
平成25年度公文書公開請求及び公開状況報告

整理番号 受理月日 請求公文書の件名又は具体的内容 対象公文書件名 担当部課 決定日 決定内容 備考

1 H25.4.1

平成24年度特別支援学級入級者の入級判別に関わった者の職氏名と判
別理由を学校ごとに

平成24年度特別支援学級入級者の入級判別に関わった者の職氏名と判
別理由を学校ごとに

学校教育課 H25.4.8 部分公開

2 H25.4.12

１．平成25年2月20日以降の市内の各仮置き場の管理費用に関する書類
及び金額（中倉処分場も含む。平成25年3月31日まで）　２．平成25年2月
20日以降の家屋解体の契約書の書類及び金額（最終）　３．産業建設常任
委員協議会25年1月31日開催の中で災害廃棄物処理事業の金属スクラッ
プ調査集計表C１～C13までの業者名の記載

１．平成25年2月20日以降の市内の各仮置き場の管理費用に関する書類
及び金額（中倉処分場も含む。平成25年3月31日まで）　２．平成25年2月
20日以降の家屋解体の契約書の書類及び金額（最終）　３．産業建設常任
委員協議会25年1月31日開催の中で災害廃棄物処理事業の金属スクラッ
プ調査集計表C１～C13までの業者名のわかるもの

環境課 H25.4.16 部分公開

3 H25.4.12

H23.24年度分復旧作業の振込明細（市が塩竈市災害復旧連絡協議会へ
の支払いのため、振込に使用した金融機関について、振込明細）

振込明細書

環境課・水産振興
課・土木課

H25.4.16 非公開
情報公開条例第
10条3号に該当

4 H25.4.12

塩竈市に送られた「塩竈市災害復旧連絡協議会」解散の報告書・報告書を
受けて「塩釜市災害防止協力会」「塩竈建設協議会」に送られた塩竈市長
名の文書

塩竈市に送られた「塩竈市災害復旧連絡協議会」解散の報告書・報告書を
受けて「塩釜市災害防止協力会」「塩竈建設協議会」に送られた塩竈市長
名の文書

都市計画課 H25.4.12 公開

5 H25.4.22

3.11大震災に係る学校の以下の文書①犠牲となった児童・生徒がいる学
校からの地教委への報告書等②文部科学省による東日本大震災におけ
る学校等の対応に関する調査の①の学校の調査回答用紙の写し・控え

①文書不存在　②犠牲となった児童・生徒がいる学校の調査回答用紙

学校教育課 H25.5.7 公開

6 H25.4.25

平成２４年度市内小中学校特別支援学級の週時間割とカリキュラム

学校教育課 H25.5.7 文書不存在

7 H25.5.8

H２３．２４年度政務調査費の交付について 塩竈市議会政務調査費関係綴り（平成23，24年度）

議会事務局 H25.5.21 公開

8 H25.5.28

土地・家屋の現況把握のためにした「塩釜市地図情報システム更新業務
委託【名称が異なる場合は同趣旨の）契約書・仕様書」により取得した成果
品（中間成果品を含む）としての「地図データファイル」の複製。電磁的な記
録がない場合は、地番、筆界、大字・字名、大字・字界などがわかる図面
の写し（平成25年1月1日現在のもの又は直近のもの）

塩竈市地番図の電磁的記録

税務課 H25.6.5 公開

9 H25.6.20

塩竈市建設工事執行規則（昭和45年9月10日規則第22号）第11条に基づく
「24‐補　牛生雨水ポンプ場（機械設備）築造工事」の最低制限価格

「24‐補　牛生雨水ポンプ場（機械設備）築造工事」の最低制限価格

財政課 H25.6.28 非公開
情報公開条例第
10条7号に該当



平成25年度公文書公開請求及び公開状況報告

整理番号 受理月日 請求公文書の件名又は具体的内容 対象公文書件名 担当部課 決定日 決定内容 備考

10 H25.6.20

24‐補　牛生雨水ポンプ場（機械設備）築造工事の工事積算内訳明細書 24‐補　牛生雨水ポンプ場（機械設備）築造工事の工事積算内訳明細書

下水道課 H25.6.28 非公開
情報公開条例第
10条7号に該当

11 H25.6.20

競争入札における最低制限価格の算定基準 競争入札における最低制限価格の算定基準

財政課 H25.6.28 公開

12 H25.7.29

工事名H２３道路応急復旧工事１H23.4.4の\5,355,000土木課発注の随意
契約分の契約書一式（完了届、施工状況、写真、位置図、竣工図）

工事名H２３道路応急復旧工事１H23.4.4の\5,355,000土木課発注の随意
契約分の契約書一式（完了届、施工状況、写真、位置図、竣工図）

土木課 H25.8.12 公開

13 H25.7.30

東日本大震災に係わる建物等解体除去に関する協定書に基づく運用に関
する書類で災害復旧連絡協議会（浦戸地区分）の桂島区６件、石浜区１６
件、野々島区７件、寒風沢区２６件、解体の業務指示書及び着工前、着工
後の写真

東日本大震災に係わる建物等解体除去に関する協定書に基づく運用に関
する書類で災害復旧連絡協議会（浦戸地区分）の桂島区６件、石浜区１６
件、野々島区７件、寒風沢区２６件、解体の業務指示書及び着工前、着工
後の写真 環境課 H25.8.5  部分公開

14 H25.8.9

平成25年度梅の宮浄水場№４ろ過池更生工事金入り設計書全て 平成25年度梅の宮浄水場№４ろ過池更生工事

水道部工務課 H25.8.20 非公開
情報公開条例第
10条7号に該当

15 H25.8.22

１．H23道路応急復旧工事（その２）（その３）土木課発注の請負及び随意
契約分の契約書一式（着工前、工事内訳書、完了届、施工状況、写真、位
置図、竣工図）
２．浦戸野々島・寒風沢仮設道路工事H２３．９環境課発注の随意契約分
の契約書一式（着工前、工事内訳書、完了届、施工状況、写真、位置図、
竣工図）

１．H23道路応急復旧工事（その２）（その３）土木課発注の請負及び随意
契約分の契約書一式（着工前、工事内訳書、完了届、施工状況、写真、位
置図、竣工図）
２．浦戸野々島・寒風沢仮設道路工事H２３．９環境課発注の随意契約分
の契約書一式（着工前、工事内訳書、完了届、施工状況、写真、位置図、
竣工図）

1　土木課
2　環境課

H25.9.2 部分公開

16 H25.8.22

①H24年度4月～3月の月毎の時間外勤務時間（市内小中学校学校ごと）
80時間以上の人数　3カ月間40時間以上の人数（教職員）
②「土曜授業について」文科省提出文書

①H24年度4月～3月の月毎の時間外勤務時間（市内小中学校学校ごと）
80時間以上の人数　3カ月間40時間以上の人数（教職員）
②「土曜授業について」文科省提出文書 教育委員会

学校教育課
H25.8.29 公開

17 H25.8.26

塩竈市が所管する全ての社会福祉法人に関する決算書類　平成24年度
賃借対照表・事業活動収支報告書

塩竈市が所管する全ての社会福祉法人に関する決算書類

生活福祉課 H25.9.9 公開

18 H25.8.29

解体に係わる書類で災害復旧連絡協議会がホテルふみやの解体で、その
１、その２、その３のアスベストに係わる書類全部（着工前、工事内訳書、
完了届、施工状況、写真、位置図、竣工図）

解体に係わる書類で災害復旧連絡協議会がホテルふみやの解体で、その
１、その２、その３のアスベストに係わる書類全部（着工前、工事内訳書、
完了届、施工状況、写真、位置図、竣工図）

環境課 H25.9.11 部分公開



平成25年度公文書公開請求及び公開状況報告

整理番号 受理月日 請求公文書の件名又は具体的内容 対象公文書件名 担当部課 決定日 決定内容 備考

19 H25.9.2

平成２５年８月２９日情報公開された浦戸地区の解体の業務指示書及び被
災家屋解体・撤去現場確認票の図面

平成２５年８月２９日情報公開された浦戸地区の解体の業務指示書及び被
災家屋解体・撤去現場確認票の図面

環境課 H25.9.17 部分公開

20 H25.9.5

伊藤栄一議員の職歴について 選挙公報原稿

選挙管理委員会 H25.9.9 公開

21 H25.9.27

平成２４年度塩竈市ホームページバナー広告取扱代理店選定においての
応札金額

塩竈市ホームページバナー広告掲載業務見積経過調書

財政課 H25.9.30 公開

22 H25.10.1

A　塩竈市が依頼し、業務報告された、下記の土地にかかる危険建物解体
業務委託の業務指示書（業務指示数量表含む）、清算設計及び業務報告
書（同じく業務指示数量表含む）並びに業務内容を記載した図書、添付さ
れた写真の一切（野々島区字朴島、寒風沢区字湊、石浜区字河岸、桂島
区字台六、字庵寺、字飛地及び字前田一）　　B　履行確認事務で把握して
いる業務報告の会社名全部（市が消費税を預託した相手）

A　塩竈市が依頼し、業務報告された、下記の土地にかかる危険建物解体
業務委託の業務指示書（業務指示数量表含む）、清算設計及び業務報告
書（同じく業務指示数量表含む）並びに業務内容を記載した図書、添付さ
れた写真の一切（野々島区字朴島、寒風沢区字湊、石浜区字河岸、桂島
区字台六、字庵寺、字飛地及び字前田一）　　B　履行確認事務で把握して
いる業務報告の会社名全部（市が消費税を預託した相手）

環境課 H25.10.11 部分公開

23 H25.10.2

浦戸諸島瓦礫処理清掃業務委託契約書、同様に業務指示書（業務指示数
量表を含む）、清算設計及び業務報告書（同じく業務指示数量表を含む）
かつ業務内容を記載した図書、添付された写真、業務履行条件（地元民雇
用）内容及び履行確認、検査結果図書の一切

浦戸諸島瓦礫処理清掃業務委託契約書、同様に業務指示書（業務指示数
量表を含む）、清算設計及び業務報告書（同じく業務指示数量表を含む）
かつ業務内容を記載した図書、添付された写真、業務履行条件（地元民雇
用）内容及び履行確認、検査結果図書の一切 環境課 H25.10.11 部分公開

24 H25.10.2

23-3「野々島漁港応急復旧工事（浚渫）」工事仕様書、工事設計書及び契
約書。業務履行条件（地元民雇用）内容、履行確認、検査結果図書及び添
付された写真の一切。上記工事が国庫支出金を含む補助事業であれば関
係省庁名

23-3「野々島漁港応急復旧工事（浚渫）」工事仕様書、工事設計書及び契
約書。業務履行条件（地元民雇用）内容、履行確認、検査結果図書及び添
付された写真の一切。上記工事が国庫支出金を含む補助事業であれば関
係省庁名 水産振興課 H25.10.11 部分公開

25 H25.10.9

建築計画概要書【建築主の氏名・住所記載がある第一面の１ページのみ】
県・市除く民間申請の平成25年7月分　中止・変更許可含む

建築計画概要書【建築主の氏名・住所記載がある第一面の１ページのみ】
県・市除く民間申請の平成25年7月分　中止・変更許可含む

定住促進課 H25.10.22 公開

26 H25.10.11

伊藤栄一議員の職歴について 在職していたことを示す書類の写しを公開

総務課 H25.10.16 公開

27 H25.10.15

浦戸野々島字毛無崎、字吹越、字平和田及び同字河岸地区の危険建物
解体業務委託の業務指示書（業務指示数量表を含む）、精算設計及び業
務報告業（同じく業務指示数量表を含む）並びに業務内容を記載した図
書、添付した写真の一切

浦戸野々島字毛無崎、字吹越、字平和田及び同字河岸地区の危険建物
解体業務委託の業務指示書（業務指示数量表を含む）、精算設計及び業
務報告業（同じく業務指示数量表を含む）並びに業務内容を記載した図
書、添付した写真の一切 環境課 H25.10.28 部分公開



平成25年度公文書公開請求及び公開状況報告

整理番号 受理月日 請求公文書の件名又は具体的内容 対象公文書件名 担当部課 決定日 決定内容 備考

28 H25.10.28

藤倉汚水中継ポンプ場他包括的民間業務委託　下水道課発注の業務委
託契約書一式（着工前、委託内訳書、完了届、施工状況、写真、竣工図）

藤倉汚水中継ポンプ場他包括的民間業務委託　下水道課発注の業務委
託契約書一式（着工前、委託内訳書、完了届、施工状況、写真、竣工図）

下水道課 H25.11.11 部分公開

29 H25.10.28

22-災　藤倉雨水ポンプ場災害復旧清掃作業、下水道課発注の清掃作業
業務委託契約書一式、（着工前、委託内訳書、完了届、施工状況、写真、
竣工図）の会社名は22-災は㈱ジオクリエート塩釜営業所　22-災は㈱県南
衛生工業の情報開示

22-災　藤倉雨水ポンプ場災害復旧清掃作業、下水道課発注の清掃作業
業務委託契約書一式、（着工前、委託内訳書、完了届、施工状況、写真、
竣工図）の会社名は22-災は㈱ジオクリエート塩釜営業所　22-災は㈱県南
衛生工業の情報開示 下水道課 H25.11.11 部分公開

30 H25.10.28

22-災　藤倉雨水ポンプ場災害復旧清掃作業、下水道課発注の清掃作業
業務委託契約書一式、（着工前、委託内訳書、完了届、施工状況、写真、
竣工図）会社名　㈱荏原製作所東北支社

22-災　藤倉雨水ポンプ場災害復旧清掃作業、下水道課発注の清掃作業
業務委託契約書一式、（着工前、委託内訳書、完了届、施工状況、写真、
竣工図）会社名　㈱荏原製作所東北支社

下水道課 H25.11.11 部分公開

31 H25.10.28

24-復・交　藤倉雨水ポンプ場（増設）詳細設計委託　下水道課発注の業務
委託契約書一式（着工前、委託内訳書、完了届、施工状況、写真、竣工
図）　㈱東京建設コンサルタント東北支社

24-復・交　藤倉雨水ポンプ場（増設）詳細設計委託　下水道課発注の業務
委託契約書一式（着工前、委託内訳書、完了届、施工状況、写真、竣工
図）　㈱東京建設コンサルタント東北支社

下水道課 H25.11.11 部分公開

32 H25.10.30

建築計画概要書【建築主の氏名・住所記載がある第一面の１ページのみ】
県・市除く民間申請の平成25年8月9月10月許可分

建築計画概要書【建築主の氏名・住所記載がある第一面の１ページのみ】
県・市除く民間申請の平成25年8月9月10月許可分

定住促進課 H25.11.13 公開

33 H25.11.6

職員録 職員録

総務課 H25.11.12 公開

34 H25.11.14

平成25年度入札分の次点企業・次点入札価格と、平成24・25年度の最低
落札価格のわかるもの

塩竈市ホームページバナー広告取扱業務予定価格書

財政課 H25.11.15
①文書不存
在②公開

①次点企業が存
在しないため

35 H25.11.15

塩竈市が依頼し業務報告された、下記の土地にかかる危険建物解体業務
委託の業務指示書（業務指示数量表を含む）、清算設計及び業務報告書
（同じく業務指示数量表を含む）並びに業務内容を記載した図書、添付され
た写真の一切。平成25年10月1日及び10月15日付で公文書公開請求書に
基づき請求したものを除く浦戸地区

塩竈市が依頼し業務報告された、下記の土地にかかる危険建物解体業務
委託の業務指示書（業務指示数量表を含む）、清算設計及び業務報告書
（同じく業務指示数量表を含む）並びに業務内容を記載した図書、添付され
た写真の一切。平成25年10月1日及び10月15日付で公文書公開請求書に
基づき請求したものを除く浦戸地区

環境課 H25.11.15 部分公開

36 H25.11.29

平成25年度連合会長・町内会長名簿 平成25年度連合会長・町内会長名簿

市民安全課 H25.12.3 非公開
情報公開条例第
10条2号に該当



平成25年度公文書公開請求及び公開状況報告

整理番号 受理月日 請求公文書の件名又は具体的内容 対象公文書件名 担当部課 決定日 決定内容 備考

37 H25.12.2

下記建物の「建築名称」「所在地」「面積」「回数」　１）50,000㎡以上の平成
11年以前に建設された建築物　２）15階以上かつ30,000㎡以上の平成11
年以前に建設された建築物

税務課 H25.12.3 文書不存在

38 H25.12.4

25-復・交　中央第2ポンプ場（土木・建築）築造工事金入設計書の情報公
開

25-復・交　中央第2ポンプ場（土木・建築）築造工事金入設計書

財政課 H25.12.5 非公開
情報公開条例第
10条7号に該当

39 H25.12.5

「第18回全国EM技術交流会東北大会in七ヶ浜」について、塩釜市が後援を
決定するに至った経緯が分かる資料一切

塩竈市後援名義の使用について（第18回全国EM技術交流会東北大会ｉｎ
七ヶ浜）

水産振興課 H25.12.13 部分公開

40 H25.12.10

当時の売買価格がわかるもの・家、土地の代金

都市計画課 H25.12.13 文書不存在

41 H25.12.27

各仮置場における積込車両、売却先における計量記録等の売払い先の計
量記録の情報開示。また復旧連絡協議会の報告会資料には売却価格、覚
書第3条「精算金」の記述がないが、別途、市に対し、報告されたとのことで
すから、その一連の情報開示

各仮置場における積込車両、売却先における計量記録等の売払い先の計
量記録の情報開示。また復旧連絡協議会の報告会資料には売却価格、覚
書第3条「精算金」の記述がないが、別途、市に対し、報告されたとのことで
すから、その一連の情報開示 環境課 H26.1.6 公開

42 H25.12.27

野々島７物件の解体で㎡数がかなり大きくなっている問題で、他の住宅を
統合したためと市が報告していますが、どのようにして、㎡数を大きく統合
したのか、また、解体の業務指示書及び着工前、竣工後、その他の写真、
図面

野々島７物件の解体で㎡数がかなり大きくなっている問題で、他の住宅を
統合したためと市が報告していますが、どのようにして、㎡数を大きく統合
したのか、また、解体の業務指示書及び着工前、竣工後、その他の写真、
図面 環境課 H26.1.6 部分公開

43 H26.1.10

別紙に示した住居表示街区の住居表示台帳 別紙に示した住居表示街区の住居表示台帳

定住促進課 H26.1.16 公開

44 H26.1.15

塩竈市の契約となっている固定電話回線・携帯電話回線の全回線分の請
求書の写し

塩竈市の契約となっている固定電話回線・携帯電話回線の全回線分の請
求書の写し

政策課でとりまとめ H26.1.27 公開

45 H26.2.3

塩竈市議会広報印刷業務　（平成24・25年度） 塩竈市議会広報印刷業務　（平成24・25年度）

財政課 H26.2.13 公開



平成25年度公文書公開請求及び公開状況報告

整理番号 受理月日 請求公文書の件名又は具体的内容 対象公文書件名 担当部課 決定日 決定内容 備考

46 H26.2.5

下記建築物の「建物名称」「所在地」「面積」「階数」
階数3階以上かつ5,000㎡以上の昭和56年5月以前に建築された建築物

下記建築物の「建物名称」「所在地」「面積」「階数」
階数3階以上かつ5,000㎡以上の昭和56年5月以前に建築された建築物

税務課 H26.2.6 公開

47 H26.3.31

平成26年3月15日に開催された「第18回全国EM技術交流会 東北大会in
七ヶ浜」において、後援の依頼とその承認を除き、市と主催者が意思疎通
を交わした記録すべて（電話・E-mailなどもふくむ）、また上記イベントにつ
いて主催者から提出された事業報告書

平成26年3月15日に開催された「第18回全国EM技術交流会 東北大会in
七ヶ浜」において、後援の依頼とその承認を除き、市と主催者が意思疎通
を交わした記録すべて（電話・E-mailなどもふくむ）、また上記イベントにつ
いて主催者から提出された事業報告書 水産振興課 H26.4.11 公開

■公文書公開請求 　47件　　■公開件数　 19件　　■部分公開件数　 17件　　■非公開 　6件　　■不存在　 4件　　■不服申立件数　0件　　■取下げ　0件　　◆その他　1件


