
公文書公開請求処理台帳 ＜令和２年度＞

請求日 公開請求の概要（運用状況報告用） 担当課 部局 決定
令和2年4月1日 税証明等窓口業務の業務仕様書 資産税課 市長 公開
令和2年4月1日 水道料金等徴収業務委託仕様書 営業課 市長 公開
令和2年4月2日 建設リサイクル法の届出処理簿 建築指導課 市長 一部公開 1

令和2年4月2日
小田原市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る紛争の調整等
に関する条例に係る様式第1号に関する写真の綴り

開発審査課 市長 一部公開 1

令和2年4月6日
・小田原市不当要求行為等対策要綱
・小田原市不当要求行為等対応マニュアル

総務課 市長 公開

令和2年4月7日

開札日平成30年7月4日　市庁舎トイレ・給湯室等（B・Dコア）回収に伴
う電気設備工事
上記工事金入り内訳書1式（工事内訳書、種目別内訳、科目別内訳、
中科目別内訳、細目別内訳、別紙明細、代価表）及び共通費算定に使
用する工期

管財課 市長 公開

令和2年4月7日

開札日平成30年6月28日　小田原市立東富水小学校北校舎西側トイレ
改修に伴う電気設備工事
開札日平成30年6月11日　小田原市立芦子小学校東側トイレ改修に伴
う電気設備工事
上記工事金入り内訳書1式（工事内訳書、種目別内訳、科目別内訳、
中科目別内訳、細目別内訳、別紙明細、代価表）及び共通費算定に使
用する工期

学校安全課 教育委員会 公開

令和2年4月7日

開札日平成30年8月29日　小田原市営かすみのせ住宅階段灯及び外
灯LED改修工事
上記工事金入り内訳書1式（工事内訳書、種目別内訳、科目別内訳、
中科目別内訳、細目別内訳、別紙明細、代価表）及び共通費算定に使
用する工期

建設政策課 市長 公開

令和2年4月8日 航空写真 資産税課 市長 公開

令和2年4月20日
・令和元年12月の立川競輪場への出張の復命書
・令和2年1月の大宮競輪場への出張の復命書

事業課 市長 公開

令和2年4月20日 ・令和元年12月の立川競輪場への出張に伴う時間外勤務命令の内容 事業課 市長 一部公開 1
令和2年4月20日 道路後退書 建築指導課 市長 一部公開 1
令和2年4月23日 令和元年度市道0036ほか1路線道路改良工事の金入りの設計書 道水路整備課 市長 公開
令和2年4月23日 令和元年度公共下水道雨水渠改良第2Ⅰ区工事金入りの設計書 下水道整備課 市長 公開
令和2年4月23日 令和元年度大下水排水路維持修繕工事金入りの設計書 道水路整備課 市長 公開

令和2年4月12日
小田原市斎場使用日報2020年3月1日～2020年3月31日
個人名等個人情報を除く斎場使用状況
使用時間・使用業者等

環境保護課 市長 一部公開 1

令和2年5月8日 職員の事務分担表及び在宅勤務を行った場合の内容 事業課 市長 公開

令和2年5月8日 職員の勤務状況 事業課 市長 一部公開 1
令和2年5月8日 公営事業部事業課職員のインターネット閲覧履歴（令和2年度） 情報システム課 市長 公開
令和2年5月8日 航空写真 資産税課 市長 公開
令和2年5月8日 本町2丁目マンション建設に伴う開発条例に基づく協定書一式 開発審査課 市長 一部公開 5
令和2年5月18日 審議カード・線形図 建築指導課 市長 公開

令和2年5月20日
小田原市清掃工場の焼却炉運転管理業務（4基）について
1焼却炉4基の製造メーカー　2運転管理業務の委託相手方
3契約期間　4契約金額　5契約方法

環境事業センター 市長 一部公開 2

令和2年5月25日 土地境界確定及び公有地上に存在する擁壁に関する資料 土木管理課 市長 一部公開 1 2 5
令和2年5月25日 土地境界確定及び公有地上に存在する擁壁に関する資料 土木管理課 市長 不存在

令和2年5月25日
・小田原市営橘住宅2号棟外壁改修その他工事
上記工事の単価入りの内訳書、別紙明細、代価表、工事概要説明事
項書

建築課 市長 取下げ

令和2年5月25日
・おだわら子ども教育支援センター整備工事
上記工事の単価入りの内訳書、別紙明細、代価表、工事概要説明事
項書

子育て支援課 市長 取下げ

令和2年5月27日
（仮称）おだわら子ども教育支援センター整備に伴う機械設備工事にか
かる金入り設計書一式（細目別内訳・別紙明細・代価表を含む）
開札日：令和元年10月11日

子育て支援課 市長 取下げ

令和2年5月29日
・小田原市消防局管轄における地下タンク貯蔵所の事業所一覧
・小田原市消防局管轄における第三石油類、第四石油類を有する一
般取扱所の事業所一覧

消防総務課 市長 公開

令和2年6月1日 中心位置同意書 建築指導課 市長 一部公開 1

令和2年6月1日 中心位置同意書 建築指導課 市長 一部公開 1

令和2年6月3日 建設リサイクル法の届出処理簿 建築指導課 市長 一部公開 1

令和2年6月3日
小田原市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る紛争の調整等
に関する条例に係る様式第1号に関する写真の綴り

開発審査課 市長 一部公開 1

令和2年6月5日 道路復元同意書 建築指導課 市長 一部公開 1 2

令和2年6月8日
優良建築物等整備（城山一丁目地区）補助金申請に関する文書の一
式

都市計画課 市長 一部公開 1 2

令和2年6月11日
指定管理を選定する際の直近のわんぱくらんど・上府中公園管理運営
に関する事業計画書の提案書1～11　最終的に指定された団体のみ

みどり公園課 市長 一部公開 1 2

令和2年6月16日

令和元年度　公募型指名競争入札
工事名：成田出張所建設に伴う機械設備工事
工事場所：小田原市成田923番の一部
・工事概要説明事項書・工事内訳書・種目別内訳・科目別内訳・中科目
別内訳・細目別内訳・別紙明細・代価表・共通費計算書

消防総務課 市長 公開

令和2年6月16日

令和元年度　公募型指名競争入札
工事名：岡本出張所建設に伴う機械設備工事
工事場所：南足柄市岩原1025番地5、1025番地6
・工事概要説明事項書・工事内訳書・種目別内訳・科目別内訳・中科目
別内訳・細目別内訳・別紙明細・代価表・共通費計算書

消防総務課 市長 公開

非公開該当号



公文書公開請求処理台帳 ＜令和２年度＞

請求日 公開請求の概要（運用状況報告用） 担当課 部局 決定 非公開該当号

令和2年6月18日

令和元年度小田原市立泉中学校新校舎屋上防水改修工事
令和元年度小田原市立久野小学校校舎屋上防水改修工事
令和元年度小田原市立城山中学校中校舎屋上防水改修工事
積算内訳書～単価表　金額を入れたもの

学校安全課 教育委員会 公開

令和2年6月18日

小田原市立足柄小学校屋内運動場北側壁面等防水改修工事
小田原市営蛍田住宅9号棟屋上防水改修その他工事
小田原市立久野小学校校舎屋上防水改修工事
小田原市立矢作小学校北校舎東側トイレ改修工事
小田原市立新玉小学校南校舎東側トイレ改修工事
小田原市立桜井小学校南校舎西側トイレ改修工事
以上工事の設計書、別紙明細、代価表、見積り等単価一覧表

学校安全課 教育委員会 公開

令和2年6月18日
小田原市営螢田住宅9号棟屋上防水改修その他工事
以上工事の設計書、別紙明細、代価表、見積等単価一覧表

建設政策課 市長 公開

令和2年6月18日
小田原市文学館改修等工事
以上工事の設計書、別紙明細、代価表、見積等単価一覧表

図書館 市長 公開

令和2年6月18日
無住庵移築復元工事
以上工事の設計書、別紙明細、代価表、見積等単価一覧表

生涯学習課 市長 公開

令和2年6月18日
豊島邸耐震等改修工事
以上工事の設計書、別紙明細、代価表、見積等単価一覧表

都市政策課 市長 公開

令和2年6月18日
小田原アリーナ　サブアリーナ屋根改修工事
以上工事の設計書、別紙明細、代価表、見積等単価一覧表

スポーツ課 市長 公開

令和2年6月18日
消防団第13分団1班待機宿舎建設及び解体工事
以上工事の設計書、別紙明細、代価表、見積等単価一覧表

消防総務課 市長 公開

令和2年6月18日
（仮称）おだわら子ども教育支援センター整備工事
以上工事の設計書、別紙明細、代価表、見積等単価一覧表

子ども青少年
支援課

市長 公開

令和2年6月18日
（仮）小田原子ども教育支援センター整備に伴う機械設備工事にかか
る金入り設計書一式（細目ぶち内訳・別紙明細・代価表を含む）

子ども青少年
支援課

市長 公開

令和2年6月19日
小田原市立報徳小学校受水槽等改修工事
上記工事の工事概要説明事項書、単価入りの金額入設計書（内訳
書、別紙明細、代価表）

学校安全課 教育委員会 公開

令和2年6月19日
・小田原市営橘住宅2号棟外壁改修その他工事
上記工事の単価入りの内訳書、別紙明細、代価表、工事概要説明事
項書

建設政策課 市長 公開

令和2年6月23日 鑑識見分調書、出火建物・避難状況等調書、火災損害状況調書 消防総務課 市長 不存在

令和2年6月23日
火災調査書、出火原因判定書、現場見分調書、建物・収容物損害調査
書

消防総務課 市長 一部公開 1

令和2年6月23日
小田原市立病院で平成28年度～令和2年度の期間で建物管理に係る
入札経過調書（見積競争含む）

経営管理課 市長 一部公開 2

令和2年6月26日 杭設置届図面 建築指導課 市長 一部公開 1

令和2年6月29日
令和2年度防火水槽撤去工事に係る公費負担をするに至る決裁文書
及び土地使用賃借契約書

警防計画課 市長 一部公開 1 5

令和2年7月1日 線形同意復元図、公図 建築指導課 市長 一部公開 1

令和2年7月3日
令和2年度公共下水道工事に伴う汚水管渠実施設計業務委託（その
1）

下水道整備課 市長 取下げ

令和2年7月9日 道路線形図 建築指導課 市長 公開

令和2年7月13日
令和元年度の公募型プロポーザル案件である「高田浄水場再整備事
業支援業務委託」について公表されているプレゼンテーション評価基
準の見積金額の配転及び評価方法（計算式等）がわかるもの

工務課 市長 公開

令和2年7月13日
令和元年度の公募型プロポーザル案件である「小田原市公共施設包
括管理業務委託」について公表されている審査基準の中の見積金額
の評価方法（計算式等）がわかるもの

公共マネジメント課 市長 一部公開 4

令和2年7月13日
令和元年度の公募型プロポーザル案件である「小田原市農業振興計
画策定業務委託」について公表されている審査項目の中の見積金額
の評価方法（計算式等）がわかるもの

農政課 市長 公開

令和2年7月13日
令和元年度の公募型プロポーザル案件である「令和2年度小田原宿な
りわい交流館管理運営業務委託」について公表されている評価項目の
うち、見積金額の評価方法（計算式等）がわかるもの

商業振興課 市長 公開

令和2年7月15日 航空写真 資産税課 市長 公開

令和2年7月17日
平成28年12月27公告分「小田原市水道料金等徴収業務委託」のプロ
ポーザル方式の入札についての文書

営業課 市長 一部公開 2

令和2年7月21日 政策監の着任からのスケジュール 企画政策課 市長 公開
令和2年7月22日 職員の勤務体制 事業課 市長 公開
令和2年7月22日 小田原市が分担金を拠出している競輪関係団体の決算書 事業課 市長 公開

令和2年7月27日
住居表示台帳付定に係る住居表示台帳（令和2年7月20日時点のも
の）

建築指導課 市長 公開

令和2年7月29日
令和元年度小田原市消防署庁舎改修に伴う機械設備工事金入り設計
書一式

消防総務課 市長 公開

令和2年7月29日

・令和2年度小田原市立白山中学校受水槽等改修工事
・令和元年度小田原市立町田小学校高架水槽改修工事
・令和元年度小田原市立国府津中学校東校舎トイレ改修に伴う機械設
備工事
・令和元年度小田原市立桜井小学校南校舎西側トイレ改修に伴う機械
設備工事
・令和元年度小田原市立新玉小学校南校舎東側トイレ改修に伴う機械
設備工事
・令和元年度小田原市立泉中学校南校舎東側・西側トイレ改修に伴う
機械設備工事
上記工事の設計書、別紙明細、代価表、見積等単価一覧表

学校安全課 教育委員会 公開

令和2年7月30日
小田原市放課後児童クラブ運営業務委託公募型プロポーザルにおけ
る選定事業所の業務提案書及び参考見積（内訳書含む）

教育総務課 市長 一部公開 2

令和2年7月31日
境界査定報告書
境界査定図（確定図）引継報告書

土木管理課 市長 一部公開 1 2 5

令和2年8月3日 住居表示付定処理簿と住居表示台帳 建築指導課 市長 一部公開 1



公文書公開請求処理台帳 ＜令和２年度＞

請求日 公開請求の概要（運用状況報告用） 担当課 部局 決定 非公開該当号
令和2年8月3日 小田原市全域における防火対象物の一覧表 消防総務課 市長 公開
令和2年8月3日 請求時点内容の住居表示台帳 建築指導課 市長 公開
令和2年8月4日 建設リサイクル法の届出処理簿 建築指導課 市長 一部公開 1

令和2年8月4日
小田原市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る紛争の調整等
に関する条例に係る様式第1号に関する写真の綴り

開発審査課 市長 一部公開 1

令和2年8月6日 中心位置同意書 建築指導課 市長 一部公開 1

令和2年8月7日
年代別の有権者数、男女別投票者数、投票率
年代別かつ男女別の投票数、投票率

選挙管理委員会 選挙管理委員会 不存在

令和2年8月7日 選挙運動費用収支報告書領収書 選挙管理委員会 選挙管理委員会 一部公開 2
令和2年8月18日 協定通路同意書 建築指導課 市長 一部公開 1 2
令和2年8月24日 火災調査報告書 消防総務課 市長 一部公開 1 2
令和2年8月24日 道路復元同意書 建築指導課 市長 一部公開 1
令和2年8月24日 成田出張所建設に伴う電気設備工事金入り設計書 消防総務課 市長 公開
令和2年8月24日 小田原テニスガーデン夜間照明改修工事金入り設計書 スポーツ課 市長 公開

令和2年8月24日
（仮称）おだわら子ども教育支援センター整備に伴う電気設備工事金入
り設計書

子ども青少年支援課 市長 公開

令和2年8月25日 小田原アリーナ等館内照明改修工事金入り設計書 スポーツ課 市長 公開

令和2年8月25日

令和元年度　公募型指名競争入札
工事名：小田原消防署庁舎改修工事
工事場所：小田原市前川183番の18
・工事概要説明事項書・工事内訳書・種目別内訳・科目別内訳・中科目
別内訳・細目別内訳・別紙明細・代価表・共通費計算書

消防総務課 市長 公開

令和2年8月25日
小田原市立小中学校ICT教育環境整備事業にかかる契約書及び見積
り

学校安全課 教育委員会 一部公開 1 2

令和2年8月26日 住居表示台帳 建築指導課 市長 公開

令和2年8月27日

1.神奈川県競輪主催者連絡協議会歳入歳出決算に関して、歳出の内
容のわかる文書
2.小田原競輪運営協議会会計歳入歳出決算に関して、歳出の内容の
わかる文書

事業課 市長 公開

令和2年9月3日
「小田原市学校給食費管理システム賃貸借公募型プロポーザル」の審
査結果（参加企業の各評価点数、順位、見積金額）

学校安全課 教育委員会 公開

令和2年9月4日
令和2年7月及び8月の公営事業部職員の、個人別の時間外勤務命令
時間のわかる文書

事業課 市長 一部公開 1

令和2年9月4日
公営事業部事業課の令和2年度会計年度任用職員の雇用決裁文書の
鑑

事業課 市長 一部公開 1

令和2年9月4日
令和2年度の臨時場外車券売り場に係る各サテライト等との事務委託
の契約締結に関する文書

事業課 市長 公開

令和2年9月8日
浄水場の保有する井戸について
取水場所（住所）、井戸の柱状図（地層が分かるもの）、井戸深度、スト
レーナ位置、井戸原水の水質検査結果

水質管理課 市長 一部公開 1

令和2年9月8日

・専用水道施設について
ア）専用水道施設一覧（最新版）
施設名、所在地、原水種別、施設能力、浄水施設の種別、給水人口
イ）各専用水道の情報
施設名、所在地、原水種別、井戸柱状図、原水水質分析結果、浄化方
法（フロー図）

環境保護課 市長 一部公開 1 2 5

令和2年9月8日

・専用水道施設について
ア）専用水道施設一覧（最新版）
施設名、所在地、原水種別、施設能力、浄水施設の種別、給水人口
イ）各専用水道の情報
施設名、所在地、原水種別、井戸柱状図、原水水質分析結果、浄化方
法（フロー図）

環境保護課 市長 不存在

令和2年9月9日
平成30年度神奈川県競輪主催者連絡協議会歳入歳出決算の歳出内
訳のうち、19負担金補助及び交付金の内容のわかる文書

事業課 市長 不存在

令和2年9月9日
平成30年度小田原競輪運営協議会会計歳入歳出決算の歳出内訳に
関して、14使用料及び賃借料の自動車借上料について、平成30年8月
の利用状況がわかる文書

事業課 市長 一部公開 2

令和2年9月15日
小田原市住居表示台帳栄町1丁目17番
（地番栄町1丁目506番4に栄町1丁目17番31号を付定したもの）

建築指導課 市長 公開

令和2年9月16日
平成27年小田原市による特別養護老人ホームの設置事業者募集の参
加事業者一覧

高齢介護課 市長 公開

令和2年9月17日

（1）小田原市管轄における簡易専用水道及び小規模受水槽施設の設
置台帳の写し
（2）（一社）神奈川県保健協会の実績を除く平成31年4月1日から令和2
年3月31日までに実施した「簡易専用水道検査状況報告書」及び「小規
模受水槽水道検査状況報告書」の写し

環境保護課 市長 一部公開 1 2

令和2年9月17日 石橋配水池配水流量計更新工事の金入設計書一式 水質管理課 市長 公開

令和2年9月23日
6月26日　豊川市民集会施設にかかわる地域説明会議事録
8月25日　酒匂市民集会施設用地活用事業地域説明会議事録
8月27日　酒匂市民集会施設用地活用事業地域説明会議事録

地域政策課 市長 一部公開 1

令和2年9月25日 高田浄水場脱水機械電気設備工事金入り設計書（設計変更分含む） 水質管理課 市長 公開

令和2年9月25日
下記委託業務の単価表を含む金入り設計書
・令和2年度公共下水道工事に伴う汚水管渠実施設計業務委託（その
1）

下水道整備課 市長 公開

令和2年9月25日
下記委託業務の単価表を含む金入り設計書
・令和元年度寺下第一雨水幹線実施設計業務委託

下水道整備課 市長 公開

令和2年10月2日 建設リサイクル法の届出処理簿 建築指導課 市長 一部公開 1

令和2年10月2日
小田原市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る紛争の調整等
に関する条例に係る様式第1号に関する写真の綴り

開発審査課 市長 一部公開 1

令和2年10月2日 中心位置同意書 建築指導課 市長 一部公開 1

令和2年10月5日
H29年度以降の指名停止状況（指名停止業者名、指名停止期間、指名
停止理由）

契約検査課 市長 公開
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令和2年10月7日
令和2年度江之浦配水池配水流量計更新工事に係る単価入り設計書
金額記載部分全て

水質管理課 市長 取下げ

令和2年10月9日 線形同意書 建築指導課 市長 一部公開 1 2
令和2年10月12日 政策監の行動がわかるもの 企画政策課 市長 公開

令和2年10月12日

小田原市ボランティア活動補償制度についての下記文書
・令和2年度の実施要綱・災害補償規定等（平成31年度と同じ場合は除
く）
・令和2年度契約時の仕様書
・令和2年度契約時の入札および見積り合わせ等の結果
・令和2年度契約の補償券および特約・明細書等（保険約款不要）
・平成29,30,31年度契約の事故件数および支払い保険金額（被害者に
支払った保険金額）

地域政策課 市長 一部公開 2

令和2年10月15日 中心位置同意書 建築指導課 市長 一部公開 1 2
令和2年10月16日 線形同意書 建築指導課 市長 一部公開 1

令和2年10月16日
サテライト名古屋・市営小田原競輪場　業務委託料支払一覧
（H29年度分・H30年度分・R元年度分）

事業課 市長 公開

令和2年10月16日 境界査定報告書 土木管理課 市長 一部公開 1 2 5

令和2年10月18日
競輪事業特別会計の令和元年度決算書に関して、歳入―事業収入―
諸収入―雑入の内容がわかる書類

事業課 市長 一部公開 1

令和2年10月18日
小田原市職員の時間外勤務や土日祝日勤務の取り扱いについての文
書

職員課 市長 公開

令和2年10月23日 中心位置同意書 建築指導課 市長 一部公開 1 2
令和2年10月23日 小田原市住居表示台帳 建築指導課 市長 公開
令和2年10月23日 自費工事等施行承認申請書一式 土木管理課 市長 一部公開 1 5
令和2年10月26日 協定道路同意書 建築指導課 市長 一部公開 1 2

令和2年10月27日
有限会社持田商事有料老人ホーム開発行為許可申請書に添付の土
地利用計画図、造成計画平面図、造成計画断面図及び建築物図面一
式

開発審査課 市長 公開

令和2年10月27日
有限会社持田商事有料老人ホーム開発行為許可申請書に添付の申
請者の資力及び信用に関する申告書及びその添付書類

開発審査課 市長 一部公開 1 2

令和2年10月27日
令和2年度公共下水工事に伴う汚水管渠実施設計業務委託（その1）
令和2年度西部第一号汚水幹線実施設計業務委託
以上2件の金入り設計書

下水道整備課 市長 公開

令和2年10月30日 道路区域図 建築指導課 市長 一部公開 1

令和2年11月2日
令和2年度農業農村防災施設整備事業計画書作成業務委託の設計内
訳書

農政課 市長 公開

令和2年11月2日 全員協議会の会議録 議会総務課 議会 一部公開 1
令和2年11月6日 全員協議会の会議録 議会総務課 議会 一部公開 1
令和2年11月6日 全員協議会の会議録 議会総務課 議会 一部公開 1
令和2年11月6日 全員協議会の会議録 議会総務課 議会 一部公開 1

令和2年11月10日
令和2年度　松永記念館庭園・駐車場整備工事の金入り設計書（諸経
費計算書まで）

生涯学習課 市長 公開

令和2年11月10日 令和2年度　宗沢公園整備工事の金入り設計書（諸経費計算書まで） 消防総務課 市長 公開

令和2年11月10日
令和2年度城山第三公園遊具更新工事の金入り設計書（諸経費計算
書まで）

建設政策課 市長 公開

令和2年11月10日
令和2年度小田原漁港交流促進施設植栽桝修繕工事の金入り設計書
（諸経費計算書まで）

水産海浜課 市長 公開

令和2年11月10日

・令和２年度公共下水道長寿命化工事（その2）
・【総合評価】令和2年度公共下水道雨水渠第1工区工事
・令和2年度　公共下水道長寿化改築工事（その1）
・令和2年度　公共下水道整備第7工区工事
の金入り設計書（諸経費計算書まで）

下水道整備課 市長 公開

令和2年11月12日
開発行為許可申請書に添付の委任状（有限会社持田商事有料老人
ホーム）

開発審査課 市長 一部公開 1 2

令和2年11月13日 中心位置同意書 建築指導課 市長 一部公開 1

令和2年11月16日
小田原市立下府中中学校屋内運動場非構造部材（照明）改修工事
以上工事の金入り内訳書一式

学校安全課 教育委員会 取下げ

令和2年11月16日
令和2年度上府中公園落雷に伴う監視カメラ更新工事
以上工事の金入り内訳書一式

建設政策課 市長 公開

令和2年11月19日 全員協議会の会議録 議会総務課 議会 一部公開 1
令和2年11月20日 線形同意書 建築指導課 市長 一部公開 1
令和2年11月26日 協定道路同意書 建築指導課 市長 一部公開 1
令和2年11月30日 開発行為許可申請審議票 開発審査課 市長 公開

令和2年12月1日
令和2年4月17日に公募された小田原市放課後児童クラブ運営業務委
託型プロポーザルについて、最優秀提案者の業務提案書並びに本業
務の契約金額に係る書類

教育総務課 市長 一部公開 2

令和2年12月2日 建設リサイクル法の届出処理簿 建築指導課 市長 一部公開 1

令和2年12月2日
小田原市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る紛争の調整等
に関する条例に係る様式第1号に関する写真の綴り

開発審査課 市長 公開

令和2年12月21日 火災調査報告書 消防総務課 市長 一部公開 1 2
令和2年12月22日 線形図データ 建築指導課 市長 一部公開 1

令和2年12月23日
「足柄上病院と小田原市立病院の機能・連携方策に係る意見交換会」
議事録

経営管理課 市長 一部公開 3

令和2年12月23日
小田原競輪運営協議会会計歳入歳出決算の歳出内訳に関して、14使
用料及び賃借料の自動車借上料について、支出状況がわかる書類

事業課 市長 取下げ

令和2年12月23日
公営事業部事業課職員が出張した通常連合総会（県・南関）の会議資
料

事業課 市長 一部公開 2

令和2年12月23日 競輪事業特別会計の決算に係る調定伺票 事業課 市長 取下げ

令和2年12月24日
小田原競輪運営協議会会計歳入歳出決算の歳出内訳に関して、11需
用費の食糧費について、支出状況が分かる書類

事業課 市長 取下げ

令和2年12月24日 線形同意書 建築指導課 市長 一部公開 1 2
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令和2年12月24日
小田原競輪運営協議会会計歳入歳出決算の歳出内訳に関して、14使
用料及び賃借料の自動車借上料について、支出状況が分かる書類

事業課 市長 一部公開 2

令和2年12月24日
競輪事業特別会計の決算に関して、平成30年度以前に収入のあった
雑入の調定伺票

事業課 市長 不存在

令和2年12月24日
小田原競輪運営協議会会計歳入歳出決算の歳出内訳に関して、11需
用費の食糧費について、支出状況がわかる書類

事業課 市長 一部公開 2

令和3年1月4日 公営事業部職員の競輪開催時等の勤務体制（令和2年度） 事業課 市長 公開
令和3年1月8日 道路中心位置同意書 建築指導課 市長 一部公開 1
令和3年1月12日 政策監のスケジュール 企画政策課 市長 公開
令和3年1月12日 工事写真一式 開発審査課 市長 公開
令和3年1月15日 簡易専用水道設置情報 環境保護課 市長 公開

令和3年1月18日

・令和1年8月20日岡本出張所建設工事
・令和1年8月20日成田出張所建設工事
・令和1年5月24日小田原消防署庁舎改修に伴う電気設備工事
・令和1年岡本出張所建設に伴う電気設備工事
上記工事金入り内訳書一式（工事内訳書、種目別内訳、科目別内訳、
中科目別内訳、細目別内訳、別紙明細、代価表）及び共通費算定に使
用する工期

消防総務課 市長 公開

令和3年1月18日

・令和1年7月12日小田原市立国府津中学校東校舎トイレ改修工事
上記工事金入り内訳書一式（工事内訳書、種目別内訳、科目別内訳、
中科目別内訳、細目別内訳、別紙明細、代価表）及び共通費算定に使
用する工期

学校安全課 教育委員会 公開

令和3年1月18日

・令和1年5月24日天守閣等照明設備改修工事
上記工事金入り内訳書一式（工事内訳書、種目別内訳、科目別内訳、
中科目別内訳、細目別内訳、別紙明細、代価表）及び共通費算定に使
用する工期

小田原城総合管理事務所 市長 公開

令和3年1月18日
ケアプラン「銀の鈴」（有限会社ライフケア湘南）で行われている不正行
為についての処理

高齢介護課 市長 一部公開 1

令和3年1月22日 道路相談同意書 建築指導課 市長 一部公開 1 5
令和3年1月25日 住居表示付定処理簿と住居表示台帳 建築指導課 市長 一部公開 1
令和3年1月25日 土地改良区圃場整備換地図 農政課 市長 公開
令和3年1月28日 協定道路同意書 建築指導課 市長 一部公開 1
令和3年2月1日 境界査定報告書 土木管理課 市長 一部公開 1 2 5
令和3年2月1日 線形同意承諾書　公図の写 建築指導課 市長 一部公開 1
令和3年2月2日 建設リサイクル法の届出処理簿 建築指導課 市長 一部公開 1

令和3年2月2日
小田原市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る紛争の調整等
に関する条例に係る様式第1号に関する写真の綴り

開発審査課 市長 一部公開 1

令和3年2月3日 位置指定道路図面（復元同意） 建築指導課 市長 一部公開 1 2
令和3年2月5日 令和2年度星山農道舗装改良工事　内訳書・単価表全て 農政課 市長 公開
令和3年2月5日 令和2年度農とみどりの整備事業坊山農道工事　内訳書・単価表全て 農政課 市長 公開
令和3年2月5日 令和2年度公共下水道不明水対策孔蓋工事　内訳書・単価表全て 下水道整備課 市長 公開

令和3年2月5日
特定の所管課の職員の出張命令に関する書類、復命書、訪問経費が
わかる書類

事業課 市長 一部公開 1 2

令和3年2月5日 特定の所管課の職員の出張命令に関する訪問経費がわかる書類 事業課 市長 公開
令和3年2月8日 登記相談票 土木管理課 市長 公開

令和3年2月9日
・「いじめ」に関する調査資料、報告書
・不登校児童、生徒数
・指導力不足の不祥事故報告書

教育指導課 教育委員会 一部公開 1

令和3年2月9日
・令和2年12月28日付小田原市公告第223号
・平成29年度農地利用集積計画

農政課 市長 公開

令和3年2月10日 中心位置同意書 建築指導課 市長 一部公開 1
令和3年2月16日 協定道路同意書 建築指導課 市長 一部公開 1
令和3年2月17日 図面一式 開発審査課 市長 一部公開 5
令和3年2月17日 2021年の小田原市成人式に係る特定の資料 青少年課 市長 一部公開 1 2
令和3年2月17日 2021年の小田原市成人式に係る特定の資料 青少年課 市長 不存在
令和3年2月19日 協定道路同意書 建築指導課 市長 一部公開 1 2
令和3年2月22日 小田原町　土地宝典 土木管理課 市長 公開
令和3年2月25日 道路位置指定同意書 建築指導課 市長 一部公開 1
令和3年2月25日 線形同意書 建築指導課 市長 一部公開 1
令和3年2月25日 会議録 議会総務課 議会 一部公開 1
令和3年2月26日 位置指定道路図面 建築指導課 市長 一部公開 1
令和3年2月26日 道路中心位置同意書 建築指導課 市長 一部公開 1 2
令和3年3月1日 線形図、写真 建築指導課 市長 一部公開 1
令和3年3月2日 開発行為許可申請に係る審査表 開発審査課 市長 公開
令和3年3月5日 会議録 議会総務課 議会 一部公開 1
令和3年3月8日 後退用地線形図 建築指導課 市長 公開

令和3年3月10日
・平成28年度公共下水道早川中継ポンプ場詳細耐震診断業務委託
・平成29年度公共下水道早川中継ポンプ場耐津波診断業務委託
上記業務委託の金入り設計書及び仕様書（特記含む）

下水道整備課 市長 公開

令和3年3月11日 線形図 建築指導課 市長 公開

令和3年3月12日
令和2年4月1日以降に提出された、建設リサイクル法に基づく届出書
のうち、特定の住所を工事の場所とするもの

建築指導課 市長 一部公開 1

令和3年3月12日
令和2年4月1日以降に提出された、建設リサイクル法に基づく届出書
のうち、特定の住所を工事の場所とするもの

建築指導課 市長 不存在

令和3年3月15日 協定道路同意書 建築指導課 市長 一部公開 1
令和3年3月19日 令和2年度下水道管理センター焼却設備撤去工事の金入設計書 下水道整備課 市長 公開
令和3年3月23日 造成工事の構造図 開発審査課 市長 公開
令和3年3月24日 平成22年度～令和2年度の指名停止業者一覧 契約検査課 市長 公開
令和3年3月26日 小田原市市税等納付センター運営の契約書及び仕様書 保険課 市長 一部公開 2
令和3年3月31日 特定の課の職員が出張した際の復命書 事業課 市長 一部公開 1 2



公文書公開請求処理台帳 ＜令和２年度＞

請求日 公開請求の概要（運用状況報告用） 担当課 部局 決定 非公開該当号
令和3年3月31日 マンション建替組合設立許可申請書一式 都市政策課 市長 一部公開 1 2

令和3年3月31日
令和2年度城山一丁目地区優良建築物等整備事業補助金交付申請書
と鑑文
交付申請書額の算出方法及び経費の配分表

都市計画課 市長 一部公開 2

令和3年3月31日

令和2年度に発注された下記委託業務の単価表を含む金入り設計書
・令和2年度　西部第一号汚水幹線実施設計業務委託
・令和2年度公共下水道早川中継ポンプ場耐震・耐津波補強設計業務
委託

下水道整備課 市長 公開


