
No. 受付年月日 決定通知書送付期日 曜日 請求内容 担当課 決定日 公開実施日 決定内容 備考

1 令和3年4月27日 令和3年5月7日 金
23災令和元年度寒風沢漁港－1m物揚場復旧工事の第
1回変更金入内訳書

水産振興課 令和3年5月6日 令和3年5月6日 公開 郵送

2 令和3年5月7日 令和3年5月21日 金
塩竈市内の住居表示実施区域における、建物の位置
及び住居番号が確認できる図面資料(住居表示台帳
等。請求対象街区は別紙のとおり)

定住促進課 令和3年5月19日 令和3年5月19日 公開 郵送

3 令和3年5月7日 令和3年5月21日 金 騒音等に係る特定施設設置(使用・変更等)届出書 環境課 令和3年5月17日 令和3年5月19日 公開

4 令和3年5月25日 令和3年6月8日 火
令和元年7月29日及び令和2年7月1日の二市三町にお
ける一般廃棄物処理に係る現状についての出張復命
書全頁

環境課 令和3年6月8日 令和3年6月8日 公開

5 令和3年5月31日 令和3年6月14日 月

令和2年4月1日以降本書受理日までに提出された、
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10
条第1項(建設リサイクル法)の規定による解体等の
届出書(様式第1号)のうち、下記の住所を工事の場
所とするもの。
・宮城県塩竈市石堂5-2
・宮城県塩竈市白菊町5-2

定住促進課 令和3年6月3日 - 不存在

6 令和3年6月2日 令和3年6月16日 水

塩竈市ごみ処理事業検討部会が令和2年7月16日「重
点課題検討本部会議」に提出した中間報告の報告書
並びに添付した資料の全て。及び塩竈市ごみ処理事
業検討部会が令和2年11月17日「重点課題検討本部
会議」に提出した最終報告の報告書並びに添付した
資料の全て。

環境課 令和3年6月8日 令和3年6月8日 公開

7 令和3年6月7日 令和3年6月21日 月
母子沢町131-43と母子沢町131-46の土地の筆界が未
定になった経過のわかる資料

都市計画課 令和3年6月8日 - 不存在

8 令和3年6月10日 令和3年6月24日 木
令和3年5月19日に実施した、塩竈市立病院における
「病院情報システム構築」入札の応札業者全社の評
価点数及び評価理由

市立病院業務課 令和3年6月16日 令和3年6月23日 部分公開

9 令和3年6月14日 令和3年6月28日 月
31-社・交　塩釜陸橋補修工事(変更契約日：令和3
年3月8日)の金入り設計内訳書、明細書、単価表

土木課 令和3年6月23日 令和3年6月28日 公開

10 令和3年6月16日 令和3年6月30日 水
平成28年度～令和2年度までの3款1項1目18節(福祉)
の負担行為及び関係書類

生活福祉課 令和3年6月29日 令和3年7月5日 部分公開

11 令和3年6月22日 令和3年7月6日 火 塩竈市玉川団地造成事業計画図　縮図1/600 都市計画課 令和3年6月22日 令和3年6月24日 公開

12 令和3年6月24日 令和3年7月8日 木
新型コロナウイルス感染症対策東部保育所整備事業
のプロポーザルにおけるプレゼンテーション及びヒ
アリングの記録

子育て支援課 令和3年6月28日 令和3年6月24日 部分公開

13 令和3年6月30日 令和3年7月14日 水
6月28日に入札した魚市場災害復旧調査設計業務委
託の仕様書

水産振興課 令和3年7月12日 令和3年7月16日 公開

14 令和3年7月2日 令和3年7月16日 金
平成29年度～令和3年度までの小中学校図書購入費
の支出負担行為、備品台帳及び関連帳票等

教育総務課 令和3年7月13日 令和3年8月16日 部分公開

15 令和3年7月19日 令和3年8月2日 月 2020年中の登記異動修正済の地籍図shapeデータ 税務課 令和3年8月2日 令和3年8月2日 公開 郵送

16 令和3年7月19日 令和3年8月2日 月 土地・家屋課税台帳の電磁的記録で最新のもの 税務課 令和3年8月2日 令和3年8月2日 部分公開 郵送

17 令和3年7月30日 令和3年8月13日 金 塩竈市西玉川町72-1　土地売買契約書(平成27年) 財政課 令和3年8月11日 令和3年8月12日 部分公開

18 令和3年7月30日 令和3年8月13日 金 塩竈市西玉川町72-1　母子沢集会所新築図面 市民安全課 令和3年8月12日 - 不存在

19 令和3年8月4日 令和3年8月4日 水
塩竈市立第一小学校長寿命化改良工事(Ⅰ期・Ⅱ期)
の設計業務委託の契約台帳

財政課 令和3年8月4日 令和3年8月4日 公開
即日開示

※担当課判断

20 令和3年8月6日 令和3年8月20日 金
広報しおがまの広告枠における直近3回分の落札会
社名、落札金額、応札会社数、応札会社名、応札金
額、落札会社の見積金額、契約期間

秘書広報課 令和3年8月11日 令和3年8月11日 部分公開 郵送

21 令和3年8月6日 令和3年8月20日 金
令和3年度道路施設等維持管理業務委託(入札日：令
和3年3月4日)の金入り設計内訳書、明細書、単価表

土木課 令和3年8月20日 令和3年9月1日 公開

22 令和3年8月10日 令和3年8月24日 火 塩竈市野田3、7街区の最新の住居表示台帳 定住促進課 令和3年8月16日 令和3年8月16日 公開 郵送

23 令和3年8月23日 令和3年9月6日 月
宅内貯留施設設置の実績等について
年度ごと、貯留方法別、効果の検証結果(2010～
2021)

下水道課 令和3年9月2日 令和3年9月7日 部分公開

24 令和3年8月27日 令和3年9月10日 金
令和2・3年度の塩竈市のポンプ場に関する設計業務
委託の契約台帳

財政課 令和3年8月27日 令和3年9月1日 公開

25 令和3年9月21日 令和3年10月5日 火
コミュニティバス使用車両の全車両一覧表、全車両
車検証の写し、新製時のまち発行及びボディメー
カー発行製作仕様書の全ページの写し

政策課 令和3年10月4日 - 不存在

26 令和3年9月22日 令和3年10月6日 水
平成31年度寒風沢島復旧・復興工事の金入り設計書
（議決日：令和3年2月16日）

土木課 令和3年9月30日 令和3年10月12日 公開

27 令和3年9月28日 令和3年10月12日 火
令和3年9月21日付受領建築基準法第12条5項の規定
に基づく報告書。塩竈市桜ケ丘149番6に係る建築物
及び敷地の件

定住促進課 令和3年10月4日 令和3年10月4日 公開 郵送

28 令和3年9月28日 令和3年10月12日 火 3-石・交　塩釜陸橋防護柵補修工事の金入り設計書 土木課 令和3年10月7日 令和3年10月29日 公開

29 令和3年9月29日 令和3年10月13日 水
2-道メ・補　塩釜陸橋補修工事（入札日：令和3年6
月7日）の金入り設計内訳書、明細書、単価表

土木課 令和3年10月7日 令和3年11月2日 公開

30 令和3年10月4日 令和3年10月18日 月 送水管法面復旧詳細設計業務の金額入り積算内訳書 水道部工務課 令和3年10月13日 令和3年10月19日 公開

31 令和3年10月11日 令和3年10月25日 月 令和3年度分の塩竈市の測量・設計業務の契約台帳 財政課 令和3年10月12日 令和3年10月18日 公開

32 令和3年10月11日 令和3年10月25日 月

「3年災第1014号外3件寒風沢漁港-2m物揚場等災害
復旧工事(令和3年9月22日入札)」の金入り設計書
(表紙・概要書・内訳書・明細表・単価表又は代価
表)

水産振興課 令和3年10月22日 令和3年10月27日 公開

33 令和3年10月11日 令和3年10月25日 月
平成28年度～令和3年度までの2款1項7目12節・18節
及び2款1項2目7節の支出負担行為関係

政策課 令和3年10月25日 令和3年11月8日 部分公開

34 令和3年10月18日 令和3年11月1日 月

「R3-災　第27101号　新富町下水道災害復旧工事
(令和3年8月31日入札)」の金入り設計書(設計内訳
書・一式当たり内訳書・1次単価表・2次単価表・3
次単価表)

下水道課 令和3年10月20日 令和3年10月21日 公開



35 令和3年10月22日 令和3年11月5日 金
平成15年頃に行われた貨物ヤード跡地再開発で市が
買い取りをした土地の明細(所有者含む。)とその価
格(坪単価・面積含む。)

都市計画課 令和3年11月18日 令和3年11月19日 公開 11/5付け期間延長通知発送 政策課⇒都市計画課担当課変更

36 令和3年10月25日 令和3年11月8日 月
広報しおがま掲載広告の広告主の一覧（令和2年4月
号～令和3年最新号）

秘書広報課 令和3年11月8日 令和3年11月8日 部分公開 郵送

37 令和3年10月27日 令和3年11月10日 水 北浜土地区画整理事業に係る、新旧地番対照表 都市計画課 令和3年11月5日 令和3年11月5日 部分公開 郵送

38 令和3年11月1日 令和3年11月15日 月

令和2年4月1日以降に提出された建設リサイクル法
の規定による解体等の届出書（様式第1号）のう
ち、「佐浦町11-3」「松陽台1-13-11」「松陽台3丁
目7-16」「清水沢一丁目3-6」の住所を工事の場所
とするもの。（工事の種類は「建築物の解体」のも
のとする。）

定住促進課 令和3年11月9日 令和3年11月9日 公開 郵送

39 令和3年11月5日 令和3年11月19日 金
昭和43年4月に土地売買をした花立町33番37の契約
書

財政課 令和3年11月10日 令和3年11月11日 部分公開

40 令和3年11月10日 令和3年11月24日 水
R3-災第27101号新富町下水道災害復旧工事に係る積
算内訳書

下水道課 令和3年11月17日 令和3年11月26日 公開

41 令和3年11月15日 令和3年11月29日 月

塩竈市スポーツ施設（体育館・温水プール）におけ
る
・平成29年指定管理公募時の募集要項及び仕様書
・現指定管理者が提出した事業計画書及び収支計画
書
・平成29年度～令和2年度の事業報告書及び収支報
告書

生涯学習課 令和3年11月29日 令和3年11月29日 部分公開 郵送

42 令和3年11月24日 令和3年12月8日 水
R3-災第27101号新浜町二丁目下水道災害復旧工事の
設計内訳書金額・一式当たり内訳書金額・単価表金
額

下水道課 令和3年11月29日 令和3年11月29日 公開

43 令和3年12月6日 令和3年12月20日 月 塩竈市栄町61-20の行政界承認に係る確定図面 総務課 令和3年12月13日 令和3年12月14日 部分公開

44 令和3年12月9日 令和3年12月23日 木
平成30年度～令和2年度までの2款1項7目(企画費)の
支出負担行為書及び契約書等の関係書類

政策課 令和3年12月22日 令和4年1月12日～14日 部分公開

45 令和3年12月10日 令和3年12月24日 金
平成30年度～令和2年度までの2款1項7目(企画費)の
歳入に係る国県支出金及びその他の財源に関する資
料並びに根拠法令等

政策課 令和3年12月23日 令和4年1月12日～14日 部分公開

46 令和3年12月10日 令和3年12月24日 金 平成30年度～令和2年度までの監査講評資料 監査事務局 令和3年12月17日 令和4年1月6日 公開

47 令和3年12月14日 令和3年12月28日 火 塩竈市栄町61-73の行政界承認に係る確定図面 総務課 令和3年12月21日 令和3年12月22日 部分公開

48 令和3年12月15日 令和3年12月29日 水
31-災関宮町地区災害関連地域防災がけ崩れ対策工
事に関する完成検査復命書

土木課 令和3年12月21日 令和3年12月27日 公開

49 令和3年12月15日 令和3年12月29日 水 公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書 選挙管理委員会事務局 令和3年12月21日 令和3年12月27日 部分公開

50 令和3年12月20日 令和4年1月4日 火
「玉川1丁目2街区」「石堂2街区」「佐浦町4、5、
13街区」「野田12街区」の住居表示台帳

定住促進課 令和3年12月23日 令和3年12月23日 公開 郵送

51 令和3年12月24日 令和4年1月7日 金 塩竈市役所本庁舎管理業務の入札結果 財政課 令和3年12月27日 令和4年1月11日 公開

52-1 令和4年1月6日 令和4年1月20日 木
令和3年度の下記案件の見積経過調書と予定価格
・令3-管水質成分調査委託
・水質管理目標設定項目検査業務

水道部工務課・下水道課 令和4年1月19日 - 公開 郵送

52-2 令和4年1月6日 令和4年1月20日 木

令和3年度の下記案件の見積経過調書、予定価格及
び仕様書
・一般環境調査業務委託
・清掃工場及び廃棄物埋立処分場の測定業務委託

環境課 令和4年1月19日 - 公開 郵送

53 令和4年1月19日 令和4年2月2日 水
R3-補　楓町汚水管改築工事の設計内訳書金額・一
式当り内訳書金額・単価表金額

下水道課 令和4年1月21日 令和4年1月26日 公開

54 令和4年1月25日 令和4年2月8日 火
令和3年度　重金属固定剤購入（単価契約）におけ
る入札結果（本件における全入札参加業者）

財政課 令和4年1月25日 令和4年1月25日 公開
即日開示

※担当課判断

55 令和4年3月1日 令和4年3月15日 火
平成31年度～令和2年度の発注案件で、ストックマ
ネジメント、ハザードマップ、実施設計、調査に関
する入札調書

水道部工務課・下水道課 令和4年3月15日 令和4年3月15日 公開 郵送

56 令和4年3月2日 令和4年3月16日 水 令和2年度塩竈市役所本庁舎管理業務委託入札結果 財政課 令和4年3月2日 令和4年3月2日 公開
即日開示

※担当課判断

57 令和4年3月28日 令和4年4月11日 月 塩竈市の地番図・路線価図のShapeファイル提供 税務課 令和4年3月31日 令和4年3月31日 公開 郵送

58 令和4年3月28日 令和4年4月11日 月
塩竈市北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業に
ついて、換地処分後の区域や住所が分かる図面・資
料の写し（街区変更前後図や住居表示台帳）

都市計画課 令和4年4月11日 - 公開 郵送

59 令和4年3月29日 令和4年4月12日 火
令和3年度塩竈市本庁舎管理業務夜間対応分の契約
書

財政課 令和4年3月29日 令和4年3月29日 公開
即日開示

※担当課判断

60 令和4年3月31日 令和4年4月14日 木
令和元年度～令和3年度までの政務活動費に関する
支出負担行為並びに帳票等について

議会事務局 令和4年4月14日 令和4年4月22日 部分公開

■公文書公開請求　60件　　■公開　37件　　■部分公開　19件　　■非公開　0件　　■不存在　4件　  ■公文書の存否を明らかにしない　0件　  ■審査請求件数　0件　　■取下げ　0件　


