
決定日 結果 理由

1 令和3年4月8日
2021年3月に開催された行政経営会
議に関するすべての文書

市長公室 令和3年4月20日 開示
写し交
付

2 令和3年4月8日

１　２０２１年２月～３月に教育委
員会とカルチャー・コンビニエン
ス・クラブ株式会社（ＣＣＣ）との
間、或いは第三者の参加の場合も含
む関係で行われた打ち合わせ、協
議、指導、指示、通知、報告等に関
するすべての文書
２　２０２１年２月～３月の間に教
育委員会の内部で行われた多賀城市
立図書館に関するすべての打ち合わ
せ、協議等の文書
３　２０２１年２月～３月に教育委
員会とＣＣＣとの間で行われた多賀
城市立図書館の管理運営等に関する
すべての文書

生涯学習課 令和3年4月22日
部分開
示

条例第７条第２号
写し交
付

3 令和3年4月14日

多賀城市文化センター（指定管理期
間：令和３年４月１日から令和８年
３月３１日までの５年間）の指定管
理者公募にかかる応募団体（株式会
社ケイミックスパブリックビジネス
及びJM協働事業体の２団体）の提案
書

生涯学習課 令和3年5月28日
部分開
示

多賀城市情報公開
条例第７条第２号
及び３号ア

写し交
付

4 令和3年5月11日

以下の入札の金入り設計書
・平成３０年度高崎雨水幹線測量設
計地質調査業務委託（入札日：平成
３０年１１月２０日）
・平成２８年度丸山雨水枝線測量設
計地質調査業務委託（入札日：平成
２９年１月１７日）

施設整備課 令和3年5月13日
部分開
示

条例第７条第７号
写し交
付

5 令和3年5月18日

１　２０２１年４月に教育委員会と
カルチャー・コンビニエンス・クラ
ブ株式会社（ＣＣＣ）との間、或い
は第三者の参加の場合も含む関係で
行われた打ち合わせ、協議、指導、
指示、通知、報告等に関するすべて
の文書
２　２０２１年４月の間に教育委員
会の内部で行われた多賀城市立図書
館に関するすべての打ち合わせ、協
議等の文書
３　２０２１年４月に教育委員会と
ＣＣＣとの間で行われた多賀城市立
図書館の管理運営等に関するすべて
の文書

生涯学習課 令和3年6月1日
部分開
示

条例第７条第２号
写し交
付

6 令和3年5月24日
多賀城市学校副読本印刷及び副読本
補助教材作成業務の前回分の入札結
果

管財課 令和3年5月27日 開示
写し交
付

7 令和3年5月25日

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

生活環境課 令和3年6月1日 開示
写し交
付

8 令和3年5月25日

令和３年５月１３日付国保第１９７
号「見積書の提出について（依
頼）」に対する各金融機関の見積内
容並びに採択結果について

国保年金課 令和3年5月28日 開示
写し交
付

9 令和3年6月10日 新田地区の雨水計画が分かる平面図 施設整備課 令和3年6月11日 開示
写し交
付

10 令和3年6月10日

・「境界確定図」平成１０年２月２
５日
・多賀城市笠神２丁目８-１０（天
の山配水池）の実測平面図と座標
データ
実測平面図は笠神２丁目１９７－２
９、１９７－３０が含まれる範囲

管財課 令和3年6月17日
部分開
示

条例第７条第２号
写し交
付

11 令和3年6月16日
住居表示台帳もしくは街区符号およ
び住居番号の位置がわかる図面資料

市民課 令和3年6月23日 開示
データ
交付

12 令和3年6月21日
平成３１年度及び令和２年度の業務
用パソコンの借り上げに関する入札
結果

管財課 令和3年6月25日 開示
写し交
付

13 令和3年6月22日
多賀城市学校副読本印刷及び副読本
補助教材作成業務の入札結果

管財課 令和3年6月30日 開示
写し交
付

14 令和3年7月5日
２０２１年５～６月に開催された行
政経営会議に関するすべての文書 市長公室 令和3年7月15日 開示

写し交
付

令和３年度公文書開示請求処理状況一覧
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方法等
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15 令和3年7月5日

１　２０２１年５月～６月に教育委
員会とカルチャー・コンビニエン
ス・クラブ株式会社（ＣＣＣ）との
間、或いは第三者の参加の場合も含
む関係で行われた打ち合わせ、協
議、指導、指示、通知、報告等に関
するすべての文書
２　２０２１年５月～６月の間に教
育委員会の内部で行われた多賀城市
立図書館に関するすべての打ち合わ
せ、協議等の文書
３　２０２１年５月～６月に教育委
員会とＣＣＣとの間で行われた多賀
城市立図書館の管理運営等に関する
すべての文書

生涯学習課 令和3年7月19日
部分開
示

条例第７条第２号
写し交
付

16 令和3年7月5日
令和３年３月１２日に開催された令
和２年度第２回図書館運営審議会に
関するすべての資料

生涯学習課 令和3年7月19日 開示
写し交
付

17 令和3年7月12日

２０２１年１月１日から２０２１年
６月３０日までに付定のあった多賀
城市住居表示に関する条例第３条・
同規則に基づく住居表示実施地区の
住居表示台帳及び新築届一覧

市民課 令和3年7月27日 開示
データ
交付

18 令和3年7月15日

令和３年第１回定例会で上程された
議案第５号「市道路線の認定につい
て」に係る告示文書及び位置図並び
に平面図

道路公園課 令和3年7月19日 開示
写し交
付

19 令和3年7月16日 令和３年度漏水調査業務入札結果 企業経営課 令和4年7月29日 開示
写し交
付

20 令和3年7月20日
７月１４日に行われた多賀城市耐震
対策等事業西庁舎大規模改修工事外
実施設計業務委託の仕様書

管財課 令和3年7月21日 開示
写し交
付

21 令和3年7月26日
多賀城市の地番が載った図面で、２
０２０年中の登記異動修正済の
shapeデータ

税務課 令和3年8月6日 開示
データ
交付

22 令和3年7月28日
中央３丁目７１番　市内にある公共
マスの修繕にかかる公共工事

施設整備課 令和3年7月30日 開示
写し交
付

23 令和3年8月16日
２０２１年７月に開催された行政経
営会議に関するすべての文書 市長公室 令和3年8月20日 開示

写し交
付

24 令和3年8月16日

１　２０２１年７月に教育委員会と
カルチャー・コンビニエンス・クラ
ブ株式会社（ＣＣＣ）との間、或い
は第三者の参加の場合も含む関係で
行われた打ち合わせ、協議、指導、
指示、通知、報告等に関するすべて
の文書
２　２０２１年７月の間に教育委員
会の内部で行われた多賀城市立図書
館に関するすべての打ち合わせ、協
議等の文書
３　２０２１年７月に教育委員会と
ＣＣＣとの間で行われた多賀城市立
図書館の管理運営等に関するすべて
の文書

生涯学習課 令和3年8月30日
部分開
示

条例第７条第２号
写し交
付

25 令和3年8月30日
笠神１丁目１５-１２，５１－３の
汚水設置に伴う経緯が分かる資料

施設整備課 令和3年8月30日
部分開
示

条例第７条第２号
写し交
付

26 令和3年9月2日
平成３１年度特別史跡多賀城南門等
復元工事に係る広告及び入札説明書

管財課 令和3年9月7日 開示
写し交
付

27 令和3年9月6日

「令和３年度第八処理分区汚水管カ
メラ点検業務」、「令和３年度第
五、十二、十三、十四処理分区本管
カメラ調査業務委託」入札参加業者
と入札金額、積算内訳の詳細

企業経営課 令和3年9月16日 開示
写し交
付

28 令和3年9月9日
２０２１年８月に開催された行政経
営会議に関するすべての文書 市長公室 令和3年9月16日 開示

写し交
付
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29 令和3年9月9日

１　２０２１年８月に教育委員会と
カルチャー・コンビニエンス・クラ
ブ株式会社（ＣＣＣ）との間、或い
は第三者の参加の場合も含む関係で
行われた打ち合わせ、協議、指導、
指示、通知、報告等に関するすべて
の文書
２　２０２１年８月の間に教育委員
会の内部で行われた多賀城市立図書
館に関するすべての打ち合わせ、協
議等の文書
３　２０２１年８月に教育委員会と
ＣＣＣとの間で行われた多賀城市立
図書館の管理運営等に関するすべて
の文書

生涯学習課 令和3年9月22日
部分開
示

条例第７条第２号
写し交
付

30 令和3年9月24日

令和３年度第４回多賀城市立図書館
定例会の報告概要の記録の中「イベ
ント参加時の図書館利用カード提示
を必須としない運用への変更をした
い」、「WEB受付Peatixを導入した
い」との考えが提起されているが、
これらに関して教育委員会として検
討された文書
　更に、「Peatix」を選択した理由
として、「過去に複数の自治体との
連携実績があるサービスという点が
理由である」と記されているが、複
数自治体とはどこの自治体なのかを
明らかにした文書

生涯学習課 令和3年10月7日 不存在

31 令和3年9月24日

平成２８年度以降に任用した職員に
係る採用区分と人数及び平成２８年
度以降の退職者の状況が明らかにさ
れている文書

総務課 令和3年10月11日 開示
写し交
付

32 令和3年10月4日
令和元年より現在までの、備蓄用食
品（水、食糧）に関わる入札調書及
び仕様書

管財課 令和3年10月6日 開示
写し交
付

33 令和3年10月8日

令和３年９月１６日付介護第１１７
２号「見積書の提出について（依
頼）」に対する各金融機関の見積内
容並びに採択結果について

介護福祉課 令和3年10月15日 開示
写し交
付

34 令和3年10月11日

令和３年９月１３日付国保第８１２
号「見積書の提出につして（依
頼）」に対する各金融機関の見積内
容並びに採択結果について

国保年金課 令和3年10月14日 開示
写し交
付

35 令和3年10月19日

令和３年度使用教科用図書（中学校
各教科）に関わる採択協議会委員
名、採択協議会議事録、研究調査資
料、研究調査委員名、採択協議会規
約、地区採択日程がわかる文書

教育総務課 令和3年11月5日 開示
写し交
付

36 令和3年11月2日

「令和３年度第九処理分区汚水管口
カメラ点検業務及び第七処理分区汚
水本管カメラ調査業務」の入札参加
業者名、入札金額がわかる文書

企業経営課 令和3年11月15日 開示
写し交
付

37 令和3年11月5日
２０２１年９月に開催された行政経
営会議に関するすべての文書 市長公室 令和3年11月19日 開示

写し交
付

38 令和3年11月5日

１　２０２１年９月に教育委員会と
カルチャー・コンビニエンス・クラ
ブ株式会社（ＣＣＣ）との間、或い
は第三者の参加の場合も含む関係で
行われた打ち合わせ、協議、指導、
指示、通知、報告等に関するすべて
の文書
２　２０２１年９月の間に教育委員
会の内部で行われた多賀城市立図書
館に関するすべての打ち合わせ、協
議等の文書
３　２０２１年９月に教育委員会と
ＣＣＣとの間で行われた多賀城市立
図書館の管理運営等に関するすべて
の文書

生涯学習課 令和3年11月19日
部分開
示

条例第７条第２号
写し交
付

39 令和3年11月5日
２０２１年１０月に開催された行政
経営会議に関するすべての文書 市長公室 令和3年11月19日 開示

写し交
付
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40 令和3年11月5日

１　２０２１年１０月に教育委員会
とカルチャー・コンビニエンス・ク
ラブ株式会社（ＣＣＣ）との間、或
いは第三者の参加の場合も含む関係
で行われた打ち合わせ、協議、指
導、指示、通知、報告等に関するす
べての文書
２　２０２１年１０月の間に教育委
員会の内部で行われた多賀城市立図
書館に関するすべての打ち合わせ、
協議等の文書
３　２０２１年１０月に教育委員会
とＣＣＣとの間で行われた多賀城市
立図書館の管理運営等に関するすべ
ての文書

生涯学習課 令和3年11月19日
部分開
示

条例第７条第２号
写し交
付

41 令和3年11月10日

令和３年１０月６日付介護第１３０
０号「見積書の提出について（依
頼）」に対する各金融機関の見積内
容並びに採択結果について（見積開
封調書の写し）

介護福祉課 令和3年11月17日 開示
写し交
付

42 令和3年11月10日

令和３年１０月２０日付会計第２２
４号「見積書の提出について（依
頼）」に対する各金融機関の見積内
容並びに採択結果について（見積開
封調書の写し）

会計課 令和3年11月16日 開示
写し交
付

43 令和3年11月16日
２０２１年１１月９日に開催された
多賀城市立図書館運営審議会に関す
るすべての文書

生涯学習課 令和3年11月30日 開示

44 令和3年12月10日

１　２０２１年１１月に教育委員会
とカルチャー・コンビニエンス・ク
ラブ株式会社（ＣＣＣ）との間、或
いは第三者の参加の場合も含む関係
で行われた打ち合わせ、協議、指
導、指示、通知、報告等に関するす
べての文書
２　２０２１年１１月の間に教育委
員会の内部で行われた多賀城市立図
書館に関するすべての打ち合わせ、
協議等の文書
３　２０２１年１１月に教育委員会
とＣＣＣとの間で行われた多賀城市
立図書館の管理運営等に関するすべ
ての文書

生涯学習課 令和3年12月24日
部分開
示

条例第７条第２号
及び同条第４号

写し交
付

45 令和3年12月10日
２０２１年１１月に開催された行政
経営会議に関するすべての文書 市長公室 令和3年12月22日 開示

写し交
付

46 令和3年12月10日
令和元年、２年度分の児童・生徒用
机及び椅子の購入案件の数量、金
額、仕様等に関する文書

管財課 令和3年12月15日 開示
写し交
付

47 令和3年12月20日
多賀城市立山王小学校所蔵の開校よ
り昭和元年までの学校沿革誌

教育総務課 令和3年12月24日 開示
写し交
付

48 令和3年12月27日
２０２１年１１月９日に開催された
多賀城市立図書館運営審議会の会議
録

生涯学習課 令和4年1月7日 開示

49 令和4年1月6日

指定管理者制度導入時の
多賀城市立図書館指定管理者募集要
項
多賀城市立図書館の管理運営に関す
る基本協定書
多賀城市立図書館指定管理者事業計
画書

生涯学習課 令和4年1月20日 開示
写し交
付

50 令和4年1月11日

２０２１年７月１日から２０２１年
１２月３１日までに付定のあった多
賀城市住居表示に関する条例第３
条・同規則に基づく住居表示実施地
区の住居表示台帳及び新築届一覧

市民課 令和4年1月25日 開示
データ
交付
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51 令和4年1月11日

１　２０２１年１２月に教育委員会
とカルチャー・コンビニエンス・ク
ラブ株式会社（ＣＣＣ）との間、或
いは第三者の参加の場合も含む関係
で行われた打ち合わせ、協議、指
導、指示、通知、報告等に関するす
べての文書
２　２０２１年１２月の間に教育委
員会の内部で行われた多賀城市立図
書館に関するすべての打ち合わせ、
協議等の文書
３　２０２１年１２月に教育委員会
とＣＣＣとの間で行われた多賀城市
立図書館の管理運営等に関するすべ
ての文書

生涯学習課 令和4年1月25日
部分開
示

条例第７条第２号
写し交
付

52 令和4年1月11日
２０２１年１２月に開催された行政
経営会議に関するすべての文書 市長公室 令和4年1月25日 開示

写し交
付

53 令和4年1月13日
令和３年度の「公共用水域（砂押
川）水質調査業務」の見積り経過調
書と予定価格

生活環境課 令和4年1月18日 開示
データ
交付

54 令和4年1月27日

令和３年度の「第八処理分区汚水管
口カメラ点検」、「第五、十二、十
三、十四処理分区汚水管口カメラ点
検」、「第九処理分区汚水管口カメ
ラ点検及び第七処理分区汚水本管カ
メラ調査」の入札結果

企業経営課 令和4年2月2日 開示
写し交
付

55 令和4年2月7日
前回の入札結果「志引保育所外２か
所　消防用設備保守点検業務」

管財課 令和4年2月10日 開示
写し交
付

56 令和4年2月7日
前回の入札結果「中央雨水ポンプ場
外５か所　雨水ポンプ場消防用設備
保守点検業務委託」

企業経営課 令和4年2月10日 開示
写し交
付

57 令和4年2月8日
山王地区公民館、母子健康セン
ター、市庁舎の清掃業務に係る入札
結果

管財課 令和4年2月10日 開示
写し交
付

58 令和4年2月14日
２０２２年１月に開催された行政経
営会議に関するすべての文書 市長公室 令和4年2月28日 開示

写し交
付

59 令和4年2月14日

１　２０２２年１月に教育委員会と
カルチャー・コンビニエンス・クラ
ブ株式会社（ＣＣＣ）との間、或い
は第三者の参加の場合も含む関係で
行われた打ち合わせ、協議、指導、
指示、通知、報告等に関するすべて
の文書
２　２０２２年１月の間に教育委員
会の内部で行われた多賀城市立図書
館に関するすべての打ち合わせ、協
議等の文書
３　２０２２年１月に教育委員会と
ＣＣＣとの間で行われた多賀城市立
図書館の管理運営等に関するすべて
の文書

生涯学習課 令和4年2月28日
部分開
示

条例第７条第２号
写し交
付

60 令和4年2月14日

多賀城市立図書館のホームページに
掲載されている「館内補修工事のお
知らせ～令和３年２月と３月に発生
した地震の影響による館内壁等の補
修作業」に関するすべての資料

生涯学習課 令和4年2月28日
部分開
示

条例第７条第２号
写し交
付

61 令和4年2月15日
各小・中学校警備保障業務委託、母
子健康センター機械警備業務委託に
係る入札結果

管財課 令和4年2月15日 開示
写し交
付

62 令和4年2月15日
雨水ポンプ場機械警備業務委託に係
る入札結果

管財課 令和4年2月15日 開示
写し交
付

63 令和4年2月16日
最新の地番図データ（SHAPEファイ
ル）、最新の路線価図データ
（SHAPEファイル）

税務課 令和4年2月24日 開示
データ
交付

64 令和4年2月24日
再生紙の購入に係る過去２、３年分
の文書（価格、業者名、製品名規格
等）

管財課 令和4年3月1日 開示
データ
交付

65 令和4年3月2日
中央雨水ポンプ場外１１箇所運転管
理等業務委託（令和４年２月１８日
入札結果）

企業経営課 令和4年3月10日 開示
写し交
付

66 令和4年2月28日
「PC用外部ディスプレイの借上げ」
に係る入札参加者情報、応札価格情
報

管財課 令和4年3月8日 開示
データ
交付
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67 令和4年3月4日

山王地区公民館清掃業務、母子健康
センター清掃業務委託、市庁舎清掃
業務の入札価格（令和４年２月１８
日入札執行）

管財課 令和4年3月8日 開示
写し交
付

68 令和4年3月8日
令和４年２月入札執行の清掃業務３
件についての予定価格

管財課 令和4年3月14日 開示
写し交
付

69 令和4年3月24日

２０２２年３月１６日深夜に起きた
宮城・福島震度６強を観測した地震
による多賀城市立図書館の被害状況
に関するすべての資料

生涯学習課 令和4年4月7日
部分開
示

条例第７条第２号
写し交
付

70 令和4年3月24日

１　２０２２年２月に教育委員会と
カルチャー・コンビニエンス・クラ
ブ株式会社（ＣＣＣ）との間、或い
は第三者の参加の場合も含む関係で
行われた打ち合わせ、協議、指導、
指示、通知、報告等に関するすべて
の文書
２　２０２２年２月の間に教育委員
会の内部で行われた多賀城市立図書
館に関するすべての打ち合わせ、協
議等の文書
３　２０２２年２月に教育委員会と
ＣＣＣとの間で行われた多賀城市立
図書館の管理運営等に関するすべて
の文書

生涯学習課 令和4年4月7日
部分開
示

条例第７条第２号
写し交
付

70件

開　　示 52件

部分開示 17件

非 開 示 0件

不 存 在 1件

未　　決 0件

開示等
決定内訳

公文書開示書開示請求件数

(内訳）


