
平成26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 備考

1 H26.5.19
平成25年5月1日に杉の入3丁目16・22街区で行われた街区区
域変更の変更内容がわかる該当資料の写し（街区変更前後図
や住居表示台帳）

平成25年5月1日に杉の入3丁目16・22街区で行われた街区区
域変更の変更内容がわかる該当資料の写し（街区変更前後図
や住居表示台帳）

定住促進課 H26.5.21 公開 郵送 郵送

2 H26.5.20 野田15・16街区、南錦町8～12街区の住居表示台帳の写し 野田15・16街区、南錦町8～13街区の住居表示台帳の写し 定住促進課 H26.5.21 公開 郵送 郵送

3 H26.6.20 塩竈市災害防止協力会が災害時における出動を拒否した文書 「冠水・高潮対策の緊急応援参加の件について」 土木課 H26.7.2 公開 H26.7.4 H26.7.4

4 H26.7.2 塩竈フォトフェスティバルに関する文書 塩竈フォトフェスティバルに関する文書 生涯学習課 H26.7.9 部分公開 郵送 郵送
情報公開条例第10条第2
号に該当

5 H26.7.11
社会福祉法人玉川保育園及び社会福祉法人あしたば福祉会
の決算書（平成24年3月期、平成25年3月期、平成26年3月期）

社会福祉法人玉川保育園及び社会福祉法人あしたば福祉会
の決算書（平成24年3月期、平成25年3月期、平成26年3月期）

生活福祉課 H26.7.23 公開 H26.8.1 郵送

平成26年3月期について
は、報告書の様式変更
に伴い、今後、法人から
提出される予定

6 H26.7.14 平成24、25年度　政務調査費 塩竈市議会政務調査費関係綴り（平成24、25年度） 議会事務局 H26.7.25 公開 H26.8.8 H26.8.8

7 H26.7.15

平成25年度に塩竈市が発注した清掃業務（貯水槽清掃・水質
調査（全般）・害虫駆除）、廃棄物（産廃収集）、建物管理（建物
総合管理）、その他（）配管洗浄・ろ材交換・活性炭交換・汚泥
引抜及び清掃・グリストラップ清掃）に関する一般競争入札経
過調書、指名競争入札経過調書、見積合わせ結果についての
書類

平成25年度に塩竈市が発注した清掃業務（貯水槽清掃・水質
調査（全般）・害虫駆除）、廃棄物（産廃収集）、建物管理（建物
総合管理）、その他（）配管洗浄・ろ材交換・活性炭交換・汚泥
引抜及び清掃・グリストラップ清掃）に関する一般競争入札経
過調書、指名競争入札経過調書、見積合わせ結果についての
書類

財政課 H26.10.23 公開 郵送 郵送

8 H26.7.24 設計及び監理業務 入札結果 設計及び監理業務入札結果 財政課 H27.5.15 公開 H27.5.15 H27.5.15

9 H26.7.28 塩竈市議会議事録（昭和42～53年度） 塩竈市議会議事録（昭和42年から昭和53年度） 議会事務局 H26.8.11 公開 H26.8.21 H26.8.21

10 H26.7.30
平成21年度以降塩竈市が発注したすべての公共工事の入札
調書について

平成21年度以降塩竈市が発注したすべての公共工事の入札
調書について

財政課 H26.8.11 公開 郵送 郵送

11 H26.8.7 2014年1月教育委員会定例会の資料 2014年1月教育委員会定例会の資料 教育総務課 H26.8.7 公開 H26.8.28 H26.8.28

12 H26.8.21 定例会会議録（昭和53年次） 定例会会議録（昭和53年次） 議会事務局 H26.8.29 公開 H26.9.10 H26.9.11

13 H26.9.2

平成27年度仙台地区小学校教科用図書の採択に係る関係書
類
1．教科用図書採択の流れ図
2．教科用図書採択の採択方針
3．教科用図書採択の選定協議会設置要綱
4．教科用図書採択の調査研究委員会設置要綱
5．教科用図書採択の選定協議会委員名簿
6．教科用図書採択の調査研究会委員名簿
7．教科用図書採択の調査研究会専門委員名簿
8．教科用図書採択の報告書
9．教科用図書採択の専門委員会報告書
10．教科用図書採択の選定協議会議事録

平成27年度使用小学校教科用図書採択に係る関係書類
・教科用図書採択の流れ
・平成27年度使用教科用図書(小学校)採択基準
・平成27年度使用学校教育法附則第9条の規定による教科用
図書(一般図書)採択基準
・仙台地区教科用図書採択協議会規定
・仙台地区教科用図書採択協議会会員名簿
・仙台地区教科用図書採択協議会専門委員会名簿
・小中学校教科用図書採択参考資料(特別支援学級用)
・小学校教科用図書採択参考資料(検定教科書)
・第2回仙台地区教科用図書採択協議会会議録

学校教育課 H26.9.12 部分公開 H26.9.29 H26.9.29
情報公開条例第10条第2
号に該当

14 H26.9.5
①5年間の不登校者数（市内学校別、年度別）
②教育委員会定例会の傍聴者数（5年以内、年度別）

①5年間の不登校者数(市内学校別、年度別)
②教育委員会定例会の傍聴者数(5年以内、年度別)

①学校教育課
②教育総務課

H26.9.18
①公開

②部分公開
H26.9.25 H26.9.25

情報公開条例第10条第2
号に該当

15 H26.9.5
25-復・交　藤倉雨水ポンプ場（土木・建築）築造工事における
設計内訳書、単価表（金入り）、諸経費計算書

25-復・交　藤倉雨水ポンプ場（土木・建築）築造工事における
設計内訳書、単価表（金入り）、諸経費計算書

財政課 H26.9.17 非公開
情報公開条例第10条第7
号に該当

16 H26.9.9
①子どもの権利条約の市内小中学校周知状況
②教科書採択に関する資料の一切

②教科書採択に関する資料の一切 学校教育課 H26.9.22
①不存在
②公開

H26.10.8 H26.10.8

17 H26.9.9

平成26年度 仙台地区教科用図書採択協議会に関する資料
①協議会、専門委員会の名簿
②協議会議事録
③専門委員会による調査資料（国語、書写、生活、社会）
④採択スケジュール

平成26年度仙台地区教科用図書採択協議会に関する資料
・採択協議会会員名簿
・専門委員会名簿
・第2回仙台地区教科用図書採択協議会会議録
・小学校教科用図書採択参考資料(国語、書写、生活、社会)
・平成26年度事業計画

学校教育課 H26.9.19 部分公開 H26.10.6 H26.10.8
情報公開条例第10条第2
号に該当
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平成26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 備考

18 H26.9.10 今年度学力テスト結果関係一切について

平成26年度全国学力・学習状況調査【小学校】調査結果に係
る関係書類
・調査結果概況(児童)
・設問別調査結果
・設問別(解答類型)調査結果
・回答結果集計[児童質問紙〈表〉]
・回答結果集計[児童質問紙〈グラフ〉]
・回答結果集計[学校質問紙〈表〉]
・回答結果集計[学校質問紙〈グラフ〉]
・クロス集計[児童質問紙―教科〈グラフ〉]
・バブルチャート
・学校質問紙回答状況
・全国学力・学習状況調査結果チャート(教育委員会)

平成26年度全国学力・学習状況調査【中学校】調査結果に係
る関係書類
・調査結果概況(生徒)
・設問別調査結果
・設問別(解答類型)調査結果
・回答結果集計[生徒質問紙〈表〉]
・回答結果集計[生徒質問紙〈グラフ〉]
・回答結果集計[学校質問紙〈表〉]
・回答結果集計[学校質問紙〈グラフ〉]
・クロス集計[生徒質問紙―教科〈グラフ〉]
・バブルチャート
・学校質問紙回答状況
・全国学力・学習状況調査結果チャート(教育委員会)

学校教育課 H26.9.22 部分公開 H26.10.8 H26.10.8
情報公開条例第10条第2
号、第3号に該当

19 H26.9.19
社会福祉法人 塩釜市社会福祉協議会決算書（貸借対照表、
損益計算書）
平成24年3月期、平成25年3月期、平成26年3月期

社会福祉法人塩竈市社会福祉協議会の決算書、貸借対照
表、損益計算書(平成24年3月期、平成25年3月期、平成26年3
月期)

生活福祉課 H26.9.30 公開 H26.10.10 郵送

20 H26.10.10 ウィンタースクール、サマースクールの関係資料の一切 ウィンタースクール、サマースクールの関係資料の一切 学校教育課 H26.10.14 公開 H26.10.28 H26.10.28

21 H26.10.15
平成26年度仙台地区教科書採択協議会線も二員会調査資料
（全教科分）
平成26年度仙台地区教科書採択協議会議事録

平成26年度仙台地区教科用図書採択協議会に関する資料
・小学校教科用図書採択参考資料(全教科)
・第2回仙台地区教科用図書採択協議会会議録

学校教育課 H26.10.21 部分公開 H26.10.29 H26.10.29 条例第10条第2号に該当

22 H26.10.16

塩竈市管轄で現在使用している複写機（複合機も含む）の契約
書、請書、物品購入調書（機種、本体価格、保守サービス料
金、コピー料金が分かる書類）　売買契約、リース契約、賃貸
借契約、サービス契約など契約の形態は問わない。

塩竈市管轄で現在使用している複写機(複合機も含む)の賃貸
借契約書、パフォーマンス契約書、物品出納簿、納品書の一部

政策課でとりまとめ H26.10.30 部分公開 郵送 郵送 条例第10条第3号に該当

23 H26.10.22
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25年度 賃借対照表・事業活動収支報告書（総括表がある
場合は総括表のみで内訳明細表は必要ありません）

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 H26.10.29 公開 H26.11.7 H26.11.7

24 H26.10.29
25-復・交　藤倉雨水ポンプ場機械設備工事発注図書一式（図
面、特記仕様書、金抜設計書等）

25-復・交　藤倉雨水ポンプ場機械設備工事発注図書一式（図
面、特記仕様書、金抜設計書）

下水道課 H26.11.6 公開 H26.11.11 H26.11.11

25 H26.11.6

平成27年度使用教科用図書（小学校）選定協議会
　議事録、日程、協議メンバー
専門委員会（検定教科書、全教科）
　調査結果、メンバー
13市町村毎の各教科採択希望会社

平成26年度仙台地区教科用図書採択協議会に関する資料
・採択日程
・採択協議会名簿
・第2回仙台地区教科用図書採択協議会会議録
・専門委員会名簿
・小学校教科用図書採択参考資料(全教科)
・13市町村の採択希望

学校教育課 H26.11.13 部分公開 H26.11.20 H26.11.20 条例第10条第2号に該当

26 H26.11.10
塩竈市魚市場高度衛生管理型荷さばき所B棟機械設備工事
金入り設計書

塩竈市魚市場高度衛生管理型荷さばき所B棟機械設備工事
金入り設計書

財政課 H26.11.20 非公開 条例第10条第7号に該当

27 H26.11.11 昭和46年6月～昭和51年3月までの議会議事録 昭和46年6月～昭和51年3月までの議会議事録 議会事務局 H26.11.25 公開 H26.12.3 H26.12.4

28 H26.11.14 塩竈市公民館太陽光発電設備等導入事業の設計入札結果 塩竈市公民館太陽光発電設備等導入事業の設計入札結果 財政課 H26.11.14 公開 H26.11.14 H26.11.14
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平成26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 備考

29 H26.11.20
ここ5年間の、教育委員会に届いたいじめ、体罰の件数(年度
別、学校別）

ここ5年間の、教育委員会に届いたいじめ、体罰の件数(年度
別、学校別）

学校教育課 H26.12.1 部分公開 H26.12.9 H26.12.9

30 H26.12.9
ここ5年間の、教育委員会に届いたいじめ、体罰の報告書(年度
別、学校別)

ここ5年間の、教育委員会に届いたいじめ、体罰の報告書(年度
別、学校別)

学校教育課 H26.12.11 公開 郵送 郵送

31 H26.12.9
部活動の時間の実態（土日、休みも含む） 昨年度分、学校ご
と、部活ごと

部活動の時間の実態（土日、休みも含む） 昨年度分、学校ご
と、部活ごと

学校教育課 H26.12.11 公開 郵送 郵送

32 H26.12.17 一般競争入札における最低制限価格の算定基準 一般競争入札における最低制限価格の算定基準 財政課 H26.12.26 不存在

33 H27.1.6 別紙に記載した箇所の住居表示台帳 別紙に示した住居表示街区の住居表示台帳 定住促進課 H26.1.8 公開 H27.1.13 H27.1.13

34 H27.1.14 平成26年度適用の競争入札における最低限価格の算定基準 平成26年度適用の競争入札における最低限価格の算定基準 財政課 H27.1.17 不存在

35 H27.1.15 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 H27.1.19 不存在

36 H27.1.22
塩竈市立病院における、医業務等委託契約の現契約金額につ
いて、変更契約等行っている場合は、変更後の契約金額もあ
わせて請求します。

市立病院業務課 取り下げ

37 H27.1.23
平成23年度福良汚水ポンプ場包括的業務委託の当初契約並
びに変更契約に関する一切

平成23年度福良汚水ポンプ場包括的業務委託の当初契約並
びに変更契約に関する一切

下水道課 H27.2.5 部分公開 H27.2.18 H26.2.18 条例第10条第7号に該当

38 H27.1.29 市内各学校PTA（12校）のPTA規約 市内各学校PTA（12校）のPTA規約 学校教育課 H27.1.30 公開 H27.2.24 H27.2.24

39 H27.2.3
平成26年度23災第14552号外1路線道路災害復旧工事の金額
入り設計書（鑑、設計内訳書、単価表）

平成26年度23災第14552号外1路線道路災害復旧工事の金額
入り設計書（鑑、設計内訳書、単価表）

財政課 H27.2.16 非公開 条例第10条第7号に該当

40 H27.2.9 市内12校の昨年度のPTA役員名、PTA活動が分かる書類 市内12校の昨年度のPTA役員名、PTA活動が分かる書類 学校教育課 H27.2.10 不存在

41 H27.2.9
市内12校の児童会・生徒会の昨年度の会長名、規約、活動状
況が分かる書類

市内12校の児童会・生徒会の昨年度の会長名、規約、活動状
況が分かる書類

学校教育課 H27.2.10 公開 H27.2.24 H27.2.24

42 H27.2.12 NEWしおなび100円バスの入札結果 NEWしおなび100円バスの入札結果 政策課 H27.2.13 公開 H27.2.16 H27.2.16

43 H27.3.3
平成27年2月5日付 公第17号「パワーハラスメントの可能性が
ある行為への対応について」

「パワーハラスメントの可能性がある行為への対応について」 財政課 H27.3.6 部分公開 H27.3.10 H27.3.9 条例第10条第2号に該当

44 H27.3.3
平成27年2月12日付 総第513号「パワーハラスメントの可能性
がある行為への対応について（報告）」

「パワーハラスメントの可能性がある行為への対応について
（報告）」

総務課 H27.3.5 部分公開 H27.3.9 H27.3.9 条例第10条第2号に該当

45 H27.3.4
市内小中学校12校の児童会生徒会の2014年度分関係書類の
一切

市内小中学校12校の児童会生徒会の2014年度分関係書類の
一切

学校教育課 H27.3.10 公開 H27.3.24 H27.3.24

46 H27.3.9
浦戸地区（野々島・桂島）応急仮設住宅解体及び造成（道路）・
宅地整備工事の金入り設計書

浦戸地区（野々島・桂島）応急仮設住宅解体及び造成（道路）・
宅地整備工事の金入り設計書

財政課 H27.3.17 非公開 H27.3.30 条例第10条第7号に該当

47 H27.3.9
平成26年度梅の宮浄水場運転管理等業務委託のプロポーザ
ル審査結果に関する資料一式

平成26年度梅の宮浄水場運転管理等業務委託 水道部業務課 H27.3.20 部分公開 H27.3.30 H27.3.30 条例第10条第3号に該当

48 H27.3.12

塩竈市における平成27年1月1日現在（若しくは最新）の「家屋
課税台帳」「家屋価格等縦覧帳簿」等に記載されている内容
で、「所在、家屋番号、種類、構造、床面積、階層、建築年月
日」等の内、開示可能な項目（価格を除く、登記事項のみなど）
による表形式のもの。
※電磁的記録（エクセル形式など）での開示を希望
※所在等がコード表記になっている場合は、それを読み取るた
めのコード表も併せて

「家屋課税台帳」「家屋価格等縦覧帳簿」等に記載されている
内容で、開示可能な項目による表形式のもの

税務課 H27.3.26 部分公開 郵送 郵送 条例第10条第2号に該当

49 H27.3.13
①平成25、26年 一般環境調査業務委託 入札結果
②平成25、26年 清掃工場及び廃棄物埋立処分場の測定結果
入札結果

①平成25・26年 一般環境調査業務委託 入札結果
②平成25・26年 清掃工場及び廃棄物埋立処分場の測定結果
入札結果

財政課 H27.3.13 公開 H27.3.13 H27.3.13
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平成26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 備考

50 H27.3.16

学校保健統計調査資料（平成20年度～平成26年度）
小学校及び中学校別心臓検診結果集計表（平成20年度～平
成26年度）
小学校及び中学校別心臓病有所見一覧表（平成20年度～平
成26年度）
小学校及び中学校別尿検診結果集計表（平成20年度～平成
26年度）
小学校及び中学校別腎臓病肝臓病等循環器系疾病有所見一
覧表
（平成20年度～平成26年度）
小学校及び中学校別血液検査集計表（平成20年度～平成26
年度）

学校保健統計調査資料(平成20年度～平成26年度)
小学校及び中学校別心臓検診結果集計表(平成20年度～平成
26年度)
小学校及び中学校別心臓病検有所見一覧表(平成20年度～平
成26年度)
小学校及び中学校別尿検診結果集計表(平成20年度～平成26
年度)
小学校及び中学校別血液検査集計表(平成20年度～平成26年
度)

教育総務課 H27.3.31 公開 郵送 郵送

51 H27.3.18
東塩釜駅自転車等駐輪場管理業務委託の前回入札の落札金
額

東塩釜駅自転車等駐輪場管理業務委託の前回入札の落札金
額

財政課 H27.3.19 公開 H27.3.20 H27.3.20

52 H27.3.30
平成26年12月1日に錦町で行われた街区区域変更の変更内容
がわかる該当資料の写し（街区変更前後図や住居表示台帳）

平成26年12月1日に錦町で行われた街区区域変更の変更内容
がわかる該当資料の写し（街区変更前後図や住居表示台帳）

定住促進課 H27.4.7 公開 H27.5.8 H27.5.8

■公文書公開請求　52件　 ■公開件数　30件　　■部分公開件数　14件　　 ■非公開　4件　　■不存在　5件　　■不服申立件数　1件　　■取下げ　1件　　◆その他　0件
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