
平成29年度 公文書公開請求及び公開状況

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 公開予定日 公開実施日 異議申立

1 H29.4.4
設計工事の金入設計内訳書
入札日：H29.2.1
工事名：28-復・交　中央放流渠築造工事に伴う舗装復旧工事

設計工事の金入設計内訳書
入札日：H29.2.1
工事名：28-復・交　中央放流渠築造工事に伴う舗装復旧工事

下水道課 H29.4.17 公開 H29.4.19 H29.4.19

2 H29.4.4
設計工事の金入設計内訳書
入札日：H28.12.15
工事名：みのが丘倉庫アスベスト撤去工事

みのが丘倉庫アスベスト除去工事 財政課 H29.4.17 公開 H29.4.19 H29.4.19

3 H29.4.4
設計工事の金入設計内訳書
入札日：H28.12.19
工事名：塩竈市No.4地区仮設施設撤去工事

設計工事の金入り設計内訳書
入札日：平成28年12月19日
工事名：塩竈市No.4地区仮設施設撤去工事

水産振興課 H29.4.17 公開 H29.4.19 H29.4.19

4 H29.4.4
設計工事の金入設計内訳書
入札日：H28.12.19
工事名：塩竈市No.5地区仮設施設撤去工事

設計工事の金入り設計内訳書
入札日：平成28年12月19日
工事名：塩竈市No.5地区仮設施設撤去工事

水産振興課 H29.4.17 公開 H29.4.19 H29.4.19

5 H29.4.4
設計工事の金入設計内訳書
入札日：H28.12.19
工事名：塩竈市寒風沢No.10-C地区仮設施設撤去工事

設計工事の金入り設計内訳書
入札日：平成28年12月19日
工事名：塩竈市寒風沢No.10-C地区仮設施設撤去工事

水産振興課 H29.4.17 公開 H29.4.19 H29.4.19

6 H29.4.5 「平成28年度　野野島漁港毛無崎護岸設計業務委託」設計金額内訳書 「平成28年度　野野島漁港毛無崎護岸設計業務委託」設計金額内訳書 水産振興課 H29.4.17 公開 H29.4.26 H29.4.26

7 H29.4.24
塩竈市の、平成29年1月1日現在の、課税業務のための地番・筆界等（でき
れば字界・字名・家屋も）の現況図で、業務委託によって作成又は更新され
たもの。

塩竈市地番図データ（平成29年1月1日現在) 税務課 H29.4.28 公開 郵送 郵送

8 H28.5.2

①塩竈市立病院の院内救急対応システム（緊急コールシステム）が記
載された文書（改訂された経過があるときは、最近のものと保存して
いる最も古いものの両方）
②上記①に基づき、医師・看護師に訓練・教育を実施したことがわか
る資料

①急変時の対応
②心肺蘇生研修会関係資料

市立病院業務課 H29.5.8 公開 郵送 郵送

9 H29.4.28

平成29年3月3日告示
２８・復・交　港町地区津波防災拠点施設震災伝承・防災情報発信のため
の計画作成業務に関する公募型プロポーザルの参加表明書（様式１～５）
及び企画提案書（様式６～７）
株式会社鈴木弘人設計事務所の提出分

２８・復・交　港町地区津波防災拠点施設震災伝承・防災情報発信のた
めの計画作成業務に関する公募型プロポーザルの参加表明書及び企
画提案書

市民安全課 H29.5.12 部分公開 郵送 郵送

10 H29.5.1
平成29年度塩竈市ホームページのバナー広告掲載業務における全
応札企業と全応札金額の分かる文書

塩竈市ホームページのバナー広告掲載業務見積徴収経過調書 財政課 H29.5.8 公開 郵送 郵送

11 H29.5.10
塩釜市梅の宮浄水場運転管理等業務委託
平成27年4月1日～同年5月31日迄の引継書及び両月の月例
報告書

塩竈市梅の宮浄水場運転管理等業務委託平成27年度4月月間業務報
告書
塩竈市梅の宮浄水場運転管理等業務委託平成27年度5月月間業務報
告書
梅の宮浄水場引継書平成27年度4月分
梅の宮浄水場引継書平成27年度5月分

水道部業務課 H29.5.24 部分公開 郵送 郵送

12 H29.5.10
下水道ポンプ場遠方監視システム設置工事
入札結果及びプロポーザル審査結果
（参加メンバー、各社の金額、各社の採点結果）

下水道ポンプ場遠方監視システム設置工事
入札結果及びプロポーザル審査結果
（参加メンバー、各社の金額、各社の採点結果）

財政課、下水道課 H29.5.23 部分公開 H29.5.26 H29.5.26

13 H29.5.18
建設工事の金入設計内訳書
入札日：H29.5.9
工事名：29-復・交　北浜地区復興土地区画整理道路整備工事(その1)

29-復・交　北浜地区復興土地区画整理道路整備工事(その1) 復興推進課 H29.5.26 公開 H29.6.5 H29.6.5

14 H29.5.29
塩釜市梅の宮浄水場運転管理等業務委託
平成27年度塩竈市公害防止条例による騒音測定報告書

塩竈市梅の宮浄水場運転管理等業務委託
平成27年度塩竈市公害防止条例による騒音測定報告書(平成27年11
月)
平成27年度塩竈市公害防止条例による騒音測定報告書(平成28年1月)

水道部業務課 H29.6.6 部分公開 郵送 郵送
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15 H29.6.2 H28年度 政務活動費について 平成28年度 政務活動費について 議会事務局 H29.6.8 公開 H29.7.4 H29.7.4

16 H29.5.18
建設工事の金入設計内訳書
入札日：H29.5.9
工事名：29-復・交　新浜町杉の下線道路改良工事(その1)

29-復・交　新浜町杉の下線道路改良工事(その1) 復興推進課 H29.6.19 公開 H29.6.20 H29.6.20

17 H29.6.19
塩釜市梅の宮浄水場運転管理等業務委託
平成27年度8月及び同12月の月間業務報告書

塩竈市梅の宮浄水場運転管理等業務委託
平成27年度8月月間業務報告書
平成27年度12月月間業務報告書

水道部業務課 H29.6.27 部分公開 郵送 郵送

18 H29.6.28
27-復・交 北浜地区復興土地区画整理事業基盤整備工事積算内訳書（金
入り）

27-復・交 北浜地区復興土地区画整理事業基盤整備工事 復興推進課 H29.7.5 公開 H29.7.10 H29.7.10

19 H29.7.6
塩釜市梅の宮浄水場運転管理等業務委託
上記の業務委託契約書、同仕様書の全条項文書

塩竈市梅の宮浄水場運転管理等業務委託平成27年度6月月間業務報
告書
塩竈市梅の宮浄水場運転管理等業務委託平成27年度7月月間業務報
告書
海の宮浄水場引継書平成27年度6月分
海の宮浄水場引継書平成27年度7月分

水道部業務課 H29.7.14 部分公開 郵送 郵送

20 H29.7.6
塩釜市梅の宮浄水場運転管理等業務委託
平成27年6月1日～同年7月31日迄の引継書及び両月の月例報告書

自動車賃貸借契約書（市長公用車賃貸借)等 水道部業務課 H29.7.14 部分公開 郵送 郵送

21 H29.7.11
平成28年度寒風沢地区漁業集落防災機能強化事業ポンプ場整備工事（平
成28年5月11日開札）における「設計書×一式」（「工事数量総括表(本01)・
(附01)の金入り設計内訳書」と「数量拾い出し表」）

平成28年度寒風沢地区漁業集落防災機能強化事業ポンプ場整備工事
（平成28年5月11日開札）における「設計書×一式」（「工事数量総括表
(本01)・(附01)の金入り設計内訳書」と「数量拾い出し表」）

復興推進課 H29.7.25 公開 H29.7.31 H29.7.31

22 H29.7.25
塩釜観光ビジョン策定業務プロポーザルの選定について
・採点、順位、評価など
・優先交渉者の提案書

観光交流課

23 H29.8.1
（旧）（新）介護保険負担限度額認定申込書の間違いの送付様式第31号
（第30条）

「介護保険負担限度額認定書」の申請用紙の再送付について 長寿社会課 H29.8.14 部分公開 郵送 郵送

24 H29.8.15 生徒会児童（どちらも全校）会の各校の活動状況（昨年度分）のコピー 生徒会児童（どちらも全校）会の各校の活動状況（昨年度分）のコピー 学校教育課 H29.8.21 公開 H29.8.21 H29.8.21

25 H29.8.15
指導要録のコピー１枚
評価の変わってきている点のコピー１枚

学校教育課

26 H29.8.28 平成24年度塩竈市地域防災計画改訂業務委託入札結果 平成24年度 塩竈市地域防災計画改訂業務委託 契約台帳 財政課 H29.8.31 公開 H29.8.31 H29.8.31

27 H29.9.1
「塩竈市魚市場展示スペース整備業務委託」プロポーザルにかかる審査結
果・評価表、参加者一覧、採用された提案書

「塩竈市新魚市場展示スペース整備業務委託」プロポーザルにかかる
報告書、採点表

水産振興課 H29.9.15 部分公開 H29.9.26 H29.9.26

28 H29.9.15
建設工事の金入設計内訳書
入札日：平成29年8月24日
工事名：29-復・交　港町地区マリンゲート塩釜周辺整備工事

建設工事の金入設計内訳書
工事名：29-復・交　港町地区マリンゲート塩釜周辺整備工事

復興推進課 H29.9.21 公開 H29.10.2 H29.10.2

29 H29.9.21
残灰運搬の重量票 H22年度～H28年度
運搬車両の車検票（市所有車）

残灰運搬の計量票 H24年度～H28年度
運搬車両の車検証（市所有車）

環境課 H29.9.29 公開 H29.9.29 H29.9.29

30 H29.9.26
予算綴(H28.29年度)市民安全課協働推進室
庶務関係綴(マリンプラザ利用状況)H28.29

市民安全課協働推進室庶務関係綴（マリンプラザ利用状況）
平成28年度.29年度
市予算綴り（平成28年度、29年度）市民協働推進室

市民安全課 H29.10.10 公開、部分公開 H29.10.25 H29.10.25

31 H29.10.25
工事名称「27-復・交 港町地区津波防災拠点施設整備工事」
（建築工事）の工事成績調書

「27-復・交 港町地区津波防災拠点施設整備工事（建築工事）」の工事
成績調書

定住促進課 H29.11.7 公開 H29.11.10 H29.11.10

32 H29.10.27 29-災　藤倉二丁目地内上水道災害復旧工事の設計・精算 一件書類 水道部業務課
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33 H29.10.30
建設工事の金入設計内訳書
入札日：平成29年10月24日
工事名：29-復・交　新浜地区漁業集落防災機能強化工事

建設工事の金入り設計内訳書
入札日：平成29年10月24日
工事名：29-復・交　新浜地区漁業集落防災機能強化工事

土木課 H29.11.6 部分公開 H29.11.14 H29.11.14

34 H29.11.27

①評価証明書、公課証明書、名寄帳の取得の際の本人確認に関する規
則、記載されている文書
②平成29年1月1日から今日までの司法書士を受任者とする委任状で取得
された評価証明書、公課証明書、名寄帳の際の申請書その他添付書類の
一式

1.固定資産税証明交付・閲覧申請書について
2.固定資産税証明交付・閲覧申請書
3.委任状
4.申請者名刺の写し
5.戸籍(除籍)謄本、改製原戸籍
6.登記事項証明書
7.受付のお知らせ

税務課 H29.12.11 部分公開 H29.12.20 H30.1.17

35 H29.12.4
平成29年10月に藤倉2丁目・北浜1丁目・北浜4丁目で行われた街
区区域変更について変更内容が分かる該当資料の写し（街区変更前後図
や住居表示台帳）及び実施日

・平成28年8月1日実施 藤倉二丁目地区の区域の変更図
・平成29年2月1日実施 北浜四丁目地区の区域の変更図

定住促進課 H29.12.18 公開 郵送 郵送

36 H29.12.7
塩釜市本庁舎空調設備改修工事（平成29年度）の金入り設計書
（明細書（金入り）、単価表（金入り）含む）

塩釜市本庁舎空調設備改修工事（平成29年度）の金入り設計書
（明細書（金入り）、単価表（金入り）含む）

定住促進課 H29.12.14 公開 H29.12.19 H29.12.19

37 H29.12.7
28-復・交 中央第一貯留管自家発電設備設置工事の金入り設計書
（明細書（金入り）、単価表（金入り）含む）

28-復・交 中央第一貯留管自家発電設備設置工事の金入り設計書
（明細書（金入り）、単価表（金入り）含む）

下水道課 H29.12.14 公開 H29.12.19 H29.12.19

38 H29.12.7
25-復・交 中央第２ポンプ場電気設備工事金入り設計書
（明細書（金入り）、単価表（金入り）含む）

25-復・交 中央第２ポンプ場電気設備工事金入り設計書
（明細書（金入り）、単価表（金入り）含む）

下水道課 H29.12.14 公開 H29.12.19 H29.12.19

39 H29.12.7
28-復・交 越の浦汚水中継ポンプ場自家発電設備設計工事の
金入り設計書（明細書（金入り）、単価表（金入り）含む）

28-復・交 越の浦汚水中継ポンプ場自家発電設備設計工事
金入り設計書（明細書（金入り）、単価表（金入り）含む）

下水道課 H29.12.14 公開 H29.12.19 H29.12.19

40 H29.12.7
25-復・交 藤倉雨水ポンプ場電気設備工事金入り設計書
（明細書（金入り）、単価表（金入り）含む）

25-復・交 藤倉雨水ポンプ場電気設備工事金入り設計書
（明細書（金入り）、単価表（金入り）含む）

下水道課 H29.12.14 公開 H29.12.19 H29.12.19

41 H29.12.7
25-復・交 藤倉雨水ポンプ場機械設備工事金入り設計書
（明細書（金入り）、単価表（金入り）含む）

25-復・交 藤倉雨水ポンプ場機械設備工事金入り設計書
（明細書（金入り）、単価表（金入り）含む）

下水道課 H29.12.14 公開 H29.12.19 H29.12.19

42 H29.12.7
25-復・交 中央第２ポンプ場機械設備工事金入り設計書
（明細書（金入り）、単価表（金入り）含む）

25-復・交 中央第２ポンプ場機械設備工事金入り設計書
（明細書（金入り）、単価表（金入り）含む）

下水道課 H29.12.14 公開 H29.12.19 H29.12.19

43 H29.12.7

下記工事の入札結果詳細
①25-復・交 藤倉雨水ポンプ場機械設備工事(平成25年度8月分)
②平成24年度 23災第14556号外2路線道路災害復旧工事(平成25年度7月
分)
③平成25年度 23災第14402号外1路線道路災害復旧工事(平成25年度7月
分)
④27-復・交 北浜地区区画整理関連雨水枝線築造(その2)工事（平成27年
度9月分）

25-復・交 藤倉雨水ポンプ場機械設備工事
平成24年度 23災第14556号外2路線道路災害復旧工事
平成25年度 23災第14402号外1路線道路災害復旧工事
27-復・交 北浜地区区画整理関連雨水枝線築造(その2)工事（平成27年
度9月分）

財政課 H29.12.19 公開 H29.12.19 H29.12.19

44 H29.12.7

下記工事の入札結果詳細
①27-復・交 新浜地区漁業集落防災機能強化(その１)工事(平成27年度5
月分)
②平成27年度 清掃工事耐火物・機械設備改良工事(平成27年度11月分)
③27-復・交 藤倉二号雨水幹線築造その２工事(平成27年度11月分)

27-復・交 新浜地区漁業集落防災機能強化(その１)工事
平成27年度 清掃工事耐火物・機械設備改良工事
27-復・交 藤倉二号雨水幹線築造その２工事

財政課 H29.12.19 公開 H29.12.19 H29.12.19

45 H29.12.7

下記工事の入札結果詳細
①塩竈市魚市場高度衛生管理型荷さばき所A棟及び補完施設(C棟)電気
設備工事(平成26年度2月入札)
②塩竈市魚市場高度衛生管理型荷さばき所A棟及び補完施設(C棟)機械
設備工事(平成26年度2月入札)
③平成26年度23災第14552号外1路線道路災害復旧工事(平成26年度1月
入札)
④市営桜ヶ丘住宅外壁等改修工事(平成26年度4月入札)

塩竈市魚市場高度衛生管理型荷さばき所A棟及び補完施設(C棟)電気
設備工事
塩竈市魚市場高度衛生管理型荷さばき所A棟及び補完施設(C棟)機械
設備工事
平成26年度23災第14552号外1路線道路災害復旧工事
市営桜ヶ丘住宅外壁等改修工事

財政課 H29.12.19 公開 H29.12.19 H29.12.19
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平成29年度 公文書公開請求及び公開状況

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 公開予定日 公開実施日 異議申立

46 H29.12.15

別紙に記載した箇所の住居表示台帳
（別紙）権現堂8街区　赤坂27街区　野田5街区　野田6街区　杉の入3丁目6
街区　楓町3丁目3街区　後楽町19街区　一森山8街区　泉沢町3街区　藤
倉1丁目2街区　藤倉1丁目13街区　藤倉1丁目14街区　藤倉2丁目3街区
大日向町21街区　大日向町23街区　大日向町24街区　大日向町33街区
西玉川町10街区　白菊町7街区　白菊町9街区　白菊町10街区　袖野田町
35街区　玉川3丁目4街区　玉川3丁目8街区　玉川2丁目12街区

住居表示台帳街区図 定住促進課 H29.12.22 公開 郵送 郵送

47 H30.1.12 平成２８年度浦戸振興協議会要望書及び回答書 要望書No.30について 政策課 H30.1.15 部分公開 H30.1.17 H30.1.17

48 H30.2.2

①28-復・交　下水道ポンプ場遠方監視システム設置工事の金入り設計内
訳書
②28-管　マンホールポンプ場異常通報装置更新工事の金入り設計書内
訳

28-管　マンホールポンプ場異常通報装置更新工事の金入り設計書、内
訳け

下水道課 H30.2.13 公開 H30.2.14 H30.2.14

49 H30.2.19

塩竈市立病院における『入院セット提供事業』に係る契約書について（入院
セットとは、寝巻き、タオル、オムツ、日用品等の個人向けレンタルの総称）
入院セットレンタルシステムサービス提供に関する契約書（又は協定書）、
契約書（又は協定書）に関する覚書及び機密保持に関する覚書等

利用者紹介及び事務代行委託に関する契約書 市立病院業務課 H30.3.2 部分公開 郵送 郵送

50 H30.2.23
29-社・交　塩釜陸橋補修工事詳細設計業務委託に関する金入り設
計書（総括表、業務委託費内訳書、１次内訳書、１次単価表、２次単
価表）

建設工事の金入り設計内訳書
工事名：29-社・交　塩釜陸橋補修工事詳細設計業務委託

土木課 H30.3.6 部分公開 H30.3.12 H30.3.12

51 H30.2.28

生活福祉課　被災者見守り・相談支援事業(H29年)
起案(事業)、起案(見積)、見積書徴収について、見積書(業者提出分全て)、
業務委託設計書、委託契約書、総括表、仕様書、受託事業所請求書、債
務負担行為書、完了報告書、契約履行確認書、支払負担行為書、支払命
令書、収支表

被災者見守り・相談支援事業（H29年度)
起案(事業)、起案(見積)、見積書徴収について、見積書、積算書、委託
契約書、仕様書、委託内容、受託業者請求書、債務負担行為書、業務
完了報告書、契約履行確認書、支払負担行為書、支出命令書

生活福祉課 H30.3.8 部分公開 H30.3.12 H30.3.12

52 H30.3.12
塩竈市立月見ヶ丘小学校長寿命化改良工事実施設計等業務委託の入札
結果

塩竈市立月見ヶ丘小学校長寿命化改良工事実施設計等業務委託 契約
台帳

財政課 H30.3.15 公開 H30.3.22 H30.3.22

53 H30.3.12
塩竈市立月見ヶ丘小学校長寿命化改良工事実施設計等業務委託の仕様
書・設計概要書

塩竈市立月見ヶ丘小学校長寿命化改良工事実施設計等業務委託の仕
様書・設計概要書

教育総務課 H30.3.19 公開 H30.3.22 H30.3.22

54 H30.3.27
「平成30年度塩竈市魚市場海水給水設備等保守点検業務委託」の予定価
格、指名業者が記載された入札結果

平成30年度 塩竈市魚市場海水給水設備等保守点検業務委託 財政課 H30.3.29 公開 H30.4.3 H30.4.3

■公文書公開請求　54件　　■公開　36件　　■部分公開　16件　　■非公開　0件　　■不存在　0件　  ■公文書の存否を明らかにしない　0件　  ■不服申立件数　0件　　■取下げ　3件　
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平成29年度 公文書公開請求及び公開状況

備考

情報公開条例第10条第3号

情報公開条例第10条第2号、第3号

情報公開条例第10条第3号

情報公開条例第10条第2号
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平成29年度 公文書公開請求及び公開状況

備考

情報公開条例第10条第2号

情報公開条例第10条第3号

情報公開条例第10条第2号、第3号

7/27取下げ

情報公開条例第10条第2号

8/21取下げ

情報公開条例第10条第3号

情報公開条例第10条第2号

11/6取下げ
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平成29年度 公文書公開請求及び公開状況

備考

情報公開条例第10条第3号

情報公開条例第10条第1
号、第2号、第3号
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平成29年度 公文書公開請求及び公開状況

備考

情報公開条例第10条第2号、第3号

2/6一部取下げ

情報公開条例第10条第3号

情報公開条例第10条第3号

情報公開条例第10条第2号、第3号
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