示 警務課 １－２
団体

（県内）

11 H24.8.15
平成23年４月から平成24年８月１５日までに，宮城県警察官及び
職員に行われた処分の内容が分かる文書（懲戒処分，訓戒処
分，注意処分）

懲戒処分簿（平成24年），本部長（所属長）訓戒（注意）処分簿
（平成23年，平成24年）

H24.8.29 部分開示 監察課 １－２
団体

（県内）
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番号

請求年月日 請求内容 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

12 H24.8.15
平成23年４月から平成24年８月１５日までに，宮城県警察官及び
職員に行われた処分の内容が分かる文書（懲戒処分，訓戒処
分，注意処分）

（懲戒処分簿（平成23年）） H24.8.29 不存在 監察課
団体

（県内）

13 H24.8.20
宮城県における，平成24年６月１日から同年８月１６日までに届
出を受理された深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出
書及び申請を許可された許可申請書

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書（平成24年６月１日
から同年８月16日までに届出を受理したもの），許可申請書（平成24
年６月１日から同年８月16日までに申請を許可したもの）

H24.9.13 部分開示 生活環境課
１－２
１－３
１－４

個人
（県内）

14 H24.8.29
宮城県公安委員会の権限に属する事項の専決に関する規程，文
書作成を規定する規程，規則等

宮城県公安委員会の権限に属する事項の専決に関する規程，行政文
書管理規則，行政文書管理規則施行規程，宮城県警察文書管理規
程，行政文書作成要領の一部改正について（通達）

H24.9.7 開示 総務課
個人

（県内）

15 H24.8.29
道路法による意見聴取方法や記録方法について定めた法令，内
部規程，マニュアル等

H24.10.11 不存在 交通規制課
個人

（県内）

16 H24.8.29
道路法に伴う意見聴取や道路協議等で内容のチェックや確認等を
行う場合の判断の基本となる法令，基準等

道路協議要領，平面交差点のチェックポイント H24.10.11 開示 交通規制課
個人

（県内）

17 H24.8.29
道路法により意見聴取を行う場合，自らが計画し作成するための
基準となる法令等

交通規制基準（第２章　交通規制総則） H24.10.11 開示 交通規制課
個人

（県内）

18 H24.8.29
意見聴取の事前事務を，実務上の取扱いとして警察署長及び交
通規制課長に行わせる根拠となる通知等

H24.10.11 不存在 交通規制課
個人

（県内）

19 H24.8.29
意見聴取において，実際現地で立ち会って確認しなければならな
いことを規定している規程等及びその必要性を記述した文書

H24.10.11 不存在 交通規制課
個人

（県内）

20 H24.8.29

・○○線に係る意見聴取内容の現地確認の相手が○○町長では
なく○○土木職員となる根拠を示す法令等
・意見聴取を行った者以外の者でも，その道路の管理者であれ
ば立ち会うことができる根拠を示した規則等
・町道部に係る立ち会いの求めがあったなら，それを示す文書と
立ち会い実施の判断基準を示した規則等

H24.10.11 不存在 交通規制課
個人

（県内）

21 H24.8.29
立ち会いにおける一担当官の判断基準及び一担当官が現況で良
しと判断できる権限を裏付ける規定等

H24.10.11 不存在 交通規制課
個人

（県内）

22 H24.8.29

所轄の警察署が意見聴取に臨むために，その技量を確保するた
めの方法を示すマニュアル等，及び所轄の警察署が交差点構造
内容まで踏み込んで協議する意見聴取に応ずる事を業務内容とし
た通知等

H24.10.11 不存在 交通規制課
個人

（県内）

23 H24.9.5
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） H24.9.13 部分開示 生活環境課
１－２
１－３

団体
（県外）

24 H24.9.10
公安委員会や各警察署が受ける陳情の処理規定又はその手続等
を記載した一切の文書

H24.9.21 不存在 総務課
個人

（県内）

25 H24.9.10
陳情の処理規定又は手続等に基づいて，陳情を受付処理した一
連の文書（平成17年度以降１箇所，平成17年度以前１箇所）

H24.10.23 不存在 交通規制課
個人

（県内）

26 H24.9.10
道路交通法第110条の２第３項に基づいた，公安委員会側が計画
した自転車横断帯及び横断歩道設置を計画した元図

町道○○線一般県道○○線計画平面図 H24.10.23 開示 交通規制課
個人

（県内）

27 H24.9.10
道路法第95条の２第１項及び道路交通法第110条の２第３項に基
づいた双方の意見聴取内容理由経緯，やむを得ないその理由等
を明示した文書

○○警察署交通課起案文書，交通規制課起案文書 H24.10.23 部分開示 交通規制課
１－２
１－４
１－７

個人
（県内）

28 H24.9.10

・既存の自転車横断帯及び横断歩道を廃止する場合の交通規制
業務フローチャート，事務処理フロート，廃止基準等を示した規
程，マニュアル等の一切
・慣行として行われているのであれば，何に準じて処理したの
か，その規程やマニュアル等
・上記規程に基づいて処理した箇所の，平成17年度以降で１箇
所，平成17年度以前で１箇所について，初めから完了までの文書
一切

H24.10.23 不存在 交通規制課
個人

（県内）

29 H24.9.10
事前に計画し，道路構造令に則り計画させ，将来の交通量に対
応するように用地の確保を求めなさいとしている中で，それを無
視したことがなぜできたのか，その理由を説明できる文書

H24.10.23 不存在 交通規制課
個人

（県内）



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

処理状況 担当課室（所） 備考 団・個別

30 H24.9.21
平成19年から平成23年までの宮城県青少年健全育成条例の検挙
数のうち，態様別の検挙件数と身柄事件の数が分かる文書

H24.9.21 取下げ 少年課
個人

（県外）

31 H24.10.3 平成14年度から平成23年度までの風俗営業の件数の統計 H24.10.3 取下げ 生活環境課
個人

（県外）

32 H24.10.8 平成22年度及び平成23年度のＩＴ関連費用の予算，決算情報 H24.10.16 取下げ 会計課
団体

（県外）

33 H24.10.16
平成23年から平成24年９月末までに，県内のパチンコ店が風適
法第12条，第16条，条例違反で指示処分を受けたときの内容

指示書（控え）（平成23年１月１日から平成24年９月30日までの間に
指示を行ったもの。）

H24.10.30 部分開示 生活環境課
１－２
１－３

団体
（県外）

34 H24.11.5
大崎市古川の特定場所における最高速度の規制標識の有無及び
設置時期が分かる文書

H24.11.16 不存在 交通規制課
個人

（県内）

35 H24.11.8
平成21年から平成24年までの亘理町の特定場所における現認記
録係用取締りメモ

H24.11.14 取下げ 交通指導課
個人

（県内）

36 H24.11.8
平成21年から平成24年までの亘理警察署管内における速度違反
検挙件数

交通違反取締日報（平成21年，平成22年，平成23年及び平成24年11
月８日までの分のうち，請求内容に係る取締件数が記録されている部
分）

H24.11.21 開示 交通指導課
個人

（県内）

37 H24.11.8 過去３年間の亘理町の特定場所における交通事故発生状況
交通事故臨場処理簿（物件）（平成22年，平成23年及び平成24年10
月31日までの分のうち，請求内容に係る交通事故が記録されている部
分）

H24.11.21 部分開示 交通指導課
１－２
１－３
１－４

個人
（県内）

38 H24.11.12
仙台市太白区の特定道路に現在設置されている道路標識，補助
標識及び道路標示について，設置された時期が分かる文書

道路標識管理簿，道路標示管理簿，修繕等伝票 H24.11.26 部分開示 交通規制課

　１－２
　１－７
第２項本
文の規
定による
第１項第
４号

個人
（県内）

39 H24.11.12
仙台市太白区の特定道路に現在設置されている道路標識，補助
標識及び道路標示について，設置された時期が分かる文書

請求内容のうち，「仙台市太白区の特定道路に現在設置されている補
助標識について，設置された時期が分かる文書」

H24.11.26 不存在 交通規制課
個人

（県内）

40 H24.11.22 平成24年の特定日に亘理警察署が臨場した交通事故発生状況 交通事故臨場処理簿（平成24年の特定日の分） H24.11.30 部分開示 交通指導課
１－２
１－４

個人
（県内）

41 H24.11.29
平成21年度から平成23年度までの，行政処分係が行う交通違反
点数登録除外について，事実誤認，不存在及びそれ以外の件数
の内訳が分かる文書。ただし，交通事故の分を除く。

登録除外簿（平成21年～平成23年） H24.12.20 部分開示 運転教育課
１－２
１－７

個人
（県内）

42 H24.12.20
宮城県内の無店舗型性風俗特殊営業（１号，２号）事業者の呼
称，事務所の所在地，営業者名等が記録された文書

H24.12.21 取下げ 生活環境課
団体

（県外）

43 H25.1.17
平成24年の特定日時に仙台市青葉区の特定場所で行われていた
道路工事に係る道路使用許可申請書及び添付書類

道路使用許可申請書及び添付書類 H25.1.29 部分開示 交通規制課
１－２
１－４

団体
（県内）

44 H25.2.12 請求者の所有物について警察署等で作成された文書 H25.2.25 存否応答拒否 捜査第二課 １－２
個人

（県外）

45 H25.2.22
宮城県警察本部発注の公共工事に関する金入り設計書（８件
分）

交通信号機改良工事設計書　交通信号機一般改修工事設計書
大型張出式道路標識等設置工事設計書　道路標示塗装及び抹消工事
設計書（４件分）　灯火標識等一般改修工事設計書

H25.3.6 開示 交通規制課
団体

（県外）

46 H25.2.28
現在営業している仙台市青葉区の特定場所に係る風俗営業の許
可又は性風俗関連特殊営業，深夜における酒類提供飲食店営業
の届出の詳細結果（現在の代表者が分かる文書）

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

H25.3.28 部分開示 生活環境課
１－２
１－３
１－４

団体
（県外）

47 H25.2.28
現在営業している仙台市青葉区の特定場所に係る風俗営業の許
可又は性風俗関連特殊営業，深夜における酒類提供飲食店営業
の届出の詳細結果（現在の代表者が分かる文書）

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

H25.3.28 不存在 生活環境課 　
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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