
令和３年度 

府中町地域懇談会 
～住んでよかった、住んでみたいまちづくり～ 

※府中町 PRキャラクター「椿町ファミリー」。基本的な感染対策を忘れずに！

  府 中 町 

第５回 



次  第

1. 開催（10 分）
・町長挨拶

・本日の流れ説明

2. 町の取り組みに関する意見交換（40 分）…【資料１】（3p~22ｐ）

「府中町におけるごみ処理の現状と取り組みについて」 

・説明（20分）

・意見交換（20分）

（休憩） 

3. 地域課題に関する意見交換（20分）…【資料２】（23p~26p）
※事前に提出いただいた、地域課題に関する意見交換。

4. 閉会

  地域の皆さんと町長をはじめ役場職員が、町政や地域課題に関して相互理解を深め、 

連携・協働してまちづくりを進めていくために、令和 3 年度から新たに開催している  

意見交換会です。 

●府中町地域懇談会
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【資料１】 

 

 

 

町の取り組みに関する意見交換 

「府中町におけるごみ処理の現状と取り組みについて」 
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府中町のごみ処理の
現状と取り組み

３Ｒキャンペーンマーク
府中町

第５回府中町地域懇談会

【⽬ 次】
１.ごみの現状

◆ ごみ処理の流れ
◆ 家庭ごみの排出量
◆ リサイクルの現状

２.ごみ処理の取り組み
◆ ４つの取り組み⽅針
◆ 具体的な取り組み

３.みんなで取り組む 循環型のまちに向けて
◆ 取り組みへのご協⼒のお願い
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１.ごみの現状

◆ごみ処理の流れ
 府中町で発⽣したごみは、
9 区分12 品⽬で分別・収集
・処理を⾏っています。
【区分・品⽬】

1.普通ごみ
2.有価物

新聞・雑誌・雑がみ、ダンボール、
ビン・⽸、⾐類

3.ペットボトル
4.紙パック
5.⽩⾊トレイ
6.埋⽴ごみ
7.⼤型ごみ
8.有害ごみ
9.家電4品⽬ ※家庭ごみの正しい出し⽅（14ｐ-15ｐ）掲載。
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◆ごみ処理の流れ
 収集・運搬の概要
【区分・品⽬】

1.普通ごみ
2.有価物

新聞・雑誌・雑がみ、
ダンボール、ビン・⽸、
⾐類

3.ペットボトル
4.紙パック
5.⽩⾊トレイ
6.埋⽴ごみ
7.⼤型ごみ
8.有害ごみ

9.家電4品⽬ …

ステーション
⽅式

直接搬⼊

◆ごみ処理の流れ
 中間処理①

【普通ごみ・⼤型ごみ(可燃物) 】
安芸クリーンセンターで焼却処分
※平成14年に安芸郡4町共同で

坂町に建設。
◆焼却の仕組み

「熱分解ガス化溶融処理」
1,300℃以上の⾼温で燃焼
・ダイオキシン類等有害物質の

排出を低減し、エネルギーに
も活⽤可能

・資源化可能なスラグを⽣成
◆焼却後の処理

・⽣成したスラグ等→資源化
・がれき→最終処分場へ
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◆ごみ処理の流れ
 中間処理②【その他のごみ】
【ペットボトル】

リサイクルセンター（町環境センター内）で
圧縮梱包→資源化

【有価物・紙パック・⽩⾊トレイ・埋め⽴てごみ等】
ストックヤード（府中町環境センター内）に
⼀時保管後→資源化、または資源化できない

ものは必要な分別・処理を⾏い
出島処分場で最終処分

【⼤型ごみ】
資源化物、可燃物、不燃物に分解→処理・資源化

【家電４品⽬（エアコン、テレビなど）】
リサイクル業者に引渡し

◆ごみ処理の流れ
 最終処分

（⼀財）広島県環境保全公社の管理する

出島処分場に処分を委託しています。

出島処分場では、安芸クリーンセンター

からの処理残渣と、町環境センターからの

がれき類、陶磁器、鏡を埋⽴処分しています。
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◆家庭ごみの排出量

 家庭から出されるごみの
排出量（令和2年度）

・10,747t
※過去5年間ほぼ横ばい。

・ごみの内訳
普通ごみ…7,488t（約70%）
資源ごみ…1,837t（約17%）
埋⽴・有害ごみ

… 357t（約3％）
⼤型ごみ…1,052t（約10％）

ほぼ横ばい

◆家庭ごみの排出量

 1世帯当たりで換算すると…

・1年間で約450ｋｇ

→ 軽トラック約1.3杯分

※10,747t÷23,102世帯≒0.465t 
（R２.10.1現在）
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◆リサイクルの現状
 府中町で資源ごみの対象としているもの

次の物を資源物としてリサイクルしています。

③⼤型ごみの⼀部
家電４品⽬（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）

⼩型家電
⾦属類

①有価物
新聞・雑誌・雑がみ、ダンボール
⾐類、びん・⽸

②ペットボトル・紙パック
⽩⾊トレイ

◆リサイクルの現状
 資源化量とリサイクル率

（令和2年度）

・総資源化量 2,444ｔ
※このうち、

町内会による集団回収分
485ｔ

・リサイクル率 16.0％

※リサイクル率(％)＝総資源化量/総排出量
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583 561 485

14.3 13.8 13.8

15.6

13.4

16.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H27 H28 H29 H30 R01 R02

総資源化量

[ t /年] 

町内会による集団回収 リサイクル率

リサイクル率

[ % ]

2,132 2,097
2,164

2,449

2,130

2,444

09



◆リサイクルの現状

 県内⾃治体との⽐較
（令和元年度）

・府中町のリサイクル率
16番⽬/23市町

※5年前は22番⽬（▲向上）。
※率としても1.6ポイント増。

２.ごみ処理の取り組み
〜ごみのスリム化へ みんなで取り組む 循環型のまち あきふちゅう〜
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◆４つの取り組み⽅針
町では、全国的にもごみの最終処分場の新たな建設が困難な状況となる中、ごみの最終処分量を

削減し、家庭や事業者の皆様とともに環境にやさしい「循環型のまちづくり」を進めていくため、
次の４つの⽅針に基づき、取り組みを進めています。

●⽅針１ 排出抑制の推進
・ごみの減量化に向けたわかりやすい情報の発信など

●⽅針２ 資源化の推進
・資源化に向けた意識の向上、仕組みづくりなど

●⽅針３ 適正な処理・処分の推進
・ごみ出しルールの啓発や不法投棄対策など

●⽅針４ 協働型環境づくりの推進
・協働の取り組みに向けた仕組みづくりなど

◆具体的な取り組み －⽅針１ 排出抑制の推進－
●ごみの減量化に向けたわかりやすい情報の発信

 ⽣ごみ減量化の推進

普通ごみの約1/3を占める⽣ごみを減らすことがごみ全体の
減量化につながることから、次の情報発信を実施

・⼩学⽣へのエコクッキングの開催
・広報ふちゅう、ホームページ、

家庭ごみの正しい出し⽅などでの情報発信

▲エコクッキング
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◆具体的な取り組み －⽅針１ 排出抑制の推進－
●ごみの減量化に向けたわかりやすい情報の発信
 情報発信ツール「ふちゅうポータル（ごみ分別アプリ）」

ごみの収集⽇や分別などを気軽に確認できるスマートフォンアプリ
【便利な機能】
・ごみ収集カレンダー

（お住まいの地区のごみ出しの⽇を⾃動で知らせる機能など）
・ごみ分類辞典（ごみの分別が簡単に検索できる機能）
・ごみQ＆A（ごみの処分⽅法など、よくある質問を掲載）

【ダウンロードはこちらから】

Android(アンドロイド)⽤ iPhone⽤

登録⽅法が不明な場合は、
環境センターまでお気軽に
お問い合せください

◆具体的な取り組み －⽅針２ 資源化の推進－
●資源化に向けた意識の向上

 3R に関する環境教育の実施
毎⽇の⽣活から出るごみを減らして、資源として繰り返し

使う⾏動（３R)に関する環境教育の実施

・エコクッキング（再掲）
・イベント（つばき祭、緑の仲間フェスタ等）

でのリユース市の開催
・町内⼩学校向けの施設⾒学（環境センター、

安芸地区衛⽣施設管理組合（坂町））や
清掃⾞両の⾒学

物を大切に使い
ごみを減らす

資源として再利用する
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◆具体的な取り組み －⽅針２ 資源化の推進－
●資源化に向けた仕組みづくり

 新たな分別品⽬の拡充
・雑がみの資源化（平成30年4⽉〜）

普通ごみとして焼却処理していた雑がみを分別収集し、資源化

 集団回収量の把握
・町内会による資源物集団回収量の把握

→町の資源化量、リサイクル率に反映

◆具体的な取り組み －⽅針３ 適正な処理・処分の推進－
●収集運搬

 （仮称）ふれあい収集の導⼊【令和５年度中に開始予定】

・ごみステーションまで⾃らごみを持ち出すことが困難
な⾼齢者等の世帯を対象に、⼾別収集するサービス
※要介護認定者、障がい者⼿帳所持者など利⽤に⼀定

の要件あり。

ごみ出しが困難な世帯の皆さんは、サービス開始の際に、
ご相談頂きますようお願いします。
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◆具体的な取り組み －⽅針３ 適正な処理・処分の推進－
●不法投棄等対策

 ごみステーションの不法投棄巡回パトロールの実施

・深夜・早朝パトロール（警備会社委託）
⼤型ごみ（収集⽇の前夜）、有価物収集⽇に
年間約100回実施

・通報による現地調査（悪質な場合は警察と連携）
（対応状況︓令和2年度）

資源物の持ち去り ⼝頭指導25件、警告書交付14件
不法投棄の疑い事案 警察への通報事案３件、4か所

◆具体的な取り組み －⽅針３ 適正な処理・処分の推進－
●ごみ出しルールの周知・啓発

 外国⼈へのルール啓発

・町ホームページ、広報アプリ等の多⾔語機能
（英語、中国語、ハングル語、ベトナム語等）
を活⽤した情報発信

・広島市・安芸郡外国⼈相談窓⼝を活⽤した相談受け付け
受付時間︓ （平⽇）午前9時〜午後4時
連絡先 ︓ 082-241-5010

対応⾔語︓ スペイン語、中国語、ポルトガル語、
ベトナム語、英語、フィリピノ語

▲ベトナム語版HP（参考）
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◆具体的な取り組み －⽅針４ 協働型環境づくりの推進－
●協働の取り組みに向けた仕組みづくり

 環境学習講座や⾒学会の実施
 住⺠団体・事業者・⾏政が協働で⾏うイベントの実施

・イベント（緑の仲間フェスタ）の開催（再掲）
・環境学習ツアー

エネルギア総合研究所（中国電⼒㈱）

▲緑の仲間フェスタ

３.みんなで取り組む 循環型のまちに向けて
〜取り組みへのご協⼒のお願い〜
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◆取り組みへのご協⼒のお願い
●排出抑制の推進

 ⽣ごみの減量

普通ごみの約1/3 … ⽣ごみ

▼

①使いきり②⾷べきり③⽔きりの
「３きり」で⽣ごみの減量に

ご協⼒を
※家庭ごみの正しい出し⽅（15ｐ）掲載。

◆取り組みへのご協⼒のお願い
●資源化の推進
 紙類の分別の徹底

分別されず燃やせるごみ
として出されている紙類 …  18 ％

（内訳） 雑がみ …    10 ％
新聞・チラシ …     6 ％
その他※1 …    2 ％
※１ 雑誌・ノート 、ダンボール、紙パック

※2 令和元年度 ⼀般廃棄物組成調査の結果

▼
家庭、事業所での⼀層の分別の取り組み
をお願いいたします
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◆取り組みへのご協⼒のお願い
●ごみステーションに関するルール再周知のお願い

 ごみステーションに出せないごみ
・事業活動によるごみ
・家電４品⽬
・家庭ごみの正しい出し⽅記載の「収集できないもの」
・⼀時多量ごみ（環境センターへ持ち込み）
※ごみステーションに出せないごみは、購⼊店舗や町の廃棄物収集運搬許可業者に相談を。

 カラス対策
・⽣ごみはカラスから⾒えないように新聞紙などで包む
・隙間がないようにネットで覆う などの対策を。

◆取り組みへのご協⼒のお願い
●ごみステーションに関するルール再周知のお願い

 祝⽇の特別収集
・ 普通ごみ、有価物、⼤型ごみのみ、実施

※埋⽴・有害ごみ、ペットボトル等は収集しません。
 残置ごみ、不法投棄

・ 収集⽇以外の排出・不法投棄などは、排出者への注意喚起・
警告のため、シールを貼付し、概ね２週間ごみステーション
に残置。 ※状況によっては、警察との連携など適宜対応。

・ その後、残置ごみは定期パトロールにより状況把握や回収を
していますが、通⾏への著しい⽀障、悪臭の発⽣、ごみの⾶散
など地域の環境に悪影響を及ぼしている場合は、個別に対応
しますので、環境センターへお問い合わせください。
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循環型のまち実現のために

⾏政、事業者、町⺠の皆さん、ごみの排出に関わる

すべての関係者が連携・協⼒しながら、適正なルールの下

「ごみの減量化、資源化を進める」
取り組みが重要です。

◆取り組みへのご協⼒のお願い

引き続き、

取り組みへのご協⼒を

お願いします。
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【資料１】町の取り組みに関する意見交換 

「府中町におけるごみ処理の現状と取り組みについて」 

●質問と回答

①本町一丁目町内会 【地域重点課題】

本町五丁目町内会 【地域重点課題】 ・大須北町内会  

◆ ごみの不法投棄対策（監視カメラの設置等）について …  ２１ｐ
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【ごみ処理の現状と取り組みに関する質問と回答 ① 】
　番号 R3 C 1

　提出町内会 町内会

　番号 R3 C 3

　提出町内会 町内会

　番号 R3 C 6

　提出町内会 町内会

　分類

　担当部署

本町五丁目

大須北

◆大型ごみの不法投棄、ごみの分別について
町内会区域内のごみステーションに、町外からの持ち込まれた大型ごみの不法投棄が

多く困っている。特に北交流センター前など、大きな道路に面したごみステーションへ
の持ち込みが目立つ。また、ごみの分別についても、ごく一部の人であるがルールが守
れていない状況もある。特に被害が大きいステーションについて、町として防犯カメラ
（ダミーでも良い）など、抑止力につながるような対策が必要ではないかと思うが、ど
うか。

環境課・自治振興課

◆ごみステーションについて
区域外の人が違うごみを置いて困っている。

ごみ

◆ごみの不法投棄対策（監視カメラの設置等）について
ごみステーションにごみの不法投棄がある。防犯対策を兼ねてカメラの設置を要望す

る。また、現在の町内の監視カメラの設置場所と今後の設置計画があれば教えてほし
い。

【資料１】
 町の取り組みに関する意見交換

本町一丁目

　回答

◆町内会の皆さんには、日々のステーション管理にご苦労をおかけしています。
◆町としても、これまでに資源物持ち去り禁止のための条例改正や、警備会社によるごみステーショ
ンの不法投棄巡回監視パトロール、資源物の持ち去りや不当投棄に対する指導・警察への告発などの
対策を行い、一定の抑止力となっていると考えていますが、解決には至っていないのが現状です。
◆ご提案の監視カメラも、こうした不法投棄や資源物の持ち去りに対する抑止力になると考えてお
り、現在、町でも設置・運用に向けた運用要件（画像の管理等）の整理等、準備を進めています。
運用に当たっては、地域でのご理解が不可欠となりますので、運用開始の際にはご協力をお願いしま
す。
◆また町では、犯罪の未然防止や抑止力向上を目的として、平成29年12月から、町内の主要な交差
点12か所に街頭防犯カメラを設置しています。このカメラは、プライバシーへの配慮が必要とのこ
とから必要最小限の設置台数、撮影範囲で運用することとしており、今後の設置、更新についても、
現在の防犯カメラの委託期間満了時（令和４ 年11月末）までに検証を行い、警察や地域関係団体等
と協議の上、設置箇所や増設の要否など検討していきたいと考えています。

　質問内容

地域重点課題

地域重点課題
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資料１：町の取り組みに関する意見交換要旨【府中町におけるごみ処理対策の現状と取り組みについて】 

質問・意見 町の考え 

21P 意見交換①「ごみの不法投棄対策（監視カメラの設置等）について」 

■大型ごみなどは他所からも持ち込まれてい
るのではと思うくらい大量に出されている。
また大型ごみの種類（分別）がわかってい

ない人も多いと見受けられるため、15 年ほ
ど前に発行された「ごみの出し方辞典」を再
度発行してほしい。 

■収集できないごみは２週間残置すると記載
があり、例えば３月９日の大型ごみ収集日で
はルームランナーが出され、残置後回収され
た変わりに、ほかのごみがまた残置してあっ
た。どうにかならないか。

■北交流センターの筋と以前カメラのキタム
ラがあった筋の付近で不法投棄が多く、注意
してもいたちごっこである。過去には警察に
摘発された事例もあると聞いた。ぜひとも厳
しく対応していただきたい。
普通ごみについては、前日に出す家庭も多
く、カラスにごみを荒らされることがあるた
め、ごみ出しルールの周知徹底を改めてお願
いしたい。

 「ごみの出し方辞典」は平成 21 年に発行し
て以来更新しておらず、一度更新を検討した
際には、プラスチック資源循環促進法などの
成立を見据えて更新を見送った経緯がありま
す。再発行の代案として、ごみの出し方辞典
をホームページへ掲載するとともに、ごみ分
別アプリ（ふちゅうポータル）や、毎年配布
している「家庭ごみの正しい出し方」を活用
していただければと思っております。 

ごみが道路に出て危なかったり、残置したごみ
に加えて他のごみが捨てられたりする場合もご
ざいます。臨機応変に収集対応しますので、環
境センターへご相談ください。 

大型ごみ収集日前夜にパトロールを行い、ご
指摘のごみステーションに大型ごみが大量に出
ているのを確認しています。地域外から車で持
ち込んでいると見受けられる人に声をかけて
も、「地域の者です」と言われてしまい、現場
での注意にも苦慮しているところです。悪質な
場合は警察に捜査をお願いしており、警察との
密な連携や、委託している警備会社の巡回パト
ロールなど、不法投棄対策に取り組む姿を見せ
ることが抑止力になると考えております。
ごみ出しについても、朝８時 30 分までのごみ
出しをとお願いしておりますが、町内会でもぜ
ひごみ出しルールの呼びかけにご協力をお願い
したいと思っております。



【資料２】 

 

 

 

地域課題に関する意見交換 

「事前に提出いただいた、地域課題に関する意見交換」 

～本日意見交換を行う重点課題～ 
 

【質問と回答】 

①大須北町内会【地域重点課題】・本町五丁目町内会         

◆ 町内会の組織率低下について          … 24ｐ 
 
 
②大須一丁目町内会【地域重点課題】                        

◆ 浸水時の避難場所について           … 25ｐ 
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【意見交換を行う重点課題 ① 】
　番号 R3 I 5

　提出町内会 町内会

　番号 R3 I 4

　提出町内会 町内会

　分類

　担当部署

◆町内会役員後継者不足
　先日もセミナーを開催してもらったが、町内会として次世代につないでいくこと
に課題を感じている。町内会への加入も任意ということもあり、強制も出来ない
中、祭り、いのこなど実施している伝統行事を含め、若い世代にどうやって引き継
いでいくかというのは大きな課題であり、町と一体となって取り組んでいく必要が
あると考えているが、いかがか。

　質問内容

自治振興課

　回答

◆町における町内会加入率は71％（令和3年4月1日時点）で年々減少傾向にあります。
◆また一昨年9月に実施した町内会長アンケートでも、「役員のなり手が不足している」と答えた町
内会が77.3％、「役員が高齢化している」と答えた町内会が66.7％と、多くの町内会において「若
い世代への後継が課題」と回答されています。
◆町としても、若い世代へ町内会に対する興味を持ってもらえるよう、転入者への配布チラシにＱＲ
コードを付け、リンク先ホームページで町内会活動の紹介をする取り組みや、安芸府中高等学校放送
部に協力頂き、町内会加入促進の呼びかけを行うなどの取り組みを進めています。
◆また昨年11月には、町内会に向けて加入率の低下や担い手不足などの諸課題を解決する実践的な
アイデア・ヒントや先進事例のノウハウなどを紹介する「自治会・町内会活性化セミナー」を開催し
ました。今後も、こうした取り組みを継続して行い、町内会の課題解決を支援していきたいと考えて
います。

【資料２】
地域課題に関する意見交換【事前にいただいた質問と回答】

大須北

町内会

◆町内会の組織率低下
　コロナで行事が出来ず継続加入していただける会員が減ってしまった。
　若い世代が魅力を感じ、加入してもらえる方法を知りたい。

本町五丁目

地域重点課題
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【資料２】
地域課題に関する意見交換【事前にいただいた質問と回答】

【意見交換を行う重点課題 ② 】
　番号 R3 I 9

　提出町内会 町内会

　分類

　質問内容

　担当部署

大須一丁目

危機管理課

　回答

防災対策

◆浸水時の避難場所について
大須一丁目には河川を渡らずに避難できる避難先が近くにない。
毎年のように大雨が降り、地域の皆さんも不安に思っている。そうした際の避難

はどのようにすべきか。
　また、浸水による危険性を知る意味で電柱等に海抜表示ができないか。

◆災害から命を守るためには、日頃から、一人ひとりがいつ・どこへ避難をするかを考えておくこと
が重要であり、避難先は町が開設する避難所以外にも、安全な場所にある親戚宅やホテルなどが考え
られます。災害時には、町が発令する避難情報に応じて、適切なタイミングで避難できるよう、日頃
からの備えをお願いします。
◆また大須地区は、周辺を浸水想定区域に覆われているため、区域外へ避難する場合、避難に時間が
かかることも想定されます。町では、浸水の危険が差し迫ったときなどに、緊急一時的に退避するた
めの浸水時緊急退避協力施設として民間施設と協定を結んでいます。避難中に浸水が始まるなど、避
難が困難になった場合はこれらの施設をご利用ください。
◆ご提案の海抜表示や浸水深の表示等については、現在、町において住民の皆さんに災害の危険性を
改めて知っていただくために行っている、ハザードマップの作成や、小学校への災害危険区域を示し
た標識の設置などの取り組みの一環として検討していきたいと考えています。

地域重点課題
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資料 2：地域課題に関する意見交換要旨【地域の重点課題に関する質問と回答】 

質問・意見 町の考え 

24P 意見交換②「町内会の組織率低下について」 

■若い世代への加入促進や後継者育成のた
め、町が主導となってセミナーなどを開催し
てほしい。また、町内会長や役員だけでな
く、行政からも町内会加入を促していただき
たい。

■町内会の現状として、会員に会議の出席を
促しても断られてしまう、また、町内会加入
を促しても会費を払うだけ損と思っている人
も多い。町内会は地域にとって大切な集団だ
と思っているので、町内会に入ってよかった
と思える組織づくりにご協力いただきたい。

■町主催のイベントには、多くの人が参加す
ると思うので、そこで参加者同士の交流や繋
がりができれば、町内会加入の声掛けなども
しやすくなると思う。そこで、例えば「町民
運動推進の日」などを制定し、町民がスポー
ツに参加できるようなイベントを町全体で行
ってはどうか。

令和３年度は、若い世代への町内会加入促
進のため、学校を通じた文書の送付や、広報
への掲載、また町内会向けセミナーを実施し
ています。セミナーにつきましては、来年度
はさらに内容を発展させたものの実施を検討
しております。また役場窓口で転入者などに
町内会加入を促す手法を検討しておりますの
で、引き続きご協力をお願いします。 

町としましても、他の自治体の例を参考に
しながら、町職員が一体となって町内会加入
促進に取り組んでまいりますので、引き続き
ご協力をお願いします。 

ご提案いただいたように、町内全体でのイ
ベントを実施する際にチラシを配るなど、町
内会加入促進への取り組みに繋げることもで
きると思いますので、いただいたご意見を参
考に検討してまいります。 

25P 意見交換②「浸水時の避難場所について」 

大雨などの時には、イオンモール広島府中や
サンリブなどが避難先として活用できるよ
う、交渉していただきたい。 
大雨で浸水が想定される際には、車の一時避難
場所としてイオンモール広島府中４階駐車場利
用の承諾をもらっているが、継続して利用でき
るように町からもぜひ交渉をお願いしたい。 

イオンモール広島府中、サンリブ府中は、
浸水時緊急退避協力施設として協定を締結し
ているため、緊急時には一時的な退避場所と
して利用することができます。 
また、浸水や大規模災害時などでは、イオ

ンモール広島府中の立体駐車場を避難場所と
して活用できる内容の協定を締結しています
ので、状況に応じて開設要請を行ってまいり
ます。
皆さんが安心して避難できるように、民間

施設を含めた避難場所の確保や避難所環境の
整備に努めてまいります。 
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