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発行元 資料名 発行日

審議会等の会議開催のお知らせ

企画政策課 小田原市政策達成度外部評価委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録　Ｎｏ.1 平成17年～18年度

企画政策課 小田原市政策達成度外部評価委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録　Ｎｏ.2 平成18年度

企画政策課 小田原市政策達成度外部評価委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録　Ｎｏ.3 平成19年度

企画政策課 小田原市政策達成度外部評価委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録　Ｎｏ.4 平成19年度

企画政策課 小田原市総合計画審議会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成28年度

行政経営室 小田原市補助金等検討委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成17年度

行政経営室 小田原市補助金等検討委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録　№2 平成17年度

行政経営室 小田原市補助金等検討委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録　№3 平成18年度

行政経営室 小田原市補助金等検討委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録　№4 平成18年度

行政経営室 小田原市指定候補者選定委員会　会議開催状況報告書・会議資料・会議録 平成20年度

行政経営室 小田原市市民生活満足感指標検討委員会　会議開催状況報告・鍵資料・会議録 平成19年～20年度

行政改革推進課 小田原市自治基本条例検討委員会№1　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成21年度

行政改革推進課 小田原市自治基本条例検討委員会№2　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成22年度

行政改革課 小田原市行政改革推進委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成27年度～

総務課 小田原市行政手続審査会　会議開催状況報告書・会議資料・会議録 平成28年度

総務課 小田原市情報公開審査会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成21年度

総務課 小田原市個人情報保護運営審議会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成26年度～

市税総務課 小田原市市税滞納審査会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成19年～21年度

市税総務課 小田原市固定資産評価審査委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成20年度

事業課 小田原市競輪事業検討委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成19年度

地域政策課 小田原市市民活動推進委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成27年度～

地域政策課 地域コミュニティ検討委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成20年度

地域政策課 おだわら市民活動サポートセンター指定候補者選定委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成25年度～

地域政策課 おだわら市民交流センター指定候補者選定委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成27年度

地域政策課 小田原市市民活動推進委員会　委員会報告書 平成29年度～

地域安全課
小田原市自転車駐車場指定候補者選定委員会
小田原市自転車駐車場事業者選定委員会　会議開催状況報告書・会議資料・会議録

平成27年度～
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地域安全課 小田原市空家等対策協議会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成28年度

人権・男女共同参画課 小田原市人権施策推進懇談会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成27年度～

人権・男女共同参画課 おだわら男女共同参画プラン策定検討委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成26年度～

防災対策課 小田原市防災会議及び小田原市水防協議会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成27年度～

防災対策課 小田原市国民保護協議会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成18年,27年度

文化政策課 文化振興ビジョンを推進するための懇話会　会議開催状況報告書・会議資料・会議録 平成25年～26年度

文化政策課 文化振興ビジョン推進委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成27年度

文化政策課 芸術文化創造センター整備推進委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成26年,28年度

生涯学習課 小田原市社会教育委員会議　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成26年度～

生涯学習課 小田原市民文化祭運営委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成22年度～

生涯学習課 キャンパスおだわら運営委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成26年度～

生涯学習課 郷土文化館協議会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成22年度

生涯学習課 小田原市博物館構想策定委員会　会議開催状況報告書・会議資料・会議録 平成26年度

文化財課 小田原市文化財保護委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成22年度～

文化財課 史跡小田原城跡調査・整備委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録　Ｎｏ.1 平成23年度

文化財課 史跡小田原城跡調査・整備委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録　Ｎｏ.2 平成23年～24年度

文化財課 史跡小田原城跡調査・整備委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録　Ｎｏ.3 平成25年度

文化財課 史跡小田原城跡調査・整備委員会植栽専門部会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成23年～28年度

図書館 小田原市図書館協議会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成22年度

スポーツ課 小田原市スポーツ推進審議会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成25年度～

スポーツ課 小田原市スポーツ施設指定候補者選定委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成28年度

環境政策課 小田原市環境審議会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成25年度～

環境政策課 クリーン小田原21推進協議会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成17年～18年度

環境政策課 小田原市生ごみ堆肥化検討委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成21年度

環境政策課 小田原市環境再生プロジェクト検討委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成21年～22年度

環境政策課 小田原市・足柄下地区資源化検討会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成21年度

環境政策課 小田原市斎場整備運営事業審査委員会　会議開催状況報告書・会議資料・会議録 平成27年度
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環境政策課
エネルギー政策推進課

小田原再生可能エネルギー事業化検討協議会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成23年度～

福祉政策課 小田原市人権推進指針策定委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成21年度

福祉政策課 ケアタウン構想推進会議　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成23年度

高齢介護課 小田原市地域包括支援センター運営協議会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成25年度

高齢介護課 おだわら高齢者福祉介護計画策定検討委員会No,1　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成23年度

高齢介護課 おだわら高齢者福祉介護計画策定検討委員会No,2　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成25年度

高齢介護課・障がい福祉課 小田原市福祉健康部指定候補者選定委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成23年度

高齢介護課 県西地区福祉有償運送市町共同運営協議会 平成27年度

高齢福祉課 介護保険関係施設整備調整会議　会議開催状況報告書・会議資料・会議録 平成26年度

障がい福祉課 小田原市福祉施設指定候補者選定委員会 平成25年度～

保険課 国民健康保険運営協議会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成27年度～

健康づくり課 小田原市地域医療体制の整備に係る懇談会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成20年度

健康づくり課 小田原市食育推進計画策定委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成22年度

健康づくり課 小田原市健康増進計画策定委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成23年度～

子育て支援課 小田原市次世代育成支援対策地域協議会　会議開催状況報告書・会議資料・会議録 平成19年～21年度

子育て政策課 小田原市子ども・子育て会議　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成27年度～

青少年課 小田原市青少年問題協議会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成22年度～

産業政策課 地域経済振興戦略ビジョン策定委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成23年度

観光課 小田原城天守閣耐震改修等検討委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成23年度

農政課 おだわら森林・林業・木材産業再生協議会　　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成23年度

農政課 木の香る空間デザイン検討会　会議開催状況報告・会議録 平成23年度

農政課 平成21年度小田原市経済部指定候補者選定委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成21年度

農政課 小田原市農林業施設指定候補者選定委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成25年度

水産海浜課 小田原市卸売市場審議会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成19年～21年度
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都市政策課 小田原市まちづくり交付金評価委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成20年度

都市政策課 小田原市生活交通ネットワーク協議会1　会議開催状況報告書・会議資料・会議録 平成25年度～

都市政策課 小田原市建築審査会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成26年度～

都市政策課 小田原市開発審査会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成26年度～

都市政策課 小田原市都市計画審議会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成26年度～

まちづくり景観課 小田原市歴史まちづくり協議会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成27年度～

都市計画課 神奈川県西部都市圏総合都市交通体系調査及び都市・地域総合交通戦略策定協議会 平成25年度～

みどり公園課 小田原市緑の基本計画改訂懇談会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成26年度

みどり公園課 小田原市都市公園指定候補者先手委員会　会議開催報告・会議資料・会議録 平成27年度～

建築課 小田原市営住宅運営審議会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成21年度～

下水道総務課 小田原市下水道運営審議会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成24年度～

経営管理課 小田原市立病院運営審議会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成28年度

予防課 平成23年度小田原市消火器等普及連絡協議会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成23年度

営業課 水道料金等徴収業務事業者選定委員会　　会議開催状況報告書・会議資料・会議録 平成28年度

営業課 小田原市水道ビジョン策定検討委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成20年度

営業課 小田原市水道料金審議会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成27年～28年度

教育総務課 小田原市教育委員会定例会・協議会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成26年～

教育政策課 小田原市立片浦中学校のあり方を考える委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成19年～20年度

教育総務課 学校教育振興基本計画策定委員会　会議開催状況報告書・会議資料・会議録 平成23年度～

教育総務課 小田原市学区審議会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成26年度

保健給食課 性教育検討委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成22年度～

教育指導課 学校2学期制検討委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成22年度

教育指導課 使用教科用図書採択検討委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成27年度

教育指導課 通知表（票）事故調査委員会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成23年度

教育指導課 小田原市いじめ問題対策連絡会　会議開催状況報告・会議資料・会議録 平成27年度

102冊

※発行元については発行当時の名称


