
○総務常任委員会 

日時・場所 審議事項等 

R2.1.30（木） 

午前 10時 

第 1委員会室 

１ 所管事務調査 

（1）調査事項 

   ア 地域防災力の向上 

（2）報告事項 

   ア 公共施設再編事業について 

イ 国府津駅周辺整備事業に係る自転車駐車場について 

 

【審査順序】 

１ 所管事務調査 

（2）報告事項 

【企画部】 

   ア 公共施設再編事業について 

【市民部】 

   イ 国府津駅周辺整備事業に係る自転車駐車場について 

（1）調査事項 

   ア 地域防災力の向上 

 

R2.2.19（水） 

午前 10時 

第 1委員会室 

１ 議 題 

(1) 議案第 １号 令和元年度小田原市一般会計補正予算（所管事項） 

(2) 議案第 13号 小田原市職員定数条例の一部を改正する条例 

(3) 議案第 14号 小田原市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例 

の一部を改正する条例 

(4) 議案第 15号 小田原市印鑑条例の一部を改正する条例 

(5) 議案第 18号 小田原市の特定の事務を取り扱う郵便局の一部変更に 

ついて 

２ 所管事務調査 

(1) 調査事項 

   ア 地域防災力の向上 

(2) 報告事項 

   ア 令和２年度組織・機構について 

   イ 小田原市エネルギー計画の一部改定について 

ウ 小田原市消防計画の改正について 

(3) 要望書の報告 

   ア 「地方たばこ税を活用した分煙環境整備」に関する取り組みについて

（要望） 

R2.5.28（木） 

本会議休憩中 

第 2委員会室 

１ 議  題 

(1)委員長の互選について 

１ 議  題 

(1)副委員長の互選について 

(2)座席の指定について 

R2.6.12（金） 

午前 10時 

全員協議会室 

１ 議 題 

 (1) 議案第 58号 令和２年度小田原市一般会計補正予算（所管事項） 

 (2) 議案第 64号 小田原市附属機関設置条例の一部を改正する条例（所管事

項） 

 (3) 議案第 65号  小田原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正 

する条例 



 (4) 議案第 66号 小田原市手数料条例の一部を改正する条例 

 (5) 議案第 67号 小田原市公衆便所条例の一部を改正する条例 

 (6) 議案第68号    小田原市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で 

衛生的な飲料水の確保に関する条例の一部を改正する条

例 

 (7) 議案第69号  小田原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条 

          例 

 (8) 議案第 71号 工事請負契約の変更について（成田出張所建設工事） 

 (9) 議案第 72号 工事請負契約の変更について（岡本出張所建設工事） 

 (10)議案第 74号 財産の取得について（高規格救急自動車） 

 (11)議案第 75号 財産の取得について（高度救命処置用資機材等） 

２ 所管事務調査 

 (1) 報告事項 

  ア 令和元年度地方創生関連交付金事業について 

  イ 特別定額給付金給付事業について 

  ウ 小田原市土地開発公社の経営状況について 

 

【審査順序】 

１ 議 題 

【企画部】 

 (1) 議案第 58号 令和２年度小田原市一般会計補正予算（所管事項） 

 (3) 議案第 65 号 小田原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正

する条例 

【総務部】 

 (1) 議案第 58号 令和２年度小田原市一般会計補正予算（所管事項） 

【市民部】 

 (1) 議案第 58号 令和２年度小田原市一般会計補正予算（所管事項） 

 (2) 議案第 64号 小田原市附属機関設置条例の一部を改正する条例（所管事

項） 

 (4) 議案第 66号 小田原市手数料条例の一部を改正する条例 

【防災部】 

 (1) 議案第 58号 令和２年度小田原市一般会計補正予算（所管事項） 

【環境部】 

 (1) 議案第 58号 令和２年度小田原市一般会計補正予算（所管事項） 

 (5) 議案第 67号 小田原市公衆便所条例の一部を改正する条例 

 (6) 議案第 68 号 小田原市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全

で衛生的な飲料水の確保に関する条例の一部を改正する

条例 

【消防本部】 

 (1) 議案第 58号 令和２年度小田原市一般会計補正予算（所管事項） 

 (7) 議案第 69 号 小田原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する

条例 

 (8) 議案第 71号 工事請負契約の変更について（成田出張所建設工事） 

 (9) 議案第 72号 工事請負契約の変更について（岡本出張所建設工事） 

 (10)議案第 74号 財産の取得について（高規格救急自動車） 

 (11)議案第 75号 財産の取得について（高度救命処置用資機材等） 

※議案第 71号と議案第 72号、議案第 74号と議案第75号は一括議題。 

２ 所管事務調査 

 (1) 報告事項 



【企画部】 

  ア 令和元年度地方創生関連交付金事業について 

  イ 特別定額給付金給付事業について 

【総務部】 

  ウ 小田原市土地開発公社の経営状況について 

 

R2.6.22（月） 

本会議散会後 

全員協議会室 

１ 議 題 

 (1) 議案第 77号 令和２年度小田原市一般会計補正予算（所管事項） 

 (2) 議案第 78号 小田原市政策監の設置等に関する条例 

 

【審査順序】 

１ 議 題 

【企画部】 

 (2) 議案第 78号 小田原市政策監の設置等に関する条例 

 (1) 議案第 77号 令和２年度小田原市一般会計補正予算（所管事項） 

※議案第 78号と議案第 77号は一括議題。 

 

R2.9.7（月） 

午前 10時 

全員協議会室 

１ 議 題 

 (1) 議案第 80号 令和２年度小田原市一般会計補正予算（所管事項） 

 (2) 議案第 81号 令和２年度小田原市広域消防事業特別会計補正予算 

 (3) 議案第 85号 小田原市市税条例の一部を改正する条例 

 (4) 議案第 86号 小田原市斎場条例の一部を改正する条例 

２ 所管事務調査 

 (1) 報告事項 

  ア 行財政改革の実績及び中間報告について 

  イ 小田原市制 80周年記念事業について 

  ウ 酒匂市民集会施設用地活用事業について 

  エ 二酸化炭素の回収・資源化による炭素循環モデル構築実証事業につい

て 

  オ 消防庁舎再整備事業の進捗状況について 

 

【審査順序】 

１ 議 題 

【企画部】 

 (1) 議案第 80号 令和２年度小田原市一般会計補正予算（所管事項） 

【総務部】 

 (1) 議案第 80号 令和２年度小田原市一般会計補正予算（所管事項） 

 (3) 議案第 85号 小田原市市税条例の一部を改正する条例 

【市民部】 

 (1) 議案第 80号 令和２年度小田原市一般会計補正予算（所管事項） 

【環境部】 

 (1) 議案第 80号 令和２年度小田原市一般会計補正予算（所管事項） 

 (4) 議案第 86号 小田原市斎場条例の一部を改正する条例 

【消防本部】 

 (1) 議案第 80号 令和２年度小田原市一般会計補正予算（所管事項） 

 (2) 議案第 81号 令和２年度小田原市広域消防事業特別会計補正予算 

２ 所管事務調査 

 (1) 報告事項 

 



【企画部】 

  ア 行財政改革の実績及び中間報告について 

【総務部】 

  イ 小田原市制 80周年記念事業について 

【市民部】 

  ウ 酒匂市民集会施設用地活用事業について 

【環境部】 

  エ 二酸化炭素の回収・資源化による炭素循環モデル構築実証事業につい

て 

【消防本部】 

  オ 消防庁舎再整備事業の進捗状況について 

 

R2.11.9（月） 

午後 1時 30分 

全員協議会室 

１ 所管事務調査 

 (1) 報告事項 

  ア 2030ロードマップの基本的な考え方について 

  イ デジタル化によるまちづくりの推進について 

  ウ 令和２年歳末火災特別警戒市長巡視について 

R2.12.3（木） 

午前 10時 

全員協議会室 

１ 議 題 

 (1) 議案第 109号 令和２年度小田原市一般会計補正予算（所管事項） 

 (2) 議案第 114号 小田原市諸収入金に対する延滞金徴収条例等の一部を改

正する条例（所管事項） 

 (3) 議案第 115号 小田原市自転車駐車場条例の一部を改正する条例 

 (4) 議案第 118号 小田原市火災予防条例の一部を改正する条例 

 (5) 議案第 124号 工事請負契約の締結について（（仮称）国府津駅自転車駐

車場建設工事） 

 (6) 陳情第 38 号 「地方たばこ税の一部を目的税化することを求める意見

書」の提出を求める陳情書 

 (7) 陳情第 46 号  地域政策の見直しを求める陳情 

２ 所管事務調査 

 (1) 報告事項 

  ア スーパーシティ構想について 

  イ 小田原市女性活躍推進優良企業認定制度について 

  ウ 再生可能エネルギーを活用した地域マイクログリッド構築事業につい

て 

 

【審査順序】 

 

１ 議 題 

【企画部】 

 (1) 議案第 109号 令和２年度小田原市一般会計補正予算（所管事項） 

【総務部】 

 (1) 議案第 109号 令和２年度小田原市一般会計補正予算（所管事項） 

 (2) 議案第 114号 小田原市諸収入金に対する延滞金徴収条例等の一部を改

正する条例（所管事項） 

【市民部】 

 (3) 議案第 115号 小田原市自転車駐車場条例の一部を改正する条例 

 (5) 議案第 124号 工事請負契約の締結について（（仮称）国府津駅自転車駐

車場建設工事） 



【環境部】 

 (1) 議案第 109号 令和２年度小田原市一般会計補正予算（所管事項） 

【消防本部】 

 (4) 議案第 118号 小田原市火災予防条例の一部を改正する条例 

【総務部】 

 (6) 陳情第 38 号 「地方たばこ税の一部を目的税化することを求める意見

書」の提出を求める陳情書 

【市民部】 

 (7) 陳情第 46号 地域政策の見直しを求める陳情 

２ 所管事務調査 

 (1) 報告事項 

【企画部】 

  ア スーパーシティ構想について 

【市民部】 

  イ 小田原市女性活躍推進優良企業認定制度について 

【環境部】 

  ウ 再生可能エネルギーを活用した地域マイクログリッド構築事業につい

て 

   


