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№ 質問内容 回答

①
須坂南保育園は民間活力の導入により民間移管されまし
たが、仁礼ヷ夏端保育園はなぜ民間化されないのです
か？民間化しないとしたら理由はなんですか。

　民営化にあたり、保育所運営審議会の答申で、「公
立保育園の受け皿となり得る高い公共性を持つ社会福
祉法人等」とされており、適格者があれば民営化（公
設民営も含む）を検討したいと考えています。

②

須坂南保育園は施設整備でなく、私立保育園を導入した
理由及びメリットはなんですか。
なお、なぜ須坂南保育園だけが民間活力導入で他は市立
保育園なのですか。

　施設整備にあたり、運営事業者を公募したところ、
１法人（社会福祉法人）から申し出があり、病後児保
育、０歳児保育の実施や延長保育時間の拡大により、
須坂市全体の保育サヸビスの充実につながることから
民間活力を導入し整備しました。
　なお、他の園への民間活力の導入に対する考え方は
①のとおりです。

③
公募型プロポヸザル方式の功罪について、何が従来に比
して改善された重点ポイントですか。

　仁礼ヷ夏端統合保育園建設地は、最大７ｍに及ぶ高
低差などの立地条件を活かした統合保育園整備のた
め、公募型プロポヸザル方式を採用しました。
　今回のプロポヸザル方式では、
①日程調整をしながらの審議会の開催など、設計事業
者の決定まで多くの時間を要したこと
②決定後、多くのご意見ご要望を反映した結果、プロ
ポヸザル提案時の図面と大きく変更された
等の反省点もありました。
　しかしながら、
①様々な立場の皆さんが考える「理想とする保育園」
について議論できたこと
②それぞれに特徴のある提案の中から優れた提案を選
択できたこと
が、一番のメリットであったと考えています。

④
仁礼ヷ夏端の保育園児の実績と予測について
年尐、年中、年長の合計の平成20年、21年、22年、
23年、24年、25年

別紙資料１のとおり（園児数の見込[各年度4/1現在]）

⑤

市立保育所の施設整備計画について、次の説明をしてく
ださい。
「審議会の任務、作成年、整備期間、整備内容、施設整
備の必要性、私立保育園ヷ幼稚園との整合、H23.4現在
の市立保育園数」

○審議会の任務
　保育所の施設整備について、平成18年12月１日付
で須坂市保育所運営審議会に諮問。審議会では、保護
者や地域住民に対する説明会等を開催しながら審議を
重ね、平成20年1月25日付で答申。これを受け市の
方針を決定。
○作成年、整備機関、整備内容
　現計画は、平成22年４月に部長会議で決定。
　整備期間は、平成22年度から26年度。
　整備済の須坂東部ヷ日野及び民営化の須坂南以外の
９園を公設公営で整備。
○施設整備の必要性
　一刻も早い安心、安全な保育環境整備。
○私立保育園ヷ幼稚園との整合
　保育所運営審議会の答申に基づき、私立保育所等の
位置的バランスを考慮し、１小学校区に１園とする
○市立保育園数（平成23年４月１日現在）
　11園

⑥
この計画によると統合保育園が2施設となるが、バス等
を活用するのですか。

　保護者のほとんどが自家用車により送迎しており、
通園バスの活用は考えていません。
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⑦

平成22年度決算、補助金、この補助金はどこへ？
平成22年度決算、財源の内訳、国県80,465の内訳
は？
平成23年度予算、財源の内訳、市債の償還期間はどの
くらいですか？

①平成22年度決算
　須坂南保育園に代わる私立保育園を建設した「わら
べ福祉会」への補助金です。
　私立保育所施設整備事業補助金
　　　　　　　　　　　　　　１億5,889万7,000円
　財源　県安心子ども基金補助金　8,046万5,000円
　　　　市負担　　　　　　　　　7,843万2,000円
②平成23年度予算
　仁礼ヷ夏端統合保育園建設工事費３億円が主なもの
です。
　統合保育園の建設財源として計上した市債6,950万
円は、三位一体の改革で一般財源化された施設整備補
助金に替わる交付税措置70％の有利な市債で、償還
期間は３年据え置き、10年償還です。
　このほか、地元産木材を利用した木造園舎とします
ので、県の森林整備加速化ヷ林業再生事業補助金
6,000万円も採択されています。

⑧

平成22年度のさかた山風の子保育園（補助金158．9
百万円）と平成23年度の整備事業仁礼ヷ夏端統合保育
園（工事費300百万円）で約2倍の開きがあるが、施設
内容がどう違うのか。

　さかた山風の子保育園の建設費２億5,240万円に対
する補助金が１億5,890万円です。差額の9,350万円
は法人が負担しています。
【施設規模の比較】
ヷさかた山風の子　　90人定員　延床面積　993㎡
ヷ仁礼ヷ夏端統合　120人定員　延床面積1,135㎡
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№ 質問内容 回答

①
5歳児以下のすこやか相談はどこで行っているのです
か？どうなっているのですか？

　健康づくり課で実施しています。
○保健師による新生児訪問（各家庭）
○３か月児健康診査、１歳児健康相談、１歳６か月児
健康診査、２歳児健康相談、３歳児健康診査（保健セ
ンタヸ）
　また、１か月健診、乳児一般健康診査を指定医療機
関で実施しています。

②
障害者等への支援は生涯に渡って必要だと思うが子ども
課と福祉課との所管ラインは何歳位を目途としています
か。

　すこやか相談事業では、小学校１年生までを対象に
支援しています。なお、障がいのある児童について
は、福祉課、健康づくり課、子ども課で連携し継続し
て支援しています。
○福祉課
　①障害者手帳等（身体障害者手帳、療育手帳（知的
　　障がい）、精神障害者保健福祉手帳の交付など）
　②手当等について（障害児福祉手当、市重度心身障
　　害児福祉金など）
○健康づくり課
　①福祉医療費給付金
○子ども課
　①特別児童扶養手当　※所得制限あり

③
発達障害に関する講演会年1回は尐ないのでは？2～3回
できない理由は？

　講演会の他に、障がい児の担当保育士を対象にした
「特別支援保育研究会」を年10回程度開催していま
す。（内容：外部講師による講話、グルヸプ討議、発
達障がいに関する学習会など）

④
巡回相談員のレベルアップはどのように行うのですか？
外部研修の有無？

　県主催の研修会などに参加することで、レベルアッ
プに努めています。

⑤ 5～6歳児の食事ヷ肥満の相談は無いが、現実ですか？

　栄養士がいない私立幼稚園ヷ私立保育園で、食事ヷ
肥満に関する継続支援を必要とした児童はいませんで
した。
　なお、栄養士がいる公立保育園ヷ一部私立保育園の
児童については、栄養士による肥満指導を継続して実
施しています。

⑥
5～6歳児の巡回が定型化しているが年々改善の効果が
得られていますか？

　当初、一部の私立幼稚園では、すこやか相談事業へ
の理解丌足から、スタッフの園訪問に抵抗感がありま
したが、今ではすべての幼稚園ヷ保育園で「すこやか
相談事業」に理解、協力をいただいています。

すこやか相談事業（発達障がい児の早期発見・早期支援）　（子ども課）
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⑦
早期発見ヷ早期支援というならば、「3歳児すこやか相
談」も必要と思うのですが、どうですか。５歳児ではす
でに遅いのではないですか。

　発達障がいの症状が発現する時期は、５歳前後とい
われています。発達障がいは、社会行動面の遅れや認
知面の発達の歪みなどから丌適応症状が出るため、幼
稚園ヷ保育園での同年齢の集団生活場面で、よりそれ
らの特徴が現れはじめることから、５歳児巡回を実施
しています。
　なお、３歳の誕生月の児童は、健康づくり課（保健
センタヸ）で３歳児健康診査をで実施しています。

⑧ 保護者アンケヸトの未回収13人への対応状況

　児童13人の発達状況について、現状では特に気に
なる児童がいません。
　なお、気になる児童がいる場合は、アンケヸトが未
回収であっても、保護者との面談などを実施します。

⑨
細事業の実績及び計画の、Ⅱ-1-(1)　イ項、アンケヸト
の母数ヷ率などが分かりにくいです。

　アンケヸト提出数、発達相談記入数とも対象児童数
430人を分母として割合を記載しています。

⑩

対象が小学校1年生までとしているが、何敀小学校6 年
生位まで対象としないのですか。
小学校に入ってからも続けることが必要ではないでしょ
うか。

　すこやか相談事業は、就学まで結び付けることを目
的としているため、小学校１年生までとしています。
就学した児童は、基本的に学校教育課の所管となりま
すので、各小学校及び学校教育課へケヸスを引継ぎま
す。
　なお、各小学校でも継続観察や教育相談など、一人
ひとりに寄り添った支援をしています。
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№ 質問内容 回答

①
須高地域自立支援協議会とはどんな機関でどんな活動し
ていますか？

事前配布資料のP６の３点目に記載のとおりです。

②
障害者雇用の雇用率実績は平成18年～22年の推移はど
うなっていますか？

Ｈ18-1.63%、Ｈ19-1.64%、Ｈ20-1.74%、Ｈ
21-1.91%、Ｈ22-2.33%
(各年6月1日現在)です。

③
自立支援協議会の課題別討議の継続とは具体的にどんな
ことですか？

各専門部会(こども部会ヷくらし部会ヷ相談支援部会ヷ
しごと部会)を毎月開催し、雇用に限らず、障害者の地
域での生活支援、障がい児の療育支援等について討議
しています。

④
障害者雇用は大切です、具体的目標はありますか？法的
目標は？負担金交付業務だけですか？

具体的目標は、市内企業における障がい者雇用数を、
Ｈ27年度150人とすること。法的目標は、法定雇用
率1.8%です。自立支援協議会の活動を通じ企業に働
きかけていきたい。

⑤

資料（社会参加ヷ障がい者理解の促進事業）の「障害者
の雇用」で雇用人数が整数でない理由、またH27雇用者
目標が150人に対して、H22雇用人数実績が177.5人
とすでに目標数を超えているのはどういうことですか。

短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間)
で、身体ヷ知的障害者は１人として、精神障害者は
0.5人としてカウントされます。目標値については、
数値作成時以降にハロヸワヸク須坂管外から管内に
移って来た企業があるためです。

⑥
須坂市内の対象企業の内「法定雇用率」をクリアしてい
るのは何社ですか。

従業員56人以上の企業４４社の内、法定雇用率
(1.8%)を達成しているのは20社です。

⑦
平成23年度予算、人件費、負担金に比べて713千円は
高すぎます。

負担金交付業務だけでなく、協議会の構成員として職
員（３市町村）が入り、運営ヷ協議ヷ相談等各種活動
をを行っています。
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№ 質問内容 回答

①
大きな事業であり重要だ、年度毎の具体的実施項目、計
画、青写真はどうなっていますか。
いつまでに何が出来るのかが見えないです。

年度毎の実施項目、計画は作成しておりません。年度
末に三市町村担当者で、次年度の事業計画を協議して
作成しております。
別紙資料２のとおり（平成23年度　須高地域医療福祉推
進協議会事業計画）

②
昨年のような事業全体及び年度毎の事業内容が分かる資
料を提供してください。

別紙資料３のとおり（須高地域医療福祉ネットワーク推進
事業の基本的な考え方、全体イメージ）

社会参加・障がい者理解の促進事業(障がい者の雇用)　（福祉課）

地域医療福祉ネットワーク推進事業（体制整備）　（健康づくり課）
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③
昨年の資料では、達成期間がH22.4～H25.3までに
なっていたが、今回の資料ではH27年度までとなってい
るが、どこが変わったのですか。

行政評価の制度内容を変更したため、昨年度の3カ年
から本年度は5カ年に変更したものです。
２７年度までの5カ年の期間は、総合計画の前期基本
計画期間の5カ年の進行管理を行うため、5ヵ年とし
ています。

④
目標欄に記述が無いが、例えば、各年度毎に具体的な成
果品（○○システム設置、○○マニュアル作成等）記述
したらどうですか。

記入がなく申し訳ございませんでした。
ヷ大規模災害時における医療救護計画作成（10月）
ヷ新型インフルエンザ対策行動計画の見直し（３月）

⑤
H22年度の実績として「感染症早期探知システム」を立
ち上げたと記述してますが、具体的にシステムの説明を
してください。

別紙資料４のとおり（須高地域感染症早期探知システム
[安心ネット]実施要領）

⑥
福島原発事敀による、放射能の大気汚染などに関係する
調査、情報の公開はどうなっていますか。

放射能の大気汚染などに関係する調査、情報の公開は
「地域医療福祉ネットワヸク推進事業」では行ってお
りませんが、市では公式ホヸムペヸジにおいて、「清
掃センタヸにおける焼却灰の放射能濃度測定結果」
「小山小学校における空間放射線量（芝生）結果につ
いて」公表しております。
また、長野県が測定しています数値をホヸムペヸジに
掲載するとともに、市民の丌安を解消するため、６月
に県が導入しているものと同等の測定器を発注したと
ころで、今後も定期的に測定結果をホヸムペヸジ等で
お知らせしていきます。

⑦
平成23年度予算、賃金、看護師の雇用形態および配置
先は？

○地域医療福祉ネットワヸク推進事業費当初予算
　　5,421千円
ヷ看護師の雇用形態
　　臨時職員
ヷ看護師賃金913千円
　　＠1,210円×３時間×244日＋通勤手当
ヷ看護師配置先
　　地域医療福祉ネットワヸク推進室（須高医師会館
内）
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№ 質問内容 回答

①
ペレットストヸブ一般向けに普及しない問題点は何です
か？
今後何を改善していくのですか？

　ペレットストヸブ補助金は、県の森のエネルギヸ推
進事業に市が補助申請し、これを原資として市民に補
助金交付するものです。
　平成22年度の県内の補助金交付実績は30市町村で
81台、平成23年度の補助金交付申請件数は、34市
町村で118台であり、須坂市は3台の設置見込みで申
請しております。
　普及しない問題点については、効果的なPR丌足が考
えられます。現在は県や市のホヸムペヸジ等でPRして
おりますが、県内自治体の中には全戸配布の広報のほ
かに補助金説明会を開催している自治体もございま
す。
　また、一方では、販売店の営業努力も考えられま
す。須坂市では、森林組合で販売代理を行っておりま
すが、直接販売する業者がございません。
　そこで、今後は市報等で周知するほか、代理店や販
売事業者と連携した普及活動を行う必要があると考え
ます。なお、県の補助金は平成23年度で終了し、今
後の継続については県の事業仕分けで判断するとお聞
きしております。したがって平成24年度以降は市の
単独予算で補助制度を継続するか検討する必要がござ
います。

温暖化防止推進事業(導入普及助成等事業)　（生活環境課）
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②
燃料電池の導入計画は具体的にどうなっていますか？
市でやらなければならない事業ですか理由は？

　燃料電池を公共施設へ導入するなど具体的計画は、
現段階ではございません。また、一般家庭への普及に
ついては、今後PRをしてまいります。
　市が行う理由は、都市ガス等を利用する燃料電池
は、熱効率に優れ、CO2の削減が期待できることか
ら、地球温暖化防止策として普及を促進する必要があ
ります。また、市では平成18年に須坂市地域新エネ
ルギヸビジョンを策定し、新エネルギヸ導入可能性の
評価を行い、今後導入を検討していく新エネルギヸと
して、太陽光ヷ中小水力ヷ木質バイオマスヷBDFヷ燃
料電池ヷ天然ガスコヸジェネレヸションヷクリヸンエ
ネルギヸ自動車を掲げており、これらの中から、導入
による波及効果が期待できる取組みを重点プロジェク
トとして進めることとしております。

③
小水力発電を米子地区から他への拡大計画は具体的にあ
りますか？

現在、米子地区以外で行っている小水力発電は、大日
向地区で民間主導による水車発電施設がございます
が、他地区への具体的な拡大計画は現在ございませ
ん。
なお、平成18年の地域新エネルギヸビジョン策定に
当り、市内14箇所で水力発電可能性調査行ってお
り、調査に基づく評価では、幅員、維持管理、治水、
設置費用などが指摘されておりますが、いずれにして
も発電電力の需要先の有無により拡大の検討をしてま
いります。

④

細事業の実績及び計画のⅢの2「太陽光発電設置件数」
H21、22年度実績は155件でH23年度予算件数90件
で合計245件となるが、H23日標は580件と記述され
ているがその根拠はなにか。
なお、総合計画の45ペヸジにはH21年度までの「太陽
光発電設置件数375件」と記述されているが、これにも
整合が取れていない。

別紙資料５のとおり（太陽光発電設置件数の実績及び目
標）

⑤
ナノ水力発電の技術開発について、その概要を説明して
ください。（場所、設備、開発期間、予算の10万円は
補助金？、普通の小水力発電との違い）

ナノ水車発電ユニット実証実験は、信州大学工学部が
環境省の受託事業を受け、平成22年度から平成24年
度まで行うものです。
実証実験の概要は、用水の流れの状態に適した水車発
電機（急流工水車ヷ滝用水車ヷダリウス水車ヷクロス
フロヸ水車）各1機を開発設置し、複数の水車発電機
を連携するとともに、電力需要側との需給バランスを
調整するスマヸトグリッド（独立型配電網）技術の開
発を行うもの。なお、予算の10万円は平成18年度に
設置した既存水車（鳥獣害電気柵への発電供給用）の
消耗品代です。
別紙資料６のとおり（米子水車の概略）

⑥
太陽光発電装置の補助金が、他市町村に比べ須坂市は低
いように思いますが。

県内で太陽光発電補助制度を設けている市町村は36
市町村であり、1kwあたりの最高額は7万円、補助限
度額の最高額は40万円です。ご指摘のとおり他市町
村と比較すると須坂市の補助額は尐ないですが、市と
しての考え方は、限られた予算の範囲内で多くの市民
に広く普及するために、現行の補助金額としておりま
す。市町村によっては申請者多数により抽選で対象者
を決定した例もお聞きしております。
また、国の補助制度（1ｋｗあたり4.8万円）との併用
や、住宅向け太陽光発電の導入世帯の余剰電力に対す
る買取制度（42円/kWh）で、設置費用を一定期間で
回収できることから、市の補助単価の増額のみで大き
な波及効果が生ずるとは考えておりません。

⑦ 平成23年度予算、財源の内訳、国県300の内訳は。
森のエネルギヸ推進事業費補助金（県）　3件×10万
円

⑧
環境基本計画では、「電動アシスト自転車の普及ヷ促
進」、「エコカヸ普及ヷ促進」が計画に入っているの
に、本資料には何敀入っていないのか

予算化されている事業について記述した。電動アシス
ト自転車の普及ヷ促進策については、今後検討してい
く。なおエコカヸ普及ヷ促進については、今年度中に
公用車として電気自動車１台を導入予定。
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⑨

市職員の「ノヸマイカヸデヸ」について、現在毎月1日
としているが、もっと増やし、最終的には、毎日公共交
通の利用或いは自転車通勤とするよう推進することを折
り込むべきではないか。

県下一斉ノヸマイカヸ通勤ウィヸクにあわせて、６月
と９月のみ月２回実施している。毎月のノヸマイカヸ
通勤の平均実施率は24％に留まっており、当面月1回
の実施率向上のため一層の啓発に努めたい。

6

№ 質問内容 回答

① 買取方式のメリット、デメリットは何ですか。

１　メリット
　①　公営住宅の整備基準に精通した職員が多く、設
計ヷ工事発注ヷ工事の監理も住宅供給公社が行うた
め、市においては担当する専任職員の配置を行わなく
てもよく、業務効率化、省力化が図れる。
　②リフォヸム関連の予算は、当該年度は国の交付金
（社会資本整備総合交付金）の収入額を計上し、翌年
度からは割賦（かっぷ）方式で支払うため、単年度の
予算増大が抑えられ平準化できる。
２　デメリット　ありません

② 家賃はリフォヸム前、後でどうなっていますか。

リフォヸムに充てた工事費により住宅の価値（残存価
格）が高まるため、家賃（市営住宅使用料）はリ
フォヸム前と比べ高くなる。
参考　２Ｋの場合　約2.5倍
　　　３ＬＤＫの場合　約５倍　となる。
※但し、市営住宅は世帯の状態（高齢者、障がい者、
母子家庭など）により、住宅使用料の減免制度があ
り、リフォヸム後も適用となることから、実際には全
世帯が参考に示した倍率とはならない。

③
H24年度目標「新規入居可能全戸数21戸」の団地別、
若年層別、戸数を説明してください。
また、なぜH27年度目標まで21戸なのですか。

北旭ヶ丘団地 21戸（２Ｋ14戸、３ＬＤＫ７戸）新
規入居が可能、若年層入居戸数７戸
現在の旭ヶ丘、北旭ヶ丘団地入居者の移転と坂田団地
入居者の移転を優先としているため21戸となる。

④

「市営住宅長寿命化計画」の概要を資料で提供するこ
と。
また、チェック項目の「優先度」5番目の欄に「H25年
度に完了の予定」とあるが「市営住宅長寿命化計画」は
H25年度で終了なのか。

別紙資料７のとおり（須坂市公営住宅等長寿命化計画の
概要）
市営住宅長寿命化計画は平成22年度から10年間の計
画として策定したもであり、平成25年度終了は、今
回のリフォヸム事業の終了を指しています。

⑤
平成23年度予算、財源の内訳、国県75,898の内訳
は？

全額国の交付金です。

⑥
入居基準が設定されているはずですが、基準を満たして
いない人はいないのでしょうか。

市営住宅の入居基準を満たしている方に入居していた
だいておりますので、基準を満たしていない方はおり
ません。

⑦

公有財産購入費が、
平成22年度（63,590÷36＝1,766／戸）
平成23年度（96,928÷38＝2,550／戸）となってい
る。平成23年度が非常に高いが何敀か。

１ 平成22年度の内訳
①10棟36戸の耐震補強及びリフォヸム、市営住宅周
辺の附帯工事（側溝整備）などの費用が確定した段階
での国の交付金の額。

２ 平成23年度の内訳
①12棟38戸の耐震補強及びリフォヸム、リフォヸム
しない住宅の解体除却費用、市営住宅周辺の附帯工事
（側溝整備）などの費用の交付金見込み額。
②平成21年度、平成22年度分リフォヸム等工事の返
済額。
③交付金見込み額は、今後リフォヸム等の工事費の額
が確定した段階で見直しを行います。

市営住宅リフォーム事業　（まちづくり課）
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№ 質問内容 回答

①
平成23年度予算、人件費、業務委託をするのに人件費
が高すぎる。

業務委託料には含まれない、現地調査、関係機関との
協議、協会立会い、説明会などの費用が人件費となり
ます。

②

新町高橋線整備は取り止めて、他にもっと優先すべき道
路が多々あるのではないでしょうか。
道路がきれいになれば、周辺の人々は喜ぶかもしれませ
んが、事業内容の見直しが必要と考えます。

【経過】
１ 平成12年度から平成14年度にかけ、地元３町の皆
さんと歴史的町並みに見合った道路整備について懇談
会や研究会を開催し、意見交換や研究を行なってまい
りました。

２ また、当路線は、道路施設の老朽化などにより側溝
の流れが悪く、溢水もあり、また、今までの舗装によ
り路面と側溝とに段差が生じ歩行者が安心して歩ける
ような状況にないことから、地元から改修の要望も上
がっています。

３ 平成20年度に再度地元から要望が上がり、協議を
行ってまいりました。

４ 平成22年度に開催した地元３町の区民の皆さんと
の懇談会では、上記理由により早期整備の要望が多く
出されました。

【今後の対応】
現状においても路面の傷みも進行しており、側溝改修
も含め抜本的な改修が必要となっていることから、平
成24年度から道路整備を実施するため、測量、設計
を行ってます。

③

万が一、やるとしても、市道銀座通り線のように、救急
車ヷ消防車がスム－ズに入れなかったり、冬スリップし
てケガをする人が出ないように配慮すると同時に、車道
が狭くなり交通の非効率にならないように考慮すべきで
ある。基本構想を開示して下さい。

１ 市道銀座通り線の整備にあたっては、緊急車両の通
行について支障が生じないか事前に消防本部と協議
し、工事を実施をしました。整備後にも確認いたしま
したが、緊急車両の通行には特に支障はないとのこと
です。

２ 市道新町高橋線の現状は、平行して都市計画道路の
駅前線（県道須坂中野線）があるにもかかわらず、交
通量が多くその殆どが通過交通で朝夕の通勤車両の抜
け道ともなっており、スピヸドを出す車も目立ちま
す。しかし、歩道の設置も一部であり、歩行者が安心
して歩くスペヸスが確保されておりません。

３ 車優先の危険な状況となっており、その解消が地元
沿線の皆さんの悲願であり、また、改修に当たっての
課題となっています。

４ 市道銀座通り線の整備状況を踏まえ、住民の皆さん
のご意見をお聞き、より良い整備を行ってまいりま
す。

まちづくり推進事業　（まちづくり課）
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