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宗像市公共施設アセットマネジメント推進計画（案）に関する市民意見提出手続の意見及びその回答 

 箇所 意    見 対応 回     答 

1 2ページ 令和元(2019)年度に第1期の前期が終了
することから、前期の検証結果及び社会経
済情勢の変化を踏まえ改定とありますが、
検証結果及び社会情勢の変化について市
民への説明がなされていませんので、説明
を含めてもらえないでしょうか。 

原案どおり 検証結果につきましては、8 ページの平成
30(2018)年度末における公共施設の機能転換・
廃止等の状況や平成 28(2016)年度以降に新た
に建設した公共施設の一覧表として記載して
います。また、社会情勢の変化については、13
ページからの将来推計人口及び将来財政見通
しへの対応として記載しています。 

2  前期計画において何を実現することが
できたのかお示しがありません、５年間で
何を実現することができたのかお示しく
ださいますようにお願いします。 

原案どおり 第 1 期の前期５年間における実績について
は、8ページの平成30(2018)年度末における公
共施設の機能転換・廃止等の状況や平成
28(2016)年度以降に新たに建設した公共施設
の一覧表として記載しています。 

3 15ページ 「すでに更新計画のある公共施設に関し
ても計画の見直しをする」となっています
が、いつだれがどういった場で決定された
のでしょうか、根拠を市民にご提示くださ
い。そうでなければ、更新計画策定の時間
とお金が無駄であったということになり、
市民の理解は得られないと思います。（ど
の計画にも言えることですが、見直す根拠
があいまいだといつでも見直すことが可
能となり、計画を策定する根拠が揺らいで
しまいます。）しっかりと根拠をお示しし
てください。 

原案どおり 本計画は各公共施設の更新・改修に関する
基本的な計画となるため、策定や見直しに当
っては優位性の観点から必要があれば既存の
個別計画を見直すこととしています。ただし、
見直しにあたっては作成に投じた費用や労力
が極力無駄にならない範囲で行うようにして
いきます。 
また、計画の見直しは、期間を定めて定期的

に行う場合や大幅な社会情勢の変化などに応
じて臨機に行う場合もありますが、いずれに
しても不必要な見直しは行うつもりはありま
せん。 

4 18ページ Ｐ15 での見直しを進める文言がある一
方で、Ｐ18では「しかし、本市がまちづく
りを進めていく上で、戦略的に進める政策
を推進するために重要となる公共施設に
ついては、個別に必要な措置を講じること
とします」と書いてあります。計画とは「い
つまでになにを実行するのか」市民に分か
りやすく伝えるためにも存在します、矛盾
や誤解を招く表現は控えるべきではない
でしょうか。 

原案どおり 本計画の13ページには、「原則として新たな
建物は建設しない。ただし、更新の際に、市民
ニーズにあわせて新たな機能を付加すること
や義務的に必要となった公共施設は除く」とし
ており、また、18ページには「本市がまちづく
りを進めていく上で、戦略的に進める政策を推
進するために重要となる公共施設については、
個別に必要な措置を講じる」としています。 
 これらの記述は将来的に、既存公共施設の機
能だけでは新たな政策の展開に支障をきたす
恐れがある場合や利用者の増加による施設規
模の拡大が必要となった場合の対抗措置とし
て記載したもので、必要な項目と解していま
す。 
なお、本計画では新規施設の設置や施設規模

の拡大等に係る費用等は考慮してないので、こ
れらの措置を検討する際には、将来の財政状況
に照らしたうえで判断することになります。 

5 25ページ この計画書は誰が読むものでしょう
か？ 
市民のための計画書だと思いますので、

誰にとってもわかりやすくした方がよい
と思います。計画とは「いつまでに何を実
現する」ということを明確に説明するため
のものだと思います。工夫をお願いできな
いでしょうか。 

原案どおり  本計画は市民の方に読んでいただき、公共施
設の今後のあり方について情報を共用するた
めの計画です。 
 なお、現時点で各施設の基本的な方向性は決
定しているが、具体的な策の検討が未了なもの
について、「検討する」と記載しており、今後
具体策が決まれば明確にお示しすることにな
ります。 
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例えば、Ｐ25の方針ですが、「検討しま
す」ではなく、「いつまでに何をします」と
書いたほうがわかりやすいのではないで
しょうか。 

 

6 26ページ 「行財政改革アクションプランの中で
ソフト面での具体的な削減策を検討す
る。」とありますが、市民の立場からすれ
ば、アクションプランやほかの計画などの
話は重要ではなく、「市としていつまでに
削減をする」という表記が重要だと考える
のですが、この計画が市民に向けた計画で
もあるのであれば、そのような表現が必要
ではないでしょうか。 

原案どおり  本計画におけるアセットマネジメントの推
進は、本計画と行財政改革大綱、財政安定化プ
ランの三位一体で進めると明記しており、今後
市民に向けて本計画だけではなく、それぞれの
計画との関わりや役割を発信していきます。 
なお、本計画は施設の更新・改修を主とした

計画としていることから、削減目標についても
更新・改修費用のみを対象として設定し、維持
管理費用等の具体的な削減策については、行財
政改革アクションプランで検討することとし
たものです。 
 

7 27ページ 「市域施設であるスポーツ施設の内、体
育館は複数存在しており、集約化を検討す
る必要がある」と結論づけられています
が、何が課題なのでしょうか、市の施策と
して体育館の建設を進めてきた経緯があ
ります。もし仮にですが、「財源不足が課題
なので維持コストを削減するために集約
化が必要」ということであれば、全ての複
数ある施設がそれにあたることになりま
す。表現に工夫が必要では。 

原案どおり 本計画における市域施設については、地域性
に配慮しながらも同機能を持つ施設が複数あ
る場合は基本的には単独の建て替えではなく、
可能な限り機能の集約化を図っていくことを
基本としています。なお、市域施設以外の施設
についても、集約化や複合化等を方針として打
ち出しているものもあります。 

8 28ページ 「施設劣化度調査の結果に基づき、劣化
が見られる施設については、屋根材や外壁
等の補修時期を明らかにする」とあります
が、本来原則として公共施設の維持管理は
常日頃より、劣化進捗を確認しデータを取
っておく必要があるのではないでしょう
か？それを怠ったから全国で公共施設の
老朽化に起因する事故が発生しているの
ではないでしょうか？床面積を縮減する、
しないという議論の前に経常的な維持管
理体制が機能していないのであれば、どの
ような計画を策定したとしても計画の推
進（市民の安全と維持負担削減）は実現で
きないのではないでしょうか。 

原案どおり  これまでの公共施設は壊れたら修繕すると
いう事後保全の考え方が一般的でしたが、こら
からの公共施設は壊れる前に定期的に修繕す
る予防保全の考えが重要となります。 
そこで、今回の見直しにおいては、予防保全

の重要性に鑑みて、2ページの計画の見直しの
ポイントにも明記し、148ページの記述とあわ
せて、簡易点検マニュアルによる予防保全の考
えを明記しています。 

9 72ページ 城山中学校プールについては、他校と同
様に民間施設利用策の検討に加えること
で、現在あるプールを更新しない方針とす
ることができます。そのことにより現在進
行中の新校舎建設について配置計画の幅
が大きく広がり、新校舎建設自体のコスト
の削減も期待できます。また新築後５０年
間市民が利用する公共施設として校舎の
付加価値を高めることにもつながり、将来
市民のメリットも高いと考えるが、何故そ
う判断されなかったのですか。城山中建て
替え市民ワークショップの参加者から教
育委員会に対して同じような意見が圧倒

原案どおり  本計画は、公共施設の建物の更新・改修が主
となる計画のため、建屋であるプール専用付属
棟は対象施設の一つとしていますが、構造物で
あるプール本体は計画の対象外としています。 
城山中のプールの今後のあり方については、教
育委員会内部で検討しており、現状では専用付
属棟も含めて建て替えは行わず、既存のプール
を引き続き使用することや民間施設利用等の
検討を行っているところです。 
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的多数で出されているが、執行部はその事
実をどう審議会へ説明して審議会でどの
ような協議がなされ、計画結果に反映され
たのでしょうか。 

10  城山中建築ワークショップと並行して、
アセット計画策定が行われていたことは、
あらかじめ城山校区の住民（ワークショッ
プ）とアセット審議員に説明しておく必要
があったのではないでしょうか。 

原案どおり  本計画の審議会委員に対しては、城山中の具
体的な建て替え方法等に関して教育委員会で
検討を行っている旨を説明しています。また、
城山中学校校区の方へは、教育委員会の方で従
前どおり第１期の後期に建て替えを予定して
いる旨を説明しています。 

11 83ページ 熊越池公園トイレ事務所については、単
に公園利用者のためのトイレではなく、城
山中学校体育祭（校舎内利用制限）、赤間宿
祭り、夢灯篭祭り等のトイレとして多くの
利用がある、現在事務所については物置と
なっているが、床の改修（畳撤去）を行う
ことで公園の維持管理倉庫、祭りの備品倉
庫などとしてより有効な活用が行え、その
ことはさらなる公園美化運動（地域住民は
ボランティアで清掃している）や地域イベ
ントによい影響をもたらすことになる。ア
セットマネジメントは市民の安全性の確
保、維持コスト削減、資産管理と有効活用
のための計画であるのであればそういっ
た視点での検討も審議事項に含めてほし
い。 

原案どおり  熊越池公園トイレ事務所については、現時点
の施設別方針を現状維持としており、原則とし
て将来の施設更新は規模や構造等は現状と同
程度のもの予定しています。ただし、今後社会
情勢等の変化により当該施設に新たな機能付
加や用途の拡大などが不可欠となった場合に
は、必要に応じて方針の見直しを行うことにな
ります。 

12  １、集約化と複合化について  
類似の競技設備を統合することで集約

化するとありますが、人口に対する施設数
は少なく（p36（出典）文部科学省「社会教
育調査」H11～Ｈ23 より）、公共スポーツ施
設数は1996 年から 2015 年の間に 66,000 
施設から 53,000 施設に大幅に減少してい
ます。英国と比較しても日本の施設数は人
口比から考慮しても半分以下で、先進国の
中でも極めて少ない。宗像市のスポーツ施
設利用者数は、年間 18 万人で小中の学校
運動施設の利用者は 28 万人に及ぶとい
う。勤労者体育センターは統廃合の対象に
なっているが、市民体育館が利用できない
ため、やむなく利用している実状がある。
バレー、バウンドテニス、卓球、障害者ス
ポーツや新たな競技スポーツの増加で競
技環境の異なる施設も増えている。複合化
によって、弓道場や、ゲートボール場、野
球場、テニスコートなど複合化に限界もあ
り、分散型による効率的運用形態も探索し
ていくことが求められる。  
複合化で提供しているサービス・機能を

機能が異なる他施設内もしくは他敷地内
に集約しても現状のサービス水準が低下
しないか、もしくは向上が見込まれる施設
があるとは思えない。集約化と複合化は、

原案どおり １、集約化と複合化について 
市域施設として位置付けているスポーツ施

設の今回の集約化・複合化の考えは、、同じ機
能を有する施設が複数ある場合には、更新の際
に単独での建替えを行わずに、それぞれの施設
機能を集約化・複合化するものとしています。 
 なお、集約化・複合化による具体的な規模や
機能などについては、利用者数や利用種目等を
勘案しながら、スポーツ推進に大きな支障をき
たさないようスポーツ担当部署を中心に検討
していきます。 
 
 
２、採算性について 
施設の採算性については、施設の予防保全や

適正管理等による維持管理・運営コストの削減
はもとより、受益者負担の適正化（使用料金の
見直し）や収益事業の展開など、ソフト面での
展開を図りながら収益向上を目指します。 
 
 
３、体育施設の運営の見直しと PPP 方式など
について  
PFI 等の導入については、、施設の運用面や

費用面での効果測定が必要となりますので、今
後研究を重ねた後の判断になります。 
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スポーツの多様化と利用年齢層の広範囲
化に適応できないもので、多目的公共施設
の複合化は、希望する市民のスポーツ種目
の制約、年齢の制約、所得による制約をも
たらすリスクも多い。 
1980年代はスポーツ施設が乏しいため、

小規模な体育館より始まり種目も限定さ
れていた。今は、多種目で多様なスポーツ、
年齢層の幅の拡大で一層スポーツの果た
す役割が重視され、勤労者体育センターと
市民体育館が類似の施設でありながら活
用の目的は異なっており、今後の創意工夫
で活用形態が大幅に変わっていく可能性
もある。現状の弓道場、 勤労者体育センタ
ーについて存続し、さらに小規模施設の充
実を求める、弓道の練習施設確保のため、
深夜 12：00 過ぎた段階で申し込みしても、
確率は半分と聞いている。卓球もクラブ練
習、市民ネットに使用されている勤労者体
育センターは、市民体育館が満杯のためい
つも使用されており、この施設は不可欠で
ある。  
２、採算性について  
例えば施設管理はスポーツ協会にて、運

用管理経費の 1/2 は使用料、市民の利用
促進などの収入で賄い、採算管理と目標管
理を行う。管理人の人件費を縮小し、利用
者を拡大する各種イベントの企画を実施
スポーツ体験者市民の割合を大幅に伸ば
すことは、医療費高騰化の改善、高齢者認
知予防、加齢による身体障害を最小化する
ための健康寿命延伸創出などの目的にも
合致する。 
スポ―ツ協会も管理者として受け身で

はなく事業経営の責任者としての自覚を
持ち、そこには地域から専門の委員も配置
し、より具体的企画と外部予算の獲得も含
めたプロジェクトへと発展するようにす
る。高齢者が増えるからこそ、これらの事
業とセットにした小規模施設は充実され
ることが求められているのである。高齢者
が増えるから公共施設を削減するという
のは、時代と逆の発想である。  
３、体育施設の運営の見直しと PPP 方

式などについて  
PPP の一つである PFI 方式が使用料金

の高騰をもたらし、裕福な市民にしか使用
できないといった利用範囲を制限するこ
とにならないか。福岡市民体育館（輝葉積
水ハウスアリーナ）高額使用料はそれを表
している。 （https://www.fukuoka-city-
arena.jp/about/price.html） 又、とびう
めアリーナ（太宰府市）狭い多目的ラウン

４、施設劣化について 
本計画では、基本的に施設の劣化状況に応じ

た補修や周期的な改修を行うことで施設寿命
を長寿命化したうえで更新することを前提に、
保有総量の圧縮目標を定めています。 
また、今回の劣化度調査は、前回の実施から

比較的経過年数が浅かったことから前回同様
の手法にて簡易的に実施しましたが、次回の計
画の見直しの際は劣化度調査の方法も含めて
検討する予定です。 
なお、劣化度調査は、施設別の改修方針を設

定するために行ったもので、この結果をもって
廃止の有無を決定したものではありません。、 
 
 
５、地域での施設の有効活用 
本計画では、幅広い民間活用の取組みとして

「市内３大学やグローバルアリーナ等の市内
に存在する民間施設の利活用についても検討
します。」としており、大学・民間のスポーツ
施設の活用は検討する必要があるとしていま
す。 
 
６、まとめ（本市のスポーツ施策）について 
 本計画は建物を主体とした計画であること
から、スポーツ体験市民を増やすことや医療費
削減、健康延伸事業を目的とした各種イベント
などのソフト面の展開については、スポーツの
推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施
するために定めた「スポーツ推進計画」の中で
具体策を検討することになります。 
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ジで卓球やその他の種目との同時使用で、
制限された狭い使用条件と占有使用料金、
空調料金の負担で、人気が低い。 
https://ssk-dazaifu-gym.com/use/   

複合化した多種目活用型で狭い空間使用
で、管理は民間委託なので、収益を上げよ
うとす る民間管理方式では、市民のため
の健康延伸事業など入る余地がないので
ある。 類似した複数施設を 1 箇所に集約
しても現状のサービス水準が低下しない
かもしくは 向上が見込まれる施設 ⇒その
ような施設の形態はスポーツ体験者にと
って不便きわまりないため、利用者が増え
ないため採算性は大幅に悪くなるリスク
がある。  
４、施設劣化について 
当面、体育施設の外壁等の劣化が進んで

いる場合は、改善する必要がある。劣化の
内容を業者への丸投げでなく、専門の市民
も多く意見を聞き、非破壊検査（NDI）など
調査方法を詳細に検討する。  
５、地域での施設の有効活用  
広域市民スポーツ施設ネットワークを

作り、交流と情報発信を施設間で行い、市
民に広く、SNS 等で知らせていく。地域間
の使用料金の格差は当面やむを得ないの
で、宗像市も宗像市民と市外で使用料金を
分け。（市外の方は高くなるが）スポーツの
場の確保・拡充策として、大学、民間のス
ポーツ施設等の活用策を検討する必要が
ある。⇒宗像は民間企業の施設はラグビー
場のみ、福岡教育大学の施設も極めて使用
頻度多く、簡単に使用できるほど休館状態
ではない。 
６、まとめ 
維持管理費は必要経費として、それを確

保する先に述べた継続的イベント企画で
使用頻度の向上により、維持管理縮減策と
収益向上策をスポーツ協会と外部委員と
で推進していく。さらにスポーツ体験市民
を増やし、医療費削減、健康延伸事業に寄
与できるように施設は保持しつつ、多様な
スポーツ施設に小規模ながら拡張してい
くことを提案します。 

13  保有総量圧縮は必要と思うが、何を廃止
するかは慎重な検討が不可欠。長期にわた
るこの計画で、廃止施設を特定することは
難しいのではないか。廃止の基準に耐用年
数を挙げられているが、耐用年数は、その
建築物の寿命ではなく、会計処理上の数字
である。現に庁舎やユリックスなどは耐用
年数を超えても、使う方針を立てている。
また、今回の施設劣化度調査は目視による

原案どおり  本計画においては、廃止施設は複合化や集約
化、民間譲渡（払下げ）などを行った後に廃止
することとしており、民間譲渡（払下げ）を除
き、廃止するまでの間に他の施設への機能移転
（付加）を検討することで、これまでの各種活
動や利用内容に支障をきたさないよう配慮す
ることとしています。。 
 また、更新あるいは廃止の時期は、一部を除
き法定耐用年数経過後ではなく、長寿命化後の
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簡易的な調査である。この調査をもとに判
断することは問題である。 

耐用年数を一つの目安としており、可能な限り
施設利用の延命化を図ることとしています。 
また、今回の劣化度調査は、前回の実施から

比較的経過年数が浅かったことから前回同様
の手法にて簡易的に実施しましたが、次回の計
画の見直しの際は劣化度調査の方法も含めて
検討する予定です。 
なお、劣化度調査は、施設別の改修方針を設

定するために行ったもので、この結果をもって
廃止の有無を決定したものではありません。、 
 

14  総量圧縮を方針とするならば、新規の建
築はしないことを明記すべき。したがっ
て、「市の独自性の高い施設への政策的配
慮」は削除。市が、新設が必要または廃止
を考える施設については、住民投票と同様
な手続きを実施すること。 

原案どおり 本計画の13ページには、「原則として新たな
建物は建設しない。ただし、更新の際に、市民
ニーズにあわせて新たな機能を付加すること
や義務的に必要となった公共施設は除く」とし
ており、また、18ペーには「本市がまちづくり
を進めていく上で、戦略的に進める政策を推進
するために重要となる公共施設については、個
別に必要な措置を講じる」としています。 
 これらの記述は将来的に、既存公共施設の機
能だけでは新たな政策の展開に支障をきたす
恐れがある場合や利用者の増加による施設規
模の拡大が必要となった場合の対抗措置とし
て記載したもので、必要な項目と解していま
す。 
なお、本計画では新規施設の設置や施設規模

の拡大等に係る費用等は考慮してないので、こ
れらの措置を検討する際には、将来の財政状況
に照らしたうえで判断することになります。 

15  集約化、複合化は公共交通機関が脆弱な
宗像市では問題が多い。体育館は、勤労者
体育館を廃止し、市民体育館の規模を拡大
して建て替えるとなっている。市民体育館
の更新費用は16億8,300万円となってい
るが、ユリックス横に計画されていた体育
館は建物だけで50億円だった。10年以上
先の建築費の提示に意味があるか疑問。ま
た、勤労者体育館は西鉄のバス停そばにあ
り、交通アクセスは市内有数である。さら
に、災害が多発する昨今では、避難所とし
て重要な施設だと思う。集約化は財政面か
らも、市民生活からも問題がある。 

原案どおり  本計画は、既存公共施設の今後25年間にお
ける更新・改修費用の合計額（785.6億円）が、
財政安定化プランの投資可能額（594.4億円）
を上回る試算となったため、施設の長寿命化や
総量圧縮等の目標を定め、施設ごとに更新や改
修の方針を決めたうえで、施設別の更新・改修
計画を示したものです。この更新・改修費用を
算出する際には、49 ページに明記の単価等を
用いて試算することとしており、市民体育館の
試算も同様の手法で行っています。 
一定のシミュレーション条件ではあります

が建築費用等をマクロ的に捉えることは、本計
画においては非常に意味があるものと解して
います。なお、このシミュレーションに関して
は、本計画の見直しの際にその都度修正を行っ
ていきます。 
 また、勤労者体育センター廃止による避難所
閉鎖の影響については、市民体育館との距離が
比較的近いこと、市民体育館の方が広いこと、
河東小学校や河東中学校が近くにあることな
どから、特段の支障は生じないと解していま
す。あわせて、洪水時には勤労者体育センター
は避難所として使用しておりません。 
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16  既存の民間施設、例えばグローバルアリ
ーナ、日赤看護大学の弓道場などの活用は
考えられる。過度な支援をしないことが前
提であるが。しかし、PFIには反対。事業
費を市が民間業者に分割払いをしている
にすぎない仕組みだと思う。 

原案どおり  147ページに（２）幅広い民間活用の取組み
として「利用者の利便性向上や利用機会の確保
といったサービス向上の観点からは、市内3大
学やグローバルアリーナ等の市内に存在する
民間施設の利活用についても検討します。」と
記載しており、既存の民間施設の活用につい
て、今後も検討していきます。 
また、PFIの導入については、市営住宅の更

新方針の一つとして掲げていますが、費用面や
活用面等の効果測定が必須となりますので、今
後研究を重ねた後の判断になります。 

17  学校教育施設について児童、生徒が減少
したからと言って、安易に集約化すべきで
はない。偏りのある児童、生徒数の解消の
ために通学区の見直しは必要だと思うが、
集約化、複合化には反対。宗像市は子育て
世代に選ばれるまちを目指している。大規
模校の通学区域を見直し、「小中学校の1ク
ラスの人数は30人あるいは35人以下」を
謳うことは、定住化促進に有効な方策だと
思う。 

原案どおり  本計画において、現状で学校教育系施設の集
約化を方針に掲げた施設はありません。 
今後、学校施設の適正化等については、教育

委員会にて、地元関係者との十分な協議・説明
を経たうえで推進することになります。 

18  教室に余裕があれば、1クラスが2教室
を使うこともできる。男女別に着替えた
り、1教室はランチルームに使うなど、学
校生活にゆとりが生まれると思う。また、
空き教室を地域交流の場として、活用する
ことも検討すべきではないか。 

原案どおり  余裕教室等の活用方法等については、教育委
員会での検討事項としています。 

19  廃止を考える施設が多数挙げられてい
るが、利用状況や精度の高い劣化度調査な
どのデータは示されていない。計画を5年
ごとに見直すのであれば、その都度、廃止
施設の検討を行えばいいのではないか。 

原案どおり  本計画は今後25年間の公共施設の今後のあ
り方について、大きな方向性を示したもので
す。 
見直しについては、その時点での財政状況や

建築費等の変化などを総合的に勘案し、その結
果を反映させる必要があります。 
したがいまして、5年ごとの見直しを行うた

びにその時々 に応じた更新や廃止等の施設別
方針を決定することになります。 
なお、次回の見直しについては、第1期（10

年間）終了後の見直しとなりますので、劣化度
調査等について、その方法も含めて検討する予
定です。 

20  今回のパブリック・コメントに際して、
計画案の不備（建築物の構造の誤記、リス
トにない施設の存在など）と説明会参加者
が2名だったことを指摘し、パブリック・
コメントの延長と再度の説明会を求めた
が、どちらもNO。説明会での資料に「アセ
ットマネジメントを推進していく際には、
市民の方と意見交換しながら進めていき
ます」とある。具体的な方法を示すべきで
はないか。 

一部修正  本計画の見直しは、新たに整備した固定資産
台帳を基に行ってきましたが、施設構造の一部
に不備がありましたので修正を行っています。 
また、公共施設全般について改めて調査を行

い、記載漏れ等がないよう固定資産台帳の精度
向上を目指します。 
今回の市民説明会においては、ご指摘のとお

り2名の参加しかなかったことなどから、今後
改めて地域や団体等から詳しい説明のご要望
等があれば個別の対応をとっていきます。 
また、現在城山中の建て替えについて教育委

員会が地元へワーキングを行っているとおり、
建て替え等につきましては、個別の対応を行っ
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ていくことで、市民の方と意見交換しながら本
計画を進めていきます。 

 

 


