
№ 実施計画事業名（親事業名） 委員意見 担当課

1 国際交流推進事業

・交流事業の中止はやむを得ませんが、展示をするならもっと皆さんに見ていただけるよう、駅ちょこ、東口改札側のあゆコロちゃん銅像広場にある厚木市の
掲示板に東口地下道で掲示しているアナウンスをした方がいいと思いました。一人でも多く関心を持ってくれることを願います。また、オンラインも活用した国
際交流も期待します。
・新型コロナウイルス感染症の影響で交流事業の中止が多かったようですが、長きにわたり継続されてきた事業でもあり、リモートでの交流も含めて事業継続
を期待します。
海外友好都市に関する市民の皆さまの認知度はどの程度か把握されていますでしょうか。低いようでしたら、広報活動にも力を入れられてはと思います。
・コロナ禍の中で、達成率が7．4％でした。対面での交流ができない中では致し方ないです。そこで、オンラインによる遠隔での、国際交流を実施する方法を
行っていくことを考えてみてはどうでしょうか。今後はその具体的な方法を検討する必要があると考えられます。意義のある活動なので、コロナ禍の中でも、
更なる達成を期待します。

企画政策課

2 国内交流推進事業

・交流事業の中止はやむを得ませんが、展示をするならもっと皆さんに見ていただけるよう、駅ちょこ、東口改札側のあゆコロちゃん銅像広場にある厚木市の
掲示板に東口地下道で掲示しているアナウンスをした方がいいと思いました。一人でも多く関心を持ってくれることを願います。オンライン戦争体験は今後も
開催すべき。また、物産販売店は人気があると思うので大いにやるべきと思います。
・例年、計画以上の事業が実施され、活発な事業が推進されていると思います。令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響が大きかったようですが、
その中でもオンラインでの戦争体験講和などを実施され、工夫をされていると感じます。子どもたちの交流の場も多く設けられており、青少年の育成の観点
からも継続をお願いいたします。
・コロナ禍の中で、達成率が45．0％でした。対面での交流ができない中では致し方ないです。そこで、オンラインによる遠隔での、国内交流を実施する方法
を行っていくことを考えてみてはどうでしょうか。今後はその具体的な方法を検討する必要があると考えられます。意義のある活動なので、コロナ禍の中でも、
更なる達成を期待します。

企画政策課

3 健康スイミング事業

・コロナ禍で体を動かす機会が激減しています。施設の感染防止対策を行い、早期の事業再開を望みます。障がいのある方、高齢の方の健康維持・増進
はとても大切な事業です。
・健康の維持推進を図る見える化が必要と考えます。コロナ禍でスイミング以外の選択肢があるかを検討してください。
・新型コロナウイスル感染症はデルタ型の変異株により、収束しない状況の中、障がい者、障がい児、高齢者は、なかなか運動が出来ない状況が約２年程
続いています。感染対策を講じて、少しずつ実施に向けた取り組みが必要だと思います。

健康長寿推進課

4 多文化共生交流事業

・多国籍の市民に幅広く伝わるようにしていただきたいと思います。交流を図ることが大事だと思います。
・令和２年の年間事業の中止はやむなしと考えます。例年、5000人の方が参加される事業で取り組みの成果が出ていると思います。グローバル化の中で、
今後重要性が増すと予測されますので、コロナ禍が落ち着きましたら、更なる推進を期待します。
・コロナ禍の中で、達成率が0％でした。対面での交流ができない中では致し方ないです。そこで、オンラインによる遠隔での、外国籍市民と地域の市民との
交流を実施する方法を行っていくことを考えてみてはどうでしょうか。今後はその具体的な方法を検討する必要があると考えられます。意義のある活動なの
で、コロナ禍の中でも遠隔で実施し、更なる達成を期待します。

市民協働推進課

5 公民館活動事業

・子ども達が安心・安全に過ごす放課後の居場所づくりは、地域の教育力を生かすこと、地域住民との交流を図るため非常に大事であります。将来的には、
目標値を全校にするなどの検討をされたい。学校と地域との協働事業という面からも推進されたい。
・緊急事態宣言もあり、事業の開催数は減じていますが、満足度は高く、質の良い事業が展開されているのではないかと思います。一方で、多様化する社
会において、地域の拠り所として公民館は地域の中心としての重要な役割を担うものと思われます。様々な事業を通して市民が集える暖かい公民館になる
ように今後も活発な事業展開にも期待をします。

社会教育課

6 市民スポーツ推進事業

・オリンピック・パラリンピックが開催され、スポーツへの関心が高くなってきていると思います。より多くの市民が気軽にスポーツを楽しめるような事業の展開を
望みます。
・老若男女が集うスポーツは大事な事業ですが新規参加者も募る工夫も大切です。
・スポーツなじみｄａｙは、スポーツに興味を持った家族が気軽に参加出来る場として今後も続けて行きたいイベントです。コロナ禍で一回も開催出来ていな
い現状、打開する為には、インターネット配信を今後検討する事も必要ではないでしょうか。

スポーツ推進課
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7 市史編さん事業

・広く市民に伝えるべき事業。今後も厚木の歴史を後世に継承していただきたい。企画展などにも期待したいです。
・講座の開催中止はやむなしと考えます。講座は例年予定の2倍の方が聴講されていますので、オンライン講座も含めて検討をいただければと思います。
せっかく市の歴史を調査・研究されているので、小中学校で講演をされては如何でしょうか。各校の学校運営協議会（CS)にご相談をされれば実現するので
はと思います。
・コロナ禍の中で、達成率が40％でした。対面での交流ができない中では致し方ないです。そこで、オンラインによる遠隔での、歴史講座を実施する方法を
行っていくことを考えてみてはどうでしょうか。今後はその具体的な方法を検討する必要があると考えられます。意義のある活動なので、コロナ禍の中でも、IT
を用いて更なる達成を期待します。

文化財保護課

8 （仮称）あつぎ郷土資料館活動推進事業

・素晴らしい博物館がリニューアルオープンしたので、一人でも多くの方に魅力をアピールすることを願います。
・休館をせざる得ない期間が長く難しい運営をされたと思います。その中で特別展示、企画展示を実施され、市民の学習意欲を高められたと思います。
ホームページもきれいで充実していると思います。
・コロナ禍の中で、達成率が48．9％でした。緊急事態宣言による休館期間のためで致し方ないです。そこで、オンラインによる遠隔での、ヴァーチャル展示
等を実施する方法を行っていくことを考えてみてはどうでしょうか。今後はその具体的な方法を検討する必要があると考えられます。意義のある活動なの
で、コロナ禍の中でも、更なる達成を期待します。

文化財保護課

9 平和都市推進事業

・戦争を知らない世代等に幅広く訴える事業ですので、オンラインも活用し、広く周知するアイディアの再構築を検討すべき。
・「ピースメッセージ公民館リレー」を企画・実行され、コロナ禍において良いアイディアではないかと思います。目標指標を割合のみとされていますが、参加
者数も記載いただけるとより事業の状況がわかると思いますので、ご検討をお願いします。
・コロナ禍の中で、達成率が0％でした。展示会の中止のためで致し方ないです。そこで、オンラインによる遠隔での、ヴァーチャル展示やバスツアー等を実
施する方法を行っていくことを考えてみてはどうでしょうか。今後はその具体的な方法を検討する必要があると考えられます。意義のある活動なので、コロナ
禍の中でも、更なる達成を期待します。

福祉総務課

10 健康づくり事業

・食に対する関心が大きくなってきているように思われます。今後、ますます「食育」が重要になってくると考えます。広く市民に向けての情報発信・提供をお
願いします。
・あゆコロちゃんGENKIポイントは、気軽に楽しみながら健康を促進することができる事業で達成率も高いので今後も継続すべき。健康あつぎ推進リーダーと
地区食育推進事業は大事なので、今後に期待したいです。
・健康づくり事業は、年々増加する医療費の抑制対策として必要不可欠です。現在、色々な食品が簡単に手に入る時代です。子供のころからの食生活が、
将来の健康増進に必要です。今回、新型コロナの影響で実施出来なかった事業も、次年度で取り返す意気込みで取り組んで欲しいと思います。

健康づくり課
健康長寿推進課

11 人権啓発推進事業

・小学生だけでなく、中学生も対象にすべき。繰り返し行うことに意義があります。
・講座等の回数及び定員数の低減はやむなしと考えます。コロナ禍が落ち着きましたら、回数を増やして事業の推進をお願いします。
・コロナ禍の中で、達成率が4．1％でした。ヒューマンライツフェスタ等の事業の中止のためで致し方ないです。そこで、オンラインによる遠隔での、ヴァーチャ
ル・フェスタ等を実施する方法を行っていくことを考えてみてはどうでしょうか。今後はその具体的な方法を検討する必要があると考えられます。意義のある
活動なので、コロナ禍の中でも、更なる達成を期待します。

市民協働推進課

12 男女共同参画推進事業

・12,000部の情報誌がどのように活用されているのか見えません。
・講座等の回数及び定員数の低減はやむなしと考えます。コロナ禍が落ち着きましたら、回数を増やして事業の推進をお願いします。
・コロナ禍の中で、達成率が55．7％でした。講座の回数や定員数を減少したためで致し方ないです。意義のある活動なので、コロナ禍の中でも、更なる達
成を期待します。

市民協働推進課

13 総合防災訓練等事業

・甚大な被害の自然災害が毎年のように発生しています。厚木市でもいつ発生してもおかしくない状況にあると思います。防災講習会の受講者数、震度体
験者数が過去の実績を上回るよう啓発活動・広報活動にご尽力願いたい。
・個人の防災意識は高まっているので、広く市民が参加できるような工夫を市から現場へ発信すべきだと思います。
・地球温暖化で今後益々自然災害が多くなる事や、近い将来首都直下型大地震発生が懸念される事から、各自治会等の非常時訓練等を充実しておく必
要がある事業だと考えます。また、広報活動も重要で市民に分かりやすいパンフレットの作成が必要だと思います。

危機管理課

14 消費生活相談・消費者意識啓発事業

・悪徳商法などのトラブルから消費者を守り、救済する大事な事業と思います。より多くの方に認知され消費者がトラブルに巻き込まれないよう、更なる啓発
をお願いします。
・若年層は被害者ではなく加害者側になることもあります。小・中・高校への冊子配布だけでなく、実際に専門家に依頼した取組を期待します。
・現在は、インターネット通販等の普及により、消費者トラブル（被害者＆加害者）が常に発生するリスクがあり、今後、消費生活相談・消費者意識啓発事業
を充実するためには、講演会、講座の取り組みの力を入れる事が重要です。
・コロナ禍の中で、達成率が100．2％でした。大変すばらしい成果であります。今後もこの意義のある活動の更なる達成を期待します。

セーフコミュニティ
くらし安全課



15 交通安全対策事業

・本事業の推進により交通事故発生件数が減少しており、事業の成果だと思います。交通事故の減少を加速し市民の安全を守るために、更なる啓発や指
導をお願いします。
・千葉県八街市の事故を教訓にして安全対策に取り組んでもらいたいです。登校時の車両制限など、実施できることはまだまだありますので、未然に防ぐ対
策をお願いします。
・自分も車を運転する立場なので、現在の交通事故の傾向を充分把握しておくことが大切だと思います。一般に分かりやすい広報活動と、児童、高齢者の
啓発活動の積極的な取り組みが重要と考えます。
・コロナ禍の中で、達成率が113．37％でした。大変すばらしい成果であります。今後もこの意義のある活動の更なる達成を期待します。

交通安全課

16 温暖化防止普及啓発事業

・啓蒙活動については、特に若年層に事業の取組を働きかけることがポイントではないかと思います。特に小中学生の家庭に持ち帰り、家庭から全市民に普
及させる方法は時間はかかりますが、確実に理解が深まると思われます。コロナ禍ではありますが、エコスクールの取り組みは引き続き強化していただきたい
です。
・地球温暖化による自然災害は、今後益々多く発生すると思います。脱炭素を目指した取組は待ったなしの状況です。一人一人が現状を理解し、取り組ん
でいく必要があります。今後、子供たちを含めた低炭素に向けた啓発活動が、益々重要になってくると思います。新型コロナの影響がなかなか収まらない現
状ですが、感染予防を徹底し、出来る限りのイベントを開催していただきたいと思います。

環境政策課

17 環境基本計画推進事業

・温暖化防止普及啓発事業と同様に、市内の小・中学校への取組に力を入れていく方向性はよいと思います。YouTubeへの投稿を利用しての取組は、冊
子等の媒体よりは若年層にも受け入れやすいと思います。実績値としては前年比の半分の実績ですが、事業全体の達成率は評価できます。
・環境は市民の取組と事業者の取組が不可欠です。特に新型コロナ禍において、ポイ捨てが多く発生しているように思われます。今後、子供、大人を含めた
環境問題への意識啓発活動は重要です。

環境政策課

18 環境フェア開催事業
・SDGｓのパネルを目にする機会が増えているので、環境フェアを実施しない年度はこれらをアピールする方法がありますので工夫が必要と考えます。
・環境フェアは非常に大切です。計画的に実施し、環境問題に対する認識を多くの人が理解し、環境改善に取り組む必要があります。

環境政策課

19 生物多様性あつぎ戦略啓発事業

・市内では自然を身近に感じてもらえる環境がありながら、コロナ禍で実施できなかったことは残念です。今後はリモート会議のような形での活動参加など工
夫をする検討をしてもらいたい。
・今の子供達は、昔と比べて自然と向き合う機会が大変少なくなっています。生物多様性や、自然環境の必要性を理解するために、積極的に取り組む必
要があります。

環境政策課

20 農業担い手育成対策事業

・後継者の育成には時間がかかり、地道な活動を強いられると思いますが、引き続き努力を続けてもらいたい。対象となる人選にも新たな戦略が必要と思
われます（Uターン・Iターンなど）。経営者としての育成が完結するまで、また、その後のケアなどの長い時間の支援を続けることを期待します。
・日本の食料自給率は年々減少しています。今、農業に取り組んでいる大多数は、６０歳以上です。今後は、若い人たちが積極的に取り組みやすい環境を
提供する必要があります。農業に希望が持てる育成計画が求められます。

農業政策課

21 園芸振興対策事業

・フラワーアレンジ教室は、同じ人、同じような年齢の人が参加していないでしょうか。また、若年層にも参加する機会があってもいいのではないかと思いま
す。最近は、低額で月に一度花が送られてくる企画に申し込む若い方が増えている状況です。
・園芸振興事業は、国産の花等の価格安定が不可欠です。外国産は安いものが多く、価格では対抗できない面があります。若干高くても売れる高品質な
園芸の取組が必要です。

農業政策課

22 緑を豊かにする事業
・祭りを楽しみにしていた市民も多いので、開催中止は残念です。次回の開催に期待します。
・緑を豊かにする事業は、まちづくりには大変重要です。新型コロナで中止になった分も、次年度で取り返すぐらいの意気込みで取り組んでいただきたいと思
います。

公園緑地課

23 健康づくり村推進事業
・厚木市の魅力が満載ですが、更なるPRや内容の向上に期待したいです。
・今後、健康づくり推進事業は、心の健康、体力の向上に必要です。観光事業のPR活動は、まだまだ不十分であるように感じます。今後は、市の広報、イン
ターネット等を活用して認知度をアップする事が必要だと思います。

観光振興課

24 防火意識啓発事業

・防火意識向上のため、市民や事業所への防火対策の指導・啓発をお願いします。
・今後も参加者数の増加を期待します。
・防災に対しての取組は、まだ、不十分な感じがします。理由は、自治会の防災イベントの参加人数が少ないと感じるからです。インターネットの活用等によ
る、広報活動の充実が今後必要だと思います。

予防課

25 人権教育・啓発推進事業

・事業目的は素晴らしいです。オンラインを積極的に活用すべきと考えます。
・ヒューマンカレッジの開催回数を減じられた点はやむなしと考えます。ZOOMを利用してオンライン配信を取り入れたハイブリッド型の開催は、良かったので
はと思います。次年度もオンラインを利用した事業展開もご検討ください。
・コロナ禍の中で、達成率が55．7％でした。講座の回数や定員数を減少したためで致し方ないです。意義のある活動なので、コロナ禍の中でも、更なる達
成を期待します。

社会教育課



26 郷土芸能事業

・後継者の育成が鍵。更なる努力と工夫が必要だと思いますが、行政の支援には限界を感じます。
・写真展の写真を東京工芸大学の学生さんに依頼されたことは、新鮮な感性で写真展が開催できたのではと思います。例年、9000人近い方が鑑賞される
郷土芸能講演ですので、今後も継続をお願いします。
・コロナ禍の中で、達成率が55．0％でした。祭り等の事業の中止のためで致し方ないです。そこで、オンラインによる遠隔での、ヴァーチャル・祭り、公演、出
前教室等を実施する方法を行っていくことを考えてみてはどうでしょうか。今後はその具体的な方法を検討する必要があると考えられます。意義のある活動
なので、厚木の伝統文化を継承していくことができるように、更なる達成を期待します。

文化財保護課

27 老人クラブ指導育成事業

・高齢者の方が生きがいを見つけ、仲間と楽しく過ごせる居場所があるという事は健康にも長寿にも影響すると思います。高齢者の方が厚木市に住んでいて
良かったと思えるよう、更なる啓発と事業の推進を望みます。
・事業目的は素晴らしいですが、団体の育成が難しい現実の中、抜本的な改革が必要な事業ではないでしょうか。
・人生100年代を迎え、高齢者の皆さんの生きがいを高める活動、健康づくりの推進は、非常に大事であります。直接、これらを推進している老人クラブ連
合会に運営費を補助し、事業展開を行っていただいている状況ですが、会としても会員の増強が進まず、年々加入率も減少しているとのことです。市として
も連合会と老人クラブの必要性・会員の増強など課題解決に向けての努力をされたい。
・達成率が56．2％でした。コロナ禍の中では致し方ないところもあると思われます。老人クラブの加入率が10．5％であることから、事業の抜本的な改革が
必要と思われます。まずは、老人クラブという名称を変えて、お年寄りの集まりというイメージを変えていくことが重要と思われます。また、現状のクラブ連合
会は維持したまま、発展させていく方法を検討してほしいです。

健康長寿推進課

28 放課後児童対策事業
・保護者の就労や疾病などによる子育て支援は、児童の健全育成のため必要不可欠であります。よって、入所率及びクラブ数の達成率は100％になるよう
努力されたい。また、今後も待機児童0を目指して進められたい。
・共稼ぎの家庭も多く保護者の方の関心が高い事業で期待されていると思います。今後の継続発展を期待します。

こども育成課

29 子育て支援事業

・児童の子育ての支援事業は、児童の健やかな成長を願う上で大事であります。特に7つの事業を積極的に行い、効果を挙げていることに高く評価をしたい
です。メディアが取り上げた住みよい町の上位にランクされたのも、子育て事業が充実していることが要因と思考されます。今後も積極的に対応されたい。
・令和2年度は、新型コロナウイルスの影響で例年の1/3程度の事業規模でしたが、利用者数も同程度の減少であり一定数の必要な方がおられる事業であ
り、市民の皆さんが期待されていると思いますので、継続発展を期待します。

子育て支援セン
ター

30 青少年自然文化体験研修事業

・友好都市の子ども達の交流は、それぞれ異なった自然・文化の中で体験することに意義があります。体験された子ども達が大人になっても友好都市の
違った面での交流が出来る環境づくりを期待したいです。
・新型コロナウイルス対策のために中止はやむなしを考えます。他地域の異なる文化を持つ人々との交流は、子どもたちにとっても良い経験になります。糸
満市や海外の友好都市との交流事業にも期待をします。今後のことを考えて、オンラインでの交流も視野にいれた事業展開も検討いただけますようお願い
します。

青少年課

31 家庭教育支援事業

・家庭・地域・学校が連携して進める家庭教育は、核家族化が進む中、非常に大事であります。家庭教育学級や講演会を積極的に開催し、また、家庭教
育に関する啓発物品及びチラシの配布などを行っていることには敬意を表したいです。特に実績値が目標値を超えていることには大いに注目したいと考え
ます。
・事業への参加者が感じている有効度は97%程度と高く、有意義な事業が展開されていると思います。多様化が進む社会において、家庭教育は大切な部
分になると思われます。家庭、学校、地域の連携が重要になってくると思いますので、そのための仕組みづくりの充実をお願いします。

社会教育課

32 子ども読書活動推進事業

・子どもの読書の習慣化は、将来の人間形成の上でも非常に大事であると言われています。新型コロナウイルス感染症の拡大防止の中でも感染症対策を
十分に行い、事業を行ったことに敬意を表したいです。なお、読書ボランティアの育成にも更に力を入れていただきたいです。
・新型コロナウイルス感染症の対策のために、事業内容を変更されての活動はやむを得ないことと思います。例年6000名程の参加者がある事業なので継
続をお願いします。

中央図書館

33 マイタウンクラブリニューアル事業

・多くの事を検討されて令和２年度より本格的に運用されました。内容として、公共施設を市民の皆さんに利用しやすいシステムにするため改善されて、市
民サービスの向上に大いに寄与されていると思われます。ただ、公共施設全般について、高齢者の方の利用が増加しつつありますので、利用についての啓
発を随時行っていただければ幸いです。
【今後の点検方法等についての意見】
・マイタウンクラブのサービスは令和２年５月で中止され、生涯学習に関するところは講座予約システムとの認識になりますでしょうか。
管理表の説明がわかりにくいと感じました。講座予約システムですが、講座内容の説明は一行のみで、情報が乏しいと感じました。折角のWEBですので、リ
ンクを張るなどで詳しくわかるものにならないでしょうか。

情報政策課



34 あつぎ協働大学開設事業

・自校の学生さえ通学を制限されるコロナ禍では、事業の中止は仕方がない状況かと思います。今後は、リモートでの活動も視野に入れて実施されることを
期待します。
・市内5大学及び市内企業との協働により、それぞれの特色を生かした講座等の開催は、市と市民の生涯学習を進める上で大きな事業であります。新型コ
ロナウイルス感染症の拡大防止のため、大学での開設は中止・延期となっていますが、現在、大学においてリモート講座等を検討しているとの情報がありま
す。早い時期の実施を期待したいです。
・コロナ禍の中で、達成率が0％でした。対面での実施ができない中では致し方ないです。そこで、オンラインによる遠隔で講座を実施する方法を行っていくこ
とを考えてみてはどうでしょうか。今後はその具体的な方法を検討する必要があります。意義ある活動なので、コロナ禍の中でも、今後の更なる達成を期待
します。

文化生涯学習課

35 水辺ふれあい創出事業

・小学生が安全に水辺で環境学習を行える良い事業だと思います。大学生との交流を通し、専門的な知識に触れ環境に対する意識向上に繋がると思いま
す。継続した事業を望みます。
・今の子供たちは、川で遊ぶ機会が少なく、また、川は危険であるとの認識から益々水辺でのふれあいが減っています。このような事業を体験して川の必要
性を教えることが大切だと思います。
・コロナ禍の中で、達成率が0％でした。このような状況では致し方ないです。意義のある活動なので、コロナの状況が改善してからの達成を期待します。

河川ふれあい課

36 地域福祉推進事業

・支援を必要とされる方々へ事業を通し様々な支援が進んでいると思います。高齢者だけではなく、子育て世代もコロナ禍で支援を必要とする状況が見ら
れます。これから益々、重要な事業になってくると思います。
・運営する現場の方は人員の確保や苦労も多いですが、参加を楽しみにしている方も多い事業だと思います。予算だけを確保し、「後はよろしく」ではなく、現
場の状況を把握し、中長期的な方向性を行政が示していく段階と考えます。
・市及び市民・団体等が協働で支援を必要とされる人を支えることは非常に大事であります。特に市内15地区の地域福祉推進委員会の中で福祉活動を
行っていただくため、交付金を交付することできめ細かな福祉サービスが行き渡っており、参加者から好評を得ています。今後も地域コミュニティ活動の一
環として充実され、継続をされたい。
・コロナ禍の中で、達成率が81．8％でした。大変すばらしい成果であります。今後もこの意義のある活動の更なる達成を期待します。

福祉総務課

37 老人憩の家整備事業

・老人憩いの場が、心身の健康促進と地域住民の促進の場に繋がることが見えずらいです。現場の声を聴き、更なる工夫が必要だと思います。
・老人憩の家については、市内全地域にほぼ建設され、高齢者の居場所として利用されています。今後は必要によっては、ほかの公共施設の中で運用面
で場の確保をすると聞いています。高齢者の身近な生涯学習の活動の場として利用されることを期待したい。
・施設が完成しているとのことなので、高齢者向けのイベントの実施等を検討してはどうでしょうか。コロナ禍の中でありますが、状況が改善してからでよいと思
われます。

地域包括ケア推
進課

38 介護職人材確保支援事業

・介護職の人材確保と定着及び離職を防止するため、それぞれの事業に補助金を交付することは非常に大事であります。このことによって、市内の利用者
が質の高いサービスを受けられることにつながりますので事業の継続を図られたい。
【今後の点検方法等についての意見】
・達成率が35．0％でした。達成率が低い理由がどこにあるのかを明確にしてもらえると評価がしやすいです。ただ、介護職自体が難しい仕事であるので、そ
の定着を促進することは意義ある事業であると思われます。

介護福祉課
障がい福祉課

39 （仮称）こども未来館整備事業
・今後、ますます重要な分野への支援事業でもあるため、現場の声をきちんと丁寧に吸い上げ、事業展開に生かしてほしいです。
・子どもたちの創造豊かな人材の育成の目的は、科学館運営事業に引き継がれたのでしょうか。設計にあたり市民の声を聞くことも配慮いただければと思い
ます。

青少年課

40 市民活動推進事業

・市民活動の充実と活性化は、ボランティア団体の育成と人材確保が急務であると思考されます。新型コロナウイルス感染症の拡大防止の中での100%を
超える達成率は見事であります。今後もボランティアの必要性について、広報等でPRを重ね、より多くの人材確保をされたい。
【今後の点検方法等についての意見】
・ボランティア講座は参加者の満足度が高く、有意義な講座であったのでは思います。参加者人数も併記していただければ助かります。決算額は、補助金
がほとんどでしょうか。応募団体数を記載していただけますと助かります。

市民協働推進課

41 地域防災力強化事業

・地域における人と人との繋がりが災害時において大きな力となることが、さきの大災害でも示されました。「自分たちのまちは自分たちで守る」という思いを多
くの市民が共有し団結できるよう、事業の推進を望みます。
・自治会等の防災訓練は、役員のみの訓練になっていると思われます。自分たちの自治会は、自分たちで守ると言う基本姿勢を徹底するために訓練の工
夫と改善が必要です。

危機管理課



42 里地里山保全等促進事業
・屋外での活動ということでコロナ禍ではありますが、縮小しながら事業を実施できたことは評価されます。実際の様子をYouTubeなどにアップして、体験でき
なかった市民にアピールしてもらいたいです。
・里山保全活動は、生物等の絶滅を防ぐ重要な取り組みです。PR活動の充実と、事業活動の開催回数の増加が必要と思われます。

環境政策課

43 まち美化推進事業

・コロナ禍の影響で路上飲みなどが増えつつある状況です。地域の自治会には負担も多くあると思いますが、地域の目を生かしてマナーアップに取り組んで
もらいたいです。
・自治会等で積極的に取り組んでいますが、マナーの向上が図られていないのが現状です（特に、落書き、ポイ捨て等）。今後は、家庭内の啓蒙活動の取り
組みと、自治会の積極的な取組が急務です。

生活環境課

44 森林再生事業
・感染症対策を講じて、実施できるように方向を探ってもらいたいです。
・今回，熱海で発生した土石流は、森林再生事業の重要性を物語たっています。これから先、厚木市として、森林ボランティア協会の充分な支援を計画的
に行い、充実した取組をお願いします。また、取組事業の情報発信にも力を入れていただきたいです。

農業政策課

45 鳥獣等被害対策事業

・市民の生活環境が変化し、ペットの散歩や健康志向による山歩きなどで森林地区へ入り込むことにより、ヤマビルが住宅地へ入り込み始めていると考えま
す。ガーデニングも盛んになり、ヤマビルの生息に困らない状況があります。市民への対策周知に期待します。
・鳥獣等被害対策事業は、山間部で農業をしている人たちに対して、必要不可欠です。今後、森林伐採等の影響で、被害の増加が心配されます。今後、
更に、事業の充実を図り、参加人数の増加を図っていただきたいと思います。

農業政策課

46 （仮称）北部地区公園整備事業
・新型コロナウイルスなどの感染症が、今後も発生する可能性があると思われるため、避難所として使用するのであれば、各部屋ごとの区割りを感染対策を
十分に考慮した形で、行うことが望ましいと思います。

公園緑地課

47 （仮称）睦合水辺公園整備事業
・公園を整備するにあたり、子供目線で整備していただきたい。（特に、子供たちが興味を示す公園にして欲しいです）
【今後の点検方法等についての意見】
・進行管理表からは、基本構想の検討とあったが、内容が読み取れず、評価をすることができなかった。今後は内容の明確化が求められます。

公園緑地課

48 就労対策事業

・就労機会の拡大・促進及び勤労者の労働環境の改善事業は、就職難民を増やさないため、重要な事業と思われます。今回、新型コロナウイルス感染症
の拡大防止のため、一部事業が中止になり残念ではありますが、影響を受けた学生等に経済的支援を行ったことは的を得た対応であったと評価をしたいで
す。
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生に補正予算を組んで多くの学生に補助金を交付されたことは、この時期で意義があったのではないかと思
います。今後も就労の下支えになるような事業を展開していただければと思います。

産業振興課

49 ビジネスチャレンジャー支援事業

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、開催が中止になったことはやむを得ないと思います。地域経済の発展のため、今後も積極的に事業展開を
行われたい。
・あつぎ起業スクールについて、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の防止のために中止となりましたが、例年一定の参加者がいるので感染防止策を
講じて継続して実施をしていただければと思います。

産業振興課

50 先生のための研修事業

・教育を取り巻く環境が大きく変わる中、教職員の研修は非常に大事であります。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、一部事業は中止になりまし
たが、代わりにオンラインによる研修を実施したことに敬意を表したいです。今後も継続されたい。
・新型コロナウイルス感染症の防止のために、対面での講座をオンラインや書面で実施された点は意義があったと思います。令和２年度の実績を踏まえて、
オンラインやオンラインと対面のハイブリッドな講座を交えて、本来の研修を実施していただければと思います。書面ではリアルな研修にならないと思います
ので、やらないほうが良いのではと考えます。
【今後の点検方法等についての意見】
目標値に参加人数の指標を追加頂けないでしょうか。どれだけの先生が積極的に参加されているかがわかると思います。

教育研究所

51 公民館整備事業

・半世紀に亘り、市民の方に利用されてきた北公民館は、老朽化と狭あいのため建替えとなりました。現在、地元に建設委員会が設置され新館の構想が検
討されています。現の公民館は令和３年度中に解体され、新館は令和7年に完成する予定です。生涯学習や地域コミュニティの活動の拠点として厚木北
の特色ある充実した施設になることを期待したい。
【今後の点検方法等についての意見】
・厚木北公民館の整備事業ですので、ぜひ進めてい頂きたいと思います。施設の内容を決める際に市民の声が反映できるような仕組みはあったのでしょう
か。アンケート調査等があれば、推進委員会で紹介いただければ幸甚です。

社会教育課

52 体育施設整備事業
・市民が安心して施設を利用し活動できるよう事業の推進を願います。
・飯山グラウンドはヤマビル対策と、グランド内の土壌の改良が必要です。

スポーツ推進課



53 （仮称）あつぎ郷土資料館建設事業

・今後、厚木市の生涯学習の象徴的な存在として期待します。
・地域の小学生が訪問する企画もあるかと思います。子どもたちが興味を持つような展示企画も実施できればと思います。市の子ども会、青健連などにも呼
びかけをされては良いのではと思います。
・平成30年度に郷土博物館が完成しているので、今後は、歴史講座、伝統文化の公演、体験教室等を、郷土博物館でオンラインも含めて、実施し、せっか
くの施設を十分に活用することを検討してほしいです。また、郷土博物館のHPも見ましたが、大変充実しています。更に広報に努めて多くの市民がこのHPを
見て、そして、来館者を増やす方策を検討してほしいです。

文化財保護課

54 公民館図書室オンライン・ネットワーク整備事業

・中央図書館の建替えもありますが、合せて早い時期に市内全域のサービスの構想について確立されたい。
【今後の点検方法等についての意見】
・現９公民館で実施されているオンラインネットワークの拡張事業かと思います。依知南公民館が次の目標のようですが、その状況がわかりません。市民に
とって必要な整備事業と思われますので、予算を計上して進められることが必要と感じます。一方で、現状の維持管理や市民調査に軸足を置かれている
のであれば、概要をそのように記載いただければと思います。

中央図書館

55 生涯学習振興事業

・コロナ禍では施設利用が制限され、中止は仕方がなかったと思います。その中でも後半に実施された輝き厚木塾については、市民に学習する機会が与え
られたので、回数・実績率は半減しましたが良かったのではないかと思います。活動内容もリモートなどの新しい取り組みを入れて実施されることを期待しま
す。
・第2次厚木市生涯学習推進計画の最終年度に当る年に新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、一部事業が中止されたことは、非常に残念であり
ます。しかしながら、対面式講座からインターネットを利用した講座等へと新たな手法を導入したことは評価したいです。特に市内の高校・大学と連携し、リカ
レント講座の実施に向け検討に入ったことは大いに期待したいです。また、輝き厚木塾については、学んだ成果をいかす場として、生涯学習施設を活用しな
がら地域をサポートし、生涯学習施策を拡大されたい。生涯学習情報誌の発行については、引き続き実施させ発行されたい。
・コロナ禍の中で、達成率が26．6％でした。このような状況では致し方ないです。意義のある活動なのでコロナの状況が改善してからの達成を期待します。

文化生涯学習課

56 放課後子ども教室推進事業
・新型コロナウイルス対策のために中止はやむなしと考えます。
・コロナウイルスの終息には時間が掛かるかも知れません。感染防止策を講じて事業展開ができないかという観点でも検討いただけますようお願いします。

こども育成課

57 青少年指導者育成事業

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、規模を縮小して開催したことは理解出来ますが、地域の子ども会等に対する指導は大変大事であります。
ただ、現在市内の子ども会の組織が減少しつつあると聞いています。先ずは、会の必要性を指導員の力を借りながら訴えていくことも一考であると思います。
ジュニアリーダについては、子ども達等のイベントに数多く参加しており、指導員と協働しながら育成等を図っていっていただきたいです。
・いつも実践的な研修を実施していただけるので青少年指導員の資質の向上が図れていると思います。また、ジュニアリーダーの研修も4回行われて、技術
向上のみならず他地区のジュニアリーダーとの交流も活発になったのではと思います。コロナ禍での開催で出席率が低いのはやむなしなところもありますが、
良い研修なのでもう少し出席率が向上するような工夫をいただければと思います。

青少年課

58 救急推進事業

・正しい応急手当を多くの市民が身に付けられれば、身近な大切な命を救う事ができると思います。中学生は地域において大きな力となります。中学生に
対する救命講習会はとても大切な事業だと思います。継続して事業の推進を望みます。
・広く市民が体験できる場として貴重な機会であります。更なる参加増加増を期待したい。
・スポーツ等の事業でも救急救命の推進が必要です。救命講習の今以上の充実と、回数の増加を狙った取り組みが必要です。

救急救命課

59 社会体育指導者養成事業

・コロナ禍においても新しい生活様式を取り入れ、スポーツ・レクリエーション活動を進められたことは評価されます。市民のスポーツ振興がより一層、図られ
る事業展開を望みます。
・広く市民が体験できる場として貴重な機会であります。更なる工夫で参加者の増加に期待します。
・スポーツ指導者は、40歳～５０歳が一番最適な年齢だと考えています。しかし、現状は、仕事等の多忙により、色々なイベントに参加する人が非常に少な
い状況です。また、地区の体育振興事業にも、キーとなる人材が集まらないのが現状です。今後は、40歳～５０歳代の人材発掘する為の取り組みが急務
だと考えています。

スポーツ推進課

60 あつぎ市民芸術文化祭開催事業

・新型コロナ感染症の影響で延期や中止を余儀なくされて市民の活動が下火になることもありますが、リモートでの活動・YouTubeへの投稿など自宅にいても
楽しませてもらえました。自発的な市民の活動ととれます。
・市民の文化芸術の発表、鑑賞の機会が新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止になったことは非常に残念です。しかしながら、それぞれの事
業の代わりに、YouTubeにより映像等の活用を行い、配信したことは市民の皆さんから好評で頭が下がる思いです。このような対応が若い層の人にも刺激さ
れ、参加率が更に向上することに期待したいです。
・コロナ禍の中で、達成率が0％でした。このような状況では致し方ないです。意義のある活動なのでコロナの状況が改善してからの達成を期待します。また、
代替の策として、HPでの公開、YouTubeでの発信等を実施しているので、達成率は0％以上のものがあると思えます。

文化生涯学習課


