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発行元 資料名 発行日

企画管理課 鈴木十郎氏　市長在任20年の歩み 昭和44年6月

企画調整部文化室 文化行政懇話会 明日を耕す　－新しい小田原の生活像を描く－ 平成2年8月

企画調整部広報課 おだわら情報化プラン 平成4年3月

文化振興課 小田原市行政デザイン研究会 Qualicity ODAWARA 平成5年1月

企画調整部広報課 おだわら情報化アクションプラン 平成5年3月

企画政策課 県西地域広域市町村圏協議会
緑と水の国づくりプラン
第4次県西地域広域市町村圏計画後期基本計画

平成8年3月

企画政策課 特例市へのあゆみ 平成13年2月

産業政策課
緑とシーサイドのテクノゾーン　SEISHO TECHNO PARK
小田原都市計画事業羽根尾土地区画整理事業

平成14年

小田原市政策総合研究所　市民ラボ研究グループ 小田原市政策総合研究所　平成13年度研究事業報告　　千年蔵を動かそう 平成14年5月

小田原市政策総合研究所小田原遺産調査研究グループ 場所を読む　－小田原らしいまちづくり手法の提案－ 平成14年5月

西さがみ連邦共和国 広域連携と市町村合併に関する調査研究 平成14年度

（仮称）城下町ホール建設市民委員会 （仮称）城下町ホール建設市民委員会の報告 平成15年3月

小田原市政策総合研究所まちづくり課題研究グループ編 4人のあなたの物語　豊かな暮らしと豊かな地域を創るために 平成15年3月

実証研究　まちづくり応援団
なりわい交流の再生を促す中間支援組織の展望

平成15年3月

小田原市補助金等検討委員会 補助金等の見直しに関する答申 平成17年9月

小田原駅・小田原城周辺の懸案事業に係る検討記録 平成20年

お城通り地区事業用地活用方策調査　報告書 平成20年10月

小田原駅・小田原城周辺のまちづくりについての市民説明会（記録）（平成20年10
月15日、同月21日開催分）

小田原駅・小田原城周辺まちづくり検討プロジェクト報告書 平成20年10月

企画政策課
小田原駅・小田原城周辺まちづくり検討委員会　会議開催状況報告・会議資料・会
議録

平成20年度

小田原市の公共施設（各施設のパンフレット等）

平成20年度　市町村職員課題研究グループ報告書
（海外調査）

環境政策課 平成20年度　国際ロータリー研究グループ交換事業報告書（海外ホームステイ）

検査室 平成18年度　検査報告書

小田原市政策総合研究所
平成14年度市民ラボ研究グループ
「小田原まちづくり応援団準備会」

広域交流拠点整備課
環境政策課
市民税課
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平成20年度課題別検討委員会の委員（有識者、団体代表）選考にかかる候補者あ
るいは団体等への依頼、打ち合わせを記録した資料（平成20年10月31日時点）

小田原市 昭和27年～昭和39年　新春所感

小田原市 昭和40年～昭和63年、平成3年、平成4年　　年頭所感

小田原市 平成6年、平成9年、平成10年～　　新年のごあいさつ

小田原市 昭和43年度～昭和53年度、昭和55年度～　　施政方針

行政改革推進課 小田原市　施設白書 平成22年3月

行政改革推進課 小田原市　施設白書【別冊】施設別データ　初版 平成22年3月

行政改革推進課 小田原市　施設白書【別冊】施設別データ 改訂版（平成22年度） 平成23年3月

行政改革推進課 小田原市　施設白書【別冊】施設別データ 改訂版（平成23年度） 平成24年3月

自治基本条例検討委員会 小田原市自治基本条例検討委員会報告書 平成22年8月

小田原市 小田原市行政改革大綱－開かれた都市行政に向けて－

小田原市 行政改革推進計画書

小田原市行政改革市民会議
小田原市の行政改革に関する提言
－市民の安心、満足、信頼を構築するために－

平成13年6月

小田原市行政改革推進委員会
市政運営の改革について（答申）
－21世紀の小田原を創る”都市政府”の構築を目指して－

平成13年8月

企画政策課 おだわら改革宣言2002 平成14年2月

行政経営室 おだわら改革宣言2002　実施方策 平成14年6月

行政経営室 おだわら改革宣言2002後期実施方策 平成19年9月

小田原市 平成14年度　政策課題研修研究成果報告書

小田原市 平成15年度　政策課題研修研究成果報告書

小田原市 平成16年度　政策課題研修研究成果報告書

小田原市 平成8年度　行政改革実績

小田原市 平成9年度　行政改革実績

小田原市 平成10年度　行政改革実績
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小田原市 平成11年度　行政改革実績

行政経営室 平成14年度の行政改革取組結果 平成15年5月

行政経営室 平成15年度の行政改革取組結果 平成16年6月

行政経営室 平成16年度の行政改革取組結果 平成17年6月

行政経営室 平成17年度の行政改革取組結果 平成18年6月

行政経営室 平成18年度の行政改革取組結果 平成19年6月

行政経営室 平成14～18年度の行政改革の取組結果 平成19年9月

行政経営室 平成19年度の行政改革取組結果 平成20年6月

行財政改革検討委員会
平成21年度　報告書
～『市民』と『行政』による健全で持続可能な行財政運営を目指して～

平成22年3月

小田原市 小田原市行政改革指針（平成23年度～平成27年度） 平成23年3月

行政管理課 平成22年度の行政改革の取組結果 平成23年6月

行政管理課
行革アクションプログラム2013
《小田原市行政改革指針に基づく行政改革の取組結果》

平成25年9月

行政管理課
行革アクションプログラム2014
《小田原市行政改革指針に基づく行政改革の取組計画と取り組み結果》

平成26年9月

行政管理課
行革アクションプログラム2015
《小田原市行政改革指針に基づく行政改革の取組計画と取り組み結果》

平成27年9月

行政経営室 小田原市市民満足度・重要度調査　報告書 平成15年2月

行政経営室 平成15年度　小田原市市民満足度・重要度調査報告書 平成16年3月

行政経営室 第3回　小田原市市民満足度・重要度調査報告書 平成17年9月

行政経営室 第4回（平成17年度）小田原市市民満足度・重要度調査報告書 平成18年6月

行政経営室 第5回（平成18年度）小田原市市民満足度・重要度調査報告書 平成19年4月

行政経営室 第6回（平成19年度）小田原市市民満足度・重要度調査報告書 平成20年5月

広報課 小田原市に住んで私はこう思う　　第1回市政アンケート　集計表

広報課 小田原市に住んで私はこう思う　　第2回市政アンケート　集計表

広報課 小田原市に住んで私はこう思う　　第3回市民アンケート　調査結果報告書

広報課 小田原市に住んで私はこう思う　　第4回市民アンケート　調査結果報告書

広報課 小田原市に住んで私はこう思う　　第5回市民アンケート　調査結果報告書

広報課 小田原市に住んで私はこう思う　　第6回市民アンケート　調査結果報告書

広報課 小田原市に住んで私はこう思う　　第7回市民アンケート　調査結果報告書

広報課 小田原市に住んで私はこう思う　　第8回市民アンケート　調査結果報告書 平成3年9月

広報課 小田原市に住んで私はこう思う　　第9回市民意識調査　結果報告書 平成5年11月
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広報広聴課 小田原市に住んで私はこう思う　　第10回　市民意識調査　結果報告書 平成9年3月

広聴課 市民と市長との懇談会～3年間の足跡～ 平成8年9月

広報広聴室 市民と市長とのほっと懇談会　平成8年度～平成16年度

広報広聴室
タウンミーティング～市民と市長とのほっと懇談会～
平成17年度～平成19年度

広報広聴室 市民と市長のまちかどトーク　開催概要　平成20年度開催 平成21年5月

広報広聴室 市民と市長のまちかどトーク　開催概要　平成21年度開催 平成22年5月

広報広聴室 市民と市長のまちかどトーク　開催概要　平成22年度開催 平成23年3月

広報広聴室 市民と市長のまちかどトーク　開催概要　平成23年度開催 平成24年2月

地域政策課 平成15年度開催　「市民と市長との地区懇談会」会議録

地域政策課 平成16年度開催　「市民と市長との地区懇談会」会議録

地域政策課 平成17年度開催　「市民と市長との地区懇談会」会議録

地域政策課 平成18年度開催　「市民と市長との地区懇談会」会議録

地域政策課 平成19年度開催　「市民と市長との地区懇談会」会議録

地域政策課 平成20年度開催　「市民と市長との地区懇談会」会議録

市長への手紙公開文書 平成23年～

職員課 小田原市人事行政の運営等の状況について＜平成16年度実績＞ 平成17年12月

職員課 小田原市人事行政の運営等の状況について＜平成17年度実績＞ 平成18年12月

職員課 小田原市人事行政の運営等の状況について＜平成18年度実績＞ 平成19年12月

職員課 小田原市人事行政の運営等の状況について＜平成19年度実績＞ 平成20年12月

職員課 小田原市人事行政の運営等の状況について＜平成20年度実績＞ 平成21年12月

職員課 小田原市人事行政の運営等の状況について＜平成21年度実績＞ 平成22年12月

職員課 小田原市人事行政の運営等の状況について＜平成22年度実績＞ 平成23年12月

職員課 小田原市人事行政の運営等の状況について＜平成23年度実績＞ 平成24年12月

職員課 小田原市人事行政の運営等の状況について＜平成24年度実績＞ 平成25年12月

職員課 小田原市人事行政の運営等の状況について＜平成25年度実績＞ 平成26年12月

職員課 小田原市人事行政の運営等の状況について＜平成26年度実績＞ 平成27年12月

職員課 小田原市人事行政の運営等の状況について＜平成27年度実績＞ 平成28年12月

職員課 小田原市人事行政の運営等の状況について＜平成28年度実績＞ 平成29年12月

総務課 パブリックコメント（意見募集要項）

総務課 パブリックコメント（意見募集結果）

総務課 審査基準・標準処理期間・処分基準

107冊
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