
○厚生文教常任委員会 

日時・場所 審議事項等 

R2.1.28（火） 

午前 10時 

第 2委員会室 

１ 議 題 

（1）陳情第28号 骨髄移植等によりワクチンの再接種が必要となった場合の再 

接種費用を助成する制度創設を求める意見書の提出を求める陳情 

２ 所管事務調査 

（1）調査事項 

ア 避難行動要支援者の支援体制整備の進捗状況について 

（2）報告事項 

ア 歴史的建造物の利活用の状況について 

イ 市営御幸の浜プールの水道水による運営について 

ウ 新病院建設事業について 

エ （仮称）おだわら子ども教育支援センター整備の進捗状況について（追加） 

（3）要望書の報告 

ア 酒匂川スポーツ広場の浸水対策に関する要望書 

 

【審査順序】 

１ 議 題 

【福祉健康部】 

（1）陳情第28号 骨髄移植等によりワクチンの再接種が必要となった場合の再 

接種費用を助成する制度創設を求める意見書の提出を求める陳情 

２ 所管事務調査 

（2）報告事項 

【文化部】 

ア 歴史的建造物の利活用の状況について 

イ 市営御幸の浜プールの水道水による運営について 

【子ども青少年部】 

  エ （仮称）おだわら子ども教育支援センター整備の進捗状況について（追加） 

【病院管理局】 

ウ 新病院建設事業について 

（1）調査事項 

【福祉健康部】 

ア 避難行動要支援者の支援体制整備の進捗状況について 

（3）要望書の報告 

ア 酒匂川スポーツ広場の浸水対策に関する要望書 



R2.2.20（木） 

午前 10時 

第 2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４号 令和元年度小田原市国民健康保険事業特別会計補正予算 

(3) 議案第５号 令和元年度小田原市国民健康保険診療施設事業特別会計補正

予算 

(4) 議案第７号 令和元年度小田原市介護保険事業特別会計補正予算 

(5) 議案第８号 令和元年度小田原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 

(6) 議案第10号 令和元年度小田原市病院事業会計補正予算 

(7) 議案第11号 小田原市民ホール条例 

(8) 議案第12号 地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例 

の整理に関する条例（所管事項） 

  (9) 陳情第29号 後期高齢者の医療費窓口負担の現状維持を求める意見書の 

提出を求める陳情書 

２ 所管事務調査 

(1) 報告事項 

ア ESCO事業を活用したかもめ図書館熱源設備等改修事業について 

イ 損害賠償請求事件について（追加） 

 

【審査順序】 

１ 議 題 

 

【文化部】 

(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） 

(7) 議案第11号 小田原市民ホール条例 

【福祉健康部】 

(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４号 令和元年度小田原市国民健康保険事業特別会計補正予算 

(3) 議案第５号 令和元年度小田原市国民健康保険診療施設事業特別会計補 

正予算 

(4) 議案第７号 令和元年度小田原市介護保険事業特別会計補正予算 

(5) 議案第８号 令和元年度小田原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 

【子ども青少年部】 

(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） 

【病院管理局】 

(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） 

(6) 議案第10号 令和元年度小田原市病院事業会計補正予算 

(8) 議案第12号 地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例 

の整理に関する条例（所管事項） 



【教育部】 

(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） 

【福祉健康部】 

(9) 陳情第29号 後期高齢者の医療費窓口負担の現状維持を求める意見書の 

提出を求める陳情書 

２ 所管事務調査 

(1) 報告事項 

【文化部】 

ア ESCO事業を活用したかもめ図書館熱源設備等改修事業について 

【病院管理局】 

  イ 損害倍書請求事件について（追加） 

 

R2.4.24（金） 

午前 10時 

全員協議会室 

１ 所管事務調査 

(1) 調査事項 

   ア 所管事務調査報告書（案）について 

(2) 報告事項 

ア 関東学院大学小田原キャンパスの今後について 

 

【審査順序】 

１ 所管事務調査 

(2) 報告事項 

   ア 関東学院大学小田原キャンパスの今後について 

(1) 調査事項 

 ア 所管事務調査報告書（案）について 

R2.5.28（木） 

本会議休憩中 

第 3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 

R2.6.15（月） 

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60号 令和２年度小田原市病院事業会計補正予算 

 (3) 議案第63号 小田原市学校給食費等に関する条例 

 (4) 議案第73号 財産の取得について（フルコンサートグランドピアノ） 

 (5) 陳情第30号 国に親子交流への改名を求める意見書の提出を求める陳情書 

 (6) 陳情第 31 号 新型コロナウイルス感染症拡大に際し第一線の医療提供体制

堅持を求めることについての陳情書 

 (7) 陳情第 32 号 国に新型コロナウイルス感染症対策における臨時休校に伴う



子どもたちの心のケアと学びの保障等を求める意見書提出

を求める陳情 

２ 所管事務調査 

 (1) 報告事項 

  ア 中央図書館壁面の安全対策に伴う施設の利用制限について 

  イ 公益財団法人小田原市体育協会の経営状況について 

  ウ 市営御幸の浜プール公認継続の取りやめについて 

  エ 寿町テニス場の閉場について 

  オ 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料等の減免制度に

ついて 

 

【審査順序】 

１ 議 題 

 【文化部】 

(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） 

(4) 議案第73号 財産の取得について（フルコンサートグランドピアノ） 

【福祉健康部】 

(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） 

【子ども青少年部】 

(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） 

【病院管理局】 

(2) 議案第60号 令和２年度小田原市病院事業会計補正予算 

【教育部】 

(3) 議案第63号 小田原市学校給食費等に関する条例 

(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） 

【福祉健康部】 

(6) 陳情第 31 号 新型コロナウイルス感染症拡大に際し第一線の医療提供体制

堅持を求めることについての陳情書 

【子ども青少年部】 

(5) 陳情第30号 国に親子交流への改名を求める意見書の提出を求める陳情書 

【教育部】 

(7) 陳情第 32 号 国に新型コロナウイルス感染症対策における臨時休校に伴う

子どもたちの心のケアと学びの保障等を求める意見書提出

を求める陳情 

２ 所管事務調査 

 (1) 報告事項 

 【文化部】 

  ア 中央図書館壁面の安全対策に伴う施設の利用制限について 



  イ 公益財団法人小田原市体育協会の経営状況について 

  ウ 市営御幸の浜プール公認継続の取りやめについて 

  エ 寿町テニス場の閉場について 

 【福祉健康部】 

  オ 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料等の減免制度に

ついて 

R2.6.23（火） 

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） 

 

【審査順序】 

１ 議 題 

【子ども青少年部】 

(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） 

【教育部】 

(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） 

 

R2.8.7（金） 

午後 1時 30分 

第二委員会室 

１ 所管事務調査 

 (1) 報告事項 

  ア 関東学院大学小田原キャンパスの今後に関する協議の開始について 

  イ 小規模保育事業Ａ型設置事業者の選考結果について 

  ウ 新しい生活様式を踏まえた青少年健全育成支援事業の見直しについて 

  エ 小田原市放課後児童クラブ運営業務委託について 

  オ 令和２年度市立小・中学校の修学旅行について 

  カ 豊島邸利活用事業者について（追加） 

 

【審査順序】 

１ 所管事務調査 

 (1) 報告事項 

 【文化部】 

  ア 関東学院大学小田原キャンパスの今後に関する協議の開始について 

  カ 豊島邸利活用事業者について（追加） 

 【子ども青少年部】 

  イ 小規模保育事業Ａ型設置事業者の選考結果について 

  ウ 新しい生活様式を踏まえた青少年健全育成支援事業の見直しについて 

 【教育部】 

  エ 小田原市放課後児童クラブ運営業務委託について 

  オ 令和２年度市立小・中学校の修学旅行について 

 



R2.9.8（火） 

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83号 令和２年度小田原市病院事業会計補正予算 

 (3) 議案第88号 小田原市立病院の診療報酬等に関する条例の一部を改正する

条例 

 (4) 議案第89号 指定管理者の指定について（マロニエ子育て支援センター） 

 (5) 議案第90号 指定管理者の指定について（いずみ子育て支援センター） 

 (6) 議案第91号 指定管理者の指定について（こゆるぎ子育て支援センター） 

 (7) 議案第93号 財産の取得について（学習用端末） 

 (8) 陳情第34号 国に「別居、離婚後の面会交流についての法整備を求める意

見書の提出」を求める陳情 

 (9) 陳情第35号 国に少人数学級編成の実現をはじめとする教職員定数改善、

義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるための、2021年度政府予算

に係る意見書の提出を求める陳情書 

２ 所管事務調査 

 (1) 報告事項 

  ア 関東学院大学小田原キャンパスの今後に関する協議について 

  イ 中央図書館の機能の再編等について 

  ウ 小田原駅東口図書館及びおだぴよ子育て支援センターの開館について 

  エ 小田原市立病院経営改革プラン（平成 29年度から平成 32年度）の進捗状

況について 

  オ 令和２年度教育委員会事務の点検・評価の結果について 

  カ 学校教育における令和２年度中の ICT活用について 

  キ 令和３年度使用中学校教科用図書の採択について 

 

【審査順序】 

１ 議 題 

 【文化部】 

 (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） 

 【福祉健康部】 

 (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） 

 【子ども青少年部】 

 (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89号 指定管理者の指定について（マロニエ子育て支援センター） 

 (5) 議案第90号 指定管理者の指定について（いずみ子育て支援センター） 

 (6) 議案第91号 指定管理者の指定について（こゆるぎ子育て支援センター） 

 【病院管理局】 

 (2) 議案第83号 令和２年度小田原市病院事業会計補正予算 



 (3) 議案第88号 小田原市立病院の診療報酬等に関する条例の一部を改正する

条例 

 【教育部】 

 (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） 

 (7) 議案第93号 財産の取得について（学習用端末） 

 【子ども青少年部】 

 (8) 陳情第34号 国に「別居、離婚後の面会交流についての法整備を求める意

見書の提出」を求める陳情 

 【教育部】 

 (9) 陳情第35号 国に少人数学級編成の実現をはじめとする教職員定数改善、

義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるための、2021年度政府予算

に係る意見書の提出を求める陳情書 

 ２ 所管事務調査 

 (1) 報告事項 

 【文化部】 

  ア 関東学院大学小田原キャンパスの今後に関する協議について 

  イ 中央図書館の機能の再編等について 

 【文化部・子ども青少年部】 

  ウ 小田原駅東口図書館及びおだぴよ子育て支援センターの開館について 

 【病院管理局】 

  エ 小田原市立病院経営改革プラン（平成 29年度から平成 32年度）の進捗状

況について 

 【教育部】 

  オ 令和２年度教育委員会事務の点検・評価の結果について 

  カ 学校教育における令和２年度中の ICT活用について 

  キ 令和３年度使用中学校教科用図書の採択について 

 

R2.11.11（水） 

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 学校給食センター整備事業について 

  イ 小田原市学校施設中長期整備計画（案）について 

  ウ 小田原市立病院と県立足柄上病院の連携と協力に係る基本協定の締結に

ついて 

 

【審査順序】 

１ 所管事務調査 

 (1) 報告事項 

 【病院管理局】 



  ウ 小田原市立病院と県立足柄上病院の連携と協力に係る基本協定の締結に

ついて 

 【教育部】 

  ア 学校給食センター整備事業について 

  イ 小田原市学校施設中長期整備計画（案）について 

 

R2.12.4（金） 

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110号 令和２年度小田原市介護保険事業特別会計補正予算 

 (3) 議案第111号 令和２年度小田原市病院事業会計補正予算 

 (4) 議案第 113 号 小田原市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する

条例 

 (5) 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） 

 (6) 議案第 117 号 病院事業に係る地方公営企業法の全部適用のための小田原

市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 (7) 議案第119号 指定管理者の指定について（マロニエ子育て支援センター） 

 (8) 議案第120号 指定管理者の指定について（いずみ子育て支援センター） 

 (9) 議案第121号 指定管理者の指定について（こゆるぎ子育て支援センター） 

 (10) 議案第125号 財産の取得について（小田原市民ホール一般備品） 

 (11) 議案第126号 財産の取得について（小田原市民ホール展示備品） 

 (12) 議案第127号 財産の取得について（小田原市民ホール舞台備品（大道具）） 

 (13) 陳情第39 号 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守る 

ための陳情 

 (14) 陳情第 41 号  令和３年度における「重度障害者医療費助成制度」継続に

ついての陳情 

 (15) 陳情第 42 号  令和３年度における「透析患者の通院への助成」について

の陳情 

 (16) 陳情第 43 号  親教育を目的とした、別居、離婚における子どもの権利保

護の勉強会、周知を求める陳情 

 (17) 陳情第47号  国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情 

 (18) 陳情第 48 号  神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める

陳情 

 (19) 陳情第49号  小田原市社会福祉協議会の運営に改善を求める陳情 

２ 所管事務調査 

 (1) 報告事項 

  ア 史跡小田原城跡保存活用計画について 

  イ 第８期おだわら高齢者福祉介護計画（素案）について 



  ウ おだわら成年後見制度利用促進指針（素案）について 

  エ 第６期小田原市障がい福祉計画・第２期小田原市障がい児福祉計画（素案）

について 

  オ 小田原市立病院と県立足柄上病院との連携・協力の方向性について 

 

【審査順序】 

１ 議 題 

 【文化部】 

 (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） 

 (10) 議案第125号 財産の取得について（小田原市民ホール一般備品） 

 (11) 議案第126号 財産の取得について（小田原市民ホール展示備品） 

 (12) 議案第127号 財産の取得について（小田原市民ホール舞台備品（大道具）） 

 【福祉健康部】 

 (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110号 令和２年度小田原市介護保険事業特別会計補正予算 

 (5) 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） 

 【子ども青少年部】 

 (7) 議案第119号 指定管理者の指定について（マロニエ子育て支援センター） 

 (8) 議案第120号 指定管理者の指定について（いずみ子育て支援センター） 

 (9) 議案第121号 指定管理者の指定について（こゆるぎ子育て支援センター） 

 【病院管理局】 

 (3) 議案第111号 令和２年度小田原市病院事業会計補正予算 

 (6) 議案第 117 号 病院事業に係る地方公営企業法の全部適用のための小田原

市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 (4) 議案第 113 号 小田原市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する

条例 

 【教育部】 

 (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） 

 【福祉健康部】 

 (13) 陳情第 39 号  安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守

るための陳情 

 (14) 陳情第 41 号  令和３年度における「重度障害者医療費助成制度」継続に

ついての陳情 

 (15) 陳情第 42 号  令和３年度における「透析患者の通院への助成」について

の陳情 

 (19) 陳情第49号  小田原市社会福祉協議会の運営に改善を求める陳情 

  



【子ども青少年部】 

 (16) 陳情第 43 号  親教育を目的とした、別居離婚における子どもの権利保護

の勉強会、周知を求める陳情 

 【教育部】 

 (17) 陳情第47号  国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情 

 (18) 陳情第 48 号  神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める

陳情 

２ 所管事務調査 

 (1) 報告事項 

 【文化部】 

  ア 史跡小田原城跡保存活用計画について 

 【福祉健康部】 

  イ 第８期おだわら高齢者福祉介護計画（素案）について 

  ウ おだわら成年後見制度利用促進指針（素案）について 

  エ 第６期小田原市障がい福祉計画・第２期小田原市障がい児福祉計画（素案）

について 

 【病院管理局】 

  オ 小田原市立病院と県立足柄上病院との連携・協力の方向性について 

 

 


