
第2次佐賀市総合計画案答申に向けた検討にかかる質疑及び意見の一覧

№ 区分 委員からの質疑・意見 （Ａ）質疑に対する事務局回答、（Ｂ）審議会委員から 答申への取扱い

1 一般

地域審議会は、諮問を受け答申をする。もう一つに各市町村
の意見を申し述べることができるということがある。
10年後の地域審議会がなくなった後に、会とか組織とか、民
間から意見を述べられるような会が残るのか？
今時点でのお考えは？

（Ａ）地域の中で御意見をまとめてもらって、いろんな形で
市への要望等出していただくのは可能である。
佐賀市内の校区では地域コミュニティ事業で「まちづくり
協議会」が立ち上がっている。そういったところが、まとめ
られた地域の御意見を佐賀市へ出していただく場になる
と思われる。
三瀬の方では、基本的に三瀬村活性化会議がその母体
となれるのではないかと考えている。

－

2 基本構想 3～5

計画策定の社会的背景があるので、分かりやすい。
いろいろな問題も見えてくる。

（Ａ）22年の中間見直し以降、見直しをして新しいものと
なっている。

－

3 基本構想 16

子供たちのことについて、将来像を描いたものがない。
遊び場つくりとか

（Ａ）資料4-4基本構想の（3）基本政策16ページ⑤で子供
のことについて触れており、基本計画では5章の3ページ
から7ページに「就学前からの教育の充実」や「子供への
まなざし」について記述をしている。
他に不足するようなことがあれば、御意見を出していた
だきたい。

－

4 基本構想 20、21

将来都市構造として、「三瀬地域拠点」を挙げてあるが、これ
は現状であり、当たり前のことを書いたままである。

（Ａ）最初にそれぞれの地域の現状を記載し、支所や教
育、公共施設が集まったところをその地域の拠点として
明確に示し、最後に大きく方向性を示している。イメージ
として捉えていただきたい。

答申へ反映

5 基本構想 20、21

子供たちは、今の三瀬に魅力を感じていない。福岡都市圏に
も近い。「三瀬地域拠点」として簡単にしか書いてないが、北
部中山間地がもう少し魅力ある地域になるようにお互い努力
していきたいが、いい知恵があったらここに何か反映してほし
い。

（Ａ）中山間地域の活性化については、過疎計画等個別
の計画の中で具体的な地域活性化策を表現させていた
だきたい。 答申へ反映
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6 基本構想 20、21

福岡150万人都市からの玄関口として、老人クラブは、①もっ
ときれいに、②もっと美しく、③もっと遊びやすく、④もっと住
みやすくという4つの目標を挙げて活動を行っている。
具体的なものを示す必要があるのでないか。

（Ａ）「三瀬地域拠点」のところに具体的な記述が少ないと
いう御指摘である。19ページにも「山村集落ゾーン」とい
うことで大きな方針を掲げている。趣旨は十分受けとめさ
せていただきたい。
（Ａ）福岡市との物理的条件については、土地利用の中
で書き込みの余地があるのか検討させていただきたい。

答申へ反映

7 基本計画 1章 1、2

マッちゃんのところから北山ダム側は、県立自然公園区域に
指定されている。
区域内は、建物建設についても厳しい制限を受けているの
で、観光地や商業地として適地でありながら開発の障害と
なっている。
区域の見直し等県への提案はできないものか？

（Ａ）指定がずいぶん前のことでもあるようなので、制度
の確認等を行い内部的に検討させていただきたい。

附帯意見へ反映

8 基本計画 1章 1、2

北山ダム周辺に、桜とツツジを植栽していいのかを県の環境
課に相談に行ったときに、県の担当者の方からは、「市が全
部引き受けてくれたらいいのに」という発言もあった。
市が受けたから縛り（県立自然公園法）がなくなるかというこ
とは分からないが、市で購入するとか、無償で譲渡を受ける
ということが可能かどうか？

（Ａ）制度的に可能としても、仮に受けた場合は新たな管
理費が必要になる。十分協議、議論した上での判断にな
る。

附帯意見へ反映

9 基本計画 1章 2

「コンベンションの誘致」という表現があるが、この意味は。
「アフターコンベンション」、「ビフォーコンベンション」という表
記があるがぴんとこない。

（Ａ）規模は別にして会議とか大会、学会そういったもの
を指し、それらが開催されることにより施設の使用とか宿
泊や飲食が伴うため、よその町では観光協会の他にコン
ベンション協会を設けてるところもある。「コンベンション
による誘致」というのも観光の一つの要素と考えている。
「コンベンション」に限らず、6ページにも「4核エリア」とい
う表現もある。これら分かりにくい言葉については、全部
注釈をつけるようにする。

答申へ反映
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10 基本計画
（例）
1章

5

「■成果指標と目標値」があるが、目標値が高すぎるのでは
ないか？高すぎるために金銭面や人的面での不要な投資が
必要になるのではないかと思われる。
現状維持でも難しく、目減りをいくらかでも抑えようとするは
ずなのに、全てが改善の方向に、考えられない指標となって
いるものがある。目標値の根拠を示していただきたい。
目標値は、到達可能な数値とするのが妥当ではないか。

（Ａ）これに関連する計画として6ページに「中心市街地活
性化基本計画」というのがある。この中では、中心市街
地を1日1,500人が歩くというのを、「6,000人」が歩くことを
目標としている。しかし、過剰な目標ではないかという指
摘があった。
この件は担当部署とも協議をして「3,000人」に修正する
ことで検討している。
担当部署と協議をしながら、設定していきたい。いろんな
意見をいただきながら修正を加えて行きたい。

答申へ反映

11 基本計画 1章 7

「■成果指標と目標値」で「農振地域における農用地面積」が
増えることで将来目標値がある。増える要素があるのか？
どういう視点で見ればこうなるのか？
田についてはシビアな規制があり、新たな農地の開墾は最
近は見当たらないようだが。

（A）担当部署に確認した結果、数値の記述に誤りが判
明したので訂正をお願いしたい。
現在　基準値（2013）　（誤）12,570ｈａ　⇒　（正）12,689ｈａ

答申へ反映

12 基本計画 1章 7

【課題】に「後継者が減少し、新規就農者が不足している」と
ある。就農希望者があって農家の宅地は買うことができて
も、農地は農地法の関係で基準面積以上でないと買えない。
三瀬は農地3反以上。定住にもつながる機会であるが、点在
する山間部の農地3反を耕作するということは大変である。そ
れで、断念されるケースがある。
特区等、何か対策が取れないか。

（Ａ）総合計画案の中で表現できるかということは別にし
て、意見として出していただきたい。
富士地域審議会からも同じような意見をいただいた。こ
の件は農業委員会へ報告する。

附帯意見へ反映

13 基本計画 1章 7

農業特区とか、規制の枠外でやるというケースはあったの
か？

（Ａ）耕作に資するもの、開発に資するもので変わってくる
かもしれない。権限移譲とか国は言っている。しかし、農
振除外として転用で、それを特区としてできないかという
のを農水省と検討したことがあるが、それは最終的には
認められなかった。現実的には厳しかった。

－

14 基本計画 1章 7

目標値の問題もあるが、特に山間地でいう農用地面積は無
理して現状維持を考えるよりも、耕作が無理な部分は山に返
して有効活用を考えるとか、むしろその方を推進した方が、そ
こに住んでいる人にも無理がなくていいのではないか。
要らない金を補助金として出して農家に無理をさせるよりも、
転用をしやすくして山林としての有効活用を考えたほうがい
いのではないか。

（Ａ）担当部署に意見、趣旨を伝える。
農業就業者の年齢が65歳を超え5年後、10年後は誰が
やるのかというときに、農家も場合によっては農地を手
放すことも一つの選択肢としてあるのかなという中でこの
辺の権限が地方におりてこないという現実もある。 附帯意見へ反映
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15 基本計画 1章 10

「■成果指標と目標値」でも、目標値が高すぎるのではない
か？

（A）担当部署に確認した結果、森林・林業再生計画に基
づく目標数値であり、数値の誤りではない。
これまでは、切捨間伐が多かったが、平成23年度からは
国の補助制度の見直しで搬出間伐に対しての補助と
なっている。搬出間伐が主体となり素材生産量が増加し
ていくということで目標値を設定している。

答申へ反映

16 基本計画 2章 5

「■成果指標と目標値」交通事故の10万人当たりの交通事
故発生件数は、多い方ですか？

（Ａ）県の統計データでは、犯罪率が、平成24年度の県
平均が895件に比べ佐賀市が1,223件と多い。交通事故
発生率でも県平均は1,078件となっており佐賀市が多い。
そのため、10年かけて県平均まで下げて行きたいという
ことで目標を掲げている。

－

17 基本計画 2章 5

交通事故で、道路構造が悪いのではないか。どんぐり村手前
のカーブでは、ガードレールにぶつかる事故が年間四、五件
発生している。拡張するか、転落することがないのでいっそ
のことガードレールを外してしまうか考えるべきではないか。
三瀬トンネル手前の旧道との3差路も事故の名所になってい
る。
ほとんどは、福岡の方ですが、三瀬の物損事故として上がっ
てくる。

（Ａ）市役所の道路担当課に御意見を伝える。

附帯意見へ反映

18 基本計画 2章

三瀬は森林の整備がされていないので、山崩れが非常に心
配されるところが多い。急傾斜対策事業で、補助を受けるに
は何戸以上が必要ですか？
3戸以上だとすると、三瀬の場合は隣の家が離れていたりし
てできない確率が高いのかなと思います。

（A）急傾斜地に対する補助は、国の補助を受けて県が
実施する事業と県の補助を受けて市が実施する事業の2
種類がある。国の制度は対象戸数10戸以上事業費が
8,000万円以上となる。県は対象戸数5戸以上事業費が
60万円以上となる。市独自で要件緩和の制度を設けるこ
とは難しい。

附帯意見へ反映

19 基本計画
2章
3章

昨年、都市との交流事業をした後の反省会の中で、交流事
業の大切さを感じた。一つは避難することも話に出たが、二
つ目には避難者の受入れの話もでた。交流会で食事を提供
したり人の世話をするということは災害発生時の一つの訓練
にもなる。
これは集落間だけでなく、他の地区（川副）からも来るかも分
からない。そういった意味で佐賀市全体での訓練も必要にな
る。地域を越えた想定訓練も必要でないかと感じた。
参考にしていただきたい。

附帯意見へ反映
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20 基本計画 4章 5、6

合併浄化槽事業について、合併浄化槽の補助はあるが、台
所、トイレ、風呂の大工工事、配管工事について補助はない
のか？
嘉瀬川ダムの上流に位置し、水源という関係から、補助がな
いのであれば検討できないか。

（Ａ）浄化槽の本体設置工事は、市営浄化槽事業という
形で市が工事を行い、その維持費は、使用料という形で
利用者から負担をいただいている。
その場合、浄化槽までのつなぎ込み、浄化槽からの配水
管工事は利用者の負担となっている。リフォーム工事で
昨年度は一部改修工事について県の補助事業があった
が、枠が少なくすぐ満杯になっていた。
（Ａ）県の基金を利用して行っていたが、今はその制度は
なくなった。付随したものとしてリフォーム、バリアフリー
化の国、県の事業があるのでそういうものをタイムリー的
に利用していただきたい。

－

21 基本計画 4章 7～9

老人クラブは十数年「花いっぱい活動」を進めている。芝桜
が一段落して、次の計画としてはスイセンの球根を毎年4,000
個ずつ5年間植える計画をしている。
老人クラブだけでなく、市民にそういう意識を啓蒙できない
か。
9ページには「4-4-4景観意識の醸成」とあるが、このような取
組を市全体に広げていけないか。計画に入れてもらえばあり
がたい。

（Ａ）指摘のあった活動については、市内各地でいろいろ
な形で取り組んでいただいている。
御意見のとおりであり、方向性は同じものである。
8ページの「4-4-1緑化活動の推進」の中で整理してい
る。 －

22 基本計画 5章 1

「安心して子づくり」というのは入れられないか。子供がいな
いと子育てはできない。
過疎地の活性化ということで、住宅団地は造れないものか。
何か抜本的な計画が必要ではないかなと思う。

附帯意見へ反映

23 基本計画 5章

家庭内で子供を育てる間は昔も今もあまり変わりないと思う
が、保育園以降、教育に係る費用が段階的に大きくなる。今
年の高校1年生からタブレットの購入が義務付けられ、その
負担も大きい。
三瀬は通学費用も嵩むため、三瀬に住むということに二の足
を踏まれる方もいるのではないか。今年から高校通学が初
めて始まるので、バスの定期券代等については分からない。

（Ａ）フリー定期で一月1万円です。
（Ｂ）高校生がいる間は、市内に移住しようかという話を
聞いたこともある。いずれにしても、高校のときは確かに
厳しい面がある。

－
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24 基本計画 7章 1

「効果的・効率的な行政経営」とはどういう意味ですか？
「行政経営」というのは、ニュアンスが違うのではないか？

（Ａ）「効果的・効率的」というのは、できるだけコストを抑
えて無駄を省きながら住民サービスを適切に提供してい
くということで、民間の「経営」という考え方を取り入れて、
住民サービス提供をやっていくということ。
「行政経営」というのは、行政といえども民間のそういっ
た経営の発想を持つ必要があるということで、全国的に
も行政に経営感覚を持ち込むという発想の自治体があ
ると聞いているし、今の第1次総合計画でもその言葉を
使ってきている。

－

25 基本構想 4

単位表記の修正
「面積は、431.42ｋ＿㎡」⇒「面積は、431.42ｋ㎡」
「県面積は、2,439.58ｋ＿㎡」
　　　　　　　　　　　　　　　⇒「県面積は、2,439.58ｋ㎡」

（Ａ）表記の誤りであり、指摘どおりに記述修正する。

答申へ反映

26 基本構想 4

安心・安全への意識の高まりの中で、「…原子力発電施設に
対する防災意識」とありますが、玄海原発の再稼動に際し、
再稼動前の佐賀市としての意見、安全担保と事故が起こっ
た際の市民を守るための方策を早急に立てておく必要があ
る。

（Ａ）国の方針決定がないと、具体的な内容については
述べにくい。
これに関連する具体的な部分については、平成24年度
改訂の地域防災計画のなかで、玄海唐津地区からの住
民避難の受けれ体制とか緊急時の輸送に関する記載を
加えている。

答申へ反映

27 基本計画 1章
1、5、

7
など

目指す姿として、「…効果的に整備され…」「…魅力的に整備
され…」とありますが、ここでいう整備とは具体的にどのよう
なことをいうのでしょうか。
観光にしろ、中心市街地にしろ、農地にしても“整備”という言
葉には「整え備える」というハードなイメージを想像します。
その考え方から脱却してほしく、人を惹きつけるものは形より
も目に見えずらいもの（物語性、人との関係性、居心地によさ
など）がまずは第一という視点で、目標を練ってほしいと思い
ます。

（Ａ）観光や中心市街地、農地についても同じように「…
整備され」という言葉を使っているが、「整備」という言葉
は、ハードだけでなく、ソフト面も包含した考えで使ってい
た。
2ページの課題や3ページの取組方針等をみていただくと
ハード以外の部分も入れているのでそのことが御理解い
ただけると考える。

－

28 基本計画 1章 7

【背景】の2行目で「農産物市場の減少に伴う価格の低迷
等、」とは、どういう意味でしょうか？
市場（供給）が減少すれば、価格は上昇するのでは？

（Ａ）「農産物市場の減少」というのは、消費が減少すると
いう意味合いで捉えていた。誤解を招かないように「消費
の減少」という表記に改めたい。 答申へ反映
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29 基本計画 1章 8

「都市と農村の交流」については、各地で各種補助事業など
により様々な形態で行われておりますが、そのほとんどが単
なるイベントになっています。
これからの交流事業は明確な目標を持って地域が継続でき
るような交流会の仕込みが必要だと思います。
1-4-5「都市と農村の交流推進」の概要欄を次のように修正
できないでしょうか？
　　↓
3行目以降を「地域の経済効果の創出などを目標に地域住
民が自立し継続できる都市と農村の交流を推進します。」

（Ａ）そのような視点での考えもあると思うが、全体の文
字量等も考え合わせながら、指摘の内容を入れる形で
内容検討したい。

答申へ反映

30 基本計画 1章 11

■基本方針の「1-5-1」の概要で、「木材の消費を拡大するた
め、公共事業への積極的な市産材の活用に加え、」とありま
すが、公共事業頼みということは、あくまでカンフル剤である
というのは常識です。
佐賀県産材をいかに民間で使ってもらえるかを取組の基本
にしていただきたいです。民間のニーズは、価格だけなの
か、質を求めてないのか、地元の気候に合った地元材のメ
リットやハウスメーカーと協働した体制づくりなどいろいろな
考えを挙げて、トライ＆エラーでの試行を掲げてほしいです。

（Ａ）森林施業の転換によって、搬出間伐が主体になり素
材の生産量も増加すると見込まれる。これを踏まえて市
産材の利用促進を明記しているという意図であるが、総
合計画案では取組の方向性にとどめている。
具体的な内容は、森林林業再生計画とか森林整備計画
の中で記述してる。ほかの施策とのバランスを見ながら
御意見をどれだけ盛り込めるか検討させていただく。
具体的な計画については、関連する計画である森林・林
業再生計画や森林整備計画の中で整理している。
他の施策も同様に、いただいた具体的な御意見をどこま
で総合計画案に盛り込めるか検討したい。

附帯意見へ反映

31 基本計画 1章 11

■基本方針に「1-5-5　自然エネルギー等への活用」を追加
する。
・竹　　　→竹粉、パウダー等
・間伐材→肥料や木くずに加工して燃料代等への有効活用
　　　　　　　加工場、堆肥場等施設の整備

（Ａ）自然エネルギー等の活用に関しては、4章の「4-1-2
再生可能エネルギーの普及促進」の中で表現をしてい
る。
木質バイオマスも当然含まれているので趣旨としては同
様のことを掲げているのではないかと考える。１章の「1-
5林業の振興」ではなくて、4章の「4-1地球にやさしい低
炭素社会の構築」の中で整理している。

－
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32 基本計画 2章 1、2

東日本大震災以降、原発事故に対して住民の関心が高く
なっています。
「課題」と「取組方針」については、佐賀市も玄海原発から50
キロ圏内に位置しており、その認識を総合計画でも示す必要
があるのではないでしょうか？
1ページの「課題」と2ページの2-1-3「危機管理対策の充実」
の概要欄に万一の「武力攻撃や大規模なテロなに備え」との
記述がありますが、それとは別にして、原発事故に対しての
課題と対策の記述が必要だと思います。

（Ａ）原発については、関連する計画の中である程度掲
げている。原子力災害対策については、地域防災計画
に「原子力災害対策編」という項目を設けて、緊急活動
体制や緊急輸送体制について記述している。
原子力発電については、国県の動向を見ながら検討し
ていく課題であり、具体的な部分や細かい部分は地域防
災計画の中で記載をしていくことになる。

答申へ反映

33 基本計画 2章 1、2

災害について、特に想定して避難や対処法を考えておかな
ければならないのは、南海トラフ地震と玄海原発事故（稼動
後）です。
生存率99.8％だった釜石小学校の奇跡は、意識付けや対処
訓練の成果と言われています。東北大震災や福島第1原発
事故後の教訓を佐賀にも活かしてほしいと思います。

（Ａ）災害対策については、地域防災計画の中で、原子
力災害のほか地震や津波災害、風水害災害について記
述している。
防災教育の面では、市が実施している出前講座がある
が、教育委員会側でも学校教育の中でもそのような取組
ができないかということで検討がなされている。

答申へ反映

34 基本計画 2章 3、4

河川環境の整備について計画されており、非常に良いことと
思われるが、嘉瀬川は佐賀市の唯一の川であり山間部特に
北山ダムより上流の区域を整備して何処でも遊び親しめるよ
うに実施してほしい。
川や野山で自由で安全に遊びが出来るようにして、特に福岡
市からの来場客を増加させ、佐賀市の良さをアピールして、
出来れば将来的に移住者を増加させる。

（Ａ）嘉瀬川は1級河川であり、直接の管理は佐賀県とな
る。県に対して親水的な整備の要望はできるが、市が直
接整備することや佐賀市の総合計画に直接記載していく
ことは難しいと思われる。

附帯意見へ反映
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35 基本計画 3章 9

3-4-6「中山間地域の医療の充実」において、「温泉病院や
三瀬診療所を地域医療の拠点とし、安定した運営に努めま
す。」とありますが、現状として、医師が長期で休む場合は、
午後は休診となっています。
この先このような場合、終日受診できる体制をとっていくこと
は可能と考えていいのでしょうか。
三瀬地域においては、診療所で受診できないと車で町まで下
るしかなくなります。
高齢者や子供のように自分で移動が難しい方にとって大変
だと思います。病気は時間が決まっていませんし、学校で体
調不良になっても早急な受診が出来ないのは不安や不便を
感じるものではないでしょうか。

（Ａ）現在の内科医師産休による特別な診療体制の影響
（午後休診）に対する御意見だと思われる。
4月から産休から医師が復帰されるが、火曜日の午後以
外は、午後の休診が続くことになる。
8月からは平常時の診療体制に戻り、土曜の午前中も診
療を行うようにしていきたいと考えている。引き続き三瀬
診療所での受診をお願いしたい。 －

36 基本計画 4章 1、2

低炭素社会の構築と共に、中心市街地活性化や市民の健
康増進などのためにも、例えばオランダのような自転車利用
の促進や中心通りの車進入禁止など他の市ではやっている
ことを実験的にでもトライしてほしい。

（Ａ）総合計画が分野別の記載となっているため、複数の
施策に跨るような記述を横断的に記載するということは
難しい面がある。
自転車の取組としては、自転車利用基本計画というのを
定めて、自転車利用の促進を図っている。
個別的な取組に際しては、総合計画に記載がなくても関
係する部署が連携をしながら取り組んでいくことになる。

附帯意見へ反映

37 基本計画 5章 1、2

子作り子育ては佐賀市のみならず国の重要施策であり、特
に佐賀市は子育て適地と思われるのでもっと力を入れるべき
ではないか？
環境抜群の市北部（特に三瀬高原）を開発し少子化を逆手
に取ってはどうかと思う。

（Ａ）佐賀市として特に力を入れたのが待機児童の解消
ということで保育所の整備や運営の支援に取り組んでき
た。
総合計画は、分野別の施策ごとの取組の方向性を示す
形で構成されており、地域を特定した具体的な取組の記
載は難しい。
三瀬のほうでは過疎計画があるので、そこには具体的な
取組を記載することができるし、そのほうが実効性が高
いと思われる。

附帯意見へ反映
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38 基本計画 6章 1

【背景】
「参加と協働のまちづくり」の背景で、下から2行目に各団体
が書かれていますが、婦人会や女性の会などの名称が挙
がっていません。
各校区の婦人会の方々は、校区の行事には協力参加されて
います。男女共同参画の推進の意味でも、女性を表す言葉
を」記載するべきではありませんか？

（Ａ）確かに御指摘のとおり女性を意識するような文言が
入っていなかった。「老人会、子供会、体育協会」などを
列記したところ辺りに、女性を表現する文言を入れること
で考えたい。

答申へ反映

39

今の説明では、総合計画は各施策がばらばらに上がってき
ている感じがする。
そうなると何か事業をやろうとするときは、いくつものセクショ
ンに跨る事業があるかもしれない。そういう時にどういうふう
にして総合的に対応できるような形にもっていくのか。市はど
ういうふうな体制で臨もうとしておられるのか。
その辺が非常に疑問視される発言があちこちに見られた。
例としては、県の事業だから市ではこれ以上取り組めない、
計画に盛り込めないという発言があった。
原発事故の件では、事故が起こってからずっと国も後追い、
県も更に後追いの状態にある。このようなことが起きたときの
対応、その準備として市としての取組はやはり盛り込んでおく
べきではないかと思う。
他にも、ここはうちの課じゃないと受け止められるような説明
もあった。

（Ａ）説明の中では、そういった印象を与えてしまうような
ところがあったと思う。
実際に事業をする上では、関係部署が集まって全体的
な協議をしながら進めている。また、県のほうとも調整を
しながら進めている。
例としては、実際の災害を想定した図上訓練とかは、全
市的に関係課が集まってシュミレーションをやるとか、具
体性、実効性を持たせるような取組に努めている。
実際のところ、どうしてもセクション的になりがちなところ
は確かにあるが、そうならないように関係課と調整しなが
ら進めている。

答申へ反映

附帯意見へ反映

40
基本構想

基本計画 2章

4

1、2

原発に関しての意見に対して、国の方針がまだ決まっていな
いからということで、市の姿勢がはっきりしない部分がある。
それを承知した上で、住民としては国県の動向とは別に、佐
賀市としてしっかりした考え方を打ち出してほしい。その辺に
配慮してほしい。

（Ａ）委員の御意見は、当然意識している。
どこまで記述できるかという部分はあるが、指摘を受け
たことは意識しながら今後も整理を進めて行きたい。

答申へ反映

第３回地域審議会で発言のあった質疑・意見等
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