
番号 担当課等 ページ 質    疑    事    項 委員名 備考

（一般会計）福祉部

1 福祉総務課 199 平和都市推進事業の成果と課題について 栗山

2 福祉総務課 223 戦没者追悼式開催事業の成果と課題について 栗山

3 福祉総務課 223 戦没者追悼式開催事業の成果と課題について 松田

4 福祉総務課 223 遺族援護事業の成果と課題について 松田 (親事業)

5 福祉総務課 225 生活困窮者自立支援事業の成果と課題について 三橋

6 福祉総務課 225 生活困窮者自立支援事業の成果と課題について 栗山

7 福祉総務課 225 生活困窮者自立支援事業の成果と課題について
井上
(武)

8 福祉総務課 225 生活困窮者自立支援事業の成果と課題について 川口

9 福祉総務課 227 民生委員児童委員事業の成果と課題について 松田

10 福祉総務課 231 療育支援事業の成果と課題について
井上
(武)

11 福祉総務課 231 児童発達支援事業の成果と課題について 髙村

12 福祉総務課 231 児童発達支援事業の成果と課題について 松田

13 福祉総務課 265 災害見舞金支給等事業の成果と課題について 髙村

14
地域包括ケア推
進課

229 高齢者タクシー助成事業の成果と課題について 栗山

15
地域包括ケア推
進課

239
高齢者バス割引乗車券購入費助成事業の成果と課題につ
いて

三橋

16
地域包括ケア推
進課

239
高齢者バス割引乗車券購入費助成事業の成果と課題につ
いて

栗山

17
地域包括ケア推
進課

239
高齢者バス割引乗車券購入費助成事業の成果と課題につ
いて

髙村

18
地域包括ケア推
進課

239
高齢者バス割引乗車券購入費助成事業の成果と課題につ
いて

川口

19
地域包括ケア推
進課

239
高齢者バス割引乗車券購入費助成事業の成果と課題につ
いて

松田

20
地域包括ケア推
進課

241 老人憩の家維持管理事業の成果と課題について 髙村

21 生活福祉課 147 生活保護費返還金の成果と課題について 栗山

22 生活福祉課 223 行旅死亡人等取扱事業の成果と課題について 松田

23 生活福祉課 263 生活保護適正実施安定運営事業の成果と課題について 栗山

令和３年決算質疑事項一覧表(市民福祉分科会)
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24 生活福祉課 265 生活保護費支給事業の成果と課題について 栗山

25 生活福祉課 265 生活保護費支給事業の成果と課題について 髙村

26 生活福祉課 265 生活保護費支給事業の成果と課題について 松田

27 障がい福祉課 231 障害者日中活動支援事業の成果と課題について 新井

28 障がい福祉課 231 障害者日中活動支援事業の成果と課題について
井上
(武)

29 障がい福祉課 231 障害者日中活動支援事業の成果と課題について 松田

30 障がい福祉課 233 障害者相談支援事業の成果と課題について
井上
(武)

31 障がい福祉課 233 障害者日常生活用具給付事業の成果と課題について 川口

32 障がい福祉課 233 障害者移動支援事業の成果と課題について 栗山

33 障がい福祉課 233 障害者移動支援事業の成果と課題について
井上
(武)

34 障がい福祉課 235 障害者団体等助成事業の実績について 川口

35 介護福祉課 227 高齢者の尊厳保持支援事業の成果と課題について 新井

36 介護福祉課 229 介護職人材確保支援事業の成果と課題について 新井

37 介護福祉課 229 介護職人材確保支援事業の成果と課題について 栗山

38 介護福祉課 229 介護職人材確保支援事業の成果と課題について
井上
(武)

39 介護福祉課 229 介護職人材確保支援事業の成果と課題について 川口

40 介護福祉課 229
地域密着型サービス等開設準備経費補助金の成果と課題
について

髙村

41 介護福祉課 229 介護保険特別対策事業の成果と課題について 新井

42 介護福祉課 229
介護保険サービス事業所等支援事業補助金の成果と課題
について

井上
(武)

43 介護福祉課 239 敬老事業の成果と課題について 松田

44 介護福祉課 239 高齢者生きがい就労事業の成果と課題について 髙村
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（一般会計）市民健康部

45 市民課 197 住民票広域交付事業の成果と課題について 川口

46 市民課 213 社会保障・税番号制度事務の成果と課題について 栗山

47 市民課 213 社会保障・税番号制度事務の成果と課題について 松田

48 市民課
276
277

斎場費の成果と課題について 栗山
斎場管理担
当課長

49 市民課 277 斎場運営事業の成果と課題について 松田
斎場管理担
当課長

50 健康長寿推進課 241 老人クラブ指導育成事業の成果と課題について 松田

51 健康長寿推進課 269 産科医師等分娩手当補助金の成果と課題について 髙村

52 健康長寿推進課 269 在宅医療推進事業の成果と課題について 髙村

53 健康長寿推進課 269 看護職等人材確保支援事業の成果と課題について 栗山

54 健康長寿推進課 269 看護職等人材確保支援事業の成果と課題について 髙村

55 健康長寿推進課 269 看護職等人材確保支援事業の成果と課題について 川口

56 健康長寿推進課 269 保健衛生事業の成果と課題について 髙村

57 健康長寿推進課 271 感染症対策事業の成果と課題について 髙村 (親事業)

58 健康長寿推進課 271 感染症対策事業の成果と課題について 松田 (親事業)

59 健康づくり課 267 健康増進事業の成果と課題について 髙村

60 健康づくり課 267 がん検診事業の成果と課題について 栗山

61 健康づくり課 269 健康管理システム運営事業の成果と課題について 髙村

62 健康づくり課 271
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の成果と
課題について

栗山

新型コロナ
ウイルスワ
クチン接種
担当課長

63 健康づくり課 271 子ども予防事業の成果と課題について 髙村

64 健康づくり課 271 未病施策事業の成果と課題について 髙村
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（一般会計）こども未来部

65 こども育成課 247 放課後児童対策事業の成果と課題について 栗山

66 こども育成課 247 放課後児童対策事業の成果と課題について 髙村

67 こども育成課 247 放課後児童対策事業の成果と課題について 松田

68 こども育成課 247 放課後児童クラブ運営事業の成果と課題について 三橋

69 こども育成課 249 幼稚園教諭確保助成事業の成果と課題について 栗山

70 こども育成課 249 幼稚園教諭確保助成事業の成果と課題について 川口

71 こども育成課 249 長時間預かり保育支援事業補助金の成果と課題について 三橋

72 こども育成課 249 幼稚園送迎ステーション事業の成果と課題について 松田

73 保育課 251 保育士確保助成事業の成果と課題について 三橋

74 保育課 251 保育士確保助成事業の成果と課題について 栗山

75 保育課 251 保育士確保助成事業の成果と課題について 川口

76 保育課 253 地域型保育施設運営費補助金の成果と課題について 三橋

77 保育課 253 保育士応援手当助成金の成果と課題について 髙村

78 保育課 253 保育士雇用サポート事業補助金の成果と課題について 新井

79 保育課 257 保育士等事務経費の成果と課題について 髙村

80 子育て給付課 245 不妊治療費助成事業の成果と課題について 髙村

81 子育て給付課 245 不妊治療費助成事業の成果と課題について 松田

82 子育て給付課 253 厚木市子育て応援臨時給付金の成果と課題について 栗山

83 子育て給付課 255 母子家庭等支援事業の成果と課題について 川口

84 子育て給付課 255 ひとり親家庭等医療費助成事業の成果と課題について 三橋

85 子育て給付課 255 ひとり親家庭等医療費助成事業の成果と課題について 髙村

86
子育て支援セン
ター

245 子育て支援事業の成果と課題について 栗山
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87 家庭相談課 255 児童虐待・ＤＶ対策事業の成果と課題について 栗山

88 家庭相談課 255 児童虐待・ＤＶ対策事業の成果と課題について 松田

89 家庭相談課 255 児童虐待対策事業の成果と課題について 三橋

90 青少年課 259 児童館運営事業の成果と課題について 三橋

91 青少年課 259 児童館維持補修事業の成果と課題について 栗山

92 青少年課 259 青少年指導者育成事業の成果と課題について 新井

93 青少年課 261 成人式開催事業の成果と課題について 栗山

94 青少年課 261
七沢弁天の森キャンプ場維持管理事業の成果と課題につ
いて

三橋

95 青少年課 261
七沢弁天の森キャンプ場維持管理事業の成果と課題につ
いて

髙村
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（一般会計）協働安全部

96 市民協働推進課 185 自治会活動補助金の成果と課題について 栗山

97 市民協働推進課 185 コミュニティ助成事業補助金の成果と課題について 髙村

98 市民協働推進課 191 自治基本条例推進事業の成果と課題について 川口

99 市民協働推進課 193 男女共同参画推進事業の成果と課題について 三橋
人権男女相
談担当課長

100 市民協働推進課 193 男女共同参画推進事業の成果と課題について 栗山
人権男女相
談担当課長

101 市民協働推進課 195 コミュニティ推進事業の成果と課題について 三橋

102 市民協働推進課 237 人権啓発推進事業の成果と課題について 髙村
(親事業)
人権男女相
談担当課長

103 文化生涯学習課 199 文化会館リニューアル事業の成果と課題について 栗山
生涯学習施
設担当課長

104 文化生涯学習課
202
203

七沢自然ふれあいセンター費の成果と課題について 栗山
生涯学習施
設担当課長

105 文化生涯学習課 203
七沢自然ふれあいセンター維持補修事業の成果と課題に
ついて

三橋
生涯学習施
設担当課長

106 文化生涯学習課 209 市民交流プラザ運営事業の成果と課題について 松田
生涯学習施
設担当課長

107
ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨくら
し安全課

139 客引き行為等防止条例違反過料の成果と課題について 栗山

108
ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨくら
し安全課

205 防犯対策事業の成果と課題について 髙村

109
ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨくら
し安全課

205 安心・安全対策整備事業の成果と課題について 三橋

110
ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨくら
し安全課

205 安心・安全対策整備事業の成果と課題について 川口

111
ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨくら
し安全課

205 見守りシステム維持管理事業の成果と課題について 髙村

112
ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨくら
し安全課

205 防犯活動事業の成果と課題について 川口

113
ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨくら
し安全課

205 防犯灯維持管理事業の成果と課題について 髙村

114
ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨくら
し安全課

207 次世代防犯活動促進事業の成果と課題について 川口
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115
ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨくら
し安全課

207
振り込め詐欺等防止装置購入費補助金の成果と課題につ
いて

三橋

116
ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨくら
し安全課

207
振り込め詐欺等防止装置購入費補助金の成果と課題につ
いて

髙村

117
ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨくら
し安全課

207 セーフコミュニティ推進事業の成果と課題について 栗山

118
ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨくら
し安全課

313
消費生活相談・消費者意識啓発事業の成果と課題につい
て

栗山

119
ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨくら
し安全課

313 消費生活相談事業の成果と課題について 髙村

120
ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨくら
し安全課

313 消費者行政推進事業の成果と課題について 髙村

121
ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨくら
し安全課

313 計量検査事業の成果と課題について 髙村

122 交通安全課 77 放置自転車移動保管料の成果と課題について 栗山

123 交通安全課 185 交通安全対策事業の成果と課題について 髙村

124 交通安全課 187 放置自転車対策事業の成果と課題について 髙村

125 交通安全課 187
放置自転車対策事業及び放置自転車保管場所維持管理事
業の成果と課題について

栗山

126 交通安全課 187 放置自転車保管場所維持管理事業の成果と課題について 髙村

127 交通安全課 187
（仮称）本厚木駅南口自転車駐車場整備事業の成果と課
題について

三橋

128 交通安全課 187 交通安全普及促進事業の成果と課題について 新井

129 交通安全課 187 交通安全普及促進事業の成果と課題について 川口
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（一般会計）病院事業局

130 経営管理課 279 市立病院運営事業の成果と課題について 松田
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（特別会計）後期高齢者医療事業

131 国保年金課
420
421

後期高齢者医療保険料の成果と課題について 栗山 後期

132 国保年金課 433 健康診査事業の成果と課題について 栗山 後期
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（特別会計）国民健康保険事業

133 国保年金課
440
441

国民健康保険料の成果と課題について 栗山 国保

134 国保年金課 445
社会保障・税番号制度システム整備費補助金の成果と課
題について

栗山 国保

135 国保年金課 445 保険者努力支援分の成果と課題について 栗山 国保

136 国保年金課
446
447

繰入金の成果と課題について 栗山 国保
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（特別会計）介護保険事業

137 介護福祉課
482
483

保険料の成果と課題について 栗山 介護

138
地域包括ケア推
進課

513 包括的支援事業の成果と課題について 栗山 介護
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（病院事業会計）病院事業局

139 経営管理課 8 医業外収益の成果と課題について 栗山 病院

140 病院総務課
22
23

職員に関する事項の成果と課題について 栗山 病院

141 病院総務課
22
23

職員に関する事項の課題と対策について 髙村 病院

142 医事課
26～
31 業務量の成果と課題について 栗山 病院

143 医事課
28
29

各科別患者数の課題と対策について 髙村 病院

144 施設用度課 35 器械備品等関係（300万円以上）の成果と課題について 髙村 病院


