
 平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 環境生活部大気保全課 課長名 寺井賢一郎 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

大気の汚染や騒音などから、県民の健康を保護するとともに、生活環境を保全していく必要があります。 

このため、大気環境等に係る環境基準の達成を目指し、大気環境の常時監視や工場・事業場・自動車などの大気汚染

発生源に対する指導・規制を実施するとともに、自動車・航空機などの騒音や悪臭に関する調査、指導を行うほか、

県民へ大気環境情報を提供します。 

２ 施策の概要 

施策名 良好な大気環境の確保 
施策 
コード

4 - 0 4 0 2  

アクションプラン 
における位置付け 

１８ 良好な大気・水環境の確保と環境再生の推進 

上位政策 
計画等 

あすのちばを拓く１０のちから 
千葉県自動車交通公害防止計画ほか 

関係
課名

 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

平均濃度の減少 

（１８年度） 浮遊粒子状物質の環境基準達成率及び

平均濃度＊ 

９９％ 

（１６年度） 

※ 参考 全国平均 

９８％（１６年度） 

０.０２９ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎥ 

（１６年度） 

達成 

（２２年度） 

９４％ 

（１８年度） 

0.029 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎥ 

（１８年度） 

Ｂ

光化学スモッグ注意報の発令日数＊ 
２８日 

（１６年度） 

注意報発令日数の減少 

（毎年度） 

１１日 

（１８年度） 
Ａ

平均濃度の減少 

（１８年度） 二酸化窒素の環境基準達成率及び平均

濃度 

９８％ 

（１４年度） 

※ 参考 全国平均 

 ９６％（１４年度） 

０.０１８ppm 

（１４年度） 

達成 

（２２年度） 

９９％ 

（１８年度） 

0.017ppm 

（１８年度） 

Ａ

有害大気汚染物質の環境基準達成率 

   ベンゼン 

   ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

      ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

７９％ 

１００％ 

１００％ 

（１４年度） 

達成 

（１８年度） 

１００％ 

１００％ 

１００％ 

（1８年度） 

Ａ

幹線交通を担う道路に面する地域の騒

音の環境基準達成率 

７４％ 

（１５年度） 

※ 参考 全国平均 

８１％ 

（１５年度） 

達成率の向上 

（毎年度） 

８２％ 

（１８年度） 
Ａ

航空機騒音の環境基準達成率 

 成田空港周辺 

 羽田空港周辺 

 下総飛行場周辺 

 

４２％ 

１００％ 

８０％ 

（１４年度） 

達成率の向上 

（毎年度） 

４７％ 

１００％   

８２％ 

（１７年度） 

※18 年度の数値は

20 年 1 月頃に判明

します。 

－



目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

異常気象、黄砂、火山活動の活発化など自然的要因の外、事業活動等社会経済状況の変化な

どにより、環境基準の達成率に影響を与えます。 

また、光化学スモッグ注意報発令は、夏期の日射量、気温、風速などの気象条件に大きく左

右されます。 

目標の 

達成状況総括 

良好な大気環境の確保の実現に向けて概ね順調に進んでいます。 

こう判断した理由として、光化学スモッグ注意報の発令日数が１１日と基準年度(１６年度)

及び１７年度より１７日減少したこと。また、基準年度(１６年度)と比較し１７年度は、①幹

線交通を担う道路に面する地域の騒音の環境基準達成率が１０％向上したこと、②成田空港周

辺の航空機騒音の環境基準達成率が５％向上したこと、③その他の項目は横ばいに推移してい

ることが挙げられます。 

なお、光化学スモッグ注意報の発令日数の減少については気象条件が影響したことも考えら

れることから、次年度以降の注意報発令日数の推移を見守る必要があります。 

注 ※１ 環境基準達成率＝（環境基準達成測定局／測定局数）×１００％ 

 

３ 施策展開                                    （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

27,364 40,142 

金額

34,562 35,273 

6.0 6.0 

Ⅰ 

（大気汚染物質の排出抑制の指導等） 

 環境基準の達成を図るため、硫黄酸化物、窒素酸化物や浮

遊粒子状物質及び光化学オキシダントの原因物質である炭

化水素などについて、京葉臨海部の主要工場と締結している

公害防止協定等により排出抑制の指導を行います。 

 また、大気汚染防止法等に基づき、ばい煙発生施設等設置

工場・事業場やアスベスト製品製造事業所、建築物の解体等

工事現場の立入検査を実施し、大気汚染防止対策の徹底を図

るとともに、有害大気汚染物質の発生源対策を推進します。

人員

6.0 6.0 

36,949 41,893 

金額

36,444 41,132 

3.0 3.0 

Ⅱ 

（航空機騒音の常時監視と騒音・振動・悪臭の防止） 

 成田空港、羽田空港、下総飛行場周辺の固定測定局による

常時監視や短期の実態調査を実施し、航空機騒音に係る環境

基準の達成状況を把握します。 

 また、多種多様な悪臭苦情等の問題に対応するため，関係

市町村と連携して，悪臭防止法に基づく臭気指数規制区域の

拡大を図ります。 

人員
3.0 3.0 

556,821 270,873 

金額

517,591 251,229 

6.0 5.0 

Ⅲ 

（大気環境の常時監視と県民への情報提供） 

 県内１４６局設置してある大気環境常時測定局及び自動

車排ガス測定局において、窒素酸化物、浮遊粒子状物質及び

光化学オキシダント濃度などの常時監視を行い、環境基準の

達成状況を把握します。 

 また、一般大気中のアスベスト濃度測定を行います。 

 更新した大気情報管理システムにより、県民へ大気環境の

情報提供を行います。 

人員

6.0 5.0 

270,470 268,990 

金額

126,229 180,075 

12.0 11.0 

Ⅳ 

（自動車使用に伴う環境への負荷の低減） 

自動車使用に伴う環境への負荷の低減を図るため、「千葉

県自動車交通公害防止計画」及び「千葉県自動車排出窒素酸

化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画」に基づき、自

動車交通公害対策を推進します。 

また、「ディーゼル条例」に基づく運行規制・燃料規制等に

ついて、事業所等への指導・検査を実施するとともに、低公

害車や粒子状物質減少装置等の普及促進に向けた助成措置

を講じます。 

人員

12.0 11.0 

 

 



（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

硫黄酸化物排出総量

の削減 

（１８年度） 公害防止協定工場ごとに許容され

る硫黄酸化物排出総量の合計 

３，４４０ｍ３Ｎ／時

（１６年度） 
２，８５５ｍ３Ｎ／時

（２１年度末） 

硫黄酸化物に係る年

間計画値の総量 

２，０４０ｍ３Ｎ／時

（１８年度） 

 

Ａ

・アスベストを

使用した建築物

の解体等作業現

場 

１１％ 

（１６年度） 

１００％ 

（１８年度） 

９６％ 

(１８年度） 

Ⅰ 

大気汚染防止法

に基づく立入検

査率（立入数／

届出数） ・アスベスト製

品製造事業所 

１００％ 

（１６年度） 

１００％ 

（１８年度） 

１００％ 

(１８年度） 

Ｂ

５ （１８年度） 
Ⅱ 臭気指数規制導入市町村数 

０ 

（１５年度） ８ （１９年度） 

５ 

（１８年度） 
Ａ

大気汚染緊急時等における大気情

報管理システムによる県民への迅

速な情報提供 

現システムによる情

報提供 

（１６年度） 

更新したシステムに

よる県民へのより迅

速な多くの情報提供 

（１８年度） 

継続して情報提供し

ました。 

(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ数約4万人)

（１８年度） 

Ａ

Ⅲ 

大気環境中のアスベスト濃度のモ

ニタリング 

０ 

（１６年度） 

県内１０カ所で実施 

（１８年度） 

県内１０カ所で調査

を実施しました。 

（１８年度） 

Ａ

粒子状物質排出量の

削減（１８年度） 自動車からの粒子状物質排出量 

（自動車ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域

内） 

２，２０６トン／年 

(９年度) ２７７トン／年 

(２２年度) 

６０９トン／年 

(１７年度) 

※18 年度の数値は

20 年 3 月頃に判明し

ます。 

－

窒素酸化物排出量の

削減（１８年度） 

Ⅳ 

自動車からの窒素酸化物排出量 

(自動車ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域

内) 

１７，９８０トン／年

（９年度） ７，２９３トン／年

(２２年度) 

１０，８８１トン／年

(１７年度) 

※18年度の数値は 

20年 3月頃に判明し

ます。 

－

４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

１ 大気汚染物質の排出抑制の指導等 

近年、県内の大気環境は改善の傾向にありますが、光化学スモッグ注意報の発令日数については、

全国ワースト上位に位置し、平成１６、１７年度は２年連続して全国ワースト１位となり、光化学ス

モッグの低減対策の強化が必要な状況にあります。 

また、アスベストは、耐熱性、耐火性等に優れていることから、建築材料、工業製品等として広く

使われてきましたが、その一方、飛散したアスベストを吸い込むことにより、中皮腫やがんなどを引

き起こす可能性があります。 

アスベスト含有製品については、平成１６年１０月に一部工業用製品を除いて製造が禁止されまし

たが、これまでにアスベストを含む建築材料が大量に使用されてきた経緯があり、今後、老朽化した

建築物の解体等工事が増加することに伴い、アスベストの飛散による環境汚染も懸念されることか

ら、立入検査を強化するとともに、大気環境のアスベスト濃度の監視を行う必要があります。 

２ 航空機騒音の常時監視と悪臭の防止 

  成田空港及び下総飛行場の周辺地域と羽田空港の飛行コース下に当たる地域で，継続的に航空機騒

音の監視を行い，環境基準の達成・維持を図っていく必要があります。 



  また、多種多様な悪臭苦情等の問題に対応するため，悪臭防止法によるこれまでの特定の悪臭物質

の濃度による規制に加え、より人の嗅覚に近い臭気指数による規制方式を市原市と習志野市に導入し

ましたが、今後さらに、その地域を拡大する必要があります。 

３ 自動車交通公害対策事業 

窒素酸化物、粒子状物質の排出や騒音の発生など、自動車使用に伴う環境への負荷の低減を図るた

め、「千葉県自動車交通公害防止計画」等に基づく総合的な自動車交通公害対策を着実に推進していく

必要があります｡ 

今後の 

施策展開 

１ 大気汚染物質の排出抑制の指導等 

（１）光化学スモッグ対策 

  平成１６年５月に改正された大気汚染防止法による光化学スモッグの原因物質の一つである揮発性

有機化合物（ＶＯＣ）の排出規制が、平成１８年４月から開始されます。 

  千葉県では、従来から公害防止協定や指導要綱によりＶＯＣのほとんどを占める炭化水素の排出抑

制を指導してきましたが、依然として光化学スモッグの発令日数が多いこと、また、法のＶＯＣ規制

対象施設は大規模なものに限定されることから、指導要綱の条例化も含め、これまでの対策を継続・

強化するための方策を検討します。 

  また、改正大気汚染防止法に基づくＶＯＣ排出施設に対する基準確認立入検査を実施します。 

（２）アスベスト対策 

  大気汚染防止法に基づき届出がされた建築物解体等現場に対する立入検査を強化し、アスベスト飛

散防止対策が確実に実施されているか確認を行います。 

また、県内のアスベスト製品を製造している工場についても、法の基準等が守られているか立入検

査により確認を行います。 

併せて、一般大気環境中のアスベスト濃度の調査を行います。 

２ 航空機騒音の常時監視と悪臭の防止 

航空機騒音の監視を継続して実施するとともに、国や空港の管理者等に環境基準の早期達成を要請

します。 

また、悪臭防止法の規制方式について、これまでの「悪臭物質濃度規制」に加え、より人の嗅覚に

近い「臭気指数規制」の導入地域の拡大に向けて、市町村への働きかけを行います。 

３ 自動車使用に伴う環境への負荷の低減 

自動車交通公害防止計画に基づき１８年度の実施計画を定め、①ディーゼル条例の遵守の徹底、②

粒子状物質減少装置や低公害車の普及促進及び③自動車騒音の常時監視の実施等、総合的な自動車交

通公害対策を推進します。  

昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

１ 大気汚染物質の排出抑制の指導等 

  光化学スモッグの原因物質の一つであるＶＯＣについて、これまでの指導要綱等による対策を継

続・強化するため条例を整備します。 

  大気汚染防止法に基づく建築物解体等現場及びアスベスト製品製造事業所に対する立入検査を

強化し、アスベスト飛散防止対策の遵守状況を確認するほか、一般大気中のアスベスト濃度測定

を行います。 

２ 大気環境の常時監視と県民への情報提供 

  インターネットによる県民への情報提供機能を加えた大気監視システムの運用を行います。 

（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

１ 大気汚染物質の排出抑制指導 

・公害防止協定等により、工場・事業場に

おける大気汚染物質の排出削減を指導 

・大気汚染防止法等に基づく立ち入り検査

を実施（通年） 

・有害大気汚染物質発生源対策の推進（通

年） 

・アスベスト飛散防止対策の遵守状況確認

立入検査を実施（通年） 

４月 

～６月

１ 大気汚染物質の排出抑制指導 

・公害防止協定等により、工場・事業場におけ

る大気汚染物質の排出削減を指導 

・大気汚染防止法等に基づく立ち入り検査を実

施（通年） 

・有害大気汚染物質発生源対策の推進（通年）

 

・アスベスト飛散防止対策の遵守状況確認立入

検査を実施（通年） 



・一般大気中のアスベスト濃度測定を実施

（春季） 

・改正大気汚染防止に基づく揮発性有機化

合物排出施設の届出受理開始 

・（仮称）炭化水素排出規制条例骨子（案）

のパブリックコメントの実施 

２ 航空機騒音の常時監視と悪臭の防止 

・航空機騒音の常時監視（通年、成田空港・

羽田空港・下総飛行場） 

・臭気指数規制方式導入等の市町村協議 

３ 大気環境の常時監視と県民への情報提

供 

・大気環境の常時監視（通年） 

・インターネット等による大気環境情報の

提供 

４ 自動車使用に伴う環境への負荷の低減  

・粒子状物質減少装置装着助成事業（通年）

・自動車交通公害監視指導事業（通年） 

・低公害車等普及促進助成事業（通年） 

・八都県市大気保全専門部会等（通年） 

・18年度自動車交通公害防止実施計画策定

 

 

・改正大気汚染防止に基づく揮発性有機化合物

排出施設の届出受理開始 

 

 

２ 航空機騒音の常時監視と悪臭の防止 

・航空機騒音の常時監視（通年、成田空港・羽

田空港・下総飛行場） 

・臭気指数規制方式導入等の市町村協議 

３ 大気環境の常時監視と県民への情報提供 

・大気環境の常時監視（通年） 

・インターネット等による大気環境情報の提供

 

 

４ 自動車使用に伴う環境への負荷の低減 

・粒子状物質減少装置装着助成事業（通年） 

・自動車交通公害監視指導事業（通年） 

・低公害車等普及促進助成事業（通年） 

・八都県市大気保全専門部会等（通年） 

・18年度自動車交通公害防止実施計画策定 

７月 

～９月 

１ 大気汚染物質の排出抑制指導 

・（仮称）炭化水素排出規制条例案作成 

 

 

 

２ 航空機騒音の常時監視と悪臭の防止 

・臭気指数規制区域指定のための調査を実

施 

３ 大気環境の常時監視と県民への情報提

供 

・大気環境の常時監視結果の評価と公表 

４ 自動車使用に伴う環境への負荷の低減  

・燃料規制強化月間（９月）における検査

徹底 

７月 

～９月

１ 大気汚染物質の排出抑制指導 

・千葉県揮発性有機化合物の排出抑制に係る取

組促進条例検討懇談会を1回開催 

・一般大気中のアスベスト濃度測定を実施 

（夏期） 

２ 航空機騒音の常時監視と悪臭の防止 

・臭気指数規制区域指定のための調査を実施 

 

３ 大気環境の常時監視と県民への情報提供 

・大気環境の常時監視結果の評価と公表 

 

４ 自動車使用に伴う環境への負荷の低減    

・燃料規制強化月間（９月）における検査徹底

10月 

～12月 

１ 大気汚染物質の排出抑制指導 

・（仮称）炭化水素排出規制条例の議会上

程 

・一般大気中のアスベスト濃度測定を実施

（秋季） 

２ 航空機騒音の常時監視と悪臭の防止 

・航空機騒音監視結果の評価と公表 

・下総飛行場の航空機騒音実態調査実施 

・臭気指数規制区域の確定  

３ 自動車使用に伴う環境への負荷の低減 

・自動車騒音調査の実施 

10月 

～12月

１ 大気汚染物質の排出抑制指導 

・千葉県揮発性有機化合物の排出抑制に係る取

組促進条例検討懇談会を３回開催 

 

 

２ 航空機騒音の常時監視と悪臭の防止 

・下総飛行場の航空機騒音実態調査実施 

 

 

３ 自動車使用に伴う環境への負荷の低減 

・自動車騒音調査の実施 

１月 

～３月 

１ 大気汚染物質の排出抑制指導 

・（仮称）炭化水素排出規制条例の説明会

の開催 

 

 

 

 

１月 

～３月

１ 大気汚染物質の排出抑制指導 

・「(仮称)千葉県揮発性有機化合物の排出及び

飛散の抑制のための取組の促進に関する条

例」の骨子案事業者説明会を２回開催 

・パブリックコメントを実施 

・条例骨子案について、千葉県環境審議会大気

環境部会に諮問 



 

 

 

２ 航空機騒音の常時監視と悪臭の防止 

・臭気指数規制区域の告示   

・一般大気中のアスベスト濃度測定を実施 

（冬期） 

２ 航空機騒音の常時監視と悪臭の防止 

・航空機騒音監視結果の評価と公表 

・臭気指数規制区域の確定と告示 

５ 施策実施結果（事後評価） 

主な成果 

Ⅰ 大気汚染物質の排出抑制の指導等 

千葉県の特殊性を考慮した揮発性有機化合物（ＶＯＣ）排出削減の取組を推進するためには、

条例の整備が必要であると判断し、事業者の自主的取組を促進する「（仮称）千葉県揮発性有機

化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例」について、学識経験者、学校関

係者、業界団体、事業者、県民から広く意見を聞き、条例骨子案をまとめました。 

 

Ⅱ 航空機騒音の常時監視と騒音・振動・悪臭の防止 

成田空港、羽田空港及び下総飛行場について航空機騒音の監視を継続して実施しました。 

  悪臭防止法に基づき「悪臭物質規制方式」に加え、より人の嗅覚による判断に近い「臭気指数

規制方式」を平成１９年３月に松戸市が導入しました。 

 

Ⅲ 大気環境の常時監視と県民への情報提供 

情報提供機能を付加した新システムへの更新により、大気環境の常時監視を実施するととも

に、年間を通しインターネット・携帯電話による県民への情報提供を開始しました。 

 

Ⅳ 自動車使用に伴う環境への負荷の低減 

  ディーゼル車から排出される粒子状物質の低減を図るため、減少装置への助成（約 1，０５０

台）を行うとともに、ディーゼル条例に基づき、事業所への立入検査・路上検査・工事現場等で

の拠点検査（総確認台数１４，８７５台、適合率９６．１％）、ビデオカメラによる調査（２８，

８５２台、適合率９４．４％）及び燃料規制の検査（確認数８５０検体、適合率９９．１％）な

どを実施しました。 

  また、天然ガス・ハイブリッド自動車導入への助成（トラック４６台、バス８台、エコステー

ション２施設）など、低公害車・低燃費車の普及促進、自動車騒音の常時監視を実施するなど、

総合的な自動車交通公害対策に取り組みました。 

 

これらにより、浮遊粒子状物質及び窒素酸化物等の良好な環境基準の達成率の維持に貢献しま

した。 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

特記事項 
 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

残された 

課題 

Ⅰ 大気汚染物質の排出抑制の指導等 

  平成 18 年度は夏季に日照時間が少なかったことなどにより光化学スモッグ注意報の発令日数

は減少したものの、全国ワースト６位となっており、注意報発令日数を減少させる取組が必要で

す。 

また、アスベストを使用した建築物解体等作業現場の飛散防止対策を徹底していく必要があり

ます。 

 

Ⅱ 航空機騒音の常時監視と騒音・振動・悪臭の防止 

成田空港における環境基準の達成率については、改善傾向にあるものの依然として低い水準に

あり、更に改善していく必要があります。 

 

Ⅲ 大気環境の常時監視と県民への情報提供 

県民の健康の保護を図るため、ばい煙の排出規制等の効果を把握し大気の汚染を防止するとと

もに、大気環境の情報を県民へ提供する必要があります。 

 

Ⅳ 自動車使用に伴う環境への負荷の低減 

  窒素酸化物・浮遊粒子状物質及び自動車騒音の環境基準達成率１００％を目指して、窒素酸化

物、粒子状物質の排出や騒音など、自動車使用に伴う環境への負荷の低減をさらに図る必要があ

ります。 



方向性 

Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅱ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅲ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅳ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

課題への 

対応策 

Ⅰ 大気汚染物質の排出抑制の指導等 

光化学スモッグの原因物質である揮発性有機化合物等の排出削減を進めるため、現在検討中の

「（仮称）千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例」に

ついて、議会の議決を得た上で、その円滑な施行が図られるよう、指針の策定、事業者説明会等

を行うととともに、電子届出システムの構築など必要な体制の充実に努めます。 

また、アスベスト対策については、急増する届出等に対する指導を的確に行うとともに、立入

検査を徹底していきます。 

 

Ⅱ 航空機騒音の常時監視と騒音・振動・悪臭の防止 

  現在、成田空港へ乗り入れている航空各社が実施している低騒音型航空機の導入を、今後も継

続・強化するよう、空港管理者である成田国際空港(株)に要望し、騒音の改善に努めます。 

 

Ⅲ 大気環境の常時監視と県民への情報提供 

ばい煙の排出規制等の効果を把握するため、大気環境の常時監視を実施して、環境基準の達成

状況の確認、緊急時の措置の発令等を行い、大気汚染防止に努めます。 

また、その監視結果をインターネット・携帯電話により県民へ情報提供します。 

 

Ⅳ 自動車使用に伴う環境への負荷の低減 

  環境への負荷の低減をさらに図るため、自動車交通公害防止計画に基づき１９年度の実施計画

を定め、①ディーゼル条例の遵守の徹底、②粒子状物質減少装置や天然ガス自動車等の普及促進、

③自動車騒音の常時監視の実施等、総合的な自動車交通公害対策を推進します。 

（二次評価結果） 
Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

 光化学スモッグ注意報発令日数の減少に向けて、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）等の原因物質の削減対策を一層進め

ること。 

騒音などの環境基準達成率の向上を目指し、引き続き事業を推進すること。 

 


