令和4年6月定例会
令和4年8月号

おかげさまで
１００号
となりました

撮影者 瀬戸高校写真部部長 2年生 尾関貴哉さん

表紙写真について
県立高校の中でも有数の敷地面積を誇る我ら
が瀬戸高校には、
Ａ・Ｂ・Ｃの３つのグラウンドが
議会だより100号記念特集

P.2～3

あります。
どれも体育祭や球技大会が実施でき
るほどの広さがありますが、
その中でも、特にこ

高校生の
みなさんも
！
必見！

のＣグラウンドは、
野球専用グラウンドとして、
長
年、練習に励む野球部員たちを見守ってきまし
た。
この写真は、
地に身体を伏せ、
非常に低い視
点から撮ることによって、
このグラウンドが見てき
たものを擬似的に表現しようと試みたものです。

P.１１に瀬戸高等学校の紹介があります

せと市議会だより
100号記念特集

市議会って結構、
おもしろい。
夏休み中の高校生の
みなさんも必見デス！
！

瀬戸市議会
議会って何してるか知ってます？
いや、
そもそも興味ないんですが。
。
笑
YouTubeで生中継もしている
んですよ。
へー、
けっこう進んでますね。
YouTubeはたまに見ますよ。

スマホ・PCから議会を見てみよう
瀬戸市議会ホームページ

GO!

○○議員が今問題の○○をテーマ
に一般質問しますよ。

瀬戸市議会

○○は身近なテーマですね。
そっか、
瀬戸市の議会ですもんね。
たまには見てみようかな。

瀬戸市議会ホームページでは、
瀬戸市議会議員の紹介や議案の審
議結果、議会改革の取り組みなど、様々な情報を掲載しています。
ま
た、
市議会の傍聴や市議会への請願・陳情の方法などもご紹介してい
ますので、
まずは一度チェックしてみてください。

瀬戸市議会
少し興味を持っていただけました
か？
今までの経過がわからないからモ
ヤモヤします。今問題の○○ってこ
れまでどんな話し合いをしてきた
の？
！

GO!

そんな時は、瀬戸市議会ホーム
ページがおススメです。
「 会議の
記 録 」から「 会 議 録 検 索システ
ム」
を使うとすぐ検索できますよ。
わぉ！キーワードに○○って入れた
ら、色々出てきました！発言者も選
べるんだ！○○議員さんでしらべて
みよっと！

瀬戸市ホームページ
からは、赤い吹き出
しの位置からお進み
ください。
瀬戸市議会

けっこうちゃんと話し合いしている
んですね。
もっと市民にアピールして伝えれ
ばいいのに！

実はいろんな取り組みを
情報配信してるんですよ。
いやー、でもまだまだ自分たちに
は伝わってないなー。
議会も悩みながら試行錯誤を重
ねています。
いいアイディアがあったら、議会
事務局までお知らせください！
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GO!

議会の世界に足を一歩踏み入れてみよう！
！
リアルタイムで見るなら、
ダンゼンYouTube！
スマホでもPCでも

過去の会議・一般質問などを
映像で見るなら
「議会録画映像」

「瀬戸市議会議会情報番組」のチャンネル登録をお願いし

キーワード検索もできて使いやすい！

ます。

瀬戸市議会ホームページからは、会議の記録（中継・録画・

ライブ中継もこちらからご覧いただけます。

会議録）
→議会録画映像へとお進みください。

議員も
よく使っています！

今回のおススメは会議録検索システム

Discuss Net Premium
ココから検索

瀬戸市議会ホームページからは会議の記録
（中継・録画・会議録）→会議録→会議録検
索へとお進みください。
会議録検索システムは平成７年以降の会議の議
事録がまとめられており、
キーワード検索・発言者
検索もでき、印刷・ダウンロードができてとても便
利！
※会議録検索システムへの反映は3～4ケ月かかります。

意外とやってる！？ 情報発信

Facebook

Instagram

ラジオ

テレビ

ホームページ

議会だより

YouTube

せとまちトーク

ぜひ
ご活用
ください。
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旧祖母懐小学校が解体されます
概要 市内7つの小中学校が統合され3年目とな
り、学校跡地の利活用も具現化しつつあります。旧
祖母懐小学校は約1億4,520万円をかけて建物が
解体され、そのほとんどは宅地になる予定です。

やすらぎ会館(福祉保健センター)の空調設
備を更新します
概要 やすらぎ会館の空調設備の更新工事を行
います。
今回の工事を行う場所は、どこか。

今後、工事費の追加があるとすればどのよ
うなことが考えられるか伺う。
過去の土地利用状況の確認はしているが 、
万一建物の下などに廃棄物等があれば適切
に対応する必要がある。

1階から6階までの各階につき、
工事を行うもの。

文化センターの空調設備を更新します
概要 文 化ホール・文 化 交 流 館・美 術 館の空 調
設備の更新工事を行います。
世界的な半導体不足の影響による、工期の
延長の可能性はあるか。

旧祖母懐小学校

事業者からは、まだ一部納期が 未定のもの
が あると報 告を受けている。利 用 者に迷 惑
が 掛からないよう、事 業 者との情 報 共 有に
努めていく。

效範消防分団に最新のポンプ車を配備し
ます
概要 現 在 の ポ ン プ 自 動 車 の 老 朽 化 に よ り
2,288万円でCD-Ⅰ型消防ポンプ自動車（車両総
重量3.5トン未満）
を購入します。
買入れによる消防分団へのメリットは？
現行車両の運転には準中型の自動車免許が
必要であったが 、普通免許での運転が 可能
となる。さらに３．
５トン未満と車両がコンパ
クトになり運用がしやすくなる。

赤津歩道橋を市が管理します
概要 にじの丘学園の開校に伴い、東明小学校
への通学路の役割がなくなったことで、県が供用廃
止を行うことになりましたが、市としては引き続き、
近隣住民の安全のため必要であると判断し、県か
らの引き渡しを受けて市道認定を行いました。
認定路線図

赤津歩道橋線

凡例
起点

※写真はイメージであり、装備や表示等は異なります。
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終点

一般会計補正予算
防災備蓄倉庫を建て替えます

がん患者の医療用補整具の購入費用を補
助します

概要 品野地区の防災拠点にある、老朽化した防災
備蓄倉庫を建て替えます。

概要 購入に要する費用の負担軽減のため補助
金を交付します。

今回の補正予算で建て直す必要性と市内にある同
様な施設についてはどのように対応していくのか。

どのような補整具に対して補助を行うのか。

品野地区の倉庫は老朽化に伴う建物の損害が
激しく、人的被害等も考慮する中で、今回緊急
ということで補正予算で対応した。市内には同
様な倉庫が8か所あるが、今後も適正な維持管
理に努めていく。

がんやがん治療に伴う副作用による脱毛や
外科的治療等による外見の変化のケアのた
めの医療用ウイッグや乳房補整具が対象と
なり、購入費の1/2（上限2万円）
を補助する
もの。

下水道事業会計補正予算
ジブリパークのロゴ入りマンホールを設置します
概要 ジブリパークの開園に向けた機運の醸成と、下水道事
業の理解促進を目的にデザインマンホールを設置します。
どこに何か所設置予定か。
また、
耐久性はどうか。
尾張瀬戸駅周辺の歩道に５か所設置予定。市が定める
基準を満たすステンレスプレートを使用したデザインマ
ンホールを設置する予定であり、耐久性に問題はない。

◆市長提出議案
議案番号

件

名

採決結果

第37号議案

旧祖母懐小学校解体工事請負契約の締結について

可決
（全会一致）

第38号議案

瀬戸市市税条例等の一部改正について

可決
（全会一致）

第39号議案 ＣＤ－Ⅰ型消防ポンプ自動車
（效範分団車）
の買入れについて

可決
（全会一致）

第40号議案

市道路線の認定について

可決
（全会一致）

第41号議案

令和４年度瀬戸市一般会計補正予算
（第3号）

可決
（全会一致）

第42号議案

令和４年度瀬戸市一般会計補正予算
（第４号）

可決
（全会一致）

第43号議案

令和４年度瀬戸市水道事業会計補正予算
（第１号）

可決
（全会一致）

第44号議案

令和４年度瀬戸市下水道事業会計補正予算
（第１号）

可決
（全会一致）

第45号議案

瀬戸市福祉保健センター空気調和機等更新工事請負契約の締結について

可決
（全会一致）

第46号議案

瀬戸市文化センター空調設備更新工事請負契約の締結について

可決
（全会一致）

第47号議案

令和４年度瀬戸市一般会計補正予算
（第５号）

可決
（全会一致）

諮 問 第１号

人権擁護委員の推薦について
（藤本 明伸氏）

同意
（全会一致）

※各議員の議案に対する賛否の状況については、
賛否が分かれた議案がなかったため、
掲載をしておりません。
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6月定例会で何が変わるの

Welcome

私たちの暮らし
生ごみ処理機等購入に対する補助が復活します！
！

ジブリパーク

20２２年１１月開園の
「ジブリパーク」
に先立ち

生ごみの約８０％は水分

パルティせと・瀬戸蔵間の電灯のバナー広告
や道路上にある広告塔にて開園を周知し、お

可燃ごみからプラスチック製容器包装、
ミックス

祝いムードを演出します。啓発グッズとしてジ

ペーパーを分別すると、残りはほぼ 生ごみで、約

ブリ仕様のウェットティッシュやジブリの横断

80％は水分です。生ごみ処理機等を使うと自宅で

幕も作っていく予定です。

簡単、清潔にごみ減量ができます。

２００万円の予算で、何を狙い、
どの程度
の費用対効果を期待する？

補助金（購入金額の1/2）の上限２万円の根
拠は？

どれくらいの効果が、
というのは数値的

マンションなどでも使用できる、単に乾燥さ

に示すのは難しいが、
ジブリの魅力を通

せる機能の４万円程度の生ごみ処理機が一

して瀬戸の魅力を知ってもらうことを狙

般的であると見込んだため。

いとしている。
他の処 理 機に対する補 助
はどのようか。
購入金額の1/2で、
コンポス
トが上限3,000円、生ごみ
密閉処理機が上限1,000円
である。

世の中の物価高騰への対応として…

材料費等を補正予算で増額

水道の基本料金を減免

給食費はそのままで、引き続き栄養バランスや量

１０月請求分から２月請求分まで3期（6か月分）
の

を確保した給食を提供していきます。

水道料金のうち、基本料金とメーター使用料を減
免します。
※基本料金を超えた分および下水道使用料は対
象外です。
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デ ータ から 見 る 瀬 戸 市 議 会
歴史ある瀬戸市議会

93

「 誕生から

議員1人に対する市民の人数

年！」

(2022.6現在)
初 代 瀬 戸 市 議 会 議 長は昭 和4 年
11月15日に就任。令和4年5月に
就任の議長は77代目。愛知県下で
5番目に歴史ある市議会です。

議員平均当選回数
「

3.6

回」

(2022.5現在)

1230

「昭和4年 約

人 」▶「2022年 約

＜定数30人＞

＜定数26人＞

4940

人」

人口増加と定数削減もあり大きく変化しました。議員一人
当たりの責任が増しています。

瀬戸市議会の平均年齢
「

60.2
(2022.5現在)

瀬戸市議会の
アマビエ

歳」
「

3

体」

(2022.6現在)

都市活力委員会では
「菱野団地再生計画」
について調査をすすめています
「まなびと交流センター グルッポふじとう」
（春日井市高蔵寺ニュータウン）
を視察しました
高蔵寺ニュータウンは、
本市の菱野団地とほぼ同時期
に入居が始まり、小学校の統廃合など共通の課題を抱
えています。平成３０年に多世代交流拠点施設として開
所した
「グルッポふじとう」
を訪問し、開所に至った経緯
や、
コスト、
運営状況などを調査することにより、
「菱野団
地再生計画」
推進の一助とすることを目的とし、視察を
行いました。
小学校施設のリノベーションにより、
「まなび」
・
「交流」
・
「居場所」
をコンセプトとして整備された施設には、図書
館、
地域包括支援センター、
こどもとまちのサポートセン
ター、
コミュニティカフェなどを備え、
世代を超えた多くの

人が交流できる複合施設としての役割を十分に果たし
ていると感じました。
総 事 業 費 10 億 2 0 0 0 万 円 、年 間 の 運 営 費 が 1 億
7000万円とのことですが、グルッポふじとうでの事業
収益が多く見込めないため、
自主財源による運営が課
題となっています。
「菱野団地再生計画」
との違いは、
グルッポふじとうは
春日井市が事業主体であるのに対し、本市においては
未来の菱野団地をみんなでつくる会
（みんなの会）
主体
の取り組みになっているため、
「菱野団地再生計画」
に対
し市も積極的に関わって行く必要があると感じました。
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一

般

質

問

市の行政課題などについて10人の議員
が考え方や内容を質問しました。質問を
行った順に、一人ずつ紹介します。

学校校舎等を避難所として利用するための事前協議について
震災時の指定避難所である学校体育館だけでは更衣室や要配慮者の方などが必要と
されるスペ－スを確保するのは難しい。必要であれば校舎の利用も可能となっている
が、
スム－ズな利用が可能となるよう、校舎やグラウンドなど学校施設の利用について事前
に協議すべきと考えるが、
どのような検討がされているか伺う。

無会派

馬嶋 みゆき
災害規模にもよるが、災害時においても教育施設の確保と授業の実施を速やかに回
復する必要があるため、災害の想定をもとに平時の事前協議を行うなど教育委員会と
緊密に連携を図っていく。

(危機管理課)

ジブリパークを起点とした誘客の仕掛けについて
ジブリパークからの移動手段についてはどのように考えているのか伺う。
市内からジブリパークを結ぶ移動手段については、愛知環状鉄道やリニモを利用する
方法や路線バスを利用する方法等、既存の公共交通機関を活用した移動方法につい

公明党
瀬戸市議団

て、周知・ＰＲすることに加え、
ジブリパークへの移動手段と市内回遊とを合わせた宿泊を含む

長江 秀幸

プログラムの検討等を進め、
実証実験による運行を行いながら、
市内とジブリパークとを結ぶ
最適な移動手段・移動ルートを検討していきたいと考えている。

（政策推進課）

にじの丘学園の増築を必要最小限に留めるために
人口統計・各種データからも、今後にじの丘学園の増築の必要性が見えてきているが、増築の規模
は過大とならず、増築の効果は長く保たれることが望ましい。そのためにも祖母懐小学校跡地の住宅
開発は、工期を２～３期に分けるなど、社会増のピークを平準化させる調整弁の役割を担えるのではないか。
無会派

児童生徒数の動向を可能な限り詳細に把握し、増築の規模が過大とならないよう、適

松原 大介

切な学校施設の運営に努めていく。祖母懐小学校跡地の住宅開発は、子育て世代の転
入のタイミングを逃さないよう進めていくが、入札不調となった際は、分割する案も含めて見
直しを行う。

（教育政策課・政策推進課）

障害福祉サービスは、利用者の最善の利益を保障できているか
放課後等デイサービス、児童発達支援、日中一時支援は、子どもへの直接支援と同時
に保護者など家族への支援も役割に含まれるか。
また、支給上限を超える支給決定の
可否と、子どもの介護や療育と保護者の就労継続のために日中活動サービスと日中一時支
援の同日利用は認められるか。

日本共産党
瀬戸市議団

新井 亜由美

いずれも障害者本人への直接支援に加え、障害のある子どもの子育てを社会的に支援するサ
ービスである。障害者相談支援センター等での相談において必要性を確認した場合は、国の
基準を超える支給決定をし、同日利用が不可欠と判断した場合は利用を認めている。 (社会福祉課)
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会議の様子は、会議録や録画映像で
ご覧になれます。

市の回答

市議の質問

生活に困難を抱えた高齢者等への居住支援について
瀬戸市居住支援協議会では居住支援法人を中心に、地域の不動産事業者と介護専門
職等が連携し、生活に困難を抱えた高齢者等に対し、住まいの確保、生活の支援や見
守り、
退去後の処理等一体的な支援を行っているが、
現時点でどのような課題があるか伺う。
公明党
瀬戸市議団

三宅 聡

様々な課題はあるが、
まずは各々の条件にあう物件を確保すること、
次に協力者である
物件オーナーの不安を解消するため、入居後の生活支援を維持すること、更に退去後
必要となる費用、
例えば遺品など残置物等が発生した場合の整理費用をどのように担保する
か、
などが課題である。

(高齢者福祉課)

狭あい道路の解消で持続可能なまちづくりについて
本市は狭あい道路が市内全域に点在している。都市計画マスタープランでは、市街地
の防災力の向上として、木造建物が密集した市街地における狭あい道路の拡幅につい
ての方針は示されていない。新たな災害に備えて今から狭あい道路の解消を喫緊の課題とし
公明党
瀬戸市議団

池田 信子

て取組んで欲しい。
今後の展開を伺う。
密集した市街地に限らず、
自治会・町内会を通じて拡幅要望を頂いた路線のうち、用地
の無償提供等、協力が得られ条件が整った路線から拡幅整備を進めている。今後は防
災性の向上も視野に地域の実情を鑑み、
狭あい道路の解消に努めていく。

（建設課）

地震・豪雨など、災害に強いまちづくりをどうすすめるか
近年、
地震や豪雨により、
盛土や急斜面が崩れ、
大きな被害が各地で起きている。
谷埋め
盛土、
腹付け盛土等の大規模盛土造成地について、
瀬戸市は２４６箇所と公表されている。
そのうち詳細な調査が必要とされた２箇所については、
今年度の第2次スクリーニング調査によ
日本共産党
瀬戸市議団

原田 学

り対策が必要と判断された場合に住民への周知、
市の対応は具体的にどのようになるのか。
第2次スクリーニング調査の結果、防災区域の指定が必要と判断された場合、対象区
域の住民に説明を行う。
また、市の対応としては活動崩落防止対策を行っていく。
（都市計画課）

瀬戸LCA学園の中学部開設の実現性について
瀬戸SOLAN小学校の運営会社は、中学校開校のため道泉小学校跡地利用の要望を
提出しているが、市はどうするつもりか伺う。
また、中学部開設のため、道泉小学校の
校舎や体育館等の施設や用地の譲渡処分についてどうするのか伺う。
無会派

臼井 淳

市のまちづくりの方針に沿った内容であり、地域に対し情報共有したところで、一つの
活用方針案として意見交換をしていく。
また、道泉小学校跡地の活用方針については、
地域との意見交換を開始したところである。瀬戸SOLAN小学校の運営会社からの提案につ
いては、
今後検討を進めていく中で、
決まっていくと考える。

(政策推進課)
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市の回答

市議の質問

子どもの教育格差・選択格差の解消に必要な取り組みについて
瀬戸市の貧困線未満の実態はどのようになっていて、教育格差等のない社会を実現す
るために、
どのような施策が必要と考えているのか。
また、
その解消に向けた対策に、子
どもの今・未来応援基金などの基金を使用すべきと考えるが見解を伺う。
無会派

本市の子どもの貧困率は７．
１％となっている。
なかでも、
ひとり親世帯の子どもの貧困

中川 昌也

率は約５０％と高い数値になっている。貧困に限らず様々な格差解消に必要な施策とし
て、
「学習支援」等の充実を図るとともに、新たな支援のニーズを聞き取ることが必要である。
基金の活用については、
今後検討していく。

(こども未来課)

子どもの健康と尊厳を守るため、学校トイレに生理用品の設置を
コロナ禍において生理の貧困問題が浮上し、昨年は約３割の自治体で生理用品の無
償提供が行われ、瀬戸市も実施している。
しかし学校での配布は、子どもたちの悩み
を把握できる機会となるとして、保健室での手渡しとなっている。授業に間に合わない、
ま
た保健室に行くことが精神的負担となる場合があるため、子どもたちの健康と尊厳を守

日本共産党
瀬戸市議団

り、安心して過ごせるよう、学校トイレに生理用品を設置すべきではないか。

浅井 寿美

生理の貧困への効果的な対応のため、
２学期からモデル校のトイレにおいて生理用品の
提供を行い、
課題の把握や検証を行っていく。

(学校教育課)

vol.9

5月に開催した
「せとまちトーク」
では各地域で活発な議論がされました
昨年11月に開催した
「せとまちトーク」
(市民と議会の意見交
換会)では地域の課題をたくさんいただきました。
今回は、
地域か
ら出された課題についての議会からの回答をもって、参加者の
皆様と話し合いをしました。

▼ その主な内容は．
．
．
●防災の充実
（避難所） ●地域活動に瀬戸焼を取り入れる
●通学路の安全対策

●自治会のあり方

●高齢化問題

など
様々な視点から意見交換を行い、大変有意義な時間となりました。
皆様のご意見は、議会として、今後の調査研究に活かしてまいります。
参加していただいた皆様、本当にありがとうございました。
なお、次回１１月
（予定）の「せとまちトーク」
は、新
型コロナウイルス感染症の状況を見ながら、開催方
法等を検討してまいりますので、よろしくお願いい
たします。
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100号

議会だよりの表紙の写真を提供していただいた

を 紹介します
愛知県立瀬戸高等学校は、大正13年に創設さ
えん げん

れた瀬戸町立瀬戸高等女学校を淵源として、令和６
年に百周年を迎える伝統校です。
東山の高台から瀬戸の街並みを見渡す広大な
な

キャンパスは、
ウグイスが啼き四季の花々が咲く自
然豊かな環境に恵まれ、
生徒はのびのびと学校
生活を送っています。

本校では令和５年度入学
生から制服を一新し、次の
百年に向けて新たな一歩を
踏み出します。新しい瀬戸
高校に御期待ください。

vol.3

平成14年12月定例会号を発行し

当初は主に年四回行われる定例会

て以来、今回で100号となりました。

の様子をありのままにお伝えしており

発刊当時は編集等への議員の関与は

ましたが、現在では、定例会のみでは

限られた範囲でありましたが、
議会報

なく議会活動などの話題を幅広くお

は議員自らの手で編集作業等を行う

伝えするようにしています。

べきとの合意を得て平成21年に
「議

これからもより一層市民の皆さん

会だより編集委員会」
が設置されまし

に親しまれる議会だよりとして編集担

た。
平成28年には広報広聴協議会の

当一同が創意工夫を凝らしていきた

広報部会へと組織を変えましたが、
議

いと考えておりますので、
どうかよろ

員が主体となって紙面構成から原稿

しくお願いいたします。

作成・校正作業等に携わっていること
は現在も変わりがありません。

平成２２年１１月１日発行
議会だより表紙
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テレビ番組

ラジオ番組
RADIO SANQ

グリーンシティケーブルテレビ
６月定例会の番組内容は
①新議長・副議長の紹介
②常任委員会の活動状況
③５月臨時会・６月定例会の結果報告
についてお送りしました。

「せとまちラジオ」
（FM 84.5MHz）
９月定例会放送予定 ８月30日
（火）10月11日
（火）
放送時間（9:20～、
12:30～、
18:00～）
ご番
覧組
にが
な
れ
ま
す
。

「こんにちは！瀬戸市議会です。
」
（地上デジタル１２１ｃｈ）
9月定例会放送予定
10月17日
（月）
から10月23日
（日）
まで

放送の前半は定例会のお知らせ、後半では瀬戸市
の未来像について議員が語るコーナーもあります。

（7:10～、
9:10～、
12:10～、
18:10～、
20:10～、22:10～）

どんな思いが語られるのかどうぞお楽しみに。

※放送時間が変更となる場合が
あります。詳しくはグリーンシ
ティケールテレビから配布さ
れる番組表をご覧ください。

ラジオサンキューホームページから過去
の放送分もお聴きいただけます。

会議の様子をライブ配

方は、北庁舎５階

信（生中継）
・録画配信

の議会事務局に

しています。
ホームペー

お越しください。

ジからアクセスしてく

ン・タブレ
フォ

でも！
ット

傍聴をご希望の

スマー
ト

インターネット中継

ださい。

編集・発行／瀬戸市議会
〒489-8701 瀬戸市追分町64-1
☎0561・88・2740

傍聴

２０２2 100号

放送時間

９月定例会開催予定
9月 2日（金）本会議
（一般質問）
9月 5日（月）本会議
（一般質問）
9月 6日（火）本会議
（一般質問・議案質疑・委員会付託)
終了後 予算決算委員会
9月 8日（木）総務生活委員会
終了後 予算決算委員会総務生活分科会

9月 9日（金）厚生文教委員会
終了後 予算決算委員会厚生文教分科会
9月12日（月）都市活力委員会
終了後 予算決算委員会都市活力分科会
9月16日（金）予算決算委員会
終了後 議会運営委員会
9月21日（水）議会運営委員会
9月22日（木）本会議(委員長報告・討論・議案採決・閉会)

※いずれも、
午前10時からの開催予定ですが、
日程が変更される場合がありますのでご確認ください。
※会議の様子は、
瀬戸市議会のホームページからインターネット中継でご覧いただくことができます。
※請願・陳情の提出締切日は、
８月１８日
（木）
の午後５時です。

編集
後記

議会では様々な方法で議会情報をお伝えして

また、高校生をはじめ若い世代の皆さんにも政

おりますが、今回は議会をより身近に感じていた

治に関心をもっていただけないかと、今年度の表

だけるように、
スマホやパソコンから議会情報を

紙は市内にある公立高校の皆さんに学校のPR

閲覧する方法について特集しました。保存してご

を兼ね写真やイラストの協力をお願いしてまいり

利用いただければと思います。

ます。

Eメール giji@city.seto.lg.jp
http://www.city.seto.aichi.jp/bunya/setoshigikai/
ご意見・ご感想などをお寄せください。

8月30日（火）本会議
（開会・議案上程・説明）

