
番号 担当課等 ページ 質    疑    事    項 委員名 備考

（一般会計）産業振興部

1 産業振興課 287 勤労者貸付融資預託事業の成果と課題について 後藤

2 産業振興課 287 中小企業勤労者助成事業の成果と課題について 後藤

3 産業振興課 287 中小企業勤労者助成事業の成果と課題について 神子

4 産業振興課 287
(公財)厚木市勤労者福祉サービスセンター補助金の成果
と課題について

松本

5 産業振興課 287 就労対策事業の成果と課題について 後藤

6 産業振興課 287 就労対策事業の成果と課題について 寺岡

7 産業振興課 287 勤労相談事業の成果と課題について 松本

8 産業振興課 289 学生就労等支援補助金の成果と課題について 渡辺

9 産業振興課 289 技能振興事業の成果と課題について 後藤

10 産業振興課 305 市内企業等データベース管理事業の成果と課題について 松本

11 産業振興課 305 中小企業設備投資促進事業補助金の成果と課題について 松本

12 産業振興課 305 中小企業事業資金融資事業の成果と課題について 渡辺

13 産業振興課 305 中小企業活性化推進事業の成果と課題について 寺岡

14 産業振興課 305 中小企業応援交付金の成果と課題について 渡辺

15 産業振興課 307
未来型グリーンモビリティ産業推進事業の成果と課題に
ついて

神子

16 産業振興課 307 企業立地元気アップサポート事業の成果と課題について 寺岡

17 産業振興課 307 企業立地元気アップサポート事業の成果と課題について 神子

18 産業振興課 307 企業立地元気アップサポート事業の成果と課題について 渡辺

19 産業振興課 309
企業立地元気アップサポート事業奨励金の成果と課題に
ついて

井上
(敏)

20 商業にぎわい課 303 商業活動振興事業の成果と課題について 田口

21 商業にぎわい課 303 商業活動振興事業の成果と課題について 神子

22 商業にぎわい課 303 がんばれ商店会応援補助金の成果と課題について 寺岡
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23 商業にぎわい課 303
にぎわいカムバック市内商業店舗応援事業の成果と課題
ついて

寺岡

24 商業にぎわい課 303
にぎわいカムバック市内商業店舗応援事業の成果と課題
について

渡辺

25 商業にぎわい課 303 あつぎ飲食店応援電子商品券事業の成果と課題について 渡辺

26 商業にぎわい課 303
あつぎ生活応援キャッシュバック事業の成果と課題につ
いて

渡辺

27 商業にぎわい課 307
中心市街地商店街空店舗対策事業補助金の成果と課題に
ついて

松本

28 商業にぎわい課 307 まちなか活性化事業補助金の成果と課題について 寺岡

29 商業にぎわい課 307
大規模小売店舗ネットワーク事業補助金の成果と課題に
ついて

松本

30 商業にぎわい課 307 プレミアム付商品券事業の成果と課題について 渡辺

31 商業にぎわい課 309 アミューあつぎ運営事業の成果と課題について 後藤

32 観光振興課 191 シティセールス推進事業の成果と課題について 神子

33 観光振興課 309 観光行事推進事業の成果と課題について 後藤

34 観光振興課 309 観光宣伝事業の成果と課題について 寺岡

35 観光振興課 309 観光復興支援事業の成果と課題について
井上
(敏)

36 観光振興課 309 観光復興支援事業の成果と課題について 渡辺

37 観光振興課 311 観光協会補助金の成果と課題について
井上
(敏)

38 観光振興課 311 観光協会補助金の成果と課題について 寺岡

39 観光振興課 311
観光施設維持管理事業及び観光施設維持補修事業の成果
と課題について

松本 （親事業）
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（一般会計）まちづくり計画部

40 都市計画課 327 都市計画審議会運営費の成果と課題について 後藤

41 都市計画課 327 屋外広告物事業の成果と課題について 後藤

42 都市計画課 327 まちづくり推進事務費の成果と課題について 後藤

43 都市計画課 327 将来都市構造構築事業の成果と課題について 田口
まちづくり
計画部長

44 都市計画課 329 地域公共交通対策事業の成果と課題について 松本
交通政策担
当課長

45 都市計画課 329 地域公共交通対策事業の成果と課題について
井上
(敏)

交通政策担
当課長

46 都市計画課 329 地域公共交通対策事業の成果と課題について 神子
交通政策担
当課長

47 都市計画課 329 本厚木駅舎改装事業の成果と課題について 寺岡
交通政策担
当課長

48 都市計画課 329 本厚木駅舎改装事業の成果と課題について 神子
交通政策担
当課長

49 都市計画課 329 本厚木駅舎改装事業の成果と課題について 渡辺
交通政策担
当課長

50 都市計画課 339 開発審査会運営費の成果と課題について 松本

51 住宅課 75 市営住宅使用料滞納繰越分の成果と課題について 渡辺

52 住宅課 343 空き家等対策事業の成果と課題について 後藤

53 住宅課 343 空き家等対策推進事業の成果と課題について 後藤 （親事業）

54 住宅課 343 空き家等対策推進事業の成果と課題について 寺岡 （親事業）

55 住宅課 343 空き家等対策推進事業の成果と課題について 神子 （子事業）

56 住宅課 343 住宅政策推進事業の成果と課題について 寺岡

57 住宅課 343 定住促進住宅取得等支援事業の成果と課題について 松本

58 住宅課 343 定住促進住宅取得等支援事業の成果と課題について 寺岡

59 住宅課 343 定住促進住宅取得等支援事業の成果と課題について 渡辺

60 建築指導課 81 建築確認申請等手数料の成果と課題について 渡辺

61 開発審査課 339 開発許可事務費の成果と課題について 松本
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62 開発審査課 339 宅地耐震化推進事業の成果と課題について 松本

63 開発審査課 339 宅地耐震化推進事業の成果と課題について 渡辺

64
まちづくり指導
課

215 住居表示整備事業の成果と課題について 神子
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（一般会計）都市整備部

65 下水道総務課 325 水路敷管理事業の成果と課題について 神子

66 下水道総務課 325 公共下水道事業会計負担金の成果と課題について 松本

67 下水道総務課 325 公共下水道事業会計負担金の成果と課題について
井上
(敏)

68 下水道施設課 333 排水路整備事業の成果と課題について 松本

69 下水道施設課 333 排水路整備事業の成果と課題について 寺岡

70 下水道施設課 395
猿ヶ島汚泥貯留地上部利用施設関連維持管理事業の成果
と課題について

後藤

71 河川ふれあい課 273 河川美化推進事業の成果と課題について 神子

72 河川ふれあい課 273 河川愛護事業の成果と課題について 後藤

73 河川ふれあい課 323 河川事務経費の成果と課題について 後藤

74 河川ふれあい課 323 河川保全・再生事業の成果と課題について 後藤

75 河川ふれあい課 323 谷戸水辺再生事業の成果と課題について 松本

76 河川ふれあい課 325 準用河川恩曽川改修事業の成果と課題について 松本

77 河川ふれあい課 325 準用河川恩曽川改修事業の成果と課題について 後藤

78 河川ふれあい課 325 準用河川安全対策事業の成果と課題について 松本

79 河川ふれあい課 325 準用河川安全対策事業の成果と課題について 寺岡

80 河川ふれあい課 325
河川維持管理事業及び河川維持補修事業の成果と課題に
ついて

松本

81 河川ふれあい課 325 水源環境保全・再生事業の成果と課題について 松本

82 河川ふれあい課 325 水源環境保全・再生事業の成果と課題について 後藤

83 公園緑地課 333 公園緑地整備事業の成果と課題について 寺岡

84 公園緑地課 335 緑を豊かにする事業の成果と課題について 後藤

85 公園緑地課 335 防災用ベンチ整備事業の成果と課題について 後藤

86 公園緑地課 335 防災用ベンチ整備事業の成果と課題について 寺岡

87 公園緑地課 335 公園施設安心安全対策事業の成果と課題について 後藤
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88 公園緑地課 335 公園緑地維持管理事業の成果と課題について 田口

89 公園緑地課 335 公園緑地維持管理事業の成果と課題について 渡辺

90 公園緑地課 341 運動公園維持管理事業の成果と課題について 寺岡 （親事業）

91 公園緑地課 341 運動公園維持補修事業の成果と課題について 渡辺

92 公園緑地課 341 ぼうさいの丘公園維持管理事業の成果と課題について 神子

93 公園緑地課 341 ぼうさいの丘公園維持補修事業の成果と課題について 神子

94 市街地整備課 327
厚木中央公園地下駐車場維持管理事業の成果と課題につ
いて

井上
(敏)

95 市街地整備課 327
厚木中央公園地下駐車場維持管理事業の成果と課題につ
いて

寺岡

96 市街地整備課 329 中町第２－２地区周辺整備事業の成果と課題について 松本
中町第２－
２地区整備
担当課長

97 市街地整備課 329 中町第２－２地区周辺整備事業の成果と課題について
井上
(敏)

中町第２－
２地区整備
担当課長

98 市街地整備課 329
本厚木駅南口地区市街地再開発事業の成果と課題につい
て

田口 （親事業）

99 市街地整備課 329
本厚木駅南口地区市街地再開発事業の成果と課題につい
て

井上
(敏)

（親事業）

100 市街地整備課 331 本厚木駅北口周辺整備事業の成果と課題について
井上
(敏)

101 市街地整備課 331 本厚木駅北口周辺整備事業の成果と課題について 寺岡

102 市街地整備課 331 本厚木駅北口周辺整備事業の成果と課題について 神子

103 市街地整備課 331 本厚木駅北口周辺整備事業の成果と課題について 渡辺

104
まちづくり推進
課

331 土地区画整理推進事業の成果と課題について 松本

105
まちづくり推進
課

331 土地区画整理推進事業の成果と課題について
井上
(敏)

106
まちづくり推進
課

331 土地区画整理推進事業の課題について 渡辺

107
まちづくり推進
課

331 森の里東土地区画整理推進事業の成果と課題について
井上
(敏)

（親事業）
森の里東・
酒井地区整
備担当課長

108
まちづくり推進
課

333 酒井土地区画整理推進事業の成果と課題について
井上
(敏)

森の里東・
酒井地区整
備担当課長

109
まちづくり推進
課

333 酒井土地区画整理推進事業の成果と課題について 神子
森の里東・
酒井地区整
備担当課長
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（一般会計）道路部

110 道路管理課 95
社会資本整備総合交付金（狭あい道路整備等促進事業）
の成果と課題について

井上
(敏)

111 道路管理課 315 あつぎの道づくり計画策定事業の成果を課題について 松本

112 道路管理課 315 あつぎの道づくり計画策定事業の成果と課題について 後藤

113 道路管理課 315 道路境界管理事業の成果と課題について 寺岡

114 道路管理課 315 道路境界管理事業の成果と課題について 神子

115 道路管理課 315 国土調査事業の成果と課題について 松本 （親事業）

116 道路管理課 315 国土調査事業の成果と課題について 後藤 （親事業）

117 道路管理課 315 国土調査事業の成果と課題について 神子 （子事業）

118 道路管理課 317
道路用地取得事業(後退分、未登記分)の成果と課題につ
いて

井上
(敏)

119 道路維持課 155
厚木バスセンター維持管理費受入金の成果と課題につい
て

井上
(敏)

120 道路維持課 155
愛甲石田駅北口広場維持管理費受入金の成果と課題につ
いて

井上
(敏)

121 道路維持課 155
本厚木駅南北広場維持管理費受入金の成果と課題につい
て

井上
(敏)

122 道路維持課 315 道路施設維持管理事業の成果と課題について 田口 （親事業）

123 道路維持課 315 道路施設維持管理事業の成果と課題について 松本 （親事業）

124 道路維持課 315 道路施設維持管理事業の成果と課題について 寺岡 （親事業）

125 道路維持課 315 道路施設維持管理事業の成果と課題について 渡辺 （親事業）

126 道路維持課 315 街路灯ＬＥＤ化事業の成果と課題について
井上
(敏)

127 道路維持課 319 道路維持補修事業の成果と課題について 松本

128 道路維持課 321 私道整備助成金の成果と課題について 松本

129 道路維持課 321 私道整備助成金の成果と課題について 後藤

130 道路維持課 321 私道整備助成金の成果と課題について 神子

131 道路維持課 321 橋りょう維持補修事業の成果と課題について 松本

132 道路維持課 321 橋りょう維持補修事業の成果と課題について 後藤
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133 道路維持課 323 道路維持管理計画策定事業の成果と課題について 後藤

134 道路整備課 319 交差点等改良事業の成果と課題について 松本

135 道路整備課 319 交差点等改良事業の成果と課題について 後藤

136 道路整備課 319 交差点等改良事業の成果と課題について 寺岡

137 道路整備課 319 交差点等改良事業の成果と課題について 渡辺

138 道路整備課 319 幹線市道新設改良事業の成果と課題について 後藤
幹線道路担
当課長

139 道路整備課 319 幹線市道新設改良事業の成果と課題について
井上
(敏)

幹線道路担
当課長

140 道路整備課 319 生活道路整備事業の成果と課題について 松本

141 道路整備課 319 生活道路整備事業の成果と課題について 後藤

142 道路整備課 319 生活道路整備事業の成果と課題について 渡辺

143 道路整備課 319 道路整備用地取得事業の成果と課題について 渡辺
道路用地担
当課長

144 道路整備課 319
中町第２－２地区周辺交通アクセス整備事業の成果と課
題について

松本

145 道路整備課 319
中町第２－２地区周辺交通アクセス整備事業の成果と課
題について

後藤

146 道路整備課 319
中町第２－２地区周辺交通アクセス整備事業の成果と課
題について

井上
(敏)

147 道路整備課 321 歩道整備事業の成果と課題について 神子
幹線道路担
当課長

148 道路整備課 337 厚木環状３号線街路整備事業の成果と課題について
井上
(敏)

幹線道路担
当課長

149 道路整備課 337
厚木環状３号線（第１工区）街路整備事業の成果と課題
について（継続費）

井上
(敏)

幹線道路担
当課長

150 道路整備課 337
厚木環状３号線（第２工区）街路整備事業の成果と課題
について（継続費）

井上
(敏)

幹線道路担
当課長

151 道路整備課 337
厚木環状３号線（第４工区）街路整備事業の成果と課題
について（継続費）

井上
(敏)

幹線道路担
当課長
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（特別会計）公共用地取得事業

152 道路管理課 413
厚木秦野道路用地取得事業（用地国債）の成果と課題に
ついて

神子
用地
国県道調整
担当課長

153 道路管理課 413
厚木奉野道路用地取得事業（用地国債）の成果と課題に
ついて

渡辺
用地
国県道調整
担当課長
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（公共下水道事業会計）下水道事業

154 下水道総務課 全般 公共下水道事業会計決算の成果と課題について 松本 下水

155 下水道施設課 22
令和元年度公共下水道厚木排水区雨水貯留管整備工事の
成果と課題について

渡辺 下水


