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一般質問のインターネット録画映像が
スマートフォン等でも
ご覧いただけるようになりました！

各議員の一般質問の記事の左下にある
「ＱＲコード」をスマートフォンや
タブレットで読み取ると、録画映像を
ご覧いただくことができます。
Q Rコードをスマートフォンなどで
読み取ると、録画映像が見られます。
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読取
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１ 小郡市の地球温暖化対策について
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一般質問については、議場での発言に基づき、質問者（本人）が編集しています。
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−

佐々木益雄

草場橋改修のスケジュールは！
草場橋は橋梁を挟み南北歩道
の設置箇所が異なり特に児童の
通学路でもあります。通勤車両
や一般車両の増加、更にはダン
プなど大型車両の交通量も増え
ており、地域住民の強い要望も
ありますが早急な事業の取り組
みについてお尋ねします。
都市建設部長 烏田川期成会と
久留米県土事務所と調整しなが
ら協議を進めており早い時期に
基本設計を行いたいと思います。
市長 大事な課題と認識してお
り要望に応えられるよう取り組
んでいきたいと思います。
国民健康保険証のペーパー製か
らカード化への変更について！
平成 年ペーパー製からカー
ドタイプに変更され利便性は上
がったものの、市民からは丈夫
な素材への要望がありますが、
改良の検討はされていますか。
市長 現在の国民健康保険証と
比べて費用負担はあまり変わら
ずに耐水性、耐久性の高いタイ
プへ令和４年８月
より変更する予定
としています。

−

−

（おごおり創志会）

20

⁇

30

髙木 良郎

見解をお尋ねします。
副市長 今後組合議会に向かい
しっかり協議をしていきます。
草場橋架け替え事業について
事業のスケジュールと費用・
財源についてお尋ねします。
市長 期成会や地元行政区及び
県との調整を早期に進め予算化
し橋梁の架け替えを行います。
地元との調整はいつから始め
られますか。
都市建設部長 年明けから地元、
期成会と協議を進めます。
橋が完成するまで最短でどの
程度時間がかかりますか。
都市建設部長 概ね２年から３
年で工事に着手できます。
工事費はどの程度ですか。
都市建設部長 ４億円程度です。
歩道部分まで含め６億３千万
円程度であり国の社会資本整備
総合交付金を使い ％が国の補
助、残りが地元負担で起債を使
い、一般財源が ％で間違いあ
りませんか。
経営政策部長 間違いありませ
ん。
11

−

緊急事態宣言中に高校野球は
小郡球場使用を認める
福岡県は８月 日から９月
日まで緊急事態宣言が出され、
「市内の公共施設は臨時休館し
ます」と市長メッセージが出さ
れた中、高校野球は９月に４日
間 試合の許可が出されていま
す。１年に１回しかチャンスが
ない団体には許可せず、年間利
用日数が 日以上の高校野球に
対し特別扱いをされています。
許可を出された経緯、コロナ感
染対策はどのようにされたのか
お尋ねします。
教育部長 福岡県の方針を踏ま
え県教育委員会の要請もあり市
も認めた経緯があり、感染症の
ガイドラインの遵守をお願いし、
学校関係者、大会関係者のみ入
場ということで実施しています。
教育長 各団体に協力いただき
施設利用を断らざるを得ない状
況に大変心苦しく感じています。
市民の皆様の利便性と公平性を
踏まえ今後検討します。
50

−

（志成会）

三井消防署の建て替えについて
建設についての経過、今後の
方針及び費用と財源についてお
尋ねします。
市長 現地建て替えで検討を進
めています。
経営政策部長―建設費は仮算定
ですが 億６千万円です。
現地建て替えでは国の有利な
起債、緊急防災・減災事業債が
使えませんがどうですか。
副市長 体育館の建て替えで、
現地建て替えを選択しました。
有利な起債が使えないと負担
が７億円以上増加しませんか。
副市長 議員の言われるとおり
だと認識をしています。そもそ
も消防署の建て替えには緊防債
を使わない想定をして緊急財政
対策計画を策定しました。
緊急財政対策計画では市民に
厳しい生活を強いています。７
億円以上も負担が増えるのだか
ら消防署の現地建て替えを白紙
に戻して有利な事業債を使って
建て替えをすべきと考えますが、
50
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−

−
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−

−

−
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25

増える空き家をどうする
小郡市における空き家の現状
とこれまでの取り組み、今後、
総合的な空き家対策計画を策定
することについてお尋ねします。
市長 空き家の現状は、平成
年度の実態調査で３６９軒を確
認しています。平成 年７月よ
り空き家バンク制度を開始し令
和３年 月末時点で 件登録が
あり、賃貸１件と売買３件、合
わせて４件の契約がありました。
制度に係る課題として、相続に
関わる問題解決の困難があるよ
うです。
空き家の活用について、平成
年度から３年間、県の補助事
業を活用し、専門家を迎え、空
き家、空き地を活用した地域の
魅力づくりと活性化につながる
事業を実施しました。総合的空
き家対策の計画については、少
子・高齢化が進む中、空き家が
増えることは大きな課題であり、
対策計画策定の必要性について
は認識しています。
−

46

立山 稔

開発区域の指定も含めて、市街
化区域を拡大するような可能性
はあると思います。
農地を企業誘致等で使う場合、
農家の方々の大切な資産である
と同時に地域にとって、そして
小郡市にとっても大切な資産だ
と思います。今後、市の発展と
農業の発展を大局的に見据える
中で、大胆、且つ慎重に考えて
いただかなければならないと思
いますが、市長の考えをお聞か
せください。
市長 農地は、小郡市にとって
大変な宝であり、農業の発展は
もとより、環境保全、災害対策、
あるいは、新しい土地活用によ
る可能性を秘めた大事な財産で
あると思います。この活用につ
きましては、先祖代々、皆さん
が預かっておられる貴重な土地
ですから、活用の仕方を皆さん
と共にしっかりと話し合いなが
ら、小郡の将来的な発展に結び
つけ、皆さんと一緒に描いてい
くことが大事だと思っています。

−

（おごおり創志会）

計画的な企業誘致について
現在行われている民間主導の
企業誘致は、物流業など偏った
業種になり、虫食い状の土地利
用や、乱開発になりやすいと思
います。市として生産緑地法の
適用エリアの指定や、ゾーニン
グを行い、色々な業種を誘致す
ることによって、地権者の皆さ
ん・周辺住民も喜ばれるような
土地活用の計画はできないで
しょうか。
市長 現在、小郡市都市計画マ
スタープランの改定を行ってい
るところで、本市における課題
整理、また地域の声を反映しな
がら交通利便性を生かした新た
な地域活性化につながる都市計
画マスタープランの改定を行っ
ていきます。しかし福岡県が策
定する都市計画区域マスタープ
ランに即し、その整合性を図る
必要があります。
都市建設部長 市街化調整区域
において、事業用地、産業用地
としての用途で、必要に応じて
−

30
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新原 善信

26

（市民クラブ）

地球温暖化に歯止めを
地球温暖化の現状認識、取り
組みの成果及び課題についてお
尋ねします。
市 長 ＣＯＰ で 、 気 温 上 昇 １
・５度目標が合意されました。
我が国では、今年地球温暖化
対策推進法が改正され、２０３
０年度の温室効果ガス排出を
２０１３年度から ％削減が示
されています。小郡市はこれま
で公共施設への災害対応型太陽
光発電システム設置、太陽光発
電システム設置家庭への費用補
助などを行い、２０１８年度の
二酸化炭素排出量は２０１３年
度に比べ ・５％減と一定の成
果を上げてきています。今年３
月、新たに小郡市地域温暖化対
策ビジョンを策定しました。
今後の課題として、２０３０
年度の目標削減率を２０１３年
度比で国の地球温暖化対策計画
の ％削減に合わせ、温暖化対
策ビジョンを見直していかなけ
ればならないと認識しています。

7

−
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退職者が発生せず、職員採用へ
の影響は避けられないという課
題については認識をしています。
ただ、中・長期的な定員管理や、
高齢者の方々の技術、知識、経
験をしっかり継承していくとい
う観点から、新規採用職員につ
いて一定程度継続的に平均して
採用していくという考えに立っ
ていますが、どう運用していく
のか検討中です。
公園の遊具・施設について
公園施設長寿命化計画に基づ
いて令和元年度より遊具の更新
に着手しているところだと思い
ますが、その遊具の更新、現状
どのように進めているのかにつ
いてお尋ねします。
市長 計画に基づき、順次老朽
化した遊具の更新を行っていま
す。令和２年度から令和３年度
は、５つの公園にある遊具９基
を更新しているところです。
今後も計画に基づき事業に取
り組み、公園を利用する皆様の
安全・安心に利用できるように
努めていきたいと
考えています。
−

−

小坪 輝美
（日本共産党）

行政委嘱事務の見直しについて
小郡市では、今年度から区長
の身分が私人となり、行政委嘱
事務の見直し作業を行っていま
す。見直しの目的と目指してい
る方向性についてお尋ねします。
市長 見直しは区長の負担を可
能な限り軽減すると共に地域内
の役割分担を進め、地域活動を
より活発にすることが目的です。
地域に依頼している事務の負担
を軽減すること、区長等特定の
個人に負担が偏らない制度を設
計すること、事務の負担に応じ
担い手・経費を配分することを
ポイントに据え、現在協議を進
めています。区長を地域の代表
とする位置づけを尊重し、行政
と地域の新たな関係作りを検討
していきます。
今回の見直しで、区長の委嘱
事務での負担軽減は図れたので
しょうか。
市民福祉部長 現段階でお答え
することは難しいと考えていま
す。しかしながら、可能な限り
−

佐藤 源

60 65

（おごおり創志会）

今後の人事政策について
地方公務員法の改正により、
正規職員の定年年齢が段階的に
２年おきに１歳ずつ引き上げら
れ、 年後には 歳定年になり
ます。さらに、 歳での管理監
督職勤務上限年齢制、いわゆる
役職定年制が導入されます。こ
の改正によって、人件費の増加
の可能性があり、人件費予算及
び今後の職員採用計画などに大
きな影響が出ると思われますが、
市がどのような準備をされてい
るのかについてお尋ねします。
市長 今年 月の県の説明会や
各企業が開催しているセミナー
等に参加し、情報収集するとと
もに、 月には近隣市の人事担
当者間で本制度について意見交
換を行いました。制度の詳細に
ついてまだ不透明な部分が多く、
国、県の動向や近隣市の状況を
注視しながら、制度構築に向け
た検討を行っていきます。
経営政策部長 定年の段階的な
引上げにより、２年に１度定年
11

事務の軽減を図っていきます。
充て職及び行政区の代表とし
て依頼されている部分について、
今後どのように整理されていく
予定ですか。
市民福祉部長 今回実施してい
る見直しには含めていません。
ただ、各種団体等へのご協力に
ついては、行政が事務局を担っ
ているものもあります。それぞ
れの団体の趣旨や目的、区長の
皆さんに関わって頂くことの必
要性をその団体と区長自身がお
互い共有することが必要です。
そのためにも、意見交換や情報
共有の機会を継続的にもってい
きたいと思います。
区長は私人ですが、多くの個
人情報や業務上知り得た情報の
取り扱いについてはどのように
なっていますか。
市民福祉部長 区長が行政委嘱
事務を遂行するにあたり、個人
情報を取り扱う場面が多くあり
ます。個人情報の取り扱いに関
する覚書を締結し個人情報の適
切な取り扱いをお
願いしています。

−

−

10

−

−
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井上 勝彦
（おごおり創志会）

道駅を含めたインター周辺のま
ちづくりとして進めることで、
計画的に民間活力の誘致、誘導
を図っていきたいと考えていま
す。今後の進め方につきまして
は、いずれのインターチェンジ
周辺地区も市街化調整区域であ
り、県との協議を進めていく上
では幾つもの課題を越えていか
なければなりません。まずは、
まちづくりへの考えを整理し、
本市のまちづくりの意思として
福岡県に提示して協議を進めて
いきたいと考えています。

9

（公明党）

断した包括的な支援体制の中核
としてきたところです。障がい、
子育て、生活困窮などの支援機
能が集約する、あすてらすを中
核として体制の整備に取り組み、
地域づくり事業では各行政区を
基盤に見守りやサロン活動を進
めるふれあいネットワーク活動
の支援を中心に進めています。
重層的支援体制整備について
重層的支援体制を構築する上
で、日常業務と並走しながら限
られた部署だけで取り組むこと
は難しいと考えます。地域共生
社会の実現に向けた専門部署の
設置は全国でも多く見られます。
総合的な将来構想をマネジメン
トし、部署を越えて重層的支援
体制整備事業を推進する専門部
署の設置について尋ねます。
市民福祉部長 小郡市の人口規
模などを考えると、戦略的に考
えていくような部署を新たに設
置することは厳しいと思ってい
ますが、現在の担当係の機能強
化については十分検討していく
必要があると考え
ています。
−

インター周辺
まちづくり構想（案）について
構想に着手しようと考えたの
はなぜですか。また具体的な取
り組みについてお尋ねします。
市長 １つ目は、交通の利便性
をさらに生かしていくためには
インターチェンジ周辺のまちづ
くりが必要です。２つ目は、市
街化調整区域で既に集落維持を
目的に地区計画等を進めていま
すが、次のステップが拠点づく
りです。まちづくりと拠点づく
りに着手することで、本市にお
ける市街化調整区域が抱える少
子・高齢化対策や地域活力の再
生といった課題の解決に取り組
みたいとの考えから着手しまし
た。これまで市街化調整区域や
農地では難しいとされてきまし
たが、令和４年度中の改定作業
を進めている都市計画マスター
プランの改定時期に合わせ、国
が進めるコンパクト・プラス・
ネットワークのまちづくりを西
鉄天神大牟田線と甘木鉄道の鉄

筑後小郡インターチェンジ

田中 雅光

28

地域共生社会の実現について
福祉を支える基盤づくり
地域共生社会の実現は平成
年度の一億総活躍プランの中で
示された方針で、年々強化され
てきました。近年、８０５０問
題や生活困窮者自立支援等にお
いて対象者の課題が複合化して、
総合的な支援体制をつくること
が課題となりました。行政と地
域社会が連携して縦割りを廃し、
まるごと支援する体制への転換
が迫られています。市の重点的
な取組を尋ねます。
市民福祉部長 包括的な支援体
制づくりについては、福祉サー
ビスの基準に該当しないが支援
を必要とする方や複数の課題を
抱えた方などについて、各分野
の支援機関が個別に連携するこ
とで包括的な支援に努めてきた
ところです。特に生活困窮者自
立支援制度は、生活困窮者の課
題が多様で複雑的であることか
ら課題解決のために各分野の連
携が求められており、分野を横
−

−
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できた時点で完了となりますが、
課題解決に至っていません。❸
路側帯の幅を広げるのは可能と
考えますが、住民の意見を聞き
ながら対応していきたいと思い
ます。❹カーブミラーは事故防
止、危険回避のために設置して
いますので、管理の在り方を早
急に考え、住民のニーズに近づ
けていく努力をします。
所有者不明の土地建物について
全国で所有者不明の土地が増
え続けています。２０４０年に
は北海道の面積に迫る見通しで
す。所有者不明の土地が介在す
ると開発や公共事業の妨げにな
るなど、自治体にも影響がある
と考えますが、市の考えをお尋
ねします。
市長 所有者不明の土地は、国
を中心に様々な制度設計や法改
正に取り組んでいます。２０２
４年４月に相続登記が義務化さ
れます。市においても名義人が
亡くなった場合は相続人に対し
て「おくやみハンドブック」等
を用いて相続登記
を促す取り組みを
行っています。
−

−

−

百瀬 光子

中止され、２００２年以降に生
まれた世代では接種率が１％未
満に低下し、その影響で年間
４千人強の罹患増、１千人強の
死亡増が発生すると推計されて
います。そこで❶ワクチンの積
極的勧奨再開への取り組みにつ
いて❷接種機会を逃した世代へ
の支援についてお尋ねします。
子ども・健康部長 ❶現時点で
は、令和４年度から６年度は
歳と 歳の未接種の女子に、そ
の後は 歳の未接種の女子に個
別勧奨を行う予定です。❷国の
方針が決まり次第実施します。
新型コロナウイルスワクチン接
種の取り組みについて
日常を取り戻しつつある中、
オミクロン株が感染拡大してい
ます。そこで❶今後の取り組み
について❷３回目接種の取り組
みについてお尋ねします。
市長―❶国は５歳以上 歳以下
への接種も検討しており、今後
準備を進めていきます。❷接種
券は２回目接種から６か月以上
経過した対象者へ
順次郵送します。
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（公明党）
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ヤングケアラーへの支援の
取り組みについて
ヤングケアラーとは、大人が
担うべき家事や家族の世話等を
日常的に行っている 歳未満の
子どものことで、国の実態調査
で は 、 中 ２ は ５・７ ％ 、 全 日 制
高 ２ は ４・１ ％ が ヤ ン グ ケ ア ラ
ーでした。そこで❶学校におけ
る支援について❷福祉的支援に
ついてお尋ねします。
教育長 ❶子どもに気になる変
化が見られた場合は、関係機関
等と情報を共有し、実態把握に
努め、必要な支援につなぐこと
が重要であると考えます。
市長 ❷重大な問題と受け止め、
早期発見・早期支援に取り組み、
その家庭に必要な福祉的サービ
ス等につなげるように努めます。
子宮頸がんワクチンの積極的勧
奨再開への取り組みについて
子宮頸がんは数少ない予防で
きるがんですが、 代から 代
の発症が増えています。２０１
３年にワクチンの積極的勧奨が
18

20

小野 壽義

88

（おごおり創志会）

道路管理維持について
❶市道の道路標示線は、各行
政区等からの要望等を受けて維
持管理されていますが、道路中
央線、路肩の白線等が薄くなっ
ている箇所が多くあり、その対
応について❷県道から市道に移
管される県道 号線（久留米小
郡線）の整備について❸また狭
い道路の通学路は路側帯を片側
に寄せて、グリーンベルト表示
を広くとることで安全確保でき
ると考えますが、市の考えをお
尋ねします。❹カーブミラーの
曇りや花粉等の汚れ、また方向
のズレなどの対応についてお尋
ねします。
都市建設部長 ❶定期的に道路
のパトロールを行い、陥没や白
線などの点検をしています。ま
た区、校区の要望を受けて現地
を確認し道路の安全面を考慮し
ながら優先順に対応しています。
❷県道 号線の市道への移管に
ついては、数年前から協議を行
い道路の維持管理の課題解決が
88

−

−
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大場 美紀

を持った公園化というのは、今
後あるべき姿の１つであると考
えます。
学童保育について
近年、学童保育に対する需要
は増大しています。反面、学童
保育を利用している保護者より、
学校の長期休暇のみ預けたいと
いう声もあります。今後、待機
児童が出る可能性があるのであ
れば、長期休暇のみの預かりを
実施し、１年間を通して学童保
育が必要な方々が優先して利用
していただくという考え方はで
きませんか。
市長 学童保育利用者の増加が
続いており、今後定員オーバー
が予想される学童もあります。
令和３年８月に利用児童の保護
者に対しニーズ調査を行いまし
た。今回の調査で明らかになっ
た長期休暇のみの保育への高い
ニーズ、それが今後施設の拡張
によらない待機児童対策として、
有効な手段になると考え、委託
し て い る ＮＰＯ 法 人 学 童 保 育 お
ごおりと実現に向
けた協議を始めて
います。

11

（おごおり創志会）

40

（志成会）

明を促していますが、地権者や
企業側との話が先行し、地域住
民の不安や誤解を招くケースも
生じることから、今後さらに企
業との調整や情報提供などに努
めていきたいと考えています。
東野校区の開発にもインター
周辺のまちづくり構想案同様、
構想案をぜひ作成していただき
たいと思います。また開発が進
む中で窓口が複数あり、バラバ
ラで対応しているため、調整役
をする担当課を決めていただき
たいと思いますがいかがですか。
都市建設部長 大原、西島区に
ついては、地区計画があり、一
部は市街化区域になっています。
周辺環境、治水も含め諸問題を
解決する中では、もう少しエリ
アを狭めた土地利用の考え方は
必要になってくると思います。
副市長 できるだけワンストッ
プ化した窓口を急いで整備した
いと思います。現在、庁内でど
のように整理したほうが良いか
作業を進めていますので、固ま
りましたら議会に
報告させていただ
きます。

公園の管理について
市内には、 年 年経過して
いる公園が多数あります。近年
頻発する自然災害による高木の
倒木、老朽化した遊具などによ
る重大な事故を未然に防止し、
市民や公園利用者の安全を確保
することが最優先です。樹木や
遊具など個別の管理計画、整備
計画などをつくる必要があると
思いますがいかがですか。
都市建設部長 現在、遊具の長
寿命化計画以外に、具体的な個
別の管理計画、整備計画という
のはありません。今後は、市が
管理する公園について、維持管
理をどうしていくのかを、今一
度検討し見直す必要があると考
えています。
今後は、校区単位で各公園を
子どもがボール遊びなどできる
場所、高齢者が集う場所など、
活用しやすいように目的を持っ
た公園に変化させていく必要も
あると思いますがいかがですか。
都市建設部長 広い範囲で役目

−
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田代 和誠

東野校区にも他同様の計画を！
インター周辺をはじめ市内各
地で大規模な開発が行われてい
ます。地域の皆様からは、景観、
交通はもとより、災害について
も多くの心配の声をいただいて
います。地域との関わり方や考
え方、市のスタンスについてお
尋ねします。
市長 近年の豪雨による浸水被
害が続き、農地の宅地化による
保水能力の心配、さらには大規
模な施設建設など、開発に対す
る近隣住民の不安が広がってい
ることは承知しています。大規
模開発には、本市の計画と法律
に基づき対応していますが、そ
れだけで住民のご不安が解消さ
れるものではないと認識をして
います。そこで開発に関する相
談があった際には、聞き取りを
行い、庁内の関係各課で組織横
断的に構成する土地利用調整会
議に諮り、課題などの抽出を
行っています。また、当該企業
へ、地元行政区へ丁寧な住民説
−

−

−
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後藤 理恵
（志成会）

高齢者の移動手段となる
生活交通をもっと充実に！
本市において、高齢化は進み、
高齢者人口 歳以上の方は１万
６４４７名、 ・６％を占めて
います。また、高齢者の独り暮
らし、もしくは夫婦世帯もとも
に増加し、高齢者のいる世帯が
小規模化していることは本市の
特徴です。高齢者の社会参加に
は、とりわけ移動手段の問題が
重要視されています。通院や買
い物のほか、サロンや体操教室
への送迎の需要が増えている状
況です。そこで提案ですが、介
護予防・日常生活支援総合事業
において❶訪問型サービスＤ
（移動支援）の導入について❷
認定ドライバー養成事業の実施
による、地域支え合い型の安
全・安心に送迎できる仕組みの
整備についてお尋ねします。
市民福祉部長 ❶民間企業や事
業所等と連携するという条件が
あり、検討はしましたが、担い
手の位置づけが厳しいというこ

とで、導入には至っていないと
ころです。❷移動手段について
は、高齢になればなるほど大変
になることは十分理解できます。
さらに認定ドライバーの養成は
何か役に立ちたいという方々の
受皿としても有効だと思います
ので、先進事例を少し調査させ
て頂きたいと思います。
25

古賀 敏彦
（志成会）

大規模商業施設について
平成 年に「イオン」が大保
地区に開業し、令和３年４月に
「ヒロセ」が津古地区に開業し
ました。今後、福童地区に「ト
ライアル」大保地区に「コメ
リ 」 筑 後 小 郡 ＩＣ 前 に 「 コ ス ト
コ」の出店の話があっているよ
うですが、市長はこれらのこと
についてどの様にお考えでしょ
うか。また、「トライアル」
「コメリ」「コストコ」に対す
る市の対応状況はどの様になっ
ているのでしょうか。
特に「コストコ」が希望して
い る 筑 後 小 郡 ＩＣ 前 に つ い て は 、
市の都市計画上、工業流通施設
重点地区に指定されており、大
規模商業施設を建設することは
出来ません。小郡市都市計画マ
スタープランの変更、それに伴
う県区域マスタープランとの整
合性の協議、また地区計画変更
の協議等多くの課題が山積して
おり、順調にいっても３年以内
に開発許可が県より出されるの

は難しいと思いますが如何で
しょうか。
市長 市民生活の利便性の向上
に寄与するものであり、必要な
施設であると考えています。
「コメリ」の出店にはいろいろ
課題がありますが、１つ１つの
課題をクリア出来るよう努力し
ていきたいと考えています。
都市建設部長 「トライアル」
の予定地は市街化区域に編入し
た場所で、地区計画と用途地域
の変更のため県と協議します。
また、借地の関係で地権者と最
終的な協議中だと聞いています。
「コストコ」については、一般
論ではありますが、都市計画マ
スタープランを令和４年度中に
改定完了予定。その後、県との
協議。地区計画の変更等の協議
もあり、３年以内に県との協議
が終了するのは事務的に厳しい
という認識を持っています。
環境経済部長 「コメリ」の進
出実現に向けた課題を「コメ
リ」に伝えており、「コメリ」
との出店計画協議
後、県と協議を進
めていきたいと考
えています。

−

−
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