
R元年度 H30年度 H29年度 H28年度 H27年度

件数 69件 141件 111件 162件 118件

人数 36人 59人 46人 42人 57人

件数 0件 0件 1件 2件 0件

人数 0人 0人 1人 1人 0人

件数 69件 141件 112件 164件 118件

人数 36人 59人 47人 43人 57人

（１）　行政文書公開請求の処理内訳 （単位：件）

R元年度 H30年度 H29年度 H28年度 H27年度

16 38 34 52 28

43 81 73 99 67

2 13 0 6 17

2 0 0 0 1

6 9 4 5 5

69 141 111 162 118

（２）　行政文書公開の請求者区分の内訳 （単位：件）

R元年度 H30年度 H29年度 H28年度 H27年度

41 90 74 127 40

0 1 0 1 1

0 0 0 0 0

2 1 2 0 2

0 2 2 0 0

26 47 33 34 75

69 141 111 162 118

合   　計

年　　　　　　　度

２　行政文書公開

処
理
区
分

合　　　　計

その他市政に関わりを有する
者

一部公開

取 下 げ

非公開

年　　　　　　　度

市内に住所を有する者

市内に勤務する者

市内に在学する者

市内に事務所又は事業所を有
する者

市政に関して公開を必要とす
る理由を明示する者

区

分

合　　　　計

※　区分については、情報公開条例第５条に規定する行政文書の閲覧及び行政文書の
　写しの交付を請求することができる者の区分

令和元年度海老名市情報公開制度運用状況（報告）

文書不存在によるも
の

上記以外

全部公開

１　利用の内訳

年　　　　　　　度

行政文書公開

任意的公開

資料 情－１



（単位：件）

R元年度 H30年度 H29年度 H28年度 H27年度

5 8 1 10 7

12 31 26 22 7

4 14 5 11 13

3 10 5 14 3

6 18 7 11 3

― ― 7 7 4

18 17 13 29 6

0 0 0 0 0

4 4 9 1 1

52 102 73 105 44

0 2 2 4 2

16 37 34 51 71

0 0 0 2 0

0 0 0 0 0

1 0 2 0 1

69 141 111 162 118

（単位：件）

12

11

（単位：件）

R元年度 H30年度 H29年度 H28年度 H27年度

49 120 96 146 62

20 21 15 16 56

R元年度 H30年度 H29年度 H28年度 H27年度

65 118 106 140 92

2 1 1 11 3

0 0 0 1 0

閲覧後写しの交付を行った請求については、写しの交付に含む（件）

閲　　　覧

保 健 福 祉 部

経 済 環 境 部

市 長 室

財 務 部

市 民 協 働 部

窓　　　　　　　　口

建 設 部 *

ま ち づ く り 部

会 計 課

（４）　請求方法　

年　　　　　　　度

<参考>　請求の多い文書（令和元年度）

選挙管理委員会

市
長
部
局

教育委員会

　指定管理事業に関する資料

消 防

合　　　計

（３）　公開請求に係る部局別内訳

視　　　聴

合　　　　　　　計

郵送、ＦＡＸ、メール

監 査 委 員

年　　　　　　　度

写しの交付

* 平成30年４月１日の組織変更により廃止された部

　契約関係資料

年　　　度

（５）　公開方法　

農業委員会

　　議　　　会



№ 受付日
請求
方法

請求者の別
（団体又は個

人）
請求者区分 請求内容 担当部 担当課 公開状況

公開請求の
区分

1 H31.4.1 来庁 団体 理由明示 28-123物件設置のしゅんこう図 まちづくり部 下水道課 一部公開 写しの交付

2 H31.4.2 来庁 団体 理由明示
海老名市内　生産緑地地区
地番・指定日（告示日）・面積・箇所番号　の一覧

まちづくり部 都市計画課 一部公開 写しの交付

3 H31.4.15 来庁 個人 市内在住 海老名市立中央図書館における「分類配架の基本方針」「分類表」 教育部 学び支援課 全部公開 写しの交付

4 H31.4.16 来庁 個人 市内在住
開発指導要項の電波障害に係る調査報告書
28建07の内範囲図
28建14　　〃

まちづくり部
まちづくり指導

課
一部公開 写しの交付

5 H31.4.24 来庁 個人 市内在住 2019年度海老名市立第一、第二高齢者生きがい会館管理運営委託の契約書 保健福祉部
地域包括ケア推

進課
一部公開

閲覧　及び
写しの交付

6 H31.4.24 来庁 個人 市内在住
2019年度第二高齢者生きがい会館で実施している事業のうち環境課が所管の事業
に関する委託契約書

経済環境部 環境課 一部公開
閲覧　及び
写しの交付

7 H31.4.24 来庁 個人 市内在住
・郷土資料の書籍名すべてがわかるもの
・2014年度2015年度廃棄した書籍名（郷土資料に限る）

教育部 学び支援課 一部公開 閲覧

8 H31.4.25 郵送 団体 理由明示

海老名市様がお持ちの、海老名市全域における防火対象物【消防法施工例別表第
一の（一）～（二十）】の最新のデータで下記の項目を含む一覧表
１～１３すべての一覧表である必要はありません。海老名市様がお持ちの一覧表
で結構です。また、項目の名称が若干異なる場合も、下記の内容を指している項
目は公開していただきたいです。
１　対象物名称
２　棟名称
３　所在地番
４　主用途（項分類）
５　棟用途
６　地上階数・地下階数
７　建物高さ
８　建築面積
９　延べ面積
10　建築年月日
11　消防同意年月日
12　工事完了予定年月日
13　使用開始年月日

消防本部 予防課 - 写しの交付

9 H31.4.25 FAX 団体 理由明示
公共下水道事業計画変更業務委託（積算内訳書）
公共下水道39分区詳細設計委託（その2）（積算内訳書）

まちづくり部 下水道課 - 写しの交付

10 R1.5.9 郵送 法人 理由明示

海老名市様がお持ちの、海老名市全域における防火対象物【消防法施行令別表第
一の(一)～(二十)】の最新のデータで下記の項目を含む一覧表
1.対象物名称
2.棟名称
3.所在地番
4.主用途(項分類)
5.棟用途
6.地上階数・地下階数
7.建物高さ
8.建築面積
9.延べ面積
10.建築年月日
11.消防同意年月日
12.使用開始年月日

消防本部 予防課 全部公開 写しの交付

11 R1.5.17 来庁 個人 市内在住
2019年～2023年度までの市立図書館指定管理者との協定書一式（仕様書含む）及
び2019年度の年度協定書一式

教育部 学び支援課 一部公開 写しの交付

12 R1.5.21 郵送 法人 理由明示
海老名市の地番が載った図面（公図、地籍図、地番参考（現況）図等、図面種
類・精度は問わない）で、2018年中の登記異動修正済みの電磁的記録。

財務部 資産税課 全部公開 写しの交付

13 R1.5.21 郵送 法人 理由明示

地方税法381条第１項・第３項により土地・家屋課税台帳に登録しなければなら
ない登記事項・登記名義人として登録されている部分又は情報。又は、海老名市
の登記されている土地・家屋の登記情報のうち、登記名義人、土地の所在・地
番・地目・地積、家屋の所在・地番・家屋記号・種類・構造・床面積・建物名
称・新築年月日の情報。

財務部 資産税課 一部公開 写しの交付

14 R1.5.22 来庁 個人 市内在住
2019年締結の市立図書館指定管理者との基本協定書一式（仕様書含む）及び2019
年度協定書一式

教育部 学び支援課 一部公開
閲覧　及び
写しの交付

15 R1.5.22 来庁 個人 市内在住
海老名市立図書館指定管理業務月間業務報告
平成31年3月　3月有馬図書館事業実施一覧
平成31年2月　３月有馬図書館事業実施計画

教育部 学び支援課 全部公開
閲覧　及び
写しの交付

16 R1.5.29 来庁 個人 市内在住
平成31年（行コ）第16号墓地経営不許可処分取消等請求控訴事件判決文（東京高
裁）令和元年5月22日

市長室 文書法制課 全部公開 写しの交付

17 R1.5.29 来庁 個人 市内在住
・　海老名市粗大ごみ持込み受付等業務委託に記載されている「作業手順」
・　海老名市粗大ごみ持込み受付等業務委託契約に係る金額の内訳がわかる資料

経済環境部 環境課 全部公開
閲覧　及び
写しの交付

18 R1.6.10 郵送 法人 理由明示
海老名市西口土地区画整理事業に係る、施行地区位置図、施行地区区域図、換地
図、新旧地番対照表

まちづくり部 市街地整備課 全部公開 写しの交付

19 R1.6.11 来庁 個人 市内在住
開発指導要項の電波障害に係る調査報告書
28建07のうち範囲図
28建14のうち範囲図

まちづくり部
まちづくり指導

課
一部公開 写しの交付

資料 情－２



20 R1.6.12 来庁 個人 市内在住 2018年度12月補正予算　市立図書館指定管理料債務負担行為予算要求の参考資料 教育部 学び支援課 全部公開 写しの交付

21 R1.6.19 来庁 個人 市内在住
海老名市立図書館資料収集計画　５か年計画
海老名市率図書館資料収集計画　2019年度強化収集項目

教育部 学び支援課 全部公開 写しの交付

22 R1.6.28 来庁 法人 市内事業者

海老名駅自由通路において、
①指定管理者が市に報告している事業報告書（直近３年分）
②収支報告書（直近３年分）
③現行指定管理者に対する評価報告書（直近のもの）
⑤修繕一覧報告書（直近３年分）
⑥現指定管理者選定時提出の提案書

まちづくり部 市街地整備課 一部公開 写しの交付

23 R1.6.28 来庁 個人 理由明示

・住民基本台帳事務の手続きで当事本人申請でしか対応できないとの理由で拒否した根拠理由、
対応をどのようにしたかが分かる書類・文書・メモ等を含む。
・海老名市住民基本台帳事務におけるドメスティックバイオレンス及びDVの支援措置要綱
・海老名市住民基本台帳事務におけるドメスティックバイオレンス及びDV支援措置申出書の授か
り書類受けた理由とマスキングなしで保管していた根拠を示す書類

市民協働部 窓口サービス課 一部公開 写しの交付

24 R1.7.8 郵送 法人 理由明示

海老名運動公園メインスタンド等改修工事（建築）
（仮称）再生工房新築工事（再公告）
海老名市市営中新田住宅長寿命化改修工事
海老名運動公園陸上競技場メインスタンド等改修工事（電気設備）
海老名市国分寺台文化センター大規模改修工事（電気設備）
海老名運動公園陸上競技場メインスタンド等改修工事（機械設備）
海老名市国分寺台文化センター大規模改修工事（機械設備）
海老名市庁舎空調設備改修工事
上記８件の工事の金入り設計書全て

財務部 管財課 一部公開 写しの交付

25 R1.7.8 郵送 法人 理由明示
道路照明等建替工事
上記１件の工事の金入り設計書全て

まちづくり部 道路管理課 - 写しの交付

26 R1.7.10 来庁 個人 市内在住
家庭系ごみ一部有料化・戸別収集制度説明会結果報告（国分北３丁目自治会）令
和元年６月２日実施

経済環境部 環境課 全部公開 写しの交付

27 R1.7.22 来庁 個人 市内在住 市立図書館の2104年度に締結した協定書、仕様書一式 教育部 学び支援課 一部公開 写しの交付

28 R1.7.22 来庁 個人 市内在住 2019年度４月～６月に行われた最高経営会議結果 財務部 企画財政課 全部公開
閲覧　及び
写しの交付

29 R1.7.25 来庁 個人 市内在住 旧杉久保住宅跡地売却に伴う入札仕様書及び売買契約書 まちづくり部 住宅公園課 一部公開 閲覧

30 R1.7.26 来庁 個人 市内在住
①令和２年度使用小学校用教科書
海老名市教科用図書採択資料作成委員会報告書
②〃学校意見集計結果

教育部 教育支援課 全部公開 写しの交付

31 R1.8.2 郵送 個人 市内在住

①平成３１年度（令和元年度を含む）に通知された「保育所入所保留通知書」
②「海老名市保育の実施手続等を定める要綱」に関して、平成30年10月１日付の
改正がされた経緯及び変更点がわかる書類、関係する起案文書、新旧対照表など
③文章法制課　曽田氏と請求者との対応記録

保健福祉部
保育・幼稚園課

（①、②） 一部公開 写しの交付

32 R1.8.2 郵送 個人 市内在住

①平成３１年度（令和元年度を含む）に通知された「保育所入所保留通知書」
②「海老名市保育の実施手続等を定める要綱」に関して、平成30年10月１日付の
改正がされた経緯及び変更点がわかる書類、関係する起案文書、新旧対照表など
③文章法制課　曽田氏と請求者との対応記録

市長室
文書法制課

（③）
非公開 写しの交付

33 R1.8.2 郵送 法人 理由明示
海老名市全域　管轄エリアの危険物施設の事業者名、設備容量一覧
タンクを保有する一般取扱所（屋外・地下・給油取扱所）

消防本部 予防課 - 写しの交付

34 R1.8.2 来庁 個人 市内在住
2019年締結の市立図書館指定管理者との基本協定書一式（仕様書含む）及び2019
年度協定書一式

教育部 学び支援課 一部公開
閲覧　及び
写しの交付

35 R1.8.2 郵送 法人 理由明示

令和元年８月１日現在における海老名消防本部管内の危険物第４類の貯蔵または
取り扱い施設（屋内タンク貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、給油
取扱所、一般取扱所（地下タンクを有しているもの））の１．事業所名、２．住
所、３．施設区分、４．品名、５．数量

消防本部 予防課 一部公開 写しの交付

36 R1.8.5 FAX 個人 市内在住
2019年～2023年度までの市立図書館指定管理者との基本協定書一式（仕様書含
む）及び2019年度の年度協定書一式

教育部 学び支援課 一部公開
閲覧　及び
写しの交付

37 R1.8.22 来庁 個人 市内在住 市立図書館における捜査関係事項照会に関する文書一式（2019年度～2015年度） 教育部 学び支援課 非公開 -

38 R1.9.11 郵送 個人 理由明示

H26～H30海老名市立図書館指定管理者選定に係る文書のうち
①募集要項
②応募書類
③選定委員会採点基準表
④選定結果報告書
中央図書館改修工事打合せ記録

教育部 学び支援課 一部公開
閲覧　及び
写しの交付

39 R1.9.24 来庁 個人 市内在住
扇町15-6の用地に関する次の書類
○不動産鑑定評価書（過去３年以内のもの）
○ボーリング調査の協定その他これに類する書類（過去３年以内のもの）

まちづくり部 市街地整備課 一部公開 写しの交付

40 R1.9.24 来庁 個人 市内在住 扇町15付近市有地におけるボーリング調査に係る貸借関係資料 まちづくり部 市街地整備課 一部公開 写しの交付

41 R1.9.26 来庁 法人 市内在住 農地法第５条の規定による農地転用届出平成21年４月７日付委員会受理番号2-18 農業委員会
農業委員会事務

局
一部公開 写しの交付

42 R1.9.27 来庁 個人 理由明示

平成31年度中学校道徳教科書
令和２年度小学校算数教科書の採択に関わる資料
①採択日程②調査員及び選定委員の名簿③教科書調査資料④採択理由書⑤議事録
（選定委員会及び教育委員会）　③～⑤該当教科のみ

教育部 教育支援課 - 写しの交付



43 R1.10.11 来庁 法人 理由明示

・海老名運動公園の2016年４月から2012年３月の指定管理者募集における「相
鉄・コナミスポーツ・日比谷花壇共同事業体」の事業計画書一式
・海老名運動公園の2016年４月から2021年３月の指定管理者募集における募集要
項及び仕様書等提供書類一式
・海老名運動公園の2018年度の「相鉄・コナミスポーツ・日比谷花壇共同事業
体」による事業報告書及び収支報告書一式

市民協働部 文化スポーツ課 一部公開 写しの交付

44 R1.10.15 郵送 団体 理由明示

海老名市市民活動補償制度についての下記文書
・平成31年度の実施要項・災害補償規定等（平成30年度同じ場合は除く）
・平成31年度契約時の仕様書
・平成31年度契約時の入札および見積もり合わせ等の結果
・平成31年度契約の保険証券および特約・明細書等（保険約款不要）
・平成28、29、30年度契約の事故件数および支払保険金額（被害者に支払った保
険金額）

※電子データでの提供を希望

市民協働部 市民活動推進課 一部公開 写しの交付

45 R1.10.16 来庁 団体 市内事業者 市内公共施設　照明器具の判る図面一式。（建築物に限る） 財務部 管財課 一部公開 写しの交付

46 R1.10.16 来庁 個人 理由明示
全職員の方の職員名簿
H28.1.7～現在に至る
・秘書課・職員課・窓口サービス課（所管部長も含む）

市長室 職員課 全部公開 写しの交付

47 R1.11.20 来庁 個人 市内在住 海老名市家庭系ごみ指定収集袋作製業務委託（単価契約）契約書 経済環境部 環境課 一部公開
閲覧　及び
写しの交付

48 R1.11.21 来庁 個人 市内在住 海老名駅自由通路に関する事業計画書及び事業報告書（2017年度～2019年度分） まちづくり部 市街地整備課 一部公開
閲覧　及び
写しの交付

49 R1.12.2 来庁 個人 市内在住 扇町15-6の用地に関する賃貸契約書　賃貸料と期間がわかるもの 財務部 管財課 一部公開 写しの交付

50 R1.12.2 来庁 個人 理由明示
海老名市上今泉六丁目201番６号に関する「昭和62年９月10日付　土地の維持管
理及び事務処理について（報告）」とその附随書類一式

財務部 管財課 一部公開 写しの交付

51 R1.12.5 郵送 法人 理由明示

令和２年度市立小・中学校　児童・生徒尿検査業務委託の件
１．募集に関する書類
２．業者からの募集に関する書類
３．選定業者に関する書類
４．実施計画表（１次・２次・３次含む）
５．過去１０年の業者名

教育部 就学支援課 - -

52 R1.12.17 来庁 個人 市内在住 中央1丁目312-1,2,3の土地売買契約書 まちづくり部 市街地整備課 一部公開 写しの交付

53 R1.12.17 来庁 個人 市内在住
市民からの相談苦情処理票
（令和元年１０月９日受付分）

経済環境部 環境課 一部公開 写しの交付

54 R2.1.6 来庁 個人 市内在住 平成３１年（行コ）第１６号に係る最高裁判所決定通知書 市長室 文書法制課 全部公開 写しの交付

55 R2.1.28 来庁 個人 理由明示
市と口座清掃施設組合が本郷ふれあい公園の井戸について、協議した文書
条例、施行規則以外で井戸を規定する文書（防災井戸に関係するものを除く）
高座清掃施設組合から、本郷ふれあい公園に関する、市に提出された届けもしくは許可の文書

経済環境部 環境課 非公開 写しの交付

56 R2.1.28 来庁 個人 市内在住
①海老名市の保育園に関わるホームページの新規作成・改変に関わる起案文書
（過去５年分）

保健福祉部 保育・幼稚園課 一部公開 写しの交付

57 R2.1.28 来庁 個人 市内在住
②海老名市が備え付ける審査基準及び処分基準
③上記②の制定に関わる起案文書
④上記②が備え付けられている場所及び備え付けを開始した日付の一覧

財務部 企画財政課 一部公開 写しの交付

58 R2.1.28 来庁 個人 市内在住
⑤2018年、2019年の海老名市の不祥事や事務処理ミスに関して内部報告した事例
の一覧

市長室 職員課 一部公開 写しの交付

59 R2.1.30 来庁 個人 市内在住
・北口駅前広場建設予定地（病院、駐輪場）の土地売買契約書
・腎健クリニックと結んだ土地貸借契約書

まちづくり部 市街地整備課 一部公開 写しの交付

59-2 R2.1.30 来庁 個人 市内在住
・北口駅前広場建設予定地（病院、駐輪場）の土地売買契約書
・腎健クリニックと結んだ土地貸借契約書

財務部 管財課 一部公開 写しの交付

60 R2.2.12 郵送 個人 理由明示
１、学校開放事業事故報告書
（保管されているもの全て。）

教育部 教育総務課 一部公開 写しの交付

61 R2.2.18 郵送 個人 理由明示
生産緑地一覧
・指定番号・所在及び地番・告示日・地積・地目

まちづくり部 都市計画課 一部公開 写しの交付

62 R2.2.25 来庁 個人 市内在住 国分１号都市下水路台帳図（厚木ナイロン用水管理センター東側水路部） まちづくり部 下水道課 全部公開 写しの交付



63 R2.3.4 FAX 法人 理由明示

案件１：海老名運動公園・北部公園・スポーツ施設
案件２：海老名市文化会館、海老名市民ギャラリー
１．提案書（現指定管理者公募時のもの）
２．事業報告書（収支明記）直近５年間（現指定管理者管理期間）
３．建築・整備（空間・衛生含む）各種図面（平面図、立面図、仕様書、特記仕
様書など）
４．修繕履歴（１．指定管理者枠分（修繕費）、２．入札枠分）直近５年間（現
指定管理者管理期間）
５．現在維持管理業者が再委託をしている協力会社リスト（業者名、依頼業務）

市民協働部 文化スポーツ課 一部公開 写しの交付

64 R2.3.19 郵送 法人 理由明示
平成３０年度から平成３１年度の間に、①東柏ケ谷小学校②大谷小学校において
測定された厚木基地航空機騒音データのうち、一.各年度の年間W値に関する資料
二.各年度・各月の下記項目について（別紙指定あり）

財務部 企画財政課 一部公開 写しの交付

65 R2.3.19 来庁 法人 理由明示
自動車保険適用料率のご案内（令和元年度契約分）
自動車保険証券の写し（保険料率の分かる部分）（令和元年度契約分）

財務部 管財課 一部公開
閲覧　及び
写しの交付

66 R2.3.23 来庁 個人 市内在住
最高経営会議結果
2019年9月～2020年3月分（臨時含む）

財務部 企画財政課 全部公開
閲覧　及び
写しの交付

67 R2.3.23 来庁 個人 市内在住
さがみ野駅周辺整備に伴う基本構想検討業務委託（2017）
さがみ野駅周辺整備事業手法等検討業務委託（2018）
さがみ野駅周辺整備事業基本計画検討業務委託（2019）

まちづくり部 市街地整備課 一部公開
閲覧　及び
写しの交付

68 R2.3.24 来庁 個人 市内在住
S45年頃の区画区分設定に関する関係者との協議事項（杉久保南４－２４におけ
るもの）

まちづくり部 都市計画課 非公開
閲覧　及び
写しの交付


