
建築消防委員会の活動記録

(平成 25年 2月 26日 ～平成 27年 2月 )
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2 委員会記録

記録No 時日 付 議 事 件 等

NQ l 平成 25年 2月 26日 (火 ) 正副委員長の互選

嶋_2 平成 25年 3月 13日 (水 ) 議案の審査、各種委員の選出

鶴_3 平成 25年 3月 14日 (木 ) 議案の採決

No 4 平成 25年 3月 27日 (水 ) 請願・陳情の審査、所管事務の調査、行政視察の

日程

報告 :市営バス事業経営計画の概要 と進捗状況

NQ 5 平成 25年 4月 22日 (月 ) 請願第 4号 「バス路線の延長及びバス停の設置に

ついて」、陳情 15号 「新折尾駅舎の南 口改札の設

置について」、陳情第 19号 「折尾駅について」の

審査

報告 :「 ふれあい定期」制度の見直 し

NQ 6 平成 25年 5月 8日 (水 ) 陳情第 15号 「新折尾駅舎の南口改札の設置につい

て」陳情第 19号 「折尾駅 について」の採決、

空き家等の適正管理について

報告 :環境未来都市住宅 リフォーム等促進事業

平成 25年 5月 21日 (火 )

～ 5月 23日 (木 )

行政視察

視察先 :東京都練馬区、秋田県大仙市・秋田市

No 7 平成 25年 5月 31日 (金 ) 陳情第 20号 「市住宅供給公社設置の団地集会所の

使用料無料化について」の審査

報告 :折尾地区総合整備事業、「指定集落住宅許可

制度」の創設、小倉駅南 口東地区市街地再開発事

業、「ふれあい定期」制度の見直 し

NQ 8 平成 25年 6月 17日 (月 ) 議案の審査、陳情第 33号 「市営バスふれあい定期

料金値上げ提案の撤回について」の審査

NQ 9 平成 25年 6月 18日 (火 ) 議案の採決、陳情第 33号 「市営バスふれあい定期

料金値上げ提案の撤回について」の採決



請願・陳情の審査、所管事務の調査

報告 :「住生活基本計画の見直 し」及び 「高齢者居

住安定確保計画の策定」 に関するパブ リックコメ

ン ト実施、中心市街地活性化基本計画 (小倉地区、

黒崎地区)の進捗状況

_ヽ10 平成 25年 7月 17日 (水 ) 防災救急活動について (現 地視察 :消 防ヘ リ搭乗 )

MH 平成 25年 8月 5日 (月 ) 陳情第 26号 「都市高速道路 6号線の見直 しについ

て」の審査

報告 :中 心市街地活性化基本計画に関する効果検

証の中間報告、第ニセクターの経営状況 (北 九州

高速鉄道欄、北九州紫川開発欄 )

No 12 平成 25年 10月 4日 (金 ) 議案の審査

NQ 13 平成 25年 10月 7日 (月 ) 議案の採決、請願・陳情の審査、所管事務の調査

報告 :「住生活基本計画の見直 し」及び 「高齢者居

住安定確保計画の策定」 に対する市民意見提出手

続の実施結果、中心市街地活性化基本計画の取組

み、「旦過まちづ くり構想」の策定、消防車の横転

事故、市営バス事業経営計画の進捗状況

鴻_14 平成 25年 10月 29日 (火 ) 交通政策について (現 地視察 :バ ス路線の視察 )

報告 :高 速鉄道の料金収受業務委託業者の従業員

の飲酒

紬.15 平成 25年 H月 19日 (火 ) 空き家等の適正管理について、交通政策 について

報告 :指定管理者候補の選定結果 (市営駐車場、

市営住宅 )、 福岡市の診療所火災を受けての緊急点

検結果及び 「福祉・ 医療関連施設防火安全対策連

絡会議」の設置

No 16 平成 25年 12月 5日 (木 ) 議案の審査

No 17 平成 25年 12月 6日 (金 ) 議案の採決、請願・陳情の審査、所管事務の調査

報告 :「 市行財政改革大綱 (案 )」 (個別事項 )、 消

費税増税分の市営バス運賃等への転嫁の方向性
No 18 平成 26年 1月 22日 (水 ) 空き家等の適正管理について (現地視察 :八幡東区



NQ 19 平成 26年 2月 5日 (水 ) 陳情第 44号「JR北海道を国が支援することを求め

る意見書の提出について」の採決

報告 :消費税率の引き上げ対応、市行財政改革大

綱 (案 )に対する市民意見の結果等、市営バス事

業経営計画の概要 と進捗状況

NQ20 平成 26年 3月 10日 (月 ) 議案の審査

_ヽ21 平成 26年 3月 11日 (火 ) 議案の採決

No22 平成 26年 3月 24日 (月 ) 請願・陳情の閉会中の継続審査の申し出、空き家

等の適正管理について、所管事務の調査、行政視

察の 日程等

_ヽ23 平成 26年 4月 18日 (金 ) 交通政策について (現地視察 :電気バス )

報告 :建築都市局に移管された事業

雨_24 平成 26年 5月 7日 (水 ) 請願第 4号 「バス路線の延長及びバス停の設置に

ついて」の審査、空き家等の適正管理について

報告 :学研北部土地区画整理事業の計画変更、住

まい向上 リフォーム促進事業、平成 26年 度市営バ

スダイヤ改正

平成 26年 5月 14日 (水 )

～ 5月 16日 (金 )

行政視察

視察先 :沖縄県名護市・那覇市

雨_25 平成 26年 6月 16日 (月 ) 議案の審査

雨.26 平成 26年 6月 17日 (火 ) 議案の採決、請願・ 陳情の閉会中の継続審査の申

し出、所管事務の調査

報告 :環境首都総合交通戦略の見直 し (案 )に 関

するパブ リックコメン ト実施、中心市街地活性化

基本計画の最終 フォローアップ

No27 平成 26年 7月 30日 (水 ) 公共施設のマネジメン ト (現 地視察 :門 司区 )

報告 :ス タジアム整備等 PFI事業に係る落札者の

決定

No28 平成 26年 8月 18日 (月 ) 救急防災活動について (救急救命処置の訓練実施 )

報告 :環境首都総合交通戦略の見直 し (案)に対

する市民意見提 出手続の実施結果、小倉駅南 口東

地区再開発事業の進捗状況、第三セクターの経営

状況 (北九州高速鉄道腑、北九州紫川開発欄 )

平成 26年 8月 22日 (金 ) 政策立案支援事業講演会

講師 :構想 日本 代表 加藤秀樹氏

演題 :公共施設のマネジメン トについて

ヽ、29 平成 26年 9月 26日 (金 ) 議案の審査

雨_30 平成 26年 9月 27日 (月 ) 議案の採決、請願・ 陳情の閉会中継続審査の申し

出、所管事務調査の閉会中継続調査の申し出

雨_31 平成 26年 10月 23日 (木 ) 空き家等の適正管理について (現地視察 :門 司区 )
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NQ32 平成 26年 H月 20日 (木 ) 公共施設のマネジメン トについて (現地視察 :門

司区 )

報告 :市営住宅の定期募集 における募集回数等の

変更、非婚のひとり親世帯 に対す る市営住宅使用

料の減免制度創設

紬_33 平成 26年 12月 5日 (金 ) 議案の審査

NQ34 平成 26年 12月 8日 (月 ) 議案の採決、請願 0陳情の閉会中継続審査の申し

出、所管事務調査の閉会中継調査の申し出

紬,35 平成 27年 1月 27日 (火 ) 交通政策について、救急防災活動について

No36 平成 27年 2月 3日 (火 ) 公共施設のマネジメン トについて

紬_37 平成 27年 2月 18日 (水 ) 空き家等の適正管理について、交通政策について、

救急防災活動 について、公共施設のマネジメン ト

について

平成 25年 5月 21日 (火 )～ 5月 23日 (木) 3日 間

(1)東京都練馬区 (練馬区役所 )

「自主防災組織の取 り組みについて」

(2)秋田県大仙市 (大仙市役所 )

「空き家等の適正管理について」

(3)秋 田県秋田市

「秋田拠点セ ンターアルヴェについて」

用務経過

(1)自 主防災組織の取 り組みについて

東京都練馬区では、自分たちでまちを守ろうという地域の住民が 自発的に

区民防災組織 を設立、運営 している。区民防災組織には、それぞれの役割 に

よって、防災会、市民消火隊、避難拠点運営連絡会な どの組織があ り、災害

発生時には力を合わせて、地域で リーダーシップをとり、防災活動を行 って

いる。防災会は、初期消火や救出、救護活動、安否確認の実施などによ り、

地域での被害を防止 した り、災害後の復興を行 うための組織である。

市民消火隊は、当初は東京都の指定する避難道路及びその周辺の消火を行

うことによ り、避難者を守る目的で、都が指定する避難場所へ至る避難道路

の周辺地域に編成された組織である。現在は、地域での火災消火や延焼防止

活動を行 っている。

避難拠点運営連絡会は、区が行 う避難拠点における避難者支援活動に協力

する組織である。避難拠点は全ての区立小中学校 とし、水、食料の配給拠点、

避難生活支援、復旧、復興関連情報の提供、簡単な手当や健康相談、被災者
のために相談所を開設、救助な どの要請の、 6つ の役割がある。



【主な質疑応答】

● 防災会の日常的な訓練について

30世帯以上の会員数であれば防災会として登録することができる。防災会

活動に必要な防災資器材とそれを保管する格納庫を、希望する防災会に貸

与し、活動をお願いしている。避難拠点は区の職員が運営するため積極的

な働きかけができるが、防災会は地域を自分たちで守るという組織である

ため、日常的な訓練については自主的な取り組みに任せる部分が大きいが、

相談や支援の要請に応じて、講演や訓練指導など行っている。

● 市民消火隊の技術的な訓練について

市民消火隊は口径が大きく能力の高い軽可搬消火ポンプC級 を保有してお

り、隊によって差はあるが、資器材の点検・維持管理、消防水利の把握など

積極的に活動している隊もある。

● 避難所の開設について

基本的には区の職員が班長として責任を負うが、全てのケースで職員が開

設することはできない。徒歩で 1時間以内の職員を指定して、夜間・休日に

災害が発生した場合には学校の鍵を開けて開設する。平日であれば、職員が

行くまでの間に教職員が開設する。職員、教職員ともに無理な場合は、避難

拠点運営連絡会で対応していただく。事業所との連携は大きな課題である。

● 東日本大震災の被害状況について

震度 5弱で、建物全壊・半壊といった大きな被害はなく、亡くなった方も

いなかった。瓦が割れたなど小さい被害は600件ほどあった。実際、地域防

災計画に基づいてきつちりできたかというとやや疑間も残る。職員は直ちに

避難拠点に行き避難所開設を行う原則があるが、そこの動きも鈍かった。最

終的に870人ほどの避難者が発生し、うち半分は帰宅困難者だった。

● 東日本大震災後の新しい対策について

平成23年度から24年度にかけて、 2回 にわたり地域防災計画の見直しを行

い、災害発生時の初動体制、防災行政無線等の情報関係、要援護者の安否確

認、避難拠点の物資など、新たな課題の解決に取り組んでいる。
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(2)空 き家等の適正管理について

秋田県大仙市では、平成 18年 、23年 の豪雪にて、市民の声等か ら空き家問

題が浮上 したため、平成23年 10月 に条例制定委員会を設立、 12月 議会に条例

上程、可決され、平成24年 1月 1日 、大仙市空き家等の適正管理に関する条

例が施行された。

この条例は、空き家等 に係る問題に対する市の対策や手続を体系化するこ

とによ り、倒壊等の事故、犯罪、火災等 を防止 し、市民の安全・安心な暮 ら

しを実現することを目的としてお り、その対策 には立入検査、措置命令、行

政代執行 といった行政処分を含んでいる。

条例の運用に当たっては、台帳による空き家のカルテ (調査票)の作成、

行政処分等の記録のデータベース化が重要であるため、空き家等防災管理シ

ステムを導入 し、空き家台帳を作成 している。

平成24年 3月 5日 には、全国で初 となる行政代執行 を実施 した。平成23年

の豪雪によ り既 に半壊状態で、地域住民か ら危険家屋だと苦情が寄せ られて

いた空き家で、隣接 して小学校 もある。冬にな り、全壊の可能性 もあったた

め、所有者への指導、勧告、命令を経て、行政代執行令書 を通知 し、事務所・

倉庫等 5棟の解体工事 を実施 した。解体費用は本人に請求 しているが、所有

者に資力がないため、支払いの見込みは立っていない。

大仙市では、このほかにも行政代執行 による解体 1件、補助金による解体 19

件、助言・指導・勧告等 による解体44件な どの事例がある。

【主な質疑応答】

● 補助金の交付要件について

命令等に至る前に解体 した場合に補助金が交付される。所得制限460万 円以

下、資産制限 1,000万 円以下が交付要件。

● 法律で対応できるところにあえて条例 を制定 した理由について

建築基準法によ り解体することも可能だが、条例を制定 し、空き家に限定

して取 り組みたかった。また危険な空き家の土地やゴミについては、消防法

や廃棄物処理法で も対応できるが、関係部署がばらばらになるので、条例を

制定 して総合的に対応 したかった。

● 条例制定の効果について

PR効果によ り問い合わせが増加 し、自主的な解体が70件 ほどになるなど、

関心が高まった。また空き家所有者の多 くが、悪意ではな く金銭的な問題に
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よって放置 しているケースが多かったため、補助金の交付によって解体に至

るケースもふえた。

● 解体費用の回収について

経費がかかっても市民の安全にはかえ られないという市長の方針で、負担

は覚悟の上で取 り組んでいる。市議会 も成果に理解 を示 してお り、危険家屋

を除去することで周辺住民も大変喜んでいるため、個人の財産に公金を投入

することに対する苦情な どは、今のところ 1件 もない。

● 空き家の危険度判定について

臨時職員による仮判定、職員の実態調査による判定、建築部門の資格 を有

する総合防災課職員による立入調査の 3段階で判定 している。立入検査では、

国の補助金交付用の判定シー トを用いて危険度の最終判定 を行 う。国が危険

度の判定基準を示 して くれると助かるが、そ うしたものがないため、市独 自

に判定 しているところである。

● 職員の体制について

大仙市でも職員が減少 してお り、専任は 1名 。ほかに 3名 が兼務で一緒に

動いている。取 り組みを推進 しようと思えば、もっと人を投入すればいいの

だろうが、限界のところで頑張っている。

● 空き家対策で苦慮する点について

台帳の作成、所有者の権利関係の把握な ど苦労 も多いが、当初は老朽空き

家に対する周辺住民か らの苦情 として上がってきた案件が、補助金の助成や

代執行 という段階までいくと、危険の除去によ り大変喜ばれ、感謝されるの

で、励みになる。

(3)秋 田拠点セ ンターアルヴェについて

秋田拠点セ ンターアルヴェは、公共施設 と民間施設を機能連携させ、相乗

効果によるにぎわい創出を目的として平成 16年 7月 にオープンした 」R秋田

駅直結の官民複合施設である。

14階建ての民間高層棟、 3階建ての民間低層棟、 5階建ての公共棟 「秋田

市民交流プラザ」、 3階建ての駐車場棟か らなる複合 ビルであ り、人口地盤
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で秋田駅東西連絡 自由通路 と接続 し、市民交流の核 として、また駅周辺のに

ぎわいづ くりの拠点としての機能を期待されている。

秋田市民交流プラザは、幅広い世代の活動を創造する交流空間であ り、 5
層吹き抜けの全天候型ア トリウム 「き らめき広場」をシンボルに、音楽交流

室、市民サー ビスセンター、多 目的ホール、市民活動セ ンター、自然科学学

習館、子 ども未来センターなど多彩な施設が配置されている。

築 10年 を経過 した現在では建物の老朽化が進み、中心市街地の空洞化な ど

地方都市特有の課題を抱えているため、郊外か ら中心市街地に人を呼び込む

ための魅力創出が、秋田拠点センターアルヴェの命題 となっている。

【主な質疑応答】

● 管理の民間委託等について

この 4月 か ら、公共棟の管理のうち施設予約部分な ど一部の民間委託を開

始 した。

● 現状の課題について

昨年 7月 、アルヴェと類似機能 を持 った新 しい公共施設が駅西側 にオー

プンしたため、利用客 を取 られないよう、集客面が課題 となっている。施

設の老朽化等 を理由に利用料金 を半額に見直 したため、現状では利用率が

下がることはな く、増加傾向にあ り、予約が取 りづ らいほどの状況にある。

また、施設が老朽化 しているため、来年度の修繕費が多額になることが

予想されている。通常のランニ ングコス トで も 3億 円ほどかかるため、民

間委託による人件費削減な どに取 り組んでいる状況である。

● 区分所有に基づいた団体 について

民間棟テナン ト部分の管理団体、駐車場の管理団体、秋田市の 3団体。

● 広報、 PRについて

公共棟、民間棟それぞれにホームページな どで PRす ると同時に、公共棟

についてはフェイスブックやッィ ッターな どのソーシャルネッ トワークを併

用 して広報活動を行 っている。

● 行政サービスコーナーの利用時間について

当初は午前 9時か ら午後 7時 までだったが、東 日本大震災の後は節電のた

め暫定的に午後 5時 までとしている。なおアルヴェは、震災後 どのくらい節

電できたかを確認する調査施設となっている。

● 土 日の公共棟の利用について

土 日もオープンしている。午前 9時か ら午後 5時 までが市の職員、それ以
降は民間委託での対応 となる。会議室な どの貸館施設は午後 11時 まで利用
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できる。

● 商業施設について

飲食系が多 く、物販系は少ない。物販系は駅表の西側に多 く、アルヴェの

ある駅裏の東側には少ないが、テナン トで入っているコンビニは東北でも上

位何番 目という売 り上げとのことである。 2階には映画館がある。

随行職員 政策調査課政策係長 森  幸二

議事課委員係    西尾 基希

考   5月 21日 泊 :浅 草ビューホテル (東京都台東区西浅草 )

5月 22日 泊 :ルー トイ ン大曲駅前 (秋 田県大仙市大曲通町 )

備
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平成 26年 5月 14日 (水 )～ 5月 16日 (金 ) 3日 間

(1)沖縄県名護市

「名護中心市街地商業基盤等整備事業について」

(2)沖縄県那覇市

「那覇市の救急救命の取 り組みについて」

「那覇市交通基本計画・那覇市総合交通戦略について」

用務経過

(1)名 護中心市街地商業基盤等整備事業について

名護市の中心市街地は、北部地域の中核商業地域 として発展 してきたが、

市街地の拡大や郊外への大型商業施設の立地等か ら、商業の空洞化が進み、

にぎわいが失われてきた。また旧市営市場は、北部地域の台所 として地域の

食文化 を支えてきたが、施設の老朽化が進んでいた ことか ら、水産物直営所、

まちなか市営住宅、産業支援セ ンター、駐車場や広場等の利便施設 と併せて

中心市街地に再整備 し、食文化の発信拠点、新たな商業基盤施設 として再生

を図る名護中心市街地商業基盤等整備事業に取 り組んできた。

【主な質疑応答】

● 名護市の市勢について

名護市内には、リゾー トホテルが多数あり、年間560万 人の観光客が訪れ、

宿泊者数は年間 130万 人である。観光客は増加傾向にあるが、台風の影響も

受けやすく、激減する場合もある。ユニークなものとして、県内で唯一、名

護市内で稲作が行われており、農業体験ができる農家民宿の取り組みがある。

人口については、沖縄北部地域は全体的に減少しているが、本市は区画整

理事業などで微増傾向である。本市の高齢者率は 17%で ある。

沖縄北部地域特別振興対策事業として、市全体の事業費で年間約 100億 円

の補助金交付を受けている。事業期間は 10年間である。

● 食文化の発信拠点としての取り組みについて

市営市場としての機能のほかに、食文化人材育成施設として、調理実習施

設を設けている。市民や観光者向けに市場で購入した食材を料理してもら

うために設けたものである。食文化を伝えていくことを目的に市民がオリ

ジナルで生み出すお菓子やアイデア料理が考案され、町の人に広まればと

考えている。将来は、講師を招いて料理教室を実施する予定である。

● 中心市街地の活性化事業での成果について

平成 23年 度からリニューアルされた市営市場が供用開始され、当初、周辺
10
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の商店街の空き店舗率 25.8%が 、平成 24年 度末で 20.5%と 減少 している。

また、市場の駐車台数では、平成 19年約 1万 6,000台 が、平成 25年 には

約 8万 5,000台 と、市内外か らの認知度 も高まり、利用者が増えている状況

である。

現在、商店街の若手店主のグループが、商店街の活性化に取 り組んでいる。

国の中小企業庁のソフ ト事業の補助金を受け、中心市街地を舞台にした映画

「ガジュマル食堂の恋」の製作に取 り組み、今年 3月 に撮影 し秋公開へ と準

備が進め られている。

名護市営市場

(2)rll覇 市の救急救命の取 り組みについて

那覇市では、救急出動件数の増加によ り救急車到着の遅延が懸念される中

で、AEDが必要な傷病者の発生時にはバイスタンダー (そ の場に居合わせた人 )

による救命処置が重要となるが、多 くの AEDは公共施設等に設置されてお り

夜間・休 日は利用できないため、24時間営業のコンビニに設置する那覇市コン

ビニ AEDス テーション設置事業を開始。平成 26年 2月 末時点で市内 125店 舗

のうち 121店舗に設置 した。バイスタンダーが慌てず AEDを 使用できるよう

応急手当講習の案内に取 り組んでいる。設置 した AEDは緊急時の貸 し出 し実

績 もあ り、うち 1件 は実際に人命救助 につながった。

【主な質疑応答】

● 総事業費について

当初の AEDl18台 と予備のバッテリー及びパッドで、約 3,900万 円、盗難保
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険料が 27万 円である。

AED本体の 日々のメンテナンスについては、本体でセルフチェックされ、

その結果が PHSに よ り消防本部に送信され、一括管理 している。その通信

料は購入先である日本光電が負担 している。本事業は沖縄北部地域特別振興

対策事業の対象事業で、その補助金交付を受けている。補助率は 8割である。

● コンビニ店員や市民への応急手当講習の実施状況について

コンビニの店長や従業員については、バイスタンダーとしての重要性等を

踏まえ、マン・ツウ・マンで消防局が講習を実施 している。市民に対 しては、

あらゆる広報活動を展開して、24年度実績では、累計受講者数は 45,800人

で人口の 15%が受講 している。また、消防団員に対 しても指導員の資格を与

え、講習受講の拡充 を図つている。平成 29年 には人口の 20%を 目指 し取 り

組んでいる。今後 も観光都市 として も緊急時対応能力向上を目指 していきた

い。

(3)那覇市交通基本計画・ rll覇 市総合交通戦略について

那覇市は、交通の基本的なあり方や総合交通体系等 を示 した都市の将来像

と、その実現に向けて取 り組むべきハー ド・ ソフ ト施策を盛 り込んだ交通基

本計画を策定 している。

また、交通基本計画で掲げた施策 を着実に実施 していくため、効率的・効果

的に施策 を推進するための具体的な施策パ ッケージや、地域 ごとの施策、ス

ケジュール、日標値、推進体制等を盛 り込んだ総合交通戦略を策定 している。

那覇市消防本部
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【主な質疑応答】

● 現時点までの具体的な成果について

これまでの「車中心のまち」から、「人中心のまち」への転換を図ることを

本計画の根幹となる考え方で、事業を展開してきた。ステージ①として、新

たな公共交通システム・ ICカ ー ドの導入やモデル性の高い基幹的公共交通

の実証実験を行い、本格運行 にこぎつけた。現在バスレーンの延長について、

警察 との協議に入っている。

また、公共交通利用環境の向上として、バス停上屋の整備 を行い、街路樹

を植えて緑陰を形成するな ど、歩きやすい歩行空間を整備 してきた。

そ して、啓発活動として、モビリティウィーク (公共交通や 自転車・徒歩

での移動を提唱。毎年 9月 の第 3週 目に実施)を 設けるな ど、さまざまなイ

ベン トを開催 し、市民の意識改革に取 り組んでいる。その結果、バス利用者

が少 しずつ増え、モル ールの利用率もここ数年上がってきている。

● モル ールの経営状況について

現在、 1日 平均 4万人が利用 してお り、市民の足 として根付いてきた。

経営状況 としては単年度黒字である。また計画 として、2031年春を目指 し、

隣接市の浦添市までの延長計画が進め られている。

● 民間バス会社の経営状況について

県内には、那覇バス、沖縄バス、琉球バス交通、東陽バスの 4社が路線運

行 している。おおむね市内路線は黒字だが、市外への路線や北部・南部の路

線は苦 しい経営状況である。沖縄県の交通協議会で協議され、条件にあった

赤字路線に対 し市町村が補填 している状況である。

● タクシーの総量規制について

タクシー事業者の協議会で、減車に取 り組んでいる状況である。本市 とし

ては、タクシーの待機場所の整備 を行 っている。

随行職員 議事課委員会担当係長 柏木 康史

政策調査課調査係主任 甲斐田 麻子

5月 14日 泊 :リ ザ ンシーパークホテル谷茶ベイ (国頭郡恩納村 )

5月 15日 泊 :ホ テル JALシ ティ那覇 (那覇市 )

考備
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…お疲れ様で した。


