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税外収入について質疑をした理由
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市民文化費：「映像のまち・かわさき」
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映像教育は、単に将来の映像人材を育成するだけで

川崎市は、一般会計という大規模な市民生活に関わ

なく、コミュニケーション力や表現力を高めて行くと

るものから、病院事業、上下水道事業、市バス、卸売
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情報共有し、実施校を増やす努力
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すべきと、市長に再考を求めました。
すべきと、市長 再考を求めました。
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