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詳細は：検索サイトで「函館市議会議事録」を⼊⼒してください。

大綱１ 財政の現状と展望

荒木の課題⇒臨財債に頼らない財政運営

大綱２ 観光客受入環境整備

荒木の課題⇒早急に対応

大綱３ 旅券(パスポート

荒木の課題⇒旅券発給窓口設置
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荒木の課題⇒答弁は「詳細に調査」とならず。引き続き訴える

荒木あけみ

荒木：市は臨時財政対策債

しているが、どのように考えている

いるだけでは？
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