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霸癩 22 朮度 第琨回 征務所移転検証委員会 醐議征要録乞 

 

琨 荳  時   霸癩 22 朮琱暻瑄荳珙金珩午歙琹時～午歙瑇時 

琬 会  場   大東京信用組合ビ作 琱階 大会議室 

琯 委  員   委員長     前川智之  珙出席珩 

委員長職務代理 黒竹 甜弘 珙出席珩 

委 員     青山 伸慎 珙出席珩 

委 員     谷 明彦  珙出席珩 

委 員     霸澤千鶴子 珙出席珩 

琰 征務局   醐福祉公社乞会譓理征長伍河中常務理征伍藤井総務課長伍 

醐市民社協乞伊藤会長伍申輪常務理征伍福岡征務局長伍 

醐市乞申澤健康福祉部長伍鎌譓生活福祉課長伍摂 

琱 傍聴者   琨鞭 

 

琹 議 征 

＜委員行国鵠館内征務所見学＞ 

○委嘱状貢交付 珙略珩 

○会譓理征長  

  征務所貢移転膏いう梗膏購伍2008 朮珙霸癩 20 朮珩瑄暻拘穀伍梗貢建物控耐震補強

腔攻荒い膏いう梗膏膏伍霸癩 23 朮貢琯暻 31 荳合腔行購責貢借用期限控謎黒鵠膏い

う条件貢中腔伍移転貢検討惚浩肱い拘荒杭黒郊い杭荒い伍膏いう梗膏腔琰考貢基曓

方針行基肯い肱検討惚行耕肱合い酷合浩紅午稿黒購伍碁迅速行対応惚溝鵠語碁確実荒

移転惚図鵠語碁基金貢活用語碁慎体性貢確保語膏いう基曓的荒理念膏い紅浩合浩肱検

討惚進濠肱合い酷合浩紅午 

  梗貢間伍江合洪合荒議会貢ほう貢陳情貢動攻等豪あ酷伍梗梗腔慎度立絞止合耕肱伍

現在貢私航豪貢考え肱い鵠案膏合紅稿黒行対溝鵠代替案等控出肱晃鵠国う腔あ黒郊伍

稿黒穀貢比較考慮惚浩肱い紅紘い紅疹腔伍総合的荒弐断惚私航豪稿黒糠黒貢団体貢

意思決定機関行抗い肱行耕肱合い酷紅い膏伍梗貢国う行考え肱抗鵠次第腔構洪い合

溝午 

  検証委員会購伍私航豪琬考貢団体貢理征会伍評議員会貢議決行基肯い肱設置惚江

皇肱い紅紘い紅検証委員会腔構洪い合溝貢腔伍稿貢辺貢梗膏惚抗含壕抗攻い紅紘攻

荒控穀伍江合洪合荒構検証伍構提案惚い紅紘杭黒郊膏考え肱抗酷合溝午航う糠国獄

浩晃抗願い惚い紅浩合溝午 

○征務局紹赤 珙略珩 

＜委員自己紹赤＞ 

○青山委員 



 3 / 11 

 

 以前伍琬暻行移転行考い肱短い期間腔購あ耕紅貢腔溝控伍加わ穀皇肱い紅紘い紅

経緯腔責回参加江皇肱い紅紘晃梗膏行荒酷合浩紅午国獄浩晃抗願いい紅浩合溝午 

○黒竹委員 

 社会福祉法人理征長惚務濠肱抗酷合溝午妻婚サ察ビ瑳詐ン座察惚開設溝鵠墫行伍

地域貢創民貢方々膏い獄い獄荒議論惚浩肱設立貢段階腔江合洪合荒紆余曲折惚経肱

施設惚開設浩紅膏いう経緯控構洪い合溝貢腔伍稿貢経験惚責回貢合紅委員会貢ほう

行豪反映腔攻黒郊膏いう国う行思耕肱抗酷合溝午 

○谷委員 

 四ッ谷琬振目行征務所惚持耕肱抗酷合溝午私購区貢社会福祉協議会膏絞告耕膏関

係控あ酷伍内情惚少浩購薙拘耕肱い鵠膏思い合溝午建肱鵠膏いう㌄荒貢腔伍絞告耕

膏瑳佐察作控大攻い荒膏思耕肱い合溝午 

○霸澤委員 

 私購第性東京弁護士会腔高齢者伍姚害者行関溝鵠委員会腔副委員長惚麹穀皇肱い

紅紘い肱い合溝午あ膏荳弁連腔豪高齢者刷姚害者行関溝鵠委員会貢運営委員膏いう

貢惚麹穀皇肱い紅紘い肱抗酷合溝午梗貢国う荒征務所貢移転貢検証膏いう貢購初濠

肱参加い紅浩合溝午慎生懸棒務濠江皇肱い紅紘攻紅い膏思い合溝午 

○前川委員 

 私購建築貢設計腔 10 朮伍稿貢歙 10 朮伍建設コンサ作座ン宰膏いい合浩肱伍建設

行拘拘わ鵠罪歳沙坂ン宰伍要購秦透明荒豪貢惚透明行浩肱い晃膏いう業務惚麹耕肱

抗酷合溝午最近腔溝膏魂鷺察ン詐ン座察貢市民代表腔慎部貢方膏慎緒行麹穀皇肱い

紅紘い肱抗酷合溝午 

＜委員長伍委員長職務代理者貢選出＞ 

○会譓理征長 

 委員長購委員貢星選行国鵠豪貢膏荒耕肱抗酷合溝貢腔伍航荒紅拘立候補伍合紅購

構推薦江黒鵠方購構洪い合溝腔浩告う拘午豪浩特行荒い国う腔構洪い合浩紅穀伍征

務局貢ほう拘穀貢構提案惚申浩疹校肱国獄浩い腔浩告う拘午  

○河中常務理征 

 前川委員購伍建設征業菜咋沙昏魂宰貢総合的荒罪歳沙坂ン宰惚溝鵠抗接征行携わ

耕肱い穀耕浩轟鵠膏いう梗膏腔伍腔攻黒郊前川委員行抗願い腔攻黒郊膏いう閤う行

思耕肱抗酷合溝午 

 

珙碁異議構洪い合皇骨語膏某降者あ酷珩 

 

○会譓理征長 

 異議荒浩膏貢梗膏腔構洪い合溝貢腔伍稿貢国う行江皇肱い紅紘攻紅い膏思い合溝午 

○委員長 



 4 / 11 

 

 委員長職務代理者惚指鞭溝鵠梗膏行荒耕肱抗酷合溝控伍梗黒豪征務局香抗願い浩

肱国獄浩い腔浩告う拘午 

○河中常務理征 

 社会福祉施設惚運営浩伍地域貢征情行通港肱い穀耕浩轟鵠黒竹委員行抗願い腔攻

黒郊膏いう閤う行考え肱抗酷合溝控伍国獄浩晃抗願いい紅浩合溝午  

 

珙碁異議あ酷合皇骨語膏某降者あ酷珩 

 

＜ 議 征 ＞ 

○委員長  

 腔購伍議征次第行沿耕肱議征貢琬番目貢公開刷運営行関溝鵠確認惚午 

○征務局 

 珙略珩 

○委員長 

 構質問等構洪い合浩紅穀航う糠午国獄浩い腔浩告う拘午 

 稿う浩合浩紅穀伍次貢議主琯伍検証委員会貢運営行考い肱伍征務局説明惚午 

○河中常務理征 

 珙略珩 

 慎応梗梗合腔腔構秦明荒点控あ酷合浩紅穀抗奮杭浩紅い膏思い合溝午  

○璇委員 

 溝壕合皇骨午琨点紘杭午最終答申貢婚坂察沙購伍現行案膏対案惚委員会腔検討溝

鵠膏いう婚坂察沙腔国獄浩い骨腔浩告う拘午 

○河中常務理征 

 江国う腔構洪い合溝午 

○璇委員 

 稿黒購あ晃合腔豪現行案控優纏抅鼠琨膏浩肱伍稿黒控聟浩杭黒郊膏いう意味腔伍

抅鼠肯杭惚考杭紅疹腔貢対案琬膏拘対案琯壕紅い荒形腔浩告う拘午  

○河中常務理征 

現行案豪稿黒糠黒構意見控あ鵠膏抗酷伍い獄い獄荒坂鷺ッ宰麹妻坂鷺ッ宰控あ酷

合溝貢腔伍多方面拘穀検証伍考察浩肱い紅紘攻伍現行案国酷梗絞穀貢ほう控いい膏

いう梗膏行荒黒郊伍稿ういう結論拘膏考え肱抗酷合溝午 

○璐委員 

碁結論惚瑇暻曒更穀い合腔行出浩肱伍琯暻曒合腔行購建肱疹校肱引耕越江荒杭黒

郊い杭荒い語膏いう梗膏腔浩告う拘午紘膏溝鵠膏伍建築予定麹設計合腔進骨腔い鵠

購甲腔溝国講午梗黒拘穀瑇暻合腔拘杭肱検証浩肱伍稿黒以外貢案控出紅穀航う溝鵠

貢拘午逆行言う膏碁梗黒浩拘荒い拘穀認濠肱晃紘江い語膏いう形紘杭腔梗貢委員会
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惚作耕肱い鵠貢拘午稿ういう閤う行見え肱浩合う午稿貢辺行考い肱い拘控拘午 

○河中常務理征 

 仮行梗貢現行案控良い膏いう結論行荒耕紅膏浩肱瑳座察宰浩肱豪伍最僧腔豪琨朮

更穀い拘拘耕肱晃鵠膏考え肱抗酷合溝午稿う浩合溝膏伍最短腔瑋暻貢曒行結論控出

紅膏浩肱伍移転惚完了溝鵠合腔控霸癩 23 朮貢瑋暻工行荒耕肱浩合う午稿黒行考い肱

購伍家主腔あ鵠大東京信用組合江骨行購抗㌄浩浩肱い合溝午腔溝拘穀伍載座察荒案

惚出浩肱い紅紘攻紅い膏考え肱抗酷合溝午 

○璐委員 

琹カ暻前貢予告貢延長豪申浩入黒鵠膏いう㌄荒貢腔溝講午 

○河中常務理征 

購い伍稿う腔溝午 

○委員長 

 絞告耕膏補足惚抗願い浩合溝午 

○会譓理征長 

現行案行考攻合浩肱購伍実態膏浩肱購碁梗黒以疹前行進濠鵠状況腔購無い語膏弐

断浩肱抗酷合溝午凍結腔購あ酷合皇骨杭黒航豪伍碁慎荵膏濠肱伍物征惚豪う慎度再整

理浩合浩告う語膏いう状況腔構洪い合溝午 

○璅委員 

 碁資料琬珙琯珩語貢碁琯珙琨珩～珙琱珩語貢選択肢貢具体的荒説明惚伍航貢程度地

域麹関係者貢方々行行耕肱い鵠貢拘午資料琯珙琬珩①貢陳情書貢要莉貢中腔伍碁何拘

急行梗貢提案控出江黒肱伍江豪珙琱珩貢方式行決定浩肱浩合耕肱い鵠語膏いう印象

惚紳え肱い鵠国う荒感港控溝鵠午 

○河中常務理征 

 地域貢方行対浩肱説明秦足紘耕紅膏認識浩肱抗酷合溝午 

○璅委員 

 検証委員会腔購伍内容等行考い肱豪う慎度関係者行構説明惚浩肱伍構理解い紅紘

晃膏いう手94控必要行荒耕肱晃鵠伍膏いう解釈腔浩告う拘午 

○河中常務理征 

地域貢方伍関係団体貢説明行考い肱購伍実務者会議伍あ鵠い購ワ察キン些瑳座ッ

斎控説明浩肱合い酷紅い午 

○委員長 

  基曓的征慌貢琰番行抵触溝鵠国う荒意見控出肱攻紅場合豪検証溝鵠貢腔浩告う拘午 

○会譓理征長 

 基曓的征慌貢琰番行考攻合浩肱購伍ソ斎宰貢面腔豪慎体的荒運用控行わ黒鵠梗膏

行国鵠相星補完伍稿黒行国鵠市民行対溝鵠利益貢増大伍効率的荒サ察ビ瑳貢提供伍

梗う浩紅梗膏控図黒鵠膏考え肱抗酷合溝貢腔伍琰番貢慌目行対浩肱矛盾溝鵠選択肢
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膏いう貢購伍腔攻黒郊梗黒購排除浩肱い攻紅い膏いう閤う行考え肱抗酷合溝午  

○委員長 

 腔購伍梗貢琨伍琬伍琯伍琰貢根拠購征務局腔用意浩肱い鵠膏いう梗膏腔溝講午 

○会譓理征長 

購い午 

○璇委員 

基曓的征慌貢碁迅速性語腔溝控伍延長豪可膏いう梗膏腔あ黒郊伍摂貢選択豪合紅

復活膏いう可能性豪あ酷合溝貢腔伍稿ういう膏梗獄購説明惚浩謎黒荒い膏い杭荒い午 

責貢㌄紘膏伍霸癩 23 朮琰暻合腔航う浩肱豪移転溝鵠伍膏いう豪貢腔購無い膏いう梗

膏腔溝拘午 

○委員長 

 多薙伍梗梗以外貢関係者貢方拘穀溝鵠膏伍何拘時間惚人質行膏耕紅国う荒感港行

聞梗え肱浩合う午紅紘伍機関控地震拘何拘腔挫懇ン浩肱浩合う膏伍サ察ビ瑳控膏合

耕肱浩合う膏いう貢購非常行問主午地震控来肱豪業務控9394溝鵠膏いう貢控根幹行

あ鵠高攻午稿ういう意味腔購伍迅速性購良い午浩拘浩契約整々膏拘購言い訳貢国う

行聞梗え肱浩合う午稿う腔購荒晃伍市民行膏耕肱あ鵠高攻姿惚嶂鵠紅濠行購伍迅速

行梗梗拘穀出荒杭黒郊い杭荒い午碁嶢全荒膏梗獄行動拘荒い膏サ察ビ瑳控挫懇ン浩肱

浩合う語膏いう曓来貢あ鵠高攻姿惚主行掲校肱説明浩肱い晃梗膏控非常行ĩ要午  

○璇委員 

稿う腔溝講午瑳冴察砂行㌄惚理解腔攻鵠国う荒形腔腔攻黒郊いい膏思い合溝午  

○委員長  

Ｉｓ値膏いう貢購慎考貢耐震性惚あ穀わ溝数値腔溝午例え郊文科省控出浩紅小学

校行対溝鵠耐震補強膏いう貢購伍0.6 以疹膏言わ黒肱抗酷合溝午梗梗購 0.3 腔溝午0.3

膏いう貢購崩壊浩合溝午潰黒鵠膏いう貢腔非常行怖い午秦動産貢売―腔購伍誰豪―

わ荒い午秦動産貢証券泌豪絶対無理腔溝午建物膏浩肱購非常行怖い状況午稿梗腔市

民貢サ察ビ瑳機関控入耕肱い鵠膏いう梗膏控伍稿豪稿豪問主午  

○申輪常務理征 

碁建肱鵠語膏いう梗膏控慎考貢斎削察砂行荒耕肱抗酷合溝控伍空攻ビ作控あ黒郊

来朮貢琯暻合腔入黒合溝午私航豪控調査浩紅中腔購伍当初 1,500 件鼠貢〝浩室控あ

酷合浩紅控伍㌆当溝鵠貢控琨件あ耕紅拘荒い拘貢状況腔浩紅午浩紅控い合浩肱伍空

攻ビ作控あ鵠拘航う拘豪検証浩荒杭黒郊い杭荒い午 

○委員長 

 稿ういう意味腔購伍碁建肱替えあ酷攻語膏誤解江黒肱い鵠午稿梗惚疑問行思耕肱い

鵠方控い穀耕浩轟鵠拘豪浩黒合皇骨午 

○璅委員 

麹購酷選択肢惚皆江骨行抗示浩溝鵠梗膏控必要拘膏思う午稿貢中腔伍結果的行原
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案控慎番伍100％良い豪貢拘航う拘購迩膏浩合浩肱伍国酷載座察荒案腔あ鵠膏いう説

得力惚持耕紅形腔貢構説明惚浩肱い晃梗膏控必要午 

○璐委員 

麹購酷移転溝鵠目的控優纏浩荒い膏伍梗貢㌄購市民行購納得浩肱豪穀え荒い午責伍

公社膏社協控伍在宅膏地域福祉腔薙拘黒肱麹耕肱い鵠午紅紘伍実態膏浩肱購慎緒行

麹耕肱い鵠膏思う貢腔溝控伍実墫行梗黒購慎緒行麹穀荒い膏腔攻荒い午抗星い行稿

貢接征控腔攻肱伍嶢全荒場所腔攻絞骨膏腔攻荒杭黒郊い杭荒い午稿貢紅濠行航うい

う選択肢控あ鵠拘午稿黒惚天秤行拘杭肱伍航耕絞控良い貢拘惚説明溝鵠午稿黒浩拘

納得浩肱豪穀え荒い膏思う午紘拘穀伍最初拘穀移転伍建築膏いう梗膏拘穀言耕紅穀伍

合甲碁済察語碁ほ拘行荒い骨腔溝拘語膏言わ黒肱浩合う膏思う午 

○委員長 

  梗貢陳情以外行伍サ察ビ瑳惚奮杭鵠側拘穀貢距聚的荒問主豪見奮杭穀黒紅午碁征務

局的荒機能膏サ察ビ瑳的荒窓口控慎体行荒耕肱い鵠必要控あ鵠拘語膏いう梗膏豪あ

鵠貢腔伍サ察ビ瑳貢あ酷方伍征務局貢あ酷方伍施設貢あ酷方行考い肱伍整理浩肱説

明浩肱い紅紘攻紅い午 

○璐委員 

社協膏公社貢出纏機関膏窓口購伍摂行あ鵠貢腔溝拘午 

○河中常務理征 

 福祉公社購伍高齢者総合詐ン座察麹疲﨤高齢者詐ン座察控あ酷合溝控伍征務局麹

暼償サ察ビ瑳貢出纏貢窓口膏いう梗膏腔購構洪い合皇骨午迩機能腔溝貢腔伍実質的

行出纏窓口膏いう梗膏腔購あ酷合皇骨午 

○璐委員 

溝鵠膏伍稿梗香依頼者控来鵠必要購あ鵠貢腔溝拘午 

○河中常務理征 

恒常的行奮杭付杭鵠膏いう梗膏購構洪い合皇骨午 

○申輪常務理征 

市民社協購伍例え郊梗貢会議室購非常行暼効的行伍あ鵠部薙腔購使耕肱抗酷合浩

肱伍絞告耕膏浩紅総会伍各団体貢総会荒航購梗梗惚使用浩肱抗酷合溝午浩拘浩荒控

穀伍暻行何回豪膏いう梗膏腔購荒い午在碕ン塞墾坤購各地域行散穀郊耕肱活動浩肱

い合溝午征務所婚コ察作拠点紘膏いうわ杭腔購構洪い合皇骨午 

○璇委員 

現行案控決合耕紅大攻荒要因膏浩肱碁坪単価貢優鼠性語膏いう貢豪あ鵠拘膏思う午

稿貢前提膏浩肱購伍碁利便性語購弁港膏思う午合紅伍航絞穀豪碁責合腔膏変わ穀衡業

務控腔攻鵠語膏いう梗膏控前提行あ鵠貢腔購午稿貢辺惚説明浩謎黒荒い膏伍議論購

進合荒い午 

○委員長 
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 資料琱珙瑇珩貢距聚貢問主惚振寧行説明浩荒い膏午在碕ン塞墾坤江骨貢サ察ビ瑳

膏いう貢購変わ穀荒い午碁市貢中心拘穀遠晃荒鵠拘穀利便性控悪晃荒鵠語梗膏腔購無

い梗膏惚浩耕拘酷説明浩荒い膏い杭荒い午 

○璐委員 

纏程貢構説明貢中腔伍碁梗梗惚活用浩肱い鵠語膏あ酷合浩紅午社会福祉協議会伍在

碕ン塞墾坤等購福祉関係腔溝控伍梗貢場所惚総会貢場所行提供溝鵠膏いう貢購間違

耕肱い鵠膏思う午稿ういう目的行伍剤察作控あ鵠わ杭腔購荒い午紘拘穀伍碁剤察作控

必要膏いう選択肢購無い語膏思う午碁遠晃荒耕肱伍稿黒腔購困鵠国語膏いう㌄腔購荒

い午紘拘穀伍曓当行福祉紘杭腔麹耕肱い晃貢腔あ黒郊伍西東京市貢市境香行耕肱豪

迩行問主荒い膏思う午 

○璆委員 

通常伍法歐相談伍講習伍地域包括合紅購在宅赤護等惚利用江黒肱い鵠膏いう現状

控あ鵠貢腔溝拘午社協貢現状惚知穀荒い貢腔溝杭黒航豪伍航う腔溝拘午 

○福岡征務局長 

権利擁護征業行考攻合浩肱購福祉公社腔麹耕肱い合浩肱伍唯慎伍26 市貢市民社協

貢中腔豪権利擁護征業惚麹耕肱い荒い腔溝午 

○璆委員 

 碁迅速性膏拘確実性控全面行打絞出江黒肱い肱伍拘考伍検討期間控瑳佐沙ュ察作

的行焦点惚絞耕肱い鵠語膏いう梗膏腔伍麹購酷伍市民貢方々行誤解惚抱拘黒荒い国

う行溝鵠紅濠行購伍碁形式的腔購荒晃伍自主的行十薙審査浩紅骨紘語膏いう紘杭貢審

理惚腔攻鵠拘午 

○河中常務理征 

委員会控琱回程度浩拘開杭荒い膏いう梗膏腔溝貢腔伍例え郊伍委員会貢合間行伍

法歐関係行考い肱購個迩貢委員行検証惚抗願い溝鵠膏いう作業惚進濠肱合い酷紅い午 

○璆委員 

法的行伍琹カ暻前貢解除予告膏いう貢購契約疹明記江黒肱い鵠午責〝浩肱い紅紘

い肱い鵠方膏貢抗㌄浩合い整々膏言耕肱い穀耕浩轟い合溝杭黒航豪伍稿黒購法的行

購航うい耕紅形腔浩告う拘午期限購契約疹明記江黒肱い鵠貢腔伍遅黒肱購紘濠腔溝

国講午 

○河中常務理征 

腔溝拘穀伍当然瑋暻合腔行碁琯暻慎杯腔出鵠状況語膏いう貢購可能性膏浩肱購僧

い膏思い合溝貢腔伍稿黒行考い肱貢何穀拘貢意思表示購浩荒杭黒郊荒穀荒い午紅紘伍

纏貢見通浩惚立肱肱伍碁梗黒更穀い購延長浩肱ほ浩い語膏いう意思表示惚浩紅い膏思

耕肱い鵠午稿黒行考い肱購伍委員会貢進捗控航う荒鵠拘膏いう梗膏豪構洪い合溝午  

○璆委員 

征前打診壕紅い荒豪貢豪江黒肱い鵠貢腔浩告う拘午 
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○河中常務理征 

購い午碁来朮琯暻以降豪梗梗行浩郊穀晃い江皇肱豪穀う可能性控あ鵠語膏いう梗膏

購申浩疹校伍構了解惚誤い肱い鵠午 

○委員長 

 評議員会行伍責荳貢説明豪う振寧行説明惚浩肱伍稿梗腔航ういう課主荒酷議主控

疹控耕肱晃鵠拘行国耕肱伍碁癪々控航う動晃拘語膏いう梗膏豪変わ耕肱晃鵠午関係者

控多岐行渡耕肱い鵠貢腔伍航ういう議主控疹控耕肱伍癪々控航う検討惚溝高攻拘惚

迅速行紳え肱誤攻紅い午腔購伍稿貢現行案行考い肱伍構説明惚抗願い浩合溝午 

○河中常務理征 

珙略珩 

＜傍聴者入室＞ 

○委員長 

 征務局貢ほう腔把握浩肱い鵠主荒意見膏いう貢購伍溝高肱梗梗行凝縮江黒肱い鵠

膏思耕肱国獄浩い腔浩告う拘午あ膏伍責歙貢関係者膏貢意見交換会貢中腔伍合紅課

主控出肱晃鵠膏いう梗膏腔浩告う講午 

○河中常務理征 

主荒意見行考い肱購伍責荳購拘荒酷雑駁行合膏濠疹校紅膏梗獄腔構洪い合溝貢腔伍

合紅出肱攻合浩紅穀伍秦足貢豪貢惚……午 

○委員長 

 稿黒購漏黒荒晃伍誤戴腔攻黒郊膏思い合溝午 

○会譓理征長 

現行案行関溝鵠主荒意見貢記載貢接方腔溝控伍碁航ういう立場貢人控伍航ういう場

面腔抗耕浩轟耕紅貢拘語惚最終的行攻絞骨膏付記浩紅い膏考え肱抗酷合溝午 

○委員長 

 梗貢意見惚豪膏行伍何惚議論溝高攻拘伍膏いう課主惚整理浩荒い膏伍闇雲行議論

惚瑳座察宰浩肱豪決合酷合皇骨貢腔伍麹購酷梗梗控原点拘膏思い合溝午  

○璇委員 

合甲建設協力金控使え鵠膏いう貢控材婚ン宰腔伍梗黒購慎種貢無利子貢〝浩主行

対溝鵠融資腔溝国講午 

○河中常務理征 

購い伍稿ういう梗膏腔構洪い合溝午 

○委員長 

 纏程貢伍時系列的荒伍航貢座婚財ン些腔出肱攻紅貢拘膏いう梗膏豪知酷紅い午 

○会譓理征長 

歙刻伍再整理惚浩紅い膏思い合溝午 

○璆委員 
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地域創民行膏耕肱貢利便性等惚考え鵠行あ紅耕肱伍公社膏社協膏貢関係伍溝壕薙

杭等貢内容行考い肱具体的荒資料惚い紅紘攻紅い午 

  あ膏伍基金惚焚酷崩江黒鵠梗膏行考い肱伍碁梗黒合腔語膏碁責歙膏語航う荒貢拘膏

いう資料豪い紅紘攻紅い午 

○委員長 

 碁福祉語膏いう謎酷口拘穀伍碁市語碁社協語碁公社語貢琯考貢役割薙担行考い肱伍慎

度検証控必要午挫細酷控あ耕肱豪い杭合皇骨浩伍漏黒控あ耕肱豪い杭合皇骨午役割

薙担控伍市民拘穀見え行晃晃荒耕肱い鵠午稿黒膏伍資料琱珙琱珩行あ酷合溝主荒増

減部薙膏いう梗膏腔伍梗貢理譿貢説明惚整理浩肱欲浩い午碁曓当行梗黒控必要語膏い

う膏梗獄購検証溝高攻午特行多目的作察冴膏拘伍大攻荒部屋購伍代替え腔攻鵠豪貢

購稿耕絞惚使う膏拘豪必要午 

○璇委員 

梗貢検証委員会惚伍実態惚伴耕紅豪貢行溝鵠紅濠行伍資料琹珙琨珩腔征務所移転

検討貢経緯貢中腔伍民間ビ作貢空攻物件控航う浩肱紘濠紘耕紅拘伍具体的行鷺瑳宰

坤ッ菜浩肱い紅紘攻紅い午稿黒膏伍民間紘杭腔購荒晃肱伍碁公共施設貢空攻施設語行

考い肱豪伍碁航貢物件惚見肱聟浩拘耕紅語膏いう説明豪誤攻紅い午 

 基曓的荒方向膏浩肱購伍梗ういう外郭団体貢施設貢利用惚腔攻鵠紘杭市貢施設行

凝縮浩紅ほう控伍市貢歳入行豪考荒控酷合溝浩伍減受貢免除控あ黒郊公社行膏耕肱

豪暼利腔あ鵠午浩拘豪伍責歙伍空攻瑳際察瑳控増え肱い晃可能性購あ耕肱豪伍減耕

肱い晃可能性購多薙無い午20 朮伍30 朮歙惚考え肱壕紅穀伍空攻瑳際察瑳購閤え鵠紘

獄う膏いう貢控基曓的荒考え腔抗㌄浩江皇肱い紅紘い肱い鵠貢腔伍稿貢辺貢膏梗獄

豪曓当行説得力貢あ鵠説明惚抗願い浩紅い午 

○璐委員 

移転惚浩肱拘穀 20 朮間稿梗行居鵠わ杭腔溝国講午20 朮間貢征業計逸麹伍稿貢歙行

考い肱浩耕拘酷浩肱い紅紘攻紅い午 

○委員長 

将来貢長期計逸膏いい合溝拘伍碁責購梗う紘杭黒航豪将来的行購梗う腔溝国語膏い

うビ沙ョン惚見皇鵠梗膏行国耕肱伍納得江黒鵠方豪い穀耕浩轟鵠午慎応伍議主購責

貢膏梗獄伍琬番合腔控議征膏浩肱購終わ酷合浩紅腔浩告う拘午最歙伍質疑応答膏い

う梗膏腔午 

○河中常務理征 

 資料琹購伍征務所移転惚検討浩紅経緯腔構洪い合溝控伍構指摘貢国う荒形腔焚酷

合膏濠紅い膏思耕肱抗酷合溝午稿黒拘穀伍基金行関溝鵠規定惚考杭肱抗酷合溝午  

 あ膏伍責歙貢梗貢委員会貢荳程惚調整い紅紘杭黒郊膏思耕肱い合溝午 

 

＜次回以降貢荳程＞ 
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琹暻 17 荳珙金珩18 時拘穀午 

瑄暻 15 荳珙木珩18 時 30 薙拘穀午 

瑇暻琱荳珙木珩18 時拘穀午 

瑇暻 26 荳珙木珩18 時拘穀午 

場所行考い肱購合紅追耕肱構通知惚江皇肱い紅紘攻合溝午  

 

○委員長 

 議主控伍内容豪濃晃肱伍癪々豪莨晃追い考攻紅い膏思い合溝貢腔伍薙科会等惚設

置浩肱い紅紘い肱伍合紅個迩行検証委員行対浩肱質疑惚浩肱い紅紘晃膏いう形惚膏

酷紅い膏思い合溝貢腔伍責歙膏豪国獄浩晃抗願い浩合溝午  

 航う豪攻告う購あ酷控膏う構洪い合浩紅午 

 

珙以疹珩 


