
平成1７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 H17.4.4 再任用（H13－H17) 再任用関係文書 総務課 H17.4.18 公開

2 H17.4.4 再雇用（H13－H17) 再雇用関係文書 総務課 H17.4.18 公開

3 H17.4.4 商工会議所中小企業相談所補助金（H15－H16） 商工会議所中小企業相談所補助金（H15－H16） 商工観光課 H17.4.15 公開

4 H17.4.4 公募関連文書（まちづくり参画事業者）

第４回塩竈市中心市街地活性化推進本部会議の概要/平成16年度第5回
塩竈市中心市街地活性化推進本部会議の開催について/まちづくり参画事
業者公募庁内部会･関係部長勉強会/まちづくり参画事業者公募審査･第１
回庁内部会会議/まちづくり参画事業者公募審査･第２回庁内部会会議/ま
ちづくり参画事業者公募審査･第３回庁内部会会議/まちづくり参画事業者
審査委員会設置条例/第二回まちづくり参画事業者審査委員会の開催につ
いて/第3回まちづくり参画事業者審査委員会の開催について/塩竈市中心
市街地活性化推進本部まちづくり参画事業者公募審査・第３回庁内部会会
議及びヒアリングについて/まちづくり参画事業者審査委員会の推薦方及
び承諾について/まちづくり参画事業者審査委員の委嘱及び開催案内につ
いて/まちづくり参画事業者最優秀提案事業者の選定に係る審査委員会へ
の諮問について/まちづくり参画事業者公募審査・プレゼンテーション実施
要領について/第１回まちづくり参画事業者審査委員会･公開プレゼンテー
ション議事概要報告について/まちづくり参画事業者公募質問･回答書につ
いて/まちづくり参画事業者公募審査・第５回庁内部会会議について/まち
づくり参画事業者公募審査・第６回庁内部会会議について/第５回塩竈市中
心市街地活性化推進本部会議の概要について/第６回塩竈市中心市街地
活性化推進本部会議の開催について/第６回塩竈市中心市街地活性化推
進本部会議の概要について/第一回まちづくり参画事業者審査委員会につ
いて/第１回まちづくり参画事業者審査委員会の会議概要について/まちづ
くり参画事業者公募審査に係る質問事項等について/まちづくり参画事業者
公募審査に係る質問事項の確認について/第１回まちづくり参画事業者審
査委員会議事録について/第２回まちづくり参画事業者審査委員会の会議
概要について/第２回審査委員会意見概要等の送付について

都市計画課 H17.4.18 部分公開

5 H17.4.8 農政振興支援事業補助金（H14－H16） 農政振興支援事業補助金（H14－H16） 水産課 H17.4.22 公開

6 H17.4.8 選挙管理委員会　市長・市議選関係文書及び歳入歳出（H15) 選挙管理委員会　市長・市議選関係文書及び歳入歳出（H16) 選挙管理委員会 H17.4.12 取り下げ

7 H17.4.8 選挙管理委員会　衆議院議員選挙関係文書及び歳入歳出（H15) 選挙管理委員会　衆議院議員選挙関係文書及び歳入歳出（H16) 選挙管理委員会 H17.4.12 取り下げ

8 H17.4.8 秘書室　市長交際費に関する公文書等（H15－H16） 市長交際費に関する公文書等（H15ーH16) 秘書室 H17.4.13 部分公開

9 H17.4.8 秘書室　食糧費に関する公文書等（H15－H16） 食糧費に関する公文書等（H15ーH16） 秘書室 H17.4.13 公開

10 H17.4.8 秘書室　旅費に関する公文書等（H15－H16） 旅費に関する公文書等（H15－H16） 秘書室 H17.4.13 部分公開

11 H17.4.8 2款1節1目19節総務管理費歳出（H13－H16） 総務管理費の歳出に係る一切の書類（H13－H16） 総務課 H17.4.13 公開

12 H17.4.8 2款1節1目19節総務管理費歳出（H13－H16）
人権擁護委員協議会負担金、地方バス路線維持費補助金、市内循環バス
運行費補助金（H13-H16）

市民課 H17.4.22 公開

13 H17.4.12
塩竈市と社会福祉法人○○間における平成13年10月18日付け金銭消費
貸借契約証書（金1億円也）平成16年9月3日付金銭消費貸借契約証書（金
13億3100万円也）

①地域総合整備基金　金銭消費貸借契約証書（H13.10.15付け金額1億円）
②地域総合整備基金　金銭消費貸借契約証書（H13.09.03付け金額1億
3100万円）

政策課 H17.4.26 公開

14 H17.4.12

塩竈市と社会福祉法人○○間における平成13年10月18日付け金銭消費
貸借契約証書（金1億円也）平成16年9月3日付金銭消費貸借契約証書（金
13億3100万円也）借入時に際する社会福祉法人○○の借入承認にかかる
議事録

塩竈市と社会福祉法人○○間における平成13年10月18日付け金銭消費
貸借契約証書（金1億円也）平成16年9月3日付金銭消費貸借契約証書（金
13億3100万円也）借入時に際する社会福祉法人○○の借入承認にかかる
議事録

政策課 H17.4.22 不存在

15 H17.4.22 塩釜地区広域行政連合協議会関係綴　会議綴（H12-H16） 塩釜地区広域行政連合協議会関係綴　会議綴（H12-H16） 政策課 H17.5.2 公開

16 H17.4.28 政務調査費（H16） 政務調査費（H16） 議会事務局 H17.5.11 公開

17 H17.5.18 廃蛍光管の要望書 請願書 環境課 H17.5.25 部分公開

18 H17.5.26 平成16年度19節（港湾開発課） 支出負担行為綴　港湾開発課　負担金及び交付金（Ｈ16） みなとまちづくり課 H17.5.31 公開

19 H17.5.26 平成16年度旅費（港湾開発課） 支出負担行為綴　港湾開発課　旅費（Ｈ１6） みなとまちづくり課 H17.5.31 公開

20 H17.5.27 平成14～16年度退職手当（総務課） 平成14～16年度退職手当 総務課 H17.6.10 部分公開



平成1７年度公文書公開請求及び公開状況報告

21 H17.5.27 特勤手当（市長が定めるもの）のうちみなと祭手当（平成15～16年度） 特勤手当（市長が定めるもの）のうちみなと祭手当（平成15～16年度） 総務課 H17.6.10 部分公開

22 H17.8.12 退職手当について（平成14～16年度） 退職手当関係綴（平成14～16年度） 総務課 H17.8.25 部分公開

23 H17.8.12 退職者の勤務年数について（平成14～16年度） 退職者の勤務年数について（平成14～16年度） 総務課 H17.8.26 公開

24 H17.8.12 退職辞令関係綴（平成14～17年度） 退職辞令関係綴（平成14～17年度） 総務課 H17.8.26 公開

25 H17.8.19 平成16,17年度一学期分の補欠指導計画（市内の公立小中学校分） 平成16,17年度一学期分の補欠指導計画（市内の公立小中学校分） 学校教育課 H17.8.31 不存在

26 H17.8.19
平成16年3月24日から現在までの長期特別研修に関する一切の文書　平
成17年度校務分掌（塩釜三中）一覧表

平成16年3月24日から現在までの長期特別研修に関する一切の文書　平
成17年度校務分掌（塩釜三中）一覧表

学校教育課 H17.8.31 公開

27 H17.8.19 平成17年１学期の週案（塩釜三中） 平成17年１学期の週案（塩釜三中） 学校教育課 H17.8.31 部分公開

28 H17.10.26 杉の入4-○-○に施行した看板基礎工事の契約書類一式 杉の入4-○-○に施行した看板基礎工事の契約書類一式 土木課 H17.11.8 公開

29 H17.10.26 公共物使用の許可について（杉の入4-○-○分） 公共物使用の許可について（杉の入4-○-○分）○○分　平成14年12月 土木課 H17.11.8 公開

30 H17.10.26
杉の入4-○-○にある看板及び土地（○○分）の賃貸料年額22000円の計
算根拠がわかる書類（H14.12月頃）

杉の入4-○-○にある看板及び土地の賃貸借年額22000円の計算根拠が
分かる書類

土木課 H17.11.8 公開

31 H17.11.15 市議会交際費（H17) H17年度議会交際費 議会事務局 H18.11.21 公開

32 H18.1.19 みなとまつり人件費の帳簿関係（H15-17)
特殊勤務手当（変額）報告書　塩竈みなと祭り協賛会に対する補助金の交
付について

総務課・商工観光課 H18.2.1 部分公開

33 H18.1.26 住民票などの手数料条例決定にいたる経過に関わる全資料 昭和45～54年、昭和51～55年、昭和61～63年交付条例原義 総務課 H17.1.31 公開

34 H18.2.15 塩竈市水道事業の計量業務委託に関する規定に関する帳票（H15-17） 塩竈市水道事業の計量業務委託に関する規定に関する帳票（H15-17） 水道部 H18.2.22 公開

35 H18.2.16 H17.9.1貨物ヤード跡地利用に関する（商業関係）要望書と回答書 要望・陳情綴（平成17年度） 政策課 H18.2.17 部分公開

36 H18.2.22 政務調査費（2004年度分） 政務調査費（平成16年度） 議会事務局 H18.3.7 公開

37 H18.2.27 アスベスト関係について アスベスト関係について 教育委員会総務課 H18.3.2 公開

38 H18.2.27 アスベスト関係について アスベスト関係について 生涯学習センター H18.3.10 公開

39 H18.2.27 アスベスト関係について アスベスト関係について 学校教育課 H18.3.2 公開

40 H18.2.28
H17.3.2現在集会所42箇所のうち未調査箇所16箇所について今週中調査完
了とある文書の調査完了文書

H17.3.2現在集会所42箇所のうち未調査箇所16箇所について今週中調査完
了とある文書の調査完了文書

防災安全課 H18.3.1 公開

41 H18.3.20
アスベスト関係　国県からの通達文書及び市からの報告書、1987年以降の
全て

アスベスト関係　国県からの通達文書及び市からの報告書、1987年以降の
全て

防災安全課・建
築課・環境課・教
育委員会総務課

H18.4.3 公開

42 H18.3.28 市議会交際費（H17) 市議会交際費（H17) 議会事務局 H18.4.7 公開

43 H18.3.28 市長交際費帳票等（H17) 市長交際費帳票等（H17) 総務課 H18.4.4 公開

44 H18.3.28 市長食糧費（H17) 市長食糧費（H17) 総務課 H18.4.4 公開

45 H18.3.31 政務調査費（H15) 政務調査費（H15) 議会事務局 H18.4.14 公開

■公文書公開請求　45件　■公開件数　31件　■部分公開件数　10件　■非公開　0件　■不存在　2件　■不服申立件数　0件　　■取下げ　2件


