
平成 28年５月 12日 

 

経営戦略の策定に関するＱ＆Ａ 

 

【経営戦略の「策定」について】 

Ｑ１ 経営戦略の「策定」についてはどのように判断していけばよいのか。ま

た、経営戦略を「策定」した場合は国や都道府県に提出する必要があるのか。 

 

Ｑ２ 都道府県においては、「経営戦略の策定推進について」（平成 28年１月 26

日付総務省自治財政局公営企業三課室長通知）において、市区町村の経営戦

略の策定状況及び内容等を適切に把握し、取組の具体性や収支改善の実現性

等について十分検証を行い、実効性のある経営戦略となるよう必要な助言等

を行うことが求められているが、どのように検証を行い、必要な助言等を行

っていけばよいのか。       

 

Ｑ３ 水道ビジョンその他の経営計画について既に策定済、又は今後策定予定

の場合において、これらの計画を経営戦略の「策定」として取扱うことはで

きるのか。 

 

更問１ 留意事項通知及びガイドラインの発出前に策定されている既存の計画

について、「必須確認項目」をすべて満たしていれば経営戦略の「策定」とす

ることはできるのか。 

 

更問２ 留意事項通知及びガイドラインの発出前に策定されている既存の計画

の計画期間が１０年未満となっている場合に、改めて、計画期間が１０年未

満であることを住民・議会に対して説明しない限り経営戦略の「策定」とす

ることはできないのか。 

 

Ｑ４ 事業別のひな形様式の事項例の内容をすべて網羅していなければ「策定」

しているといえないのか。 

 

【経営戦略の公開と計画期間との関係について】 

Ｑ５ 投資計画については１０年間を公開しているが、財政計画については物

価変動等の社会経済情勢の影響を大きく受けることにより試算の精度が低下

することから前期５年間のみを公開している。この場合は経営戦略の「策定」

についてどのように考えればよいのか。 

 

【経営戦略の見直し（ローリング）と計画期間との関係について】 

Ｑ６ 経営戦略の見直し（ローリング）については、３～５年ごとに見直しを

行うこととしているが、１０年の経営戦略を策定した場合において、５年で

見直しを行う際には、残りの５年の期間ではなく、更に１０年間の期間を設

定することが必要なのか。 

 

【経営戦略の策定の要否について】 

Ｑ７ 「経営戦略の策定の必要性が低いと認められる事業」として、「経営戦略

の策定を要しない」こととされる事業にはどのようなものが考えられるのか。 



 

【策定支援に係る地方交付税措置について】 

Ｑ８ 経営戦略の策定支援に係る地方交付税措置はどのような経費が対象にな

るのか。 

 

Ｑ９ 経営戦略については、各地方公共団体や各事業において、各特別会計ご

と、各事業ごと、各施設ごとに様々な単位で策定することも考えられるが、

策定支援の対象経費とすることができる経営戦略の単位はどのように考えれ

ばよいのか。 

 

Ｑ１０ 経営戦略の策定支援に係る経費について、一般会計で負担することと

しているが、特別会計に繰り出しを行わない場合であっても対象となるのか。 

 

Ｑ１１ 経営戦略の改訂に要する費用についても「一定の要件を満たすもの」

は対象に含めることとされているが、平成２７年度以前に策定した経営戦略

の経費については、特別交付税措置がされていないため、平成２８年度から

平成３０年度までの間に改訂する場合には支援措置を構ずるべきではないか。 

 

【水道事業の高料金対策及び下水道事業の高資本費対策について】 

Ｑ１２ 水道事業の高料金対策及び下水道事業の高資本費対策に係る地方交付

税措置については、平成２９年度から経営戦略の策定を要件化することとさ

れているが、早期に策定することが求められるのは何故なのか。またこの場

合は、平成２８年度中の策定が必須であり、平成２９年度中に策定予定であ

るものは認められないのか。 

 

【事業廃止・事業統合が見込まれる場合の取扱いについて】 

Ｑ１３ 平成３１年度までの簡易水道事業の統合（上水道化）等の広域化につ

いて、具体的検討が進められている場合や既に具体的に方針が決定しており

事業廃止・事業統合が見込まれる場合においては、経営戦略の策定はどのよ

うに進めていけばよいのか。 

 

【公営企業会計の適用推進との関係】 

Ｑ１４ 現在、公営企業会計の適用に取り組んでおり、また高料金対策、高資

本費対策事業となっているが、経営戦略の策定後に、公営企業会計を適用し、

更にもう一度経営戦略の策定をやり直すのは非効率であり、公営企業会計の

適用後に経営戦略の策定に取り組みたいと考えているが、どのように進める

のが適当なのか。 

 

【凡例】 

「留意事項通知」…「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平成 26 年８月 29

日付け公営企業三課室長通知） 

「ガイドライン」…「経営戦略の策定推進について」（平成 28 年１月 26 日付け総務省自治

財政局公営企業三課室長通知）に基づく経営戦略策定ガイドライン 

「ひな型様式」 …ガイドラインに基づく各事業別の経営戦略ひな型様式 



【経営戦略の「策定」について】 

Ｑ１ 経営戦略の「策定」についてはどのように判断していけばよいのか。ま

た、経営戦略を「策定」した場合は国や都道府県に提出する必要があるのか。 

 

Ａ１ 

○ 経営戦略については、留意事項通知及びガイドラインで示した各事項の趣

旨を十分踏まえた上で策定されたものであれば、様式のいかんに関わらず経

営戦略として取り扱われるものであるが、ガイドラインでは、公営企業全体

として、より実効性のある経営戦略を策定し、収支の改善等を通じた経営基

盤の強化等を図るための「基本的考え方」を示したところである。 

 

○ 今後は、策定推進のため、毎年度、策定状況等を調査し個別団体ごとに公

表することとしているが、当該調査においては、このガイドラインの「基本

的考え方」も踏まえ、 

①企業及び地域の現状と、これらの将来見通しを踏まえたものであること 

②計画期間が１０年以上となっていること（やむを得ず１０年未満とする場 

合、理由について議会・住民に説明されていること） 

③計画期間内に収支均衡していること（収支均衡していない場合でも、収支 

ギャップの解消に向けた取組の方向性や検討体制・スケジュールが記載さ 

れていること） 

④議会・住民に対して公開されていること 

⑤効率化・経営健全化のための取組方針が示されていること 

⑥進捗管理（モニタリング）や見直し（ローリング）等の経営戦略の事後検 

証、更新等に関する考え方が記載されていること 

について具体的に確認することにより（※１）、策定数を把握することとし

ており、策定済の事業については経営戦略の提出（※２）を求めることとして

いる。 

（※１）策定状況の調査票及び経営戦略確認リストにおいて確認 

（※２）HP上に公開している場合は URLを提示することをもって提出とみなす 

 

  



Ｑ２ 都道府県においては、「経営戦略の策定推進について」（平成 28年１月 26

日付総務省自治財政局公営企業三課室長通知）において、市区町村の経営戦略

の策定状況及び内容等を適切に把握し、取組の具体性や収支改善の実現性等に

ついて十分検証を行い、実効性のある経営戦略となるよう必要な助言等を行う

ことが求められているが、どのように検証を行い、必要な助言等を行っていけ

ばよいのか。       

 

Ａ２ 

○ 毎年度実施することとしている経営戦略の策定状況等の調査においては、 

①取組の具体性については、経営戦略確認リストにより投資や財源等の経営 

健全化等の取組の記載の有無等を検証すること 

②収支改善の実現性については、策定された投資・財政計画（収支計画）の 

概要として、計画期間前から計画期間最終年度における収支（※）及び他

会計繰入金の見込みについて検証すること 

としており、これらの調査も活用することにより、都道府県においては管内

の市区町村の内容等の検証等を行っていただき、実効性のある経営戦略となる

よう取り組んでいただきたい。また、都道府県が自ら所管している公営企業の

経営戦略についても、同様の検証等を行うことにより、実効性のあるものとな

るよう取り組んでいただきたい。 

※ここでいう収支とは、法適用企業にあっては純損益、法非適用企業にあっては実質

収支を指す。 

  



Ｑ３ 水道ビジョンその他の経営計画について既に策定済、又は今後策定予定

の場合において、これらの計画を経営戦略の「策定」として取扱うことはで

きるのか。 

 

Ａ３ 

○ 経営戦略については、留意事項通知及びガイドラインで示した各事項の趣

旨を十分踏まえた上で策定されたものであれば、様式のいかんに関わらず経

営戦略として取り扱われるものであり、経営戦略の「策定」についてはＱ１

のとおり確認していく予定である。 

 

○ なお、平成２７年度までに策定した水道ビジョン等の既存の計画について、

留意事項通知及びガイドラインの趣旨を十分踏まえた上で、平成２８年度以

降に改訂、見直しを行うことにより新たに経営戦略を「策定」することとし

て取り扱うことも可能である。 
 
更問１ 留意事項通知及びガイドラインの発出前に策定されている既存の計
画について、「必須確認項目」をすべて満たしていれば経営戦略の「策定」
とすることはできるのか。 

 
○ 留意事項通知及びガイドラインの発出前に策定されたものであっても、必

須確認項目をすべて満たしているものであれば、経営戦略の「策定」として
取り扱うことは可能である。 

 

＜必須確認項目（Ｑ１参照）＞ 

①企業及び地域の現状と、これらの将来見通しを踏まえたものであること 

②計画期間が１０年以上となっていること（やむを得ず１０年未満とする場合、理由に 

ついて議会・住民に説明されていること） 

③計画期間内に収支均衡していること（収支均衡していない場合でも、収支ギャップの 

解消に向けた取組の方向性や検討体制・スケジュールが記載されていること） 

④議会・住民に対して公開されていること 

⑤効率化・経営健全化のための取組方針が示されていること 

⑥進捗管理（モニタリング）や見直し（ローリング）等の経営戦略の事後検証、更新等に 

関する考え方が記載されていること 

 
更問２ 留意事項通知及びガイドラインの発出前に策定されている既存の計画
の計画期間が１０年未満となっている場合に、改めて、計画期間が１０年未
満であることを住民・議会に対して説明しない限り経営戦略の「策定」とす
ることはできないのか。 

 
○ ガイドラインでは、「計画期間は、１０年以上の合理的な期間を設定するこ
とが必要である」としている一方で、「やむを得ず１０年未満の計画期間とす
る場合には、その理由について住民・議会に分かりやすく説明することが必
要である」としている。 

 
○ したがって、計画期間が１０年未満であるにも関わらず、既存の計画を経

営戦略として位置づけるやむを得ない理由について、改めて住民・議会に対
して説明することが必要である。 



Ｑ４ 事業別のひな形様式の事項例の内容をすべて網羅していなければ「策

定」しているといえないのか。 

 

Ａ４ 

○ 経営戦略の「策定」についてはＱ１のとおり確認していく予定であるが、

ひな形様式において各事業別に示している事項例を盛り込んでいただくこと

で、より実効性のある有効な経営戦略が策定できると考えている。 

  一方、ひな形様式は、各事業の特性を踏まえた経営戦略に盛り込むべきと

考えられる事項例をとりまとめたものであるが、各事業の実態等を踏まえれ

ば検討する必要がないと考えられる事項例もあると考えられることから、一

部の記載がないことをもって有効な経営戦略の「策定」として取り扱わない

ものではない。 

  



【経営戦略の公開と計画期間との関係について】 

Ｑ５ 投資計画については１０年間を公開しているが、財政計画については物価

変動等の社会経済情勢の影響を大きく受けることにより試算の精度が低下する

ことから前期５年間のみを公開している。この場合は経営戦略の「策定」につ

いてどのように考えればよいのか。 

 

Ａ５ 

○ 経営戦略の目的は、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中

長期的な経営の基本計画の策定であるため、計画期間については１０年以上

の合理的な期間を設定することが必要であるとしているところであるが、よ

り長期間の計画期間とする場合には、精度の低下は当然に起こりうるもので

ある。したがって、投資試算・財源試算の精度の低下という理由のみをもっ

て、投資・財政計画の一部の内容の公開を行わず、１０年未満の計画期間と

することは適当ではない。 

 

○ また、経営戦略については、計画を策定したことをもって終わりではなく、

見直し（ローリング）等を行うことによりＰＤＣＡサイクルを働かせること

が必要であるとしているところであり、このことからも投資試算・財源試算

の精度の低下によって計画期間を１０年以上とする投資・財政計画の策定、

公開ができないということはないものと考えられる。 

 

○ いずれにしろ、設問の場合は、経営戦略の中心をなす投資・財政計画にお

いて、財政計画の一部の期間の内容を公開しておらず、計画期間を１０年間

とする経営戦略を策定したものとすることは困難であるが、計画期間につい

て、やむを得ず１０年未満とする場合には、その理由について住民・議会に

対してわかりやすく説明することにより理解を得ることが必要である。 

 

  



【経営戦略の見直し（ローリング）と計画期間との関係について】 

Ｑ６ 経営戦略の見直し（ローリング）については、３～５年ごとに見直しを行

うこととしているが、１０年の経営戦略を策定した場合において、５年で見直

しを行う際には、残りの５年の期間ではなく、更に１０年間の期間を設定する

ことが必要なのか。 

 

Ａ６ 

○ 経営戦略の趣旨からは、計画の見直し時点においても、更に１０年以上の

計画期間を設定し見直しを行うことが望ましいが、当初の計画期間のうち、

残りの１０年未満の計画内容のみを見直すことも可能である。 

 

  



【経営戦略の策定の要否について】 

Ｑ７ 「経営戦略の策定の必要性が低いと認められる事業」として、「経営戦略

の策定を要しない」こととされる事業にはどのようなものが考えられるのか。 

 

Ａ７ 

○ ガイドラインでは、「民営化、民間売却等により、事業廃止が見込まれる事

業として住民・議会に対して表明を行った上で、新たな事業者が決定してい

る等、これらの実現の見込みが相当程度高いと認められる事業その他の経営

戦略策定の必要性が低いと認められる事業については、経営戦略の策定を要

しないこと」としているところである。 

 

○ ここで、「経営戦略の策定の必要性が低いと認められる事業」については、 

 例えば、 

・ 事業の民営化・民間売却 

・ 簡易水道事業の統合（上水道化）等の広域化の推進 

・ 全ての販売用土地について確実に売却できる見込みがあり、当売却収入 

により地方債を全額償還出来る見込みのある地域開発事業 

などにより事業廃止の実現の見込みが相当程度高い事業に加え、 

・ 想定企業会計において経理を行っている事業 

などの形態となっている事業は、経営戦略策定の必要性が低いものと考えら

れるところであり、各地方公共団体の判断により、経営戦略の策定の必要性が

低いと認められる場合においては、経営戦略の策定を要しないこととすること

も可能である。 

 

○ なお、指定管理者制度については、指定管理者の自主的な経営努力により

経営健全化を図ることとしているものであるが、最終的な経営権限は地方公

共団体にあることから、指定管理者制度を採用していることをもって、経営

戦略の策定を要しないこととすることは困難である。 

  指定管理者制度導入団体にあっては、当該指定管理者の事業運営計画等を

もって投資・財源についての具体的取組等に代えることも可能であるが、地

方公共団体においては、当該指定管理者の事業運営計画等以外の部分も含め

経営戦略を策定いただきたい。 

 

  



【策定支援に係る地方交付税措置について】 

Ｑ８ 経営戦略の策定支援に係る地方交付税措置はどのような経費が対象にな

るのか。 

 

Ａ８ 

○ 経営戦略の策定等に要する経費については、平成２８年度から平成３０年

度までの間に、経営戦略の策定等のため一般会計から公営企業会計に繰り出

した額について地方交付税措置を講じることとしているが、対象経費につい

ては、下記①～⑦に該当するものを予定している。 

① 先進団体視察に要する経費 

② 専門家等を交えた研究会の実施、専門家の招へいに要する経費（公営企 

業の経営支援に係る経費を除く） 

③ 「投資・財政計画」の策定に要する経費（「投資試算」「財源試算」のシ 

ミュレーション、収支ギャップ解消等の検討・効果額の試算等） 

④ 水道広域化の調査・検討に要する経費（事業統合、施設の統廃合、シス 

テム統合の検討等） 

⑤ 住民への普及・啓発活動等に要する経費 

⑥ 経営戦略の策定に要する事務雑費 

⑦ 経営戦略の改定に要する経費のうち、上記①～⑥に該当する経費（地方 

公営企業法の財務規定等の適用又は広域的な連携や民間活用も含めた抜 

本的な改革（広域化・共同化・最適化、民間活用、事業廃止等）に伴い改 

訂が必要となる場合に限る。） 

 

○ また、これらの対象経費は、委託費として支出するものも含むものである

が、 

① 地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費（基礎調査・基本計画

等策定経費、資産評価・資産台帳作成経費、財務会計システム導入経費等） 

② 経営戦略の策定のため、特に臨時で雇用した者に係るもの以外の人件費 

③ 水道事業と下水道事業等の経営戦略について併せて検討を行っている

場合における重複する経費 

などの経費は対象外とする予定である。 

 

＜（参考）地方交付税措置の内容＞ 

○ 対象経費の１／２について一般会計から繰り出すこととする。 

（対象経費の上限額 1,000万円（事業費ベース・平成 28年度～平成 30年度複数年度 

通算）） 

○ 一般会計繰出額の１／２について特別交付税措置を講じる。 

○ 水道広域化の調査・検討に要する経費については、対象経費の上限額を上乗せ 

（＋1,500万円、合計 2,500万円）。 

 

  



Ｑ９ 経営戦略については、各地方公共団体や各事業において、各特別会計ごと、

各事業ごと、各施設ごとに様々な単位で策定することも考えられるが、策定支

援の対象経費とすることができる経営戦略の単位はどのように考えればよい

のか。 

 

Ａ９ 

○ 特別会計ごと、各事業ごと、各施設ごとの経営戦略の策定単位ごとの経費

が対象となるものである。 

 

 

Ｑ１０ 経営戦略の策定支援に係る経費について、一般会計で負担することとし

ているが、公営企業会計に繰り出しを行わない場合であっても対象となるの

か。 

 

Ａ１０ 

○ 一般会計から公営企業会計に繰り出しを行った場合の当該繰出額を対象と

するものであり、公営企業会計に繰り出しを行わない場合の策定支援に係る

経費は対象とはならない。 

 

 

Ｑ１１ 経営戦略の改訂に要する費用についても「一定の要件を満たすもの」は

対象に含めることとされているが、平成２７年度以前に策定した経営戦略の経

費については、特別交付税措置がされていないため、平成２８年度から平成 

３０年度までの間に改訂する場合には支援措置を構ずるべきではないか。 

 

Ａ１１ 

○ 経営戦略の策定支援に係る地方交付税措置は、平成２８年度から平成３０

年度までの間において、経営戦略の新たな策定のために一般会計から公営企

業会計に繰り出しを行った場合の当該繰出額を対象とするものである。 

  ただし、地方公営企業法の財務規定等の適用又は広域的な連携や民間活用

も含めた抜本的な改革（広域化・共同化・最適化、民間活用、事業廃止等）

に伴い改訂が必要となる場合に限っては「一定の要件を見たすもの」として、

改訂のために一般会計が特別会計に繰り出しを行った場合の当該繰出額も対

象とするものであり、これ以外の改訂については、対象とはならないもので

ある。 

 

○ なお、平成２７年度までに策定した既存の計画等について、留意事項通知

及びガイドラインの趣旨を十分踏まえた上で、平成２８年度以降に改訂、見

直しを行うことにより、新たに経営戦略を策定することとした場合において

は、対象となるものである。 

  



【水道事業の高料金対策及び下水道事業の高資本費対策について】 

Ｑ１２ 水道事業の高料金対策及び下水道事業の高資本費対策に係る地方交

付税措置については、平成２９年度から経営戦略の策定を要件化することと

されているが、早期に策定することが求められるのは何故なのか。またこの

場合は、平成２８年度中の策定が必須であり、平成２９年度中に策定予定で

あるものは認められないのか。 

 

Ａ１２ 

○ 自然条件等により建設改良費等が割高のため資本費が著しく高額となって

いる水道事業の高料金対策及び下水道事業の高資本費対策の対象事業につい

ては、将来にわたってサービスの提供を安定的に継続させることを目的とす

る経営戦略の必要性が極めて高いと考えられることから、料金格差の縮小、

資本費負担の軽減により経営の健全性を図るための地方交付税措置を講じて

いくに当たっては、平成２９年度から経営戦略の策定を要件化することによ

り、早期の策定を確実に求めていくこととしている。 

 

○ この場合は、平成２８年度中の策定を求めることとし、策定については他

の経営戦略と同様、Ｑ１のとおり確認し、提出を求めることとしている。 

  今般、国においては、策定推進のためガイドラインにおいて、ひな型様式

を示したところであり、水道事業の高料金対策及び下水道事業の高資本費対

策の対象事業におかれては、これらも活用することで、２８年度中の策定に

取り組んでいただきたい。 

  



【事業廃止・事業統合が見込まれる場合の取扱いについて】 

Ｑ１３ 平成３１年度までの簡易水道事業の統合（上水道化）等の広域化につ

いて、具体的検討が進められている場合や既に具体的に方針が決定しており

事業廃止・事業統合が見込まれる場合においては、経営戦略の策定はどのよ

うに進めていけばよいのか。 

 

Ａ１３ 

○ 広域化・共同化等の具体的検討が進められている場合の経営戦略について

は、理由を住民・議会に対して説明することにより、具体的な検討状況に応

じた１０年未満の計画期間とすることも可能としているところである。 

 

○ また、例えば、簡易水道事業の統合（上水道化）について、事業廃止、事

業統合が見込まれる事業として住民・議会に対して説明・表明を行った上で、

上水道事業との統合が既に具体的に決定している場合においては、「実現の見

込みが相当程度高いと認められる事業」として、統合により廃止される簡易

水道事業に係る経営戦略については、各地方公共団体の判断も踏まえた上で

「策定の必要性が低いと認められる事業」とすることも可能であるが、この

場合においても、統合後の上水道事業については、廃止される簡易水道事業

に係る経営戦略の内容を盛り込んだ上での統合後の経営戦略の策定が求めら

れるものであり、統合後の上水道事業の開始前までに策定することが望まし

いものである。 

 

○ これらの進め方については、簡易水道事業の統合（上水道化）だけに限ら

ず、水道事業、下水道事業その他の事業における様々な広域化の取組におい

て事業廃止、事業統合が行われる場合にあっても同様であり、具体的な状況

を踏まえた上でいずれかにより対応いただきたい。 

 

○ なお、水道事業の高料金対策及び下水道事業の高資本費対策について、地

方交付税措置を講ずるに当たっては、平成２９年度から経営戦略策定を要件

化することとしており、統合により廃止される簡易水道事業についても、地

方交付税措置の対象事業となるためには経営戦略の策定が必要である。 

  



【公営企業会計の適用推進との関係】 

Ｑ１４ 現在、公営企業会計の適用に取り組んでおり、また高料金対策、高資

本費対策事業となっているが、経営戦略の策定後に、公営企業会計を適用し、

更にもう一度経営戦略の策定をやり直すのは非効率であり、公営企業会計の

適用後に経営戦略の策定に取り組みたいと考えているが、どのように進める

のが適当なのか。 

 

Ａ１４ 

○ 経営戦略の策定自体は、公営企業会計の適用事業を前提としているわけで

はなく、公営企業会計の非適用事業であっても、経営戦略に基づく計画的か

つ合理的な経営を行うことにより経営基盤の強化等を推進する観点からは、

一定の意義があるものである。 

 

○ また、水道事業の高料金対策及び下水道事業の高資本費対策の対象事業に

ついては、経営戦略の必要性が極めて高いと考えられるため、平成２９年度

から経営戦略の策定を要件化することとしている。 

 

○ このため、平成２９年度分の地方交付税措置を講じる水道事業の高料金対

策及び下水道事業の高資本費対策の対象事業となるためには平成２８年度中

に、それ以外の事業では平成３２年度までの早期に経営戦略を策定すること

が求められる一方で、公営企業会計適用後には、適用後の会計に基づき経営

戦略を改訂することが求められる。 

 

○ 今般、水道事業の高料金対策及び下水道事業の高資本費対策の対象事業等

の経営基盤が比較的ぜい弱な事業については、策定推進のため、ガイドライ

ンにおいてひな型様式を示しており、これにより会計が変わることによる収

支計画等の見直しは必要となるが、公営企業会計の適用前後で経営実態が変

わるものではなく、今後の経営健全化に関する具体的な取組の方向性につい

てただちに大きな影響を与えるものではないと考えており、経営戦略の策定

について過大な負担とならないものとなるよう配慮したところである。 

また、平成２８年度から平成３０年度までの間については、経営戦略の策定

に係る経費について地方交付税措置を講じることとしているが、公営企業会計

の適用に伴い改訂が必要となる場合においては支援対象とすることとしてお

り、これらの策定推進策を活用することにより早期に取り組んでいただきたい。 


