地区別市政懇談会 当日質疑応答用紙一覧 南地区
平成27年8月8日（土） 南公民館
地域の課題に対する質疑応答について
質問事項
当日の回答
回答者
コース中のトイレについては、ハイキング
マップ等で案内しておりまして、震生湖湖畔
に設置しているトイレのほか、今泉名水桜公
園や南公民館、栃窪会館のトイレが使用可
能となっています。震生湖では民間事業者
による太陽光発電施設が建設されており、湖
畔への進入路は工事車両が出入りするため
一般車両の進入ができない時間帯がありま
すが、歩行者については進入可能となって
【震生湖の周辺整備について】
おり、震生湖湖畔のトイレも常時お使いいた
渋沢丘陵震生湖のハイキングコー だける状況です。
スにトイレは不可欠です。特に女性
本年３月５日に開催いたしました震生湖に
に対する配慮がほしい所ですが、い 関する意見交換会において、ハイキングコー
かがか。弁財天の仮設トイレは、不 ス沿いのトイレ設置について御意見をいただ
1 衛生であり、観光のイメージからもマ き、本設トイレの整備は難しいが、仮設トイレ 観光課長
イナスである。水洗トイレの設置等、 については早急に設置すると回答させてい
配慮するべきである。旧ゴルフ練習 ただきました。このことを踏まえまして、尾根
場は、民間業者に売却されました
道からほど近い弁財天付近に仮設トイレを本
が、売店横のトイレは利用できるの 年５月に設置いたしました。使用後は薬液が
か、回答をお願いしたい。
流れるなど、通常の仮設トイレに比べて、清
潔さを保てるトイレを設置し、水場も近くにあ
ることから、清掃も容易にできるものとなって
おります。現在は、観光課の整備員が定期
的な清掃を行っており、皆様に気持ち良く
使っていただけるよう維持管理しております。
意見交換会や地区懇談会でいただいた御
意見ですので、今後より良い方向に向かえる
ようにしたいと考えていますが、現状につい
ては、御理解いただければと考えています。
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補足、現在の状況・今後の対応等

担当課

震生湖周辺では太陽光発電施設の整
備が進められていますが、民間業者との
話し合いにより、湖畔のトイレについては
御利用いただける状況です。また、歩行
者が湖畔に降りる進入路を利用することも
常時可能となっております。
震生湖周辺のトイレにつきましては、昨
年３月の意見交換会で意見をいただき、
仮設トイレを設置し市道や駐車場に案内
をいたしました。しかし、水洗トイレと比較
して使いにくい旨の御意見をいただき、観
観光課
光課で検討した結果、ハイキング客が減
少する時期を見計らって撤去いたしまし
た。
渋沢丘陵を通るハイキングコースは道幅
も狭く、バキュームカーが入ることができ
ず、また水道も引けないため、浄化槽式の
トイレの設置は困難な状況であり、現状で
は水洗トイレの整備は難しいと考えます。
今後は、秦野駅の観光案内所などを活用
して、ハイキングコース沿いのトイレの周知
を徹底してまいりたいと考えています。

南地区

【秦野駅南口駅前広場について】
・秦野駅南口のロータリーは、定期
バス、会社関係車両や一般車等々
の送迎で、日常的に混雑している。
駅周辺の整備計画について聞きた
2
い。
・秦野駅北口には、観光バスの駐車
スペースがなく南口の道路で乗降り
しているが問題ないか。

秦野駅南口の駅前整備については、区画
整理事業の中で整備をしており、整備は完
了しているものと考えております。
ロータリーの利用については、定期バスや
タクシーなどの公共交通を優先とした中で、
会社関係車両や一般車がお互い譲り合いを
した中で、使用していただければと考えてお
ります。そのような中で、不具合や危険な箇
所があれば速やかに、補修等で対応させて
いただきたいと考えております。なお、時間
帯や天候などにより、ロータリーが混雑し、御
迷惑をおかけしておりますけれども、限られ
たスペースでございますので、皆様で上手に
使用していただき、お互い譲り合いの精神で
スムーズな利用ができるよう御協力をお願い
したいと思います。また、観光バスの乗降り
につきましては、北口、南口とも近隣の土地
利用状況などにより、観光バスの駐車スペー
スを容易に確保することが困難であると思わ
れます。道路管理者としましては、交通法規
の中で問題や通行上、大きな支障がなく安
全確保ができているのであれば、市民の利
便性を考慮した中では、現状の利用方法で
容認せざるを得ないと考えております。
交通の支障になっているという現状がある
ようであれば、駐車違反であっても無くても
問題だと認識をしております。道路交通法で
は、人の乗り降りは、駐車の定義にあたらな
い、ゆえに駐車違反ではないということで
す。ただし、道路交通法で言う駐車がどうい
うものなのか、運転手が車から離れただちに
運転できない状態のこと、また、人の乗り降り
や５分以内の貨物の積卸しを除いた客待ち
や貨物の積卸し、その他継続的な停止状態
と規定されているところであります。現状を確
認していないところではありますが、先ずは、
曜日、時間帯やバス会社などの現状を把握
したうえで、状況に応じた安全対策に努めて
まいりたいと考えています。
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道路管理課
長

当日の回答に同じ。

道路管理課

くらし安全課
長

当日の回答に同じ。

くらし安全課

南地区

都市計画道路尾尻諏訪原線は、県道平塚
秦野線の秦野総合高校入口の交差点から、
秦野駅南口線との交差点を通って、また県
道平塚秦野線の秦野住宅公園の付近に戻
る、延長約２，２５０メートルの道路で、幅員は
１６メートルです。この２，２５０メートルのうち、
秦野総合高校入口の交差点から秦野駅南
部今泉土地区画整理の東端までの延長約
８５０メートルと、車道と歩道の幅員は現在暫
定ですが、南公民館の前の市道７１号線から
西へ約２３０メートルの区間の合わせて
１，０８０メートルが整備済みとなっておりま
す。この路線の未整備区間のうち秦野駅側
の約４２０メートルの間につきましては、秦野
駅南部（今泉）土地区画整理事業により、整
備を図ることとしておりまして、現在、土地区
画整理事業の認可を得るための手続きを進
めているところです。
都市計画道路秦野駅連絡線・尾
また、西側の約７５０メートルの未整備区間
3 尻諏訪原線の進捗状況について聞
の整備につきましては、この土地区画整理
きたい。
事業の進捗を見ながら、調整してまいりたい
と考えています。

道路整備課
課長代理
（道路整備
担当）

説明のとおり尾尻諏訪原線については、
秦野駅南部（今泉）土地区画整理事業に
より整備を図っていますので、未整備区間
道路整備課
についてはその進捗状況を見据えた中で
事業実施の時期について考えてまいりま
す。

次に、尾尻諏訪原線と同地区にある、都市
計画道路秦野駅連絡線ですが、水無川にか
かる平成橋から南小学校の北側を通り、平
沢交番付近で先ほどの尾尻諏訪原線に接
続する、延長約１，６８０メートルの道路で、幅
員は１６メートルです。このうち、平成橋から
今泉台土地区画整理事業の西の端までの
延長約８００メートルが整備済みとなっていま
す。残りの延長約８８０メートルが未整備区間
です。この路線につきましては、先ほどの秦
野駅南部今泉土地区画整理事業のなかで、
整備を予定している尾尻諏訪原線を優先し
て進めることとしておりますので、尾尻諏訪
原線の進捗状況を見据えた中で、事業実施
の時期について、考えてまいります。
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南地区

当日の質疑応答について
質問内容

震生湖のトイレについて、あくまで
も仮設とのことだが、弁財天の管理
の一員として月に３回ほど作業をし
ているが、現状はおそまつな状態で
ある。暑いことと悪臭で、快適なトイ
4
レとは程遠い。水洗のトイレがいつ
できるのか。そのような考えがあるの
かどうか。女性の方は、困ると思う。
最近観光客が増えているので、快適
なトイレを作ってほしい。

当日の回答
回答者
度々市政懇談会でも御意見をいただき、３
月の意見交換会でもいただいている御意見
なので、我々としても早くすすめていければ
と考えております。ハイキングコースとして、
観光としての位置づけの中で、そういう面で
環境改善として、できるところからやっていき
たいと考えております。
弁財天のトイレについては、度々見ておる
んですが、臭いが気になるのは事実であると
観光課長
感じております。汚物について、早めに回収
できるように対応していきます。
設置場所については、水洗トイレとなります
と、水の供給や、浄化槽にした場合、バ
キュームカーが入っていける場所等に限られ
ます。本設の計画については、現状トイレの
整備計画はないので、皆さまの話を聞いたう
えで検討していきたいと考えております。
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補足、現在の状況・今後の対応等

担当課

震生湖周辺のトイレにつきましては、昨
年３月の意見交換会で意見をいただき、
仮設トイレを設置し市道や駐車場に案内
をいたしました。しかし、水洗トイレと比較
して使いにくい旨の御意見をいただき、観
光課で検討した結果、ハイキング客が減
少する時期を見計らって撤去いたしまし
た。
観光課
渋沢丘陵を通るハイキングコースは道幅
も狭く、バキュームカーが入ることができ
ず、また水道も引けないため、浄化槽式の
トイレの設置は困難な状況であり、現状で
は水洗トイレの整備は難しいと考えます。
今後は、秦野駅の観光案内所などを活用
して、ハイキングコース沿いのトイレの周知
を徹底してまいりたいと考えています。

南地区

5

市の施行による区画整理事業を実施して
秦野駅南部（今泉）土地区画整理事業
いきたいと考えております。その事業の中
は、平成２７年１２月１１日付けで神奈川県
で、都市計画道路、区画道路、公共下水な
南地区まちづくり計画について、 どの都市基盤の整備も合わせて実施してい 都市整備課 の事業認可を得て、同年１２月１６日付で
事業計画を決定しました。今後は、関係権 都市整備課
１６メートル道路については、市施行 く予定でおります。
長
利者、関係機関との調整を図り、早期の完
であると説明があったが、区画整理
区画整理の事業費については、実施する
成を目指して事業を進めていきたいと考え
の事業でやるとの説明もあった。矛 前にしっかり精査してすすめていきたいと考
ております。
盾があるがどちらか。
えております。
昭和５４年か５５年に計画決定がな
されたが、尾尻地区の第一期工事
１０年前に市政懇談会に来たとき、区画整理について、厳しい声もありましたが、市だけの問題では
は５１億円の予算だったが、実際に
なく、地元の中でも一致せず、なかなかできなかったというお話をさせていただきました。そこで、区画
かかった費用は１０７億円であった。
予算に対して、差が大きくずれない を３分割する中でできるところからやっていくことにしました。職員には、「実現可能な計画案を持って
来てくれ。」といつも言っております。「今泉の整備については、誠心誠意完成に向けて努力をしていく 市長
ように進めていただきたい。
ので地元の協力をお願いしたい。」と議会で答弁しました。おかげさまで、組合施行は三杉理事長、役
員の元で着実に計画が実現しようとしております。信頼関係と力をお借りする中で、尾尻諏訪原線を
開通できるようにがんばりたいので、地元の御協力をお願いしたいと思います。
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南地区

秦野駅南口広場に設置してある野外彫
刻2基について、後日現地で質問者に直
接聞き取りを行いました。野外彫刻「異石
風景」については、災害時の避難スペー
スを阻害しているという内容で、野外彫刻
「雲のある風景」については、かつて怪我
の原因ともなりうる状況にありました、欠損
野外彫刻は、市内に４１基ありますが、野外
した敷石、滑りやすいステンレス面のいず
彫刻展を過去に開催させていただき、公共
れも、現在では解決されていることを確認
施設や市内各所に設置させていただいてお
ります。安全面での指摘ということですが、文 市民自治振 しました。
市民自治振
また、駅からの通行人の往来時に生じる 興課
化芸術に関する部分ですので、皆さんに御 興課長
危険性については、駅前広場管理担当課
理解いただきたいと思いますが、駅前広場を
駅の南口のロータリーに色々な構 管理している部門と協議していきたいと考え
とともに小田急線利用者がピークに達する
造物ができている。尾尻地区の構造 ております。
午後５時３０分～午後６時３０分の通行者
物は撤去されたが、諏訪町には、雲
を調査しましたが、通行に支障が無いこと
の風景とか石積みなどの、野外彫刻
を確認することができ、普段から広場に発
6 がある。特に駅前広場の造形物は、
着するバスの運転手からも「危険性はあま
安全に支障のないところに移設して
り感じないだろう」という意見をいただいて
もらいたい。知り合いでも４人怪我を
おります。
している。なんとかしていただきた
い。
野外彫刻については、鶴巻でも同じことを言われております。なんだかよく分からない彫刻であるとい
う意見がありまして、これが無くなれば駅前ももっと整備できるとも言われており、渋沢駅の南口でも同
様に言われております。機能的なものを整備してくれないかとの意見を聞いております。一番の問題
は、彫刻を作った人の権利があるそうなので、簡単に場所を変えたり、はずしたりが出来ないようでござ
います。彫刻のあるまちということで先人たちが理想を掲げてやってきたことは間違いではないと思うん
です。しかし、私も秦野駅の彫刻を見てみまして、ぶつかったりしたら危ないんじゃないかと思いました 市長
けれども、こういったものは時代に合わせて解決する勇気も必要だと思います。カルチャーパークの中
では、ようやく少し移動することができているんですが、彫刻は、正直な話、置いてみないとわからない
こともあったのではないだろうかと思われます。担当課長が話しましたけれども、市民の不便になるよう
なこと、危険になるようなことについては、移動することも必要なことだと思っているので、よく検討した
いと思っております。
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南地区

震生湖の調査、検討に来年度
3,000万円の予算を組んでいただき
たい。南地区自治会連合会主催で５
月１０日に震生湖のまちづくりを考え
る時間をとった。しかし、手元に、震
生湖に対する基礎的な資料がない。
この２０年間、何千万かかけて調査さ
れたが、地元に案を示すことができ
7 ていない。今度の９月で震生湖が誕 要望として、受け取らせていただきます。
生してから９３年目に入る。残り７年
で、時間がない。住民のまちづくりは
１年でできるわけではない。まちづく
り条例では、住民主体のまちづくり
については市が支援をすることに
なっている。予算を取っていただい
て、自治会の方に振っていただきた
い。

観光課長

震生湖生誕１００周年につきましては、行
政だけではなく、市民の方々との協働が 観光課
必要だと考えます。

重篤な違反をして乗り降りをしているという
のは問題だと考えられます。秦野駅南口は、
観光バスの乗り入れが相当あるだろうという
のは分かっております。状況に応じた安全対 くらし安全課 青パトによるパトロールを実施し、指導、 くらし安全課
策をお願いしているところではありますが、ま 長
啓発等を行っています。
ずはバス会社に対する指導、現地での啓発
秦野駅南口のバス等の駐車につ を考えているところではありますが、まずは正
いて、実際には交差点から５メートル 確に現状を把握したいと考えております。
以内、曲がり角から５メートル以内は
8
駐停車禁止となっているはず。どの
ようなやり方で使いやすい形にする
かなどを聞きたい。
秦野駅北口南口については、整備は完了
していると考えておりまして、今後、警察等含
道路管理課
めて、利用環境については検討したいと考
当日の回答に同じ。
道路管理課
長
えておりますので、よろしくお願いいたしま
す。
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南地区

自主防災会について、平成２４年
度から現在２４、５名で活動してい
る。立ち上げた当初から、状況に
よって、高齢者をロープで降ろさな
ければいけないなどの防災会では
対応できない高度な作業の話が出
た。我々は、特別な訓練をしていな
9
いし、責任も取れない。自主防災会
の活動が市政懇談会の前の説明会
で分かってきたが、自主防災会での
活動についてこれまで指導されたこ
とがないので、自主防災会は何かと
か、どういうことをやるんだという指針
を示していただきたい。

自主防災会は共助の精神で、自分が住ん
でいるところは自分たちで何とかする、できる
範囲の事をやってもらいたいというもので
す。ロープの救助は専門的なことなので、そ
れ以外のできることをやってもらいいただき
たいと思います。市では自主防災会の組織
に関する手引きを作ってあります。マンション
は特殊な部分もありますので、手引きを参考 防災課長
にしながらマンションに見合う自主防災活動
を考えてもらいたいと思っております。防災
課では、防災士の資格を持った防災アドバ
イザーがおりますので、派遣させていただい
て、災害時の自主防災活動について、話し
合う機会を設けさせていただければと思いま
す。

私どもで確認している中で、酪農家の方
が、直接川に流していることはないと思いま
すが、詳細を見させていただければと思って
おります。家畜糞尿等の法律が平成１１年ご
ろに出来たわけなんですが、それ以降につ
室川に、家畜の糞尿が２日に一回 きましては土に浸み込ませるとか、川に流す
ぐらい流れて来て、臭いがする。現 ということはなくしていただくように、家畜舎の
10 状は、青い藻がたくさんあり、市の方 中にはコンクリートを敷いてしみこまないよう 農産課長
で認識があるのか、あるいは改善し に施策をしております。また、糞と尿これらを
分けて、必要なところにつきましては浄化槽
てもらいたい。
で処理したり、あるいは必要に応じて畑の肥
料にしてもらっておりますけれども、先ほどの
指摘については、場所等を確認した上で、
必要な対応を取っていきたいと思っておりま
す。
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当日の回答に同じ。

防災課

平成２７年８月１０日に現地調査を行いま
したが、それらしいものや臭いは確認でき
ませんでした。また、指摘箇所の上流の畜
産農家にも話を聴きに行きましたが、室川
にふん尿等を排出するようなことはしてい
ないとのことでしたし、畜舎周辺の室川に
農産課
至る排水施設等にもふん尿が流れたよう
な形跡はありませんでした。当日は、臼井
戸町第２自治会の方にも立ち会っていた
だきましたので、今後、臭うようなことがあ
れば市へ連絡をしていただくようお願いを
しています。

南地区

第５回目の今泉地区臭気問題に
かかわる意見交換会を実施させてい
ただいた。市で購入した臭気測定器
を供与していただき、今泉堆肥利用
組合敷地内、境界、自治会の中の
測定が我々ででき、レポート及び
データを提出した。７月３日に今泉
堆肥利用組合長に伺い、施設の運
用は違う方がやっているが、約束等
11 を守らない。５回目の意見交換会の
中で、約束した事項を合意等の文書
を取り交わしたいと組合長にお願い
し、８月６日に利用組合の方４名、自
治会２名、農産課長で意見交換会を
実施した。文書による取り決めをさせ
ていただきたいが、誓約書、合意書
どれに決めていいのかわからないの
で、環境と文書課の人も参加してい
ただきたい。

昨年の市政懇談会でも意見指摘をいただ
き、組合にも伝えておりまして、組合としても
色々と試行錯誤をしているわけですが、臭気
の原因となるような醗酵堆肥の減量、作り方
の工夫を色々研究していると聞いておりま
す。また、畜舎自体の臭いも従前に比べ
減っていると私の方でも感じております。皆
様にも必要であれば畜舎を見学してもらいた 農産課長
いと思います。一方で、臭気をゼロにすると
いうのは堆肥作りという場所でございますの
で、非常に難しいと思いますが、より一層の
軽減について、これからも組合に求めていき
たいと考えておりますし、そういった機会を設
けたいというようであれば御相談いただきた
いと考えております。
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今泉峰ノ台自治会と今泉堆肥利用組合
との第５回意見交換会における確認事項
に関する合意書等の締結ですが、平成２７
年３月１３日付けで組合から秦野市長に対 農産課
し同内容の報告書が提出されていることな
どにより、組合側の理解が得られませんの
で、難しい状況となっています。

南地区

南が丘についても少なくなってきた
が、臭う。現在、何をどうしているの
か、広報やホームページで臭気の
基準などの情報を定期的に流して
ほしい。
市からの回覧依頼が多い、とク
12
レームがある。町田の市役所で仕事
をしていた人がいて、町田ではひと
月に一回ぐらいまとめて依頼がくると
のことだが、秦野でも同じようにやっ
てくれないか。

総合計画について、これからの方
向性について説明があったが、前期
の計画にあったものが、こんな形で
13 実現できている、できなかったもの
は、見直してこうなっているといった
ような、もうちょっと見える形にしても
らいたい。

情報提供については、ホームページ等々
について検討したいと考えております。昨年
の暮れに８自治会から要望をいただいている
状況です。回答をさせていただいております
が、２月１５日に市と自治会で現場の見学も
実施しました。ただ皆様に諸々の対策の情
報が行き渡っていないということであれば、な
んらかの広報をするとか、ホームページ等で
自治会に状況を伝えていきたいと考えており
ます。
回覧については、自治会に御協力いただ
きまして、市民の皆様に情報提供をするツー
ルとしてお願いしているところです。毎年、年
度初めに、行政から回覧をする予定につい
てあらかじめお知らせをし、合わせて日程を
決めまして回覧をお願いする仕組みになっ
ております。御指摘のように、なんでも回覧
するといったことがないように、庁内に話をし
ておりますので、御理解をお願いしたいと思
います。
前期基本計画について冊子ができており
ますが、ホームページでも閲覧できますの
で、活用いただきたいと思います。また、素
案についても９０ページありますが、公民館
やホームページで閲覧可能となっております
ので、御意見をいただきたいと思っておりま
す。いただいた意見を元に、年末を目安に
計画案をお示ししますので、その際にも御意
見をいただきたいと考えております。
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農産課長

市民自治振
興課長

企画課長

平成２７年２月１５日の施設見学の様子
や臭気問題の概要等については、平成
２７年８月１９日付けで南が丘８自治会で組
農産課
回覧を実施させていただきました。
今後も時宜を得た周知に努めていきた
いと考えております。

当日の回答に同じ。

市民自治振
興課

平成２７年１２月に総合計画後期基本計
画案をお示しし、パブリックコメントを実施
しました。その結果を反映し、平成２８年４ 企画課
月から総合計画後期基本計画をスタート
させる予定です。

南地区

幼稚園保育園の一体化で経費削
減されたという報告があった。相談を
受けたが、来年の４月に保育園や幼
稚園の見直しがあるのではという話
を聞いた。知り合いで子供が３歳に
14
なったので、奥さんはパートで働い
ている。その状況だと、市から援助
が受けられず、保育所もやめてくれ
という話になっているとのことだっ
た。来年の４月に動きがあるのか。
震生湖生誕１００周年に向けた魅
力向上の取り組みについて、具体的
なところを聞きたい。
現在、震生湖の湖面にロープが
張ってあり、釣り用の桟橋がある。土
15
日には、釣り客の車で駐車場が一杯
になり、一般の方は停められない状
況。地権者がいるはずなので、勝手
にロープを張ることは問題だと思う。

総合計画について、問題は、実行
と評価だと思っている。建前は立派
でも実行する際には、障害が必ず出
てくる。障害がなんなのかをはっきり
させないと進んでいかない。１０年前
16 に、震生湖を何千万円かけて調査し
たが、なにも進まなかった。なぜそう
なったのか原因をはっきりさせないと
ダメだと思う。議会でチェックなども
あるが、システマチックに進めて頂き
たい。

育休退園の話ではないかと思われますが、
所沢市等で問題になった件について新聞等
で報道されましたが、本市においても、家庭
で保育していただくことが、待機児童を受け
こども育成
入れることをすすめることができる手段では
課長
ないかということで、実施しています。課題に
ついては、担当部署で把握をしておりますの
で、詳しい説明は、後日、担当部署から回答
いたします。

本市では、「認定こども園」として幼稚園
と保育所の施設利用と機能の一体化を進
めてまいりました。一体化により、質の高い
幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
や管理運営経費の削減、運営の効率化
保育こども園
が図られると考えています。
課
平成２７年度は渋沢保育園がしぶさわ幼
稚園に移転し、平成２８年４月から「しぶさ
わこども園」として開園します。これにより、
市内の公立保育園はすべてこども園化し
ました。

釣り客の占用についての問題ですが、再
三話を聞いております。釣り客に来るなとも
言えない話ではありますが、釣り客がボート
を係留するロープを湖面に張っているので
すが、湖には地権者がおり、その承諾も得な
いで張っているという実態もありますので、 観光課長
ロープの設置者に設置をしないように申し入
れをし、現在は撤去されております。他に、
釣り用の台を置いてしまっているなどの問題
もあるので、一つ一つ解決していきたいと考
えております。

震生湖生誕１００周年につきましては、行
政だけではなく、市民の方々との協働が
必要だと考えます。
また、震生湖に張られているロープにつ
きましては、話し合いの結果一定の期間 観光課
外すとしていますが、景観上の問題がある
と考えておりますので、できる限り張らない
よう、粘り強く話し合いを続けていく予定で
す。

計画の進行管理に関しては、ＰＤＣＡサイク
ルを導入しており、計画を実施していく段階
での評価を行いながら、改善につなげていく
といった手法を取り入れ、地域の皆様とも進
企画課長
捗状況についての意見交換もさせていただ
きたいと思いますし、御提案にありました外
部の評価委員についても検討させていただ
きたいと思っております。
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当日の回答に同じ。

企画課

南地区

