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岡山市内に事務所を置く 25の NPO法人 

事務局 特定非営利活動法人 岡山 NPOセンター 

ご担当 石原様 森髙様 

 

岡山市長選挙立候補予定者 氏平 長親（ながちか）  

市民協働及び NPO 支援に関するマニフェスト公開質問状に関する回答      

 

時下、皆様方におかれましては、ますますご清祥のことと存じます。この度の岡山市長

選挙において、立候補の表明をいたしましたところ、岡山市内でご活躍の２５のＮＰＯ法

人の皆さまから、貴重なご質問をいただきましたこと、心から感謝申しあげます。 

こうして、選挙における候補者の政策や姿勢をお尋ねいただく取り組みは、私たち候補

者にとっては、自らの政策をより具体的に知っていただく機会をつくっていただいたこと

になります。あわせて、選挙を主権者である皆さま自身の課題ととらえ、政治（岡山市政）

を誰かまかせにするのでなく、自らつくっていこうという姿勢のあらわれでもあります。

あわせて、岡山市政における課題を提起し、広く岡山市民に示し、共に主権者たりえよう

とよびかけ、市長選挙を具体的に考えるチャンスを与えてくださる取り組みです。お取り

組みくだった２５のＮＰＯ法人の皆さま、とりまとめくださった事務局のＮＰＯ法人岡山

ＮＰＯセンターの皆さまに、心からの感謝と敬意を表します。 

 私自身、長年、住民が主人公になる市政を実現したい、憲法と地方自治の花開く地方自

治体を築きたいと、公私両面で活動してきました。このたび、思いを同じくする諸団体の

皆さまからご推薦いただき、市長選挙に立候補させていただくこととなりました。市民の

皆さまとともに、市民自身が考え、創り出す市政が実感できるよう、施策をすすめてまい

りたいと考えています。 

また、ご質問内容とも関係するのですが、縁あって、今年度、地元町内会の会長を仰せ

つかり、微力ながら努めさせて頂いています。地域には、様々な課題があり、それを支え

る日常的な献身的な努力があります。しかし一方で、行政等からの過大なる期待を背負い、

とてもボランティアではできない状況にもなりつつあります。また、地域の担い手の高齢

化や、様々な地縁組織の組織率の低下、そしてコミュニティーの力の低下が、大きな社会

的問題につながることも予想は容易です。自治体・行政の持続可能性とともに、地域、地

域コミュニティの持続可能な組織と活動を生み出していくことが、とても重要だと実感す

る日々です。 

 社会課題の解決のために、公益活動に取り組まれている皆さまから、岡山市の市民協働

の推進と、持続可能な社会づくりのための具体的施策についてご質問いただいたことは、 

とても重要な課題提起であり、私自身の問題意識とともに、しっかりと受け止めさせて頂

きました。あわせて、皆さま方が、行政の、地域の、協働のパートナーとなろうという思

いをしっかりともっていらっしゃることが伺え、心から頼もしく感じております。 

 本来ならば、各団体の皆さまにお会いし、個別具体的に日々感じておられる課題や、市

政への期待などお伺いし、私の政策と思いをお伝えするのが本意ではありますが、その機

会は、きっと早晩、訪れるであろうと確信し、別紙のとおり回答書に思いを書かせて頂き

ました。 

最後になりましたが、皆様方のますますのご活躍をお祈りし、市民が主人公の岡山市

政を実現するため、ご支援、ご協力頂きますことを心からお願い申しあげます。 



立候補予定者：  氏平 長親     

【ルール・方針】 

（1） 市民との協働をすすめるにあたっては、そのルールとしての条例または指針の整備が必要です。 

岡山市には「岡山市協働のまちづくり条例」が平成 13 年 4 月 1 日に施行されていますが、施行

から 10 年以上が経ち、状況が大きく変わっています。（当時、県内の法人数は 32 件でした） 

特に、現在の条例では支援措置として「特定非営利公益事業の実施に必要な土地、施設等を当

該事業を実施する非営利公益活動団体に対し無償で貸し付け、使用料を減免又は免除する」こ

としか明記をされておらず、十分とは言えません。 

新市政において、「ＮＰＯとの共助社会づくりに関する協働条例」（仮称）の新規策定、もしく

は「岡山市協働のまちづくり条例」について、現在の状況に合わせた改正を検討されますか？ 

○は い  ・  いいえ  

※「はい」とお答えの方は、改正のイメージや取り組み期限をお聞かせください。 

市民との協働をすすめるための行政としての基本的な姿勢、また協働のパートナーとしての

NPO 法人等市民団体の役割、そして協働を推進するための時代にあった施策を条例として規定す

ることが重要であり、現在の「岡山市協働のまちづくり条例」を、全面的に見直していくことが

必要であると考えます。 

そして、市民協働条例は市民協働で策定されるべきと考えますので、一定の時間をかけ、多く

の NPO 等市民団体の皆さんと一緒に議論を重ね、議会でも議論していただき、制定していくこ

とが必要だと考えます。２０１３年度中に改正にむけた進め方等を検討し、２０１４年度初旬に、

市民協働条例の市民策定委員会を設置し、１年間、公開の議論の上に、２０１５年度中の条例制

定をすすめていきたいと考えます。 

 

 

（2） 市民との協働を具体的に進めていくためには、予算が必要な事業だけではなく、予算がなくと

も取り組める取り組みも含めて、協働を行っていくための手順（ルール）が整理されているこ

とが必要です。同時にその後の協働においても、合意した目標数値や協働で目指すべき様相や

クオリティの実現・維持のための定期的な事業評価を複数回開催し、達成に向けて改善してい

くための仕組みも不可欠です。浜松市などの先進自治体では、NPO や市民団体と各担当課との

情報交換会が定期的に開催され、事業実施年度の前年度、事業によっては前々年度から意見交

換を重ねた上で協働事業を予算化するルールができています。そうしたルール作りをお考えで

すか？ 

○は い  ・  いいえ  

※「はい」とお答えの方は、改正のイメージや取り組み期限をお聞かせください。 

行政と市民との協働を全庁的な姿勢としていくためのしかけが必要だと考えます。ご提案のと

おり、協働をすすめるための基本的なルール、課題の共有から、事業過程での共同での評価、見

直しなどを盛り込んだ、ルールづくりを行います。前項のご質問にもある市としての基本的な姿

勢にはそうした具体的なルールや体制の整備が不可欠だと考えます。 

とりわけ、社会的課題（現存する課題、将来想定される課題）を官民で共有し、その解決・達

成のための取り組みを共有していく場を具体化したいと考えます。具体的な手法は、ご意見をい

ただきながら、今後検討していきますが、行政設置の審議会や協議会ではなく、民間主導の課題

別協議会に行政の担当者が継続的に参加できるしくみが有効ではないかと考えています。 

 

 

（3） 2014 年には「ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）に関するユネスコ世界会議」が開催され

ます。岡山市での会合は、国連機関、研究者、学校関係者、民間企業、NPO 等の各種ステーク

ホルダーを対象としたものであり、この会議以降に、岡山市が持続可能な社会づくりに向けて、

市民をはじめとした各種ステークホルダーと多文化の共生ならびに定住化推進のためにどのよ



うな取り組みを行っていくかが世界からも注目されていくと考えています。岡山市において、

「ESD に関するユネスコ世界会議」以降、ＥＳＤを踏まえた持続可能な社会づくりのための活

動促進のために、市民をはじめとした各種ステークホルダーと協働し続けるために必要な「お

かやま社会貢献条例（仮称）」や「共助社会づくり条例（仮称）」のような条令制定や他の地方

自治体に見られる事業協定に加えて締結する「岡山市包括ＮＰＯ協働協定」のような何らかの

新たな取り組みや仕組みづくりをお考えですか？ 

○は い  ・  いいえ 

※「はい」とお答えの方は、その具体的な内容や取り組み期限を教えてください。 

 来年開催される世界会議を契機として、持続可能な社会づくりをどのように発展させていける

のか、世界会議の開催の意義はまさにそこにあるのではないかと考えます。あと１年と近付いて

きましたが、これからの１年間、ESD の視点と方法を行政内部はもちろんのこと、市全体に広げ

ていくために努力したいと考えます。 

その上で、（１）でご質問いただいた「協働のまちづくり条例」の改正にあたって、持続可能な

社会を構築していく意義を踏まえたまちづくり条例にしていきたいと考えます。（１）で市民との

協働でつくるべきとお答えしていますが、市民との協働であるとともに、全庁的な協働の取組み

になるようすすめていきたいと考えます。 

ご提案いただいた「包括協働協定」や「社会貢献条例」も、市民協働の定着化と社会貢献活動

の活性化のために意義があり、効果をあげている他都市の状況もお聞きしています。協働推進の

全体施策の中で具体的に検討してまいりたいと考えます。 

 

【市民の政策提言・市政参加の仕組み】 

（4） 真に市民の力を引き出し、市民参加の市政運営をすすめるためには、市民参加や協働に対する

市民の理解を進める必要があります。県内でも岡山県や倉敷市等では協働や市民参加について

市民が学ぶための講座やセミナーを、行政機関と専門性の高い NPO との協働運営で行われてい

ます。協働・市民参加・市民参画への理解を高めるセミナーの開催を計画・予算措置されます

か？ 

○は い  ・  いいえ 

※「はい」とお答えの方は、その具体的な内容や取り組み期限を教えてください 

（１）でお応えしたとおり、岡山市の市民協働条例を市民の力で策定したいと考えています。

市民策定委員会での学びはもちろん、公開での策定委員会や、市民フォーラム、市民協働条例策

定ワークショップなどを組み立てていきたいと考えています。その際には行政のみでなく専門性

の高い NPO との協働運営は不可欠だと考えます。市民のみなさんとともに、行政も市民も力を

つけていく場の設定を継続的に検討していきたいと思います。 

 

（5） 現在、内閣府では「共助社会づくり懇談会」の名称で、「地域の活性化を図るとともに、全ての

人々がその能力を社会で発揮できるよう下支えを進める共助社会をつくっていくためには、特

定非営利活動法人等による地域の絆を活かした共助の活動が重要となってくる。このような活

動の推進に必要な政策課題の分析と支援策の検討を行う場」として、NPO 等が参加した会議が

開催されています。岡山市においても現在、「岡山市・NPO 協働推進協議会」が設置されてい

ますが、今後の市民参画をすすめるためには、会議の位置づけを新たにし、こうした施策課題

について分析と支援策の検討を行い、必要な施策の実施決定と実施中の事業評価とクオリティ

の管理・改善の預託された会議が必要だと考えております。このような会議の設置を行われま

すか？ 

○は い  ・  いいえ 

※「はい」とお答えの方は、その具体的な内容や取り組み期限を教えてください 



 岡山市と NPO の協働をすすめるための幅広い意見集約のできる協議会と、協働推進施策を政

策提言していく協働会議、また継続的に事業評価と改善、成果の市民還元をすすめる推進機関が

必要だと考えています。これまでの行政の条例による審議会設置の方法のみでなく、新たな組織

づくりを検討しています。いずれにせよ、そのどの場面にも NPO 等の参画は不可欠です。現在

ある協議会の皆さんにも組織づくりと委員の公募･選任についてご意見をお聞きしたいと考えて

います。 

 「全ての人々がその能力を社会で発揮できるよう下支えを進める共助社会」づくりという国の

「共助社会づくり懇談会」の議論が、「経済政策」としてすすめられていることに、危惧を感じて

いるものでありますが、「地域の絆を活かした共助の活動が重要」であることには共感しています。

住民自治の再生、構築のために、専門的な能力を有する NPO 等の皆さんと共に、現状と必要な

政策課題の分析、支援策の検討を行う場を設け、住民主体の共助社会づくりについて検討をして

まいりたいと思います。 

 

（6） 市民参加での行政運営を行っていくためには、これまでのパブリックコメントや会議開催より

一歩進んで、多くの市民が直接、地域の課題について議論し、提言を行っていくための場が必

要です。そうした仕組みとして鳥取県智頭町では「１００人委員会」が設置され、市民有志に

よる委員が提言から課題解決の現場も担うほか、京都市でも同様に市民が地域の課題を話し合

い、提言する機会が設けられています。岡山市においても、専門性の高いＮＰＯと協働しなが

ら、こうした市民が直接地域の課題を話し合うことで参加意識を高めると共に、市民ニーズの

把握をする場を設けられますか？ 

○は い  ・  いいえ 

※「はい」とお答えの方は、その具体的な内容、数値目標、期限を教えてください 

自治の原点であり不可欠と考えます。地域課題の掘り起こしや分析、解決のための取り組みを

市民自身が取り組めるようなしくみづくりが必要だと思います。岡山市は、地道に地域を支えて

くださっている地域住民組織が市内全域に根をはっている市です。しかし一方で、行政からの仕

事をたくさん背負い、自らが考え、見出し、解決するという自治組織としての機能が残念ながら

薄らいでいる面もあります。また、地域を支える人たちが高齢化するもとで、壮年・青年層の地

域参画をすすめていくためにも、新たな自治組織の構築を展望し、専門性を持つＮＰＯと協働し

て、地域課題を見出し、具体的に動ける場を広げていきたいと考えています。 

また、地域ごとの開催だけでなく、テーマ・課題ごとの協議会も必要だと思います。市役所に

は多くの専門セクションとスタッフがあるわけで、その持てる情報と力を発揮していただき、

NPO 等とともに広く市民のみなさんとテーマごとの課題発見・課題解決の協議会を設置していき

たいと思います。 

いずれの協議会においても、単に議論で終わるのではなく、一定の予算の執行権限、事業実施

権限を持って議論をすすめることができるようにすることで、より実効性をあげ、自治力を高め

ていくのではないかと考えています。 

 

【市役所内部の体制】 

（7） 岡山市のＮＰＯ窓口は、現在、安全安心ネットワーク推進室で行われていますが、政令市移行

後も、ＮＰＯ法人申請業務以外の取り組みが進んでいません。ＮＰＯとの協働推進ためには、

定例の人事異動による協働担当者の配置換えに影響されないように各課内に協働推進のための

担当職員を決めた庁内の協働体制の整備が必要と考えますが、組織改正も含めた協働体制強化

のための任命を進めますか？ 

○は い  ・  いいえ 

※「はい」とお答えの方は、その具体的な事業内容、数値目標、期限を教えてください 



協働推進室（仮称）を、局に属さない位置に設置したいと考えています。「安全・安心ネットワ

ーク推進室」の１係として市民協働を担うという現在の機構は市民的にもわかりにくいものです。

また、市民協働を、１セクションの課題ではなく、岡山市全体の姿勢としていくためには、全庁

への発信力をもつ位置に、市民協働推進のセクションを置きます。 

そして、各課に市民協働担当を置くとともに、庁内公募による推進委員制度をつくりたいと考

えています。人事異動により協働が停滞したり、後退したりすることのないように、各組織のト

ップと各組織内に核となる担当者が必置と考えます。あわせて職員の中の経験や能力を発揮して

もらうために、市民協働推進委員の公募制度を併用したいと考えています。 

 

（8） 岡山県および、倉敷市、津山市、笠岡市等では、市民参加、市民協働及びＮＰＯ活動支援のた

めの庁内組織を設けています。現在、岡山市にはありませんが、今後、市民参加、市民協働及

びＮＰＯ活動支援拡充のための新たな組織を設けますか？ 

 

○は い  ・  いいえ 

※「はい」とお答えの方は、その具体的な事業内容、数値目標、期限を教えてください 

問（７）でお答えした協働推進室は、公開と参画と協働の担当セクションとします。あわせて

庁内組織ではなく、民間の力で運営される「市民活動センター」の設置を検討していきたいと考

えています。 

 

 

（9） 岡山市の公民館は、地域の社会教育の拠点であるとともに、町内会や地区安全安心ネットワー

ク、地区交通安全対策協議会、学区ＰＴＡ等々の地縁組織等が有する地域資源を活用した地域

課題解決のための協働コーディネートの役割を期待されています。また、支所や地域センター、

ふれあいセンターなども、それぞれの課題ごとに所在地一帯における同様の役割を担う必要性

があると思います。今後、これら既存施設における協働コーディネートの役割を専門性を有す

る地域のＮＰＯと協働しながら充実させていきますか。それとも、別の仕組みをお考えですか。 

○は い  ・  いいえ 

※「はい」とお答えの方は、その具体的な事業内容、数値目標、期限を教えてください 

 公民館は社会教育の拠点であり、地域住民が地域課題の解決のために学び合う場所でもありま

す。地域組織等が有する地域資源を活用した地域課題解決は重要な視点であり、そのための地域

協働のコーディネートの役割を公民館が期待されているというご意見にも賛同します。公民館が

社会教育の視点をもって、地域が自ら考え自ら解決する取り組みのサポート、コーディネートが

できるよう体制を強化する必要があると考えます。 

ふれあいセンターは福祉の拠点として存分にその専門性を発揮できるよう、センターの専門性

の特化をするべきと考えています。 

地域の課題解決を柱としたまちづくり拠点として、協働コーディネートを公民館に、ふれあい

センターは地域課題のなかでも地域福祉に特化したセンターとして、いずれも行政からの独自性

を担保できるものとして機能の充実をはかるべきと考えます。いずれにせよ、高い専門性を有す

るＮＰＯの存在は、大変頼もしいものであり、当然に協働のパートナーと位置づけるべきと考え

ます。 

 支所、地域センターについては、税・戸籍・保険年金・選挙など様々行政機能の最前線窓口と

して、独自に配置を検討していく必要があると考えます。行政サービスと住民をきちんとつなぐ

ため、各区複数のセンターを配置できるよう検討をすすめます。 

 

 

 



【市民活動の推進】 

（10） 岡山県や倉敷市、津山市、笠岡市、井原市などの県内の多くの自治体において、新旧の行政施

策が届きにくい各制度の範囲外にいる市民等への支援等の活動を自己資金のみで新規に担うＮ

ＰＯや市民団体との協働事業が行われ、指定管理事業、事業委託又は補助による事業実施が行

われており、協働事例の積み重ねに役割を果たしています。岡山市においても同様に、または

協働のまちづくり条例指定事業とは別の形での協働事業や、市単独事業及び国庫補助事業数と

額の対前年比増強、また事業者とＮＰＯの新しい民間協働支援をすると共に、ＮＰＯ・市民団

体への資金支援として、「岡山市地域福祉基金」や「岡山市市民協働の学校づくり基金」とは別

の新たな「おかやま社会貢献基金（仮称）」が必要だと考えられますが、このボランティア・Ｎ

ＰＯとの協働促進のための基金もしくは同様の新規予算措置を新たに創設されますか。 

○は い  ・  いいえ 

※「はい」とお答えの方は、その具体的な事業内容、数値目標、期限を教えてください 

 岡山市が現在有している協働のまちづくり秋山基金は、協働のまちづくりをすすめるためにそ

して職員の機運を盛り上げる方法で新たな事業への原資とする旨の基金であるとお聞きしていま

す。１億円の寄付でつくられたこの基金は現在も約７０００万円を有しており、まったく新たな

基金を立ち上げるのではなく、この基金の指針を見直し、寄付者の意向にも沿った協働のまちづ

くり基金としていきたいと考えます。そして基金の活用については現在庁内組織でつくられてい

る活用委員会が審査することとなっているのを改め、他の協働施策と総合的に見直しをしていき

たいと考えます。 

 

（11） NPO の活動支援施設が、岡山県や倉敷市、津山市、笠岡市、井原市、真庭市、早島町などの県

内自治体や他の政令指定都市には設置されています。政令市移行に伴いＮＰＯ法人認証業務が

県から移管された岡山市においても、指定管理者事業を用いた NPO の活動支援施設と支援専門

員の配置が早急に必要だと考えますが、設置されますか？ 

○はい  ・  いいえ 

※「はい」とお答えの方は、その具体的な事業内容、数値目標、期限を教えてください 

 （８）で前述しましたが、岡山市には県の NPO・ボランティア活動支援センターがあるため、

同様の施設は不要だといわれてきたとお聞きしています。岡山市が設置する市民活動支援センタ

ーは、①岡山市の市民力の発信センターであること、②岡山市の社会課題のほりおこしと提起の

できる専門センターであること、➂地域住民組織と NPO 等のコーディネートのできるセンター

であることを運営の柱にしたいと考えています。皆さんと一緒に岡山らしい市民センターを検討

し設置していきたいと考えます。 

 

 

【市政における重点課題における協働及び市民参加のあり方について】 

 

（12） 中心市街地再開発における市民、ＮＰＯの参加について 

中心市街地は、岡山市駅前への大規模商業施設の立地、高層マンションの建設により再開発が

進む一方、表町南部の衰退など問題も生じています。2014 年秋には、岡山駅前にイオンモール

が開業し、岡山市民病院移転、岡山市民会館及び岡山市民文化ホールの移転新築など市有公共

施設の再配置が予定されるなど、岡山市の中心市街地の盛衰に直結する事業が差し迫っていま

す。中には市民会館の建設位置など意見が分かれ、一層の議論が必要な案件もあります。そん

な中、これら事業の推進には、行政、企業、地権者等とともに、広く、市民、ＮＰＯや社会的

起業家の果たす役割も大きいと考えます。今後の市の中心市街地再開発事業の推進にあたり、

市民、ＮＰＯなどとの協働を位置づけ、政策決定への関与の機会を設け、協働の取り組みを進

めていきますか。 



 

○はい   いいえ 

※「はい」とお答えの方は、具体的にどうしたらいいと思いますか？ 

  その具体的な事業内容、数値目標、期限を教えてください。 

これまでに回答してきた内容とかかわる部分が多いですが、岡山市の中心市街地にとって、こ

れから３年間が大きな転換点であると考えます。（６）の課題別協議会の大きな一つの柱になるテ

ーマと考えています。まちづくりに取り組む NPO 等の皆さんには、実験的な取り組みも実施し

ていただきながら、市の公共施設のありようについてもご意見をいただきたいと考えています。 

 

 

（13） 中山間地域の課題解決における市民、NPO の参加・参画について 

 

岡山市内には、合併地区をはじめ、実質的に中山間地域と呼ばれる過疎高齢化地域があります。 

本来であれば過疎地指定などを受け、状況に合った支援施策が行われるべきですが、それらの

支援を受けることができません。県ではこうした地域に対して、モデル集落を指定し、住民主

体での人材育成や生活課題の解決のための支援を NPO と協働で展開しています。 

岡山市においても、これらの地域に対してＮＰＯと協働した支援施策が必要であると考えます

が、施策の検討や予算措置、担当課の設置などを進めていきますか。 

    ○はい   いいえ 

※「はい」とお答えの方は、具体的にどうしたらいいと思いますか？ 

  その具体的な事業内容、数値目標、期限を教えてください。 

 合併地区をはじめ過疎高齢化の課題への対応は喫緊の課題となっています。また急速に膨らん

だ開発団地も過疎高齢化の新たな課題に直面しています。田畑の荒廃、環境悪化、医療過疎、買

い物難民、そして命の危機につながっていくことも予想されます。喫緊の課題について行政の責

務について感じています。しかし、と同時に課題があるからこそ、地域、周辺住民とＮＰＯとの

協働をすすめ、住民主体で課題解決がすすめられるよう支援していくことが重要であると考えま

す。（６）でも述べましたが、当該地域・周辺地域の住民組織とＮＰＯ等との協働による地域課題

解決の活動を支援する補助制度を設けたいと考えています。 

中山間地域の課題は中心市街地の課題同様、行政の 1 セクションが担うというよりは、各セク

ションとの横断的な関係が築けることが必要なため、政策局的なセクションで担当すべきかとも

思いますが、地域課題解決のための協働推進のセクションの体制と機能を強化することで可能と

なるのではないかと考えます。また、市民活動センターの設置とあわせ、センター内に地域協働

推進セクションをおき、公民館とも協働して、重点的にとりくんでいくことができるのではない

かと考えます。 

 

 

 

【その他、個別のテーマについて】 

（14） 市長就任後、NPO との協働に取り組みたい事業、課題、テーマなどございましたら、お教えく

ださい。 

 

※具体的な事業内容、数値目標、期限を教えてください。 



 市役所の仕事の多くは、市民との協働が可能なもの、むしろ協働すべきものであると考えます。

どんな課題にとりくむべきかは、まさに住民自身が決定していくものであると考えます。住民主

体で決定できる制度、しくみ、財源確保に努力していきたいと考えます。 

その前提の上で、私個人の課題意識として述べさせて頂くとするならば、岡山市が本当に子ど

もたちにやさしく、子育てをしやすいまちにしていくために、現存の課題解決をはかっていきた

いと考えています。次のような取り組みについてＮＰＯとの協働が積極的に図られることが必要

かつ効果があると考えています。 

 ①地域コミュニティの再生、自治力アップの取り組み 

 ②子どもの貧困の連鎖をたちきるための個別支援の取り組み～学習、生活、体験、就職～ 

 ③学童保育事業 

 ④子どもたちの豊かな遊びが全域に保障されるようあそび場整備事業 

 ⑤障害者が生活できる賃金の得られる新しい仕事・分野の開拓 

 ⑥発達障害児の総合的な支援、とりわけ就労支援 

  

                            ご協力ありがとうござました。 

 

 


