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山口県スポーツ推進条例(素案)及び山口県スポーツ戦略プラン(素案)に対する 

パブリック・コメントの実施結果について 

 

１ 意見の募集期間 

  平成２３年１２月１９日（月）から平成２４年１月１８日（水） 

２ 意見の件数 

  ６５件 

３ 意見の内容と県の考え方 

意見の内容 意見に対する県の考え方 

≪条例≫ 前文 

“おいでませ！山口国体･おいでませ！

山口大会”の県民力の高まりの気運を引き

継ぐことは大切であるが、県民力のスパイ

ラルアップの通過点であり、前文に“おい

でませ！山口国体･おいでませ！山口大

会”は不要と考えます。 

条例制定に至った背景として、前文に記

載するもので、原案のとおりとしました。 

前文以下の条項で具体性を持った表現

(適正等に応じてや障害者の種類及び程

度)で趣旨は理解できるので、「障害のある

方も無い方も」は不要と考えます。 ご意見も踏まえ、削除しました。 

≪条例≫ 第１条（目的） 

第１条の目的に関し、運動・スポーツの

位置付け（運動・睡眠・栄養のバランスの

取れた健全な基本生活）を明確に記載にし

たらと考えます。 

 スポーツについては、条例の前文で意義

に触れておりますが、今後策定するスポー

ツ推進計画内でも分かりやすく記載しま

す。 

「～県の責任を明らか～」の文言に止ま

らず、「～県の責任及び市町と連携を図り、

スポーツ団体、県民の努力等を明らかに

～」との文言でスポーツ基本法との整合性

が図れるものと考えます。 

 ご意見も踏まえ、修正しました。 

なお、市町との連携については、第４条

で記載しました。 

≪条例≫ 第２条（基本理念） 

基本理念を第１項～第５項に分けてい

ますが、並び方の考え方がよくわかりませ

ん。 まず、県民誰もが親しめるスポーツとし

て、「生涯スポーツ」について記載し、次

に、「競技水準の向上」の項目を追加しま

した。以下は、「青少年スポーツ」、「障

害者スポーツ」、「健康及び体力の保持増

進」、「地域の活性化」と整理しました。 

≪条例≫ 第３条（県の責務） 

第２条で、県民、学校、スポーツ団体、

家庭及び地域における活動の相互連携や

障害者のスポーツについて、触れているの

ご指摘の意見については、第１９条で記

載しており、スポーツ環境の充実に努めて

まいります。 
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に第３条第２項の「スポーツ施設」では、

公園・福祉施設・広場等にあるスポーツの

設備のある場所が含まれていないように

捉えられる。スポーツ施設ではないスポー

ツの設備がある場所については、どうする

のか。 

なお、第３条第２項では、県が連携する

相手方を示したものであるため、「スポー

ツ施設」は、削除しました。 

≪条例≫ 第８条（競技水準の維持及び定着） 

第１項の「競技水準の維持及び定着を図

る」ではなく、第２項の「競技水準の向上

を図る」が適当ではないかと思います。 

ご意見も踏まえ、「競技水準の向上」に

修正しました。 

第８条は「競技水準の維持及び定着」の

規定ですが、第２項では「競技水準の向上

を図るため」となっています。県は「維持

及び定着」を目指すのか「向上」を目指す

のですか。 

第２項の「スポーツ選手」とは記録や勝

敗を争う競技出場者を前提としたスポー

ツ活動をする者に限られるように感じま

すが、生涯スポーツの全段階の選手や指導

者にとっても、スポーツ医・科学の活用は

不可欠であると考えます。 

よって、第１０条の運動習慣と定着、健

康及び体力づくりでスポーツ活動する者

への情報提供及びその他の必要な施策と

区別して、条項にしなければならないこと

が理解できない。 

ご意見も踏まえ、幅広く競技水準の向上

が図れるように修正しました。 

また、第１２条「健康及び体力の保持増

進」についても、修正しました。 

≪条例≫ 第１３条（県民運動の促進） 

第１３条は「県民活動の促進」の規定で

すが、「優れたスポーツ選手、指導者その

他のスポーツに関する専門的な人材の育

成及び地域での活用の支援・・・」が県民

活動の促進につながるのかがよくわかり

ません。 

ご意見も踏まえ、修正しました。 

なお、今後策定するスポーツ推進計画内

でも分かりやすく記載します。 

≪条例≫ 第１６条（人材の育成） 

人材育成の前に、「する」「みる」「ささ

える」人材となりうる人を募る、発掘(発

見)することが出発であり、そうしないと

育成するにつながらないように思います。 

ご意見を踏まえ、今後策定するスポーツ

推進計画の中で取り組んでいきます。 
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≪条例≫ 第１８条（施設の整備及び活用） 

県内にはスポーツをするための施設が

十分にない市町があり、そうした市町がス

ポーツ施設を整備する際に県が財源を補

助することを条例に明記すべき。 

条例では、今後のスポーツ推進の指針と

なる基本理念等を定め、ご指摘の意見につ

いては、今後の施策の参考にさせていただ

きます。 

≪条例≫ 第１９条（県民スポーツ推進月間） 

県民スポーツ推進月間と事業は投資で

あって、その期待する効果を有効的と判断

することで条項とされるべきと考え、推進

条例そのものを構想正当化させる為の条

項であってはならないと思いますので、県

民スポーツ推進月間と事業は不要と考え

る。 

県民運動を積極的に促進するため、「ス

ポーツ推進月間」を設け、そのために必要

な施策に取り組んでいきます。 

≪条例≫ その他 

条文内の用語（例：スポーツ、スポーツ

団体）の定義が不明確であるため、「スポ

ーツ」や「スポーツ団体」等の定義づけが

必要ではないか。 

 スポーツについては、条例の前文で意義

に触れ、またスポーツ団体については第２

条第３項で記載しています。 

なお、今後策定するスポーツ推進計画内

でも分かりやすく記載します。 

生涯スポーツ、健康、体力づくり、コミ

ュニティ(地域活性)は一体的なものであ

り、第９条、第１０条、第１２条及び第１

３条は、一つの条項にまとめられるように

思います。 

 スポーツ推進の基本理念（第２条）に基

づき、それぞれ重要な項目として、位置づ

けています。 

 「全ての県民」(前文及び第１３条)と「す

べての県民」（第９条及び第１８条）、「県

民一人ひとり」（前文及び第１０条）は文

脈から考察しても、文語の使い分けの必要

もなく、同じ言葉でも良いのではないかと

考えます。 

 ご意見も踏まえ、用語の整理をしまし

た。 

基本理念は、生涯スポーツを柱としてい

ることから、第２章は、先ず生涯スポーツ

で、次に競技スポーツと組み立てる施策展

開が順序と考えます。（戦略プランも同様） 

ご意見も踏まえ、生涯スポーツ、競技水

準の向上の順に修正しました。     

また、スポーツ戦略プランについても同

様としました。 

第２章の条文の順番について統一感が

ないように感じます。 基本理念の第２条各項の順に整理しま

した。 

 条文の内容を分かりやすくするため、解

説資料を作成すべきではないか。 

 条例及びスポーツ戦略プランの策定後、

県民の皆様に広く知っていただくために、

パンフレット等の作成を検討します。 
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≪戦略プラン≫  山口県スポーツ戦略プランの目指す姿 

「スポーツ元気県やまぐち」の基本体系

は、生涯スポーツ・コミュニティースポー

ツと考えられるので、戦略の組立ての順序

は①生涯スポーツ②競技スポーツ③環境

整備の順が妥当と考えます。 

ご意見も踏まえ、①生涯スポーツ推進戦

略、②競技スポーツ推進戦略、③スポーツ

環境整備戦略の順に修正しました。 

国体後のスポーツを推進する上では、

「競技スポーツ」より「生涯スポーツ」を

優先すべきではないでしょうか。（先に記

載すべきではないのでしょうか。） 

≪戦略プラン≫  スポーツ選手の計画的な育成 

バドミントン競技では、県でトップのチ

ームがあるところ（宇部）には、中学，高

校の部がありません。長期的に育成するに

は、成年のチームをトップとして中学、高

校、一般に広がるピラミッド構造となって

いることが望ましいと思います。 

ご意見も踏まえ、具体的な取組として、

育成・強化体制の充実について、追加記載

しました。 

優秀な選手の県外流出を防ぐため、今現

在よりも質の良い練習環境を整えていく

ことが大切と思います。個々人の能力を高

めるために、定期的（現在よりも多いスパ

ンで）に県内の強化選手を集め、合同練習

する機会を持ったり、優秀な選手を世代が

上のチームや選手と共に練習する機会・コ

ミュニケーションを図る機会を増やすこ

とで、県内の学校への進学を安心して選択

することができるのではないでしょうか。 

 ご意見も踏まえ、具体的な取組として、

育成・強化体制の充実について、追加記載

しました。 

スポーツ少年団では、若手の指導者が少

なく、今後の団体活動を維持するためにも

若手指導者の育成が課題と考えます。 

 ご意見も踏まえ、具体的な取組として、

指導者の養成及び資質向上について、追加

記載しました。 

≪戦略プラン≫  競技環境の整備 

強化指定について、高校になってからで

は遅い競技が増えていると思います。学校

指定で中学校、小学校ということは無理に

しても、県として強化体制の支援はできる

のではないでしょうか。 

ご意見も踏まえ、具体的な取組として、

育成・強化体制の充実について、追加記載

しました。 

強化選手・強化チームには、トラック・

体育館・トレーニングジム等を無料や低額

で貸出しを行い、良い環境でプレー・トレ

ーニングさせてあげることを望みます。 

 ご指摘の意見について、今後の施策の参

考にさせていただきます。 
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競技選手の競技力を高める要素の在る

べき姿を探るとき、活動基盤は優先すべき

戦略要件と思いますが、この戦略に含まれ

ていません。 

トップアスリートの生活基盤(経済的

な)と競技基盤(競技力を高める日々のト

レーニングなどの競技生活)を担保する戦

略になっていますか。 

ご意見も踏まえ、具体的な取組として、

育成・強化体制の充実及び支援体制の充実

について、追加記載しました。 

  

学校教育における総合支援として、各種

の全国大会に出場することに意味がある

訳ではなく、優勝(１位)、上位入賞が必須

となる戦略が必要です。また選手の立場か

らすれば、家庭の経済的課題や大学、就職

等の将来の生活設計(競技の生活設計を含

む)も配慮すべき重要な事項と考えます。 

ご意見も踏まえ、具体的な取組として、

育成・強化体制の充実及び支援体制の充実

について、追加記載しました。 

商業的スポーツクラブがスポーツの競

技を担う事も視野に入れ、商業的スポーツ

クラブが提供する商品と「スポーツ戦略」

からなる、「スポーツ推進計画」が実利と

して選手本人、家庭、保護者が選択できる

ものであることを期待します。 

ご指摘の意見について、今後の施策の参

考にさせていただきます。 

地元で選手・指導者を育てる場合に大切

になってくることは、「地域の魅力」であ

ると思います。地域に根付かせる為には、

各カテゴリーに活動の場を整備すること

だと思います。ついては、高校・大学生の

活動の場所が無い場合、早急に対応するべ

きです。それが無理であれば、クラブ単位

で活動するしかありませんが、クラブ活動

に係る費用を軽減できる、地域クラブを支

援するプランを取り入れて頂きたいと考

えています。 

ご意見も踏まえ、具体的な取組として、

強化(育成)活動の充実について、追加記載

しました。 

≪戦略プラン≫  スポーツ医・科学の活用 

スポーツ医・科学の構築は国体を契機に

成長が目覚ましいと思いますが、拠点集中

でなく、出前できる体制がほしい。 

 ご意見も踏まえ、具体的な取組として、

総合的なサポート体制について、追加記載

しました。 
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あってはならない傷害に対応できる保

険制度について、記載できないか。 

 

ご意見も踏まえ、具体的な取組として、

総合的なサポート体制について、追加記載

しました。 

≪戦略プラン≫  競技スポーツ推進戦略 全般 

山口県にはプロスポーツがないと言わ

れています。競技スポーツ推進戦略とし

て、プロスポーツ設立支援などが必要なの

ではないでしょうか。 

ご指摘の意見について、今後の施策の参

考にさせていただきます。 

≪戦略プラン≫  生涯スポーツ・健康及び体力づくりの推進 

市民や選手に限らず、健康スポーツの観

点から、保健・健診・医療・福祉との連携

を包含してほしい。 

ご意見も踏まえ、具体的な取組を追加記

載するとともに、今後の施策の参考にさせ

ていただきます。 

介護予防や健康体操を通じて、いきいき

ふれあいサロンでの活動に地元スポーツ

に関わる人たちが参加・指導することによ

り、県内で行われるスポーツに興味を持っ

ていただくきっかけにもなるのではない

でしょうか。 

 ご意見も踏まえ、具体的な取組として、

気軽にスポーツが楽しめる機会の提供に

ついて、追加記載しました。 

 

気軽に親しめるスポーツ・レクリエーシ

ョンの普及、あるいは、サークルやクラブ

のあり方が今後のスポーツ振興の鍵を握

ると考えます。  

 ご意見も踏まえ、具体的な取組として、

気軽にスポーツが楽しめる機会の提供に

ついて、追加記載しました。 

最近は少子化の影響で学校の運動部の

数が減ってきており、子供達が自分のやり

たいスポーツをできないケースが増えて

きている。そうしたケースを減らすため、

地域で様々なスポーツが行えるスポーツ

クラブの整備を積極的に進めるべき。 

ご意見も踏まえ、具体的な取組として、

総合型地域スポーツクラブ活動の充実や

設立の加速化等について、追加記載しまし

た。 

健康及び体力づくりの推進の項目につ

いて、スポーツ機会の提供と情報発信しか

なく、表題に比べ内容が小さいように思い

ます。表題の変更か、内容を加える必要が

あるのではないでしょうか。 

ご意見も踏まえ、具体的な取組を追加記

載するとともに、今後策定するスポーツ推

進計画でも検討していきます。 

≪戦略プラン≫  障害者スポーツの推進  

障害者のスポーツの普及・振興を図るた

めには、障害の有無にかかわらず、障害者

スポーツを理解し、一緒になって楽しむ体

制づくりが不可欠です。広く一般に障害者

スポーツにふれる機会を増やし、障害者ス

ポーツを通じて障害者への理解が図られ

るよう、県はもちろん、各市町での取組を

 ご意見も踏まえ、障害者スポーツを推進

するための具体的な取組を追加記載しま

した。 

今後とも、市町を含めた関係団体と連携

し、地域の障害者スポーツ活動を活性化さ

せ、県内各地で特色ある障害者スポーツの

育成・定着に努めてまいります。 
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積極的に推進していただきたい。  また、スポーツ推進月間に山口県体育大

会と障害者スポーツ大会(キラリンピッ

ク)を同時開催する等、障害者スポーツへ

の理解を図る取組を強化します。 

障害者スポーツに対する支援として、短

期、長期の計画的な育成プログラム、指導

者の確保と育成、競技環境の整備、科学的

な見地からのコンディショニング支援は

優先的で必要不可欠であり、選手が所属す

る学校、就業団体、家族などとの取組から

考えれば、全国障害者スポーツ大会に出場

する選手は、「生涯スポーツ推進戦略」で

はなく、「競技スポーツ推進の戦略」に最

も相応しいのではないでしょうか。 

県が障害者スポーツを推進する目的は、

「障害者の自立及び社会参加の促進」であ

ることから、「生涯スポーツ推進戦略」の

取組としています。 

なお、ご意見も踏まえ、具体的な取組と

して、障害者スポーツの競技力向上につい

て、追加記載しました。 

≪戦略プラン≫  子どもの体力の向上及び学校体育等の充実  

小学校及び中学校での部活動に対する

支援を強化するため、環境を整えて欲し

い。 

 ご意見も踏まえ、具体的な取組として、

地域スポーツクラブ等との連携について、

追加記載しました。 

山口県のスポーツの将来を担い、中核を

形成するのは、基盤となる青少年スポーツ

のボトムアップに他ならない。これを実現

するにはスポーツ少年団の育成が不可欠

であるので、スポーツ少年団の文言を挿入

すべきと思料される。 

 ご指摘のあったスポーツ少年団につい

ては、地域スポーツクラブ等に含まれるた

め、原案のとおりとしました。 

「地域スポーツクラブ」では、包括過ぎ

て、実態の把握が困難と感じられるので、

国策でもある「総合型スポーツクラブ」と

具体的に表現してはどうか。 

 ご指摘のあった「総合型地域スポーツク

ラブ」の育成を図るとともに、これまで地

域のクラブの中心であった単一種目クラ

ブ等も含めた地域スポーツの充実を図る

ことから、原案のとおりとしました。 

幼少期の競技スポーツの選択の幅を広

げるために、種目を超えたトップ選手たち

が県内（小学校や市町）を巡回する機会や

県内の競技を紹介する機会があればよい

のではないかと思います。トップ選手の技

術やスピードを見る機会を幼少期に作る

ことで、スポーツを始めるきっかけにもな

るのではないでしょうか。 
ご意見も踏まえ、具体的な取組として、

地域との連携について、追加記載しまし

た。 
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少年スポーツについては、小学校での取

組が重要であり、充実した体育の時間を提

供できるよう授業改善に努めるほか、子ど

もたちが進んで体力づくりに取り組める

時間や場の設定、全校一斉外遊び等、スポ

ーツや運動・遊びに全員が夢中になって取

り組める体制を学校が中心となって地域

とともにつくっていく必要がある。 

ご意見も踏まえ、具体的な取組として、

学校生活全体を通じた取組の推進につい

て、追加記載しました。 

医学、科学サポートと子どもの体力向上

や生涯スポーツとの関係はとても重要で、

運動体力および防衛体力の文言は記述し

なければならないと考えます。また、「体

力発達に応じた」という表現を入れていた

だきたい。 

 ご意見を参考に具体的な取組を追加記

載しました。 

  

地元の武道系の中学校の部活指導はス

ポーツ少年団の指導者が担っていますが、

その指導者は教諭以外（現役世代）が殆ど

で、指導活動は、土・日、夕刻以降です。 

戦略では、「地域の優れた指導者を積極

的に活用～」とありますが、授業としての

武道系体育である戦略内容は地域や指導

者の資格問題も含め現実的ではないよう

に感じます。 

ご指摘のあった地域の優れた指導者の

活用について、実効性を高めていきたいと

考えています。 

 

子どもの体力向上について、学校に上が

ればプランの中で対応できますが、幼児期

は、家庭であると思います。これは、総合

型地域スポーツクラブで対応することで

しょうが、県内すべての総合型地域スポー

ツクラブが取り組むには難しいところが

あると思います。 

ご指摘のあった幼児期からの体力向上

について、具体的な取組として、運動プロ

グラムの開発・提供を追加記載しました。 

≪戦略プラン≫  生涯スポーツ推進戦略 全般 

生涯スポーツ推進戦略では、子ども（ジ

ュニア）スポーツや障害者スポーツについ

ては記載されていますが、生涯スポーツの

大きな割合を占める高齢者（シニア）スポ

ーツについての、柱だてや具体的な記載が

必要ではないでしょうか。 

 

 

ご指摘の意見について、今後策定するス

ポーツの推進に関する計画で検討してい

きます。 
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≪戦略プラン≫  スポーツを通じた地域づくり・県民運動の促進 

    体育の日（国民の祝日）の行事の明確化

が必要であり、健康体力の保持増進施策と

して、「県民健康・スポーツのつどい」類

のイベント開催を提唱します。    

 スポーツ戦略プランでは、施策や具体的

な取組の方向性について定め、ご指摘のあ

ったイベントの開催については、今後の施

策の参考にさせていただきます。    

競技人口の増加を図るためには、活動・

拠点地域を拡張していくことや用具等の

備品を揃える事が重要になります。    

 ご意見も踏まえ、具体的な取組として、

競技大会やスポーツ教室等の開催につい

て、追加記載するとともに、今後の施策の

参考にさせていただきます。 

≪戦略プラン≫  スポーツ団体及び企業によるスポーツの促進 

    企業におけるスポーツは、企業チームや

クラブチームの活動のようなものも重要

ですが、企業内のサークルや、従業員など

の健康づくり（生涯スポーツ戦略？）につ

ながるような企業の取組（体操の実施）に

ついても、記載があってもよいのではない

でしょうか。 

 また、スポーツに対する企業の支援を求

める（奨励する）などの記載もあってもよ

いと思います。    

 ご指摘の意見について、今後の施策の参

考にさせていただきます。 

 

≪戦略プラン≫  施設の整備及び活用 

市民が気軽に体を動かすスペースとし

て、公園のポテンシャルを上げ、スポーツ

環境の改善を図る。 

 ご指摘の意見について、市町や施設管理

者と連携して、公園等で気軽にスポーツに

取り組むことができる様な環境の整備に

努めます。 

体育館の数が少なく、屋外での大会は、

雨天中止のリスクが大きいので、レクリエ

ーションスポーツ等で気軽に利用できる

全天候性運動場(テント方式の屋根付き運

動場)を確保する。 

ご指摘の意見について、今後の施策の参

考にさせていただきます。 

現場としては、施設の整備（利用）のプ

ランについては、すぐにでも実行してほし

い。国体で好成績をおさめた競技のレベル

の維持・向上のために、練習場所の確保は

重要であり、早急に今ある施設は（安く）

利用できる様にしてほしい。 

 ご意見も踏まえ、具体的な取組として、

公共スポーツ施設の有効活用について、追

加記載しました。 

競技環境の整備も必要ですが、観覧環境

の整備(駐車場の用意数・収容人数は来客

見込みと見合うのか等)も希望します 。 

 

ご指摘の意見は、条例前文のスポーツを

「観る」に該当するものであり、具体的な

取組を追加記載しました。 
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≪戦略プラン≫  スポーツ環境整備戦略 全般 

スポーツ環境整備戦略について、事業の

内容からは「スポーツ県民運動推進戦略」

などの名称がふさわしいのではないので

しょうか。 

 

ご指摘の意見について、県民運動の促進

のみならず、施設の整備及び利用も含まれ

ることから、「スポーツ環境整備戦略」と

しています。 

≪戦略プラン≫  その他 

山口県を代表とする選手やチームを広

く県民に周知していただくためには、県内

で開催される大会等のＰＲを行うことが

必要と思います。 

例：山口県のＨＰから「スポーツ」を選

択すると、この近日中に県内で開催される

スポーツを知ることができる。 

ご指摘の意見について、総合スポーツサ

イトの活用等による情報発信の充実を図

ります。 

表題の戦略プランについて、もう少しソ

フトな表現はできませんか。 

国では、基本的な施策の方向性として、

「スポーツ立国戦略」を掲げており、本県

では、スポーツ推進に係る施策の方向性と

して、「山口県スポーツ戦略プラン」とし

ています。 

「山口県スポーツ戦略プラン」と「住み

良さ日本一元気県づくり加速化プラン」と

の関係づけや関わりが分かるように図表

等が必要ではないか。 

スポーツ戦略プランでは、施策や具体的

な取組の方向性について定め、「住み良さ

日本一元気県づくり加速化プラン」との関

連については、今後策定するスポーツ推進

計画で検討していきます。 

 「山口県スポーツ戦略プラン」において

も、「住み良さ日本一元気県づくり加速化

プラン」の様に具体的な数値目標を設定す

べきではないか。 

 スポーツ戦略プランでは、施策や具体的

な取組の方向性について定め、ご指摘のあ

った数値目標については、今後策定するス

ポーツ推進計画で検討していきます。 

 

 

 

数値による客観的なデータがないので、

事業の必要性などが一般論として記載さ

れているように感じます。また、記載され

ている内容も具体的なものが少なく、抽象

的な気がします。プランとしては数値目標

なども必要ではないでしょうか。 
全てのプランにおいて、決して単発的な

プランでなく、長期的な（１０年、２０年）

プランが大切だと思いますので、このプラ

ンを数年で打ち切るような事は避けた方

が良いと思います。 

 

スポーツ戦略プランでは、施策や具体的

な取組の方向性について定め、ご指摘のあ

った点については、今後策定するスポーツ

推進計画で検討していきます。 
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≪条例及び戦略プラン≫  その他 

条例及び戦略プランの策定にあたって、

根拠法令や上位の計画の概要及びその他

必要な資料の提示がない。『生涯スポーツ

プラン』と『スポーツやまぐちきらめきプ

ラン』はこれらに該当するものと考える。 

 条例では、今後のスポーツ推進の指針と

なる基本理念等を定め、スポーツ戦略プラ

ンでは、施策や具体的な取組の方向性につ

いて定めております。  

 今後、ご指摘のあった両プランに引き続

き、当戦略プランに基づいて、スポーツ推

進計画(根拠法令：スポーツ基本法第１０

条)を策定します。 

スポーツによっては、活動場所が大きく

限られ、自治体や施設管理者から残念な対

応を受けている現状があります。スポーツ

を推進されるのは大賛成ですが、マイナー

ではあるけれど、多くの魅力あるスポーツ

にも目を向けて頂きたいです。 
 ご指摘の意見について、今後の施策の参

考にさせていただきます。 

 


