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鈴鹿市議会議長 

 森 喜代造 様 

 

高校生対象班 班長  宮木 健 

 

議会報告会実施結果報告書 
 

 高校生対象議会報告会を実施したので，下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

１ 開催高校，日時，会場，参加生徒，参加議員 
（１）石薬師高校 

日  時  １月２７日（月）午後３時３０分～４時４０分 
会  場  石薬師高校 うのはなルーム 
参加生徒  ７人 
参加議員  ６人 

 
（２）神戸高校 

日  時  １月２７日（月）午後４時１０分～５時１０分 
会  場  神戸高校 第１会議室 
参加生徒  ６人 
参加議員  ７人 

 
（３）飯野高校 

日  時  １月２９日（水）午後２時２５分～３時２０分 
会  場  飯野高校 体育館 
参加生徒  １４０人 
参加議員  １２人 
 

（４）稲生高校 
  日  時  １月３０日（木）午後４時００分～４時５５分 

会  場  稲生高校 視聴覚室 
参加生徒  １３人 
参加議員  １０人 

 
２ 内容 
（１）石薬師高校，神戸高校，稲生高校 

第１部 パワーポイント資料に基づいて議会の説明を行った。 
第２部 事前アンケート結果を元に意見交換を行った。 

（２）飯野高校 

第１部 パワーポイント資料に基づいて議会の説明を行った。 

第２部 事前アンケートからテーマをピックアップして，そのテーマにつ 

いて簡潔に報告した後，意見交換を行った。 
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３ 議会報告会概要 

（１）石薬師高校 

開催日時 令和２年１月 27日（月） 午後３時 30分～午後４時 40分 

開催場所 石薬師高校 うのはなルーム 

出席議員 

６人 

議長 森 喜代造，副議長 山口 善之 ※冒頭挨拶後，神戸高校へ移動 

宮木 健 山中 智博 船間 涼子 前川 申龍 

（役割分担） 
進行 山中 智博，議会説明 船間 涼子， 

意見交換 全員， 記録 宮木 健 

参加生徒数 ７人 

議会報告の概要 

議長あいさつ 

【第１部】議会説明 

 パワーポイント資料に基づいて議会の説明を行った。 

【第２部】意見交換。 

 事前アンケート結果を元に意見交換を行った。 

意見交換概要 

 高校生の意見 議員の意見 

第１部 

議会説明 

住所が２か所ある場合の選挙権は，

どうなるのか。 

住民票の所在地。 

 

学生時代の経験は議員活動等にどの

ように生かされているのか。 

 

様々な経験を通して，その経験が将来

の一人一人の生活に無駄になることは

ない。 

第２部 

意見交換 

スポーツできる環境，施設の充実に

ついて，どのように考えているの

か。 

 

スポーツ施設の充実は国体などを控え

検討しているが，維持管理の運営等難

しい問題を解決しなければならない。 

通学路が暗く，狭いため不安を抱え

て通学している。街路灯等を設置で

きないのか。 

地元自治会などとの関係もあるが，生

徒会としてＰＴＡなども含めて働きか

けてみるのも勉強になる。生徒自身の

政治活動の一端となり取り組みは良い

経験になる。 

Ｃ－ＢＵＳなどの本数また四日市－

鈴鹿間が不便である。特に内部地区

（四日市市）からの通学に苦労して

いるが公共バスは増やせないのか。 

三重交通が公共性をもっているが，民

間は一定の利益が優先される。行政と

してＣ－ＢＵＳにも補助しているが限

界もある。様々な立場で検討してい

る。 

保育士になりたいが，子供を育てる

環境はどのように考えているか。 

 
 

まず，しっかり勉強して目指してくだ

さい。保育を取り巻く環境についても

自治体，国一丸となって検討してい

る。 
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（２）神戸高校 

開催日時 令和２年１月 27日（月） 午後４時 10分～午後５時 10分 

開催場所 神戸高校 第１会議室 

出席議員 

７人 

議長 森 喜代造，副議長 山口 善之 

中西 大輔 高橋さつき 田中 通 永戸 孝之 市川 昇 

（役割分担） 
進行 高橋さつき，議会説明 中西 大輔， 

意見交換 全員， 記録 田中 通 

参加生徒数 ６人 

議会報告の概要 

議長あいさつ 

【第１部】議会説明 

 パワーポイント資料に基づいて議会の説明を行った。 

【第２部】意見交換。 

 事前アンケート結果を元に意見交換を行った。 

意見交換概要 

 高校生の意見 議員の意見 

第１部 

議会説明 

（質疑なし）  

第２部 

意見交換 

性的少数者への理解を深めるための

啓発活動として行っていることは何

か。 

 

人権政策課と男女共同参画課で取り組

んでいること，学校は文部科学省から

の指針に沿って取り組んでいることを

紹介。相談は人権政策課と男女共同参

画課と，「フレンテみえ」に専門の相

談員がいることを紹介。 

海の近くの岸岡町に街灯を増やして

ほしいという友人の声がある。 

位置についても知ることができればと

返答。 

男女比に大きな差があり，男性の意

見が重視されがちなのではないかと

思うが，そのような対策はあるか。 

女性議員が増えるためにはと問いか

け。若い人が自己主張し，主体的に関

わってもらうことを返答。 

鈴鹿市はバスが走っていない。車を

使う人が多いと，環境に悪いのでは

ないか。バスがこれから増えるの

か。 

バスが減った社会的背景を説明。 

公共交通にかかる予算と，これからの

考え方などの現状を説明。 

多様性社会に関して，鈴鹿市の中で

「ここ」に一番力を入れていること

があれば教えてほしい。 
 

鈴鹿市の多文化共生の取り組みと，男

女共同参画計画等について，市のパブ

リックコメントを紹介。多様性という

意味での取り組みが市では薄いと考え

られることを説明。 

学校あたりの人数が多いと，子ども

たち一人一人のメンタルケアができ

ないのでは。人数が多いと校舎が小

さかったり，教室が小さかったりす

る。学校を増やせないか。 

学校施設に関して公共施設の課題と，

学校規模適正化事業を紹介。生徒のメ

ンタルケアの部分について，行政側と

の議論の素材にしたいと返答。 
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鈴鹿のシンボル的存在の鈴鹿サーキ

ットに行く目的としてイベントがあ

ったりすれば行くと思うがどうなの

か。 

鈴鹿は観光の関係はサーキット，鈴鹿

踊りなどを発信したいと返答。 

問われた内容を企業に伝える手法もあ

ることを返答。 

サーキットという場を中心にしなが

ら，高校生が関心を持てるようなイベ

ントを，高校生が提案して発信しては

と返答。 

鈴鹿市観光振興方針を紹介。 
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（３）飯野高校 

開催日時 令和２年１月 29日（水） 午後２時 25分～午後３時 20分 

開催場所 飯野高校 体育館 

出席議員 

１２人 

議長 森 喜代造，副議長 山口 善之 

４常任委員会委員長 総務委員会委員長 宮木 健 

          文教環境委員会委員長 船間 涼子 

          地域福祉委員会委員長 藤浪 清司 

          産業建設委員会委員長 太田 龍三 

中西 大輔 平野 泰治 山中 智博 

池田 憲彦 高橋さつき 田中 通 

（役割分担） 
進行 山口善之副議長，議会説明 中西 大輔， 

意見交換 ４常任委員会委員長， 記録 高橋さつき 

参加生徒数 １４０人 

議会報告の概要 

議長あいさつ 

【第１部】議会説明 

 パワーポイント資料に基づいて議会の説明を行った。 

【第２部】意見交換。 

 事前アンケートからテーマをピックアップして，そのテーマについて

簡潔に報告した後，意見交換を行った。 

 
意見交換概要 

 高校生の意見 議員の意見 

第１部 

議会説明 
請願書はどこで請求するのか。 

鈴鹿市議会ホームページの中に，請願

書と陳情書の仕方について出ている。 

請願書の場合は紹介議員（2人以内）と

一緒に請願書を作って，市議会に提出

してもらうことになる。 

第２部 

意見交換 

【総務委員会】 

税金はどのように使われているの

か。 

 

①令和元年度の当初予算は633憶円にな

る。今，鈴鹿市の予算の50％は生活に

困っている方の補助費や，障害のある

方，高齢者などの福祉関係の費用や衛

生費，教育費に使われているため，新

しいことを始めることや新しい道路，

土木に使う予算がなかなか出てこな

い。 

皆さんのような若い方がたくさん鈴鹿

に住んで，鈴鹿が活性化すればまた税

金の使われ方も変わってくるかと思

う。 

皆さんからいただく大事な税金を有効

に使うように私たちも委員会，議会で

一生懸命に取り組んでいく。 

【文教環境委員会】 

①鈴鹿の教育方針に関する意見 

・鈴鹿の教育をどう思うか。どのよ

 

①鈴鹿市の教育は『鈴鹿市教育振興基

本計画』に沿っている。時代とともに
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うな方針でどのように取り組んでい

るか。 

 

 

 

②多文化共生，国際交流に関する意

見 

・外国籍の方が多く暮らす鈴鹿をど

のような街と思ってもらいたいか。 

・多文化交流を見たことがない，取

り入れてみてはどうか。 

・たくさんの外国の友達が出来たら

いいし，いろんな世界を知りたい。 

 

 

 

 

③教育と環境と一緒の委員会なのは

どうしてか。忙しくないか。 

 

④香川県でゲームの使用時間を制限

する条例案が出ているが，県や鈴鹿

市でも考えているか。 

 

変化する社会の中で，夢と志を持って

自立し，多様な人々とつながって，た

くましく育つことができるよう『生き

る力』を身につける教育を進めてい

る。 

②グローバルな視点で主体的に学び，

社会に発信していくためには，外国語

を用いたコミュニケーション能力が求

められる。様々な国の人々と意見交換

し，より良い社会をつくっていくため

のコミュニケーション手段として，英

語力を育成するよう取り組んでいる。 

差別やいじめを許さず，命を尊重し，

障がいの有無や国籍・文化・習慣にか

かわらず，一人一人の個性や多様性を

認め合えるような教育を大切にしてい

る。 

③４つの委員会のうち，文教環境委員

会は教育と文化，スポーツと環境を束

ねている。 

④今の時点では条例案は出ていない

が，学校や保護者の方から相談などの

声が上がっている。 

県の講師が学校で出前授業を行うよう

な取り組みは行っている。 

【地域福祉委員会】 

①多文化共生に関する意見 

・外国籍の方が多く暮らす鈴鹿をど

のような街と思ってもらいたいか。 

・多文化交流なんてしていないし，

それを見たこともない，交流して多

文化を取り入れてみてはどうか。 

・親族が外国から観光に来たりする

ので，どんなことをしているのか知

りたい。 

・たくさんの外国の友達が出来たら

いいし，いろんな世界を知りたい。 

 

①多文化共生の具体的な取り組みにつ

いて，鈴鹿市には現在8千人の外国出身

の方々が暮らしている。多様な文化を

持つ方々が共に暮らす鈴鹿では，民族

や文化の違いを理解し，尊重しあう多

文化共生社会を築くことが重要と考え

ている。 

そのため，多文化共生を啓発するツー

ルの作成や国際交流協会への補助・支

援，日本語教室に対する補助，平成14

年から通訳職員を配置してコミュニケ

ーション支援を行ってきた。 

数年前よりアジア諸国出身の方々が増

加傾向にあり，昨年度県内自治体では

初めて，タブレット端末を用いた多言

語通訳システム（12言語通訳）を2台導

入した。今年度は４台に増やし，市役

所だけではなく，学校での保護者会，

保健センターでの検診などにも貸し出

し，コミュニケーション支援に取り組

んでいる。 
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【産業建設委員会】 

①鈴鹿市には目立つ観光地が少ない

と思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②どのような産業に最も力を入れて

いるか，どのようにＰＲしている

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③バスの本数が少なく，最終が早す

ぎるので改善してほしい。 

 

①全国的にも知名度が高いのは鈴鹿サ

ーキットです。Ｆ１や８時間耐久レー

スなど，大きなレースが開催されてい

ます。２番目に有名な観光地は椿神社

でしょうか。 

その他にも，海や山など自然豊かで，

お茶やサツキ，伊勢型紙や鈴鹿墨とい

った伝統工芸品などがある。 

鈴鹿市観光協会のホームページもご覧

になっていただきたい。 

②鈴鹿は自動車産業など，ものづくり

の盛んな街である。燃料電池自動車な

どの次世代自動車関連分野をはじめと

する成長産業には力を入れている。ま

た，中部地区で初めて，平成28年に市

役所の公用車として燃料電池自動車を

導入し，平成29年には水素ステーショ

ンを市役所敷地内につくった。燃料電

池自動車を身近に感じてもらうため，

市内小中学校への出前授業など行いＰ

Ｒしている。 

③全体としてはバス利用者が減ってき

ているため，経営の観点からは増やす

ことは難しいが，地域公共交通の観点

で考えると，高齢者など免許を持たな

い方の移動手段の確保が重要になって

くる。この問題は今後の議会で議論を

深めていくことになる。 
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（４）稲生高校 

開催日時 令和２年１月 30日（木） 午後４時 00分～午後４時 55分 

開催場所 稲生高校 視聴覚室 

出席議員 

１０人 

議長 森 喜代造，副議長 山口 善之 

宮木 健 中西 大輔 平野 泰治 船間 涼子 

山中 智博 池田 憲彦 高橋さつき 田中 通 

（役割分担） 
進行 池田 憲彦，議会説明 平野 泰治， 

意見交換 全員， 記録 宮木 健 

意見交換 全員 
参加生徒数 １３人 

議会報告の概要 

議長あいさつ 

【第１部】議会説明 

 パワーポイント資料に基づいて議会の説明を行った。 

【第２部】意見交換。 

 事前アンケート結果を元に意見交換を行った。 

意見交換概要 

 高校生の意見 議員の意見 

第１部 

議会説明 
（質疑なし）  

第２部 

意見交換 

鈴鹿市のスポーツ強化についてどの

ようなことを行っているか。 

４つのクラブチームを紹介。 

各種競技団体を紹介。 

バリアフリー（福祉について）施設

対応はどのようにしているか。 

法律に基づいて設計・施工している。 

差別についてどのような取り組みを

しているか。 

ＬＧＢＴの取り組みを説明。 

人権フェスタなど事業説明。 

通学路の街路灯が少なく，暗い。 地元自治会へ要望されると良い。 

公園について，小さな子供が遊べな

い。ボール遊びができない。 

相応に整備している。 

通学路として利用している農免道路

（中央道路南側）に街路灯がない。 

即答できないが難しい。 

モータースポーツ普及についてどの

ように取り組んでいるか。 

鈴鹿サーキットと協働して取り組んで

いる。公道走行。道路開通に合わせた

レーシングカー走行など。 

ハザードマップなどあまり災害時の

対応が分からない。 

各市町それぞれホームページでマップ

を掲載している。関心をもって閲覧し

てください。 

スポーツの普及について，県下唯一

の体育科の目から人口芝のグランド

などは検討しないのか。 

鈴鹿市の産業に芝もある。 

産業の面，スポーツ環境の面，様々な

要素から対応を進めている。 

 



４　高校生対象議会報告会アンケート集計結果

（回答者　165名／166名）
（１）高校生対象議会報告会についての感想

計 石薬師高 神戸高 飯野高 稲生高

・ 大変良かった 43 6 4 25 8

・ 良かった 111 1 2 104 4

・ あまり良くなかった 8 0 0 8 0

・ 良くなかった 3 0 0 3 0

（２）今後もこのような機会があれば，また参加したいと思うか
計 石薬師高 神戸高 飯野高 稲生高

・ 思う 97 7 6 72 12

・ 思わない 68 0 0 68 0

（３）会場はどこが良いか
計 石薬師高 神戸高 飯野高 稲生高

・ 学校 116 5 6 94 11

・ 議場 46 2 1 43 0

・ その他 4 0 0 3 1

・ 未記入 1 0 0 1 0

（４）－１　日程について
計 石薬師高 神戸高 飯野高 稲生高

・ 春 58 0 0 56 2

・ 夏 11 1 0 9 1

・ 秋 25 0 1 24 0

・ 冬 6 0 0 5 1

・ 夏休み 2 0 0 2 0

・ いつでもよい 69 6 5 50 8

・ 未記入 2 0 0 2 0

（４）－２　曜日について
計 石薬師高 神戸高 飯野高 稲生高

・ 平日 139 7 6 114 12

・ 土曜 10 0 0 10 0

・ 日曜 4 0 0 4 0

・ 祝日 8 0 0 8 0

・ 未記入 4 0 0 4 0

（４）－３　時間について
計 石薬師高 神戸高 飯野高 稲生高

・ 午前 59 0 1 58 0

・ 午後 73 0 1 71 1

・ 放課後 24 6 6 2 10

・ １日 11 1 0 9 1

・ 未記入 3 0 0 3 0

思う
59%

思わ

ない
41%

大変良

かった
26%

良かった
67%

あまり良く

なかった
5%

良くなかった
2%

学校
69%

議場
28%

その他
2%

未記入
1%

春
34%

夏
6%秋

14%
冬
4%

夏休

み
1%

いつで

もよい
40%

未記入
1%

平日
84%

土曜
6%

日曜
3%

祝日
5%

未記入
2%

午前
35%

午後
43%

放課後
14%

１日
6%

未記入
2%

９
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（５）意見・感想欄 

 

①石薬師高校 

・普段このような機会がなく，不満があっても伝えることができなかったので，今回このような会

をいただきとても良かったです。特に〇〇さんから奥深いお話を聞くことができ，とても嬉しく

思います。またこのような機会があれば，今までよりもっと鈴鹿が良くなっていくのではないか

と思いました。 

・話し始めると意見も色々出てきたのでとても有意義な時間でした。 

・貴重な話が聞けて良かったです。また機会があればお話ししてみたいです。お忙しい中ありがと

うございました。 

・こうしてほしい，ああしてほしいとか，たくさんの意見などがあるけど，そうできない理由や事情

があると分かった。 

・学校付近の気になっていたことを，議員の方々にお伝えすることができ本当に良かったです。こ

のような機会を設けていただき本当にありがとうございました。 

・段差がある場合スロープを設備してほしい。 

・自分たちにも課題があるのではないかと思いました。 

 

 

②神戸高校 

・今回議会の皆様と話し合う場を設けていただいたおかげで，私たちとは程遠いと思っていたよう

な鈴鹿の問題に直接触れることができて，とても貴重な経験となりました。ありがとうございま

した。話し合いで私たちが提案したことが，少しでも鈴鹿のためになることを願っております。 

・子育てする人たちにもっと優しい政策をすれば，子育てする人々が増え，子どもたちが大人にな

り税金を納める人が多くなると思うので，市で使えるお金が増加する。そのために，スウェーデ

ンのような育児制度を見習ってみてはどうでしょうか。 

・難しい話とかもあったけど，分からないことや自分の意見に対して詳しく教えてもらえたので，

とても良い機会になりました。このような機会のおかげで，鈴鹿市議会の人たちとの距離が縮ま

った気がしてよかったです。 

・時間が短かったので，もう少し長いほうが良かったです。普段，話すことの少ない話題について話

せたので，もっとこういう機会が増えてほしいです。 

・貴重な体験をさせていただきました。市議会議員の方々と直接話すことのできる機会などめった

にないのでとても楽しかったです。話もとても理解しやすく，質問の応答もとても満足できまし

た。ありがとうございました。またしてみたいと思いました。 
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③飯野高校 

・とても勉強になりました。 

・鈴鹿市議会について，定数が思っていたよりも少なかったので驚いた。また男女比も 30対 2と差

がすごかったです。請願権は外国人や未成年者を問わずできて，小学生で出していた子もいて驚

きました。 

・市議会の皆さまが学校に来てくれて大変ありがとうございます。またこういう機会があったら良

いと思います。 

・本日の市議会のことを聞いて，自治会の方に対して良かったです。特に常任委員会の内容がとて

も面白かったです。 

・月に 40万と 60万は驚きました。すごい人たちだなあと思いました。 

・請願権がとても気になっています。なぜならこうやってして市が変わった例が存在するからです。

僕は，三重県の中で最もにぎわう街を鈴鹿市にしたいです。その理由は四日市市が工場，津市が

キラキラした感じを受けており，その間の鈴鹿市がにぎわっていないと駄目な気がするからです。

ですから意見としては中央道路にオリジナルの店をいっぱい作って人々が興味を持つところにし

ていけばいいと思います。道頓堀のような人のあふれる場所を作ってほしいです。 

・鈴鹿市のことについて詳しく分かった。 

・税金の使い方やお仕事について詳しく知れて良かったです。 

・今回の市議会の話を聞いていて，少しずつ市議会についての印象が変わりました。今まではテレ

ビでの内容でしか知らなかったのですが，今回の話で市議会がどんなところかがわかって，とて

も勉強になりました。 

・バスのエミカのチャージ場所を増やしてほしい。 

・丁寧な説明で分かりやすかったです。 

・分かりやすい内容でよかった。市議会のことがよく分かった。 

・市長のことがよく分かりました。 

・わかりやすく丁寧に教えてもらえたので良かったです。 

・参加したくない。県の方が当てにならない。 

・時給もらっているのに，まともにアンケートに回答せず，時間を持て余しているように見えた。ま

たサイドに座っていたおじさんたちが，いろいろベラベラ言っていて情報ダダもれでした。最後

の分野の人はしっかり答えてくれました。 

・適当でした。 

・早めにまとめて話していたので聞きやすく良かったと思います。 

・普段聞けない話が聞けて良かったです。 

・高齢者の免許返納の制度があったほうがいいと思った。 

・総務委員会の説明で円グラフの説明がとても分かりやすかったのですが，「その他」の説明がなか

ったので「その他」も説明した方が良いと思いました。 

・議会の人たちも大変なんだと思った。自分たちの年代の子たちの成人式はいつになるのかが知り

たい。 

・議会はとても大変で複雑なんだなと思いました。バス増やそう。 
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・鈴鹿で暮らす者としてとてもためになる話だった。 

・どういう仕事をしているのか分かって良かったです。 

・話を端的なのは良かったけど，字が見えなかった。もっと大きくしてほしい。 

・良いと思います。 

・もらった資料が分かりやすくまとめられていて，市議会のことがよくわかりました。あらゆる文

化や生活，環境，いろんなことに市議会が関わり，鈴鹿市の経済を保ってくれているのだと分か

りました。鈴鹿市のバス台数増やしてくれるのを待っています。お忙しい中よろしくお願いしま

す。 

・内容が難しくて理解できることは少なかった。しっかり考えてくれていることは分かった。ゲー

ムは規制したら逆に自殺しそうな人が出そうです。 

・分かりやすく説明してくれているつもりなんだろうですが，僕には難しかったです。 

・議会は身近なものだと分かりました。外国国籍でも関わることができることを知りました。良い

機会になりました。 

・あまりよく分からなかった。難しい話が多かった。 

・講演会後，より市議会を身近に感じられるようになった。市議会の内容，委員会等について具体的

に知れたことがとても良かった。 

・寒かったので集中ができない。春か秋かが良いかもしれない。 

・難しかったです。 

・普通なら知ることができないことも知ることができたので，とても良かったです。またこういう

機会があれば参加したいです。 

・議会がどんなことをしているのかよくわかった。 

・普段生活していてないような体験，経験ができてよかったです。学生の意見も取り入れようとし

てくださる議員の方々にとても良い印象を受けました。 

・とてもためになりました。 

・頑張ってください。 

・報告会ありがとうございました。これからも頑張ってください。 

・いろんなの分けられたりしていて，細かく管理されていることが分かった。 

・鈴鹿を今後ともよろしくお願いします。（ｂｙ鈴鹿市民） 

・議員の皆さん頑張ってください。私も 18歳になったら積極的に選挙に参加したいと思います。 

・一時的に三重だけでもマスク着用を強制させるべきだと思います。 

・体育座りしていると腰が痛すぎるので，椅子だけは置いてほしいです。 

・市議会についてよく分かりました。女性の人数が少ないのに驚きでした。請願権が 16歳でもでき

ることが驚きでした。 

・難しい言葉ばかりで伝わりにくかった。もっと身近な内容で話してほしい。議員の皆さんの熱意

はすごく伝わった。 

・議員さんたちが普段どんなことをやっているか知ることができた。 

・応援しています。 

・仕事のことがよく分かりました。 
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・詳しく説明があったので良かったです。 

・貴重な体験をさせていただいてとても光栄でした。また受けたいと思う講演で，とても感動し学

ぶことができました。 

・中学校の授業で教えてもらった話もあって楽しかったです。 

・前よりも議員のことをよく知れたと思います。議会の話をしてくれてありがとうございました。 

・特に質問はないです。お仕事頑張ってください。 

・こういう機会がないと理解するのは難しいことだと思うから，良かったと思った。 

・自分は津市に住んでいるのですが，鈴鹿市について知れたので良かったです。 

・議会のことが知れて良かったと思うし，あまり自分で調べないので，こういう場で知ることがで

きてよかったです。 

・私たちの生活を豊かにするために，安心で安全な設備の設置や導入をしてくださっているんだな

と思い，うれしかったです。 

・税金が何に使われているかが分かってよかったです。議会には何委員会があって何を考えている

かが分かってよかったです。 

・もう少し体験型（クイズなど）の説明の仕方のほうが，頭に入りやすいと思った。午前中に実施の

ほうがもっと取り組める。 

・説明がとても分かりやすかった。各委員会の方々の説明も，とっても興味深い内容でまた聞いて

みたいと思った。 

・時間が長くなるかもしれないけれど，委員会の中の「部」のことについても，少し話をしてほしか

ったなと思いました。 

・政治の内部を知れる機会でした。 

・市議会のことについて今まで触れることがなかったが，今回の報告会で色々なことを知ったので

次の機会は気になったことなどを聞きたい。 

・学校の家庭調理室以外の水道に温水が欲しいです（できたら）。ゴミ処理場でプラスチックゴミも

燃やせるようになるのはいつ頃になりそうですか。 

・私たちに議会のことをよく知ってもらおうという気持ちがとてもうれしかったです。ありがとう

ございます。 

・男女の人数比についてもっと触れてほしかった。 

・多くの外国の方々が来訪するのは喜ばしいことだが，日本の文化との兼ね合いをちゃんとしてほ

しいです。多様性を認めるのは良いですけれど，ここはあくまで日本なので，日本の文化，モラル

について学ぶ機会を，外国の方に増やしたほうが良いと思います。 

・市議会のことがよく分かった。 

・たくさんのことが分かった。 

・とても良かったです。 

・その話はとても面白かったと思いました。 

・すごかった 

・とても分かりやすくちゃんと理解できたので良かった。 

・思ったより良い人たちでした。 
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・市議会について少し分かりました。 

・市議会のことが近くに感じられました。 

・議会についての説明をよく分かりました。 

・普段，市議会のことについてここまで詳しく聞ける機会はめったにないので，とてもためになり

ました。 

・議会は自分の思っているより知らないことが多かったので，このような機会を設けていただいて

良かったです。また，一つ一つ細かく説明していただけたので分かりやすかったです。 

・とても丁寧に教えてくださり分かりやすかったです。貴重なお時間を私たちにくださり，ありが

とうございました。 

・今日は市議会の皆が学校にきて面白かったです。 

・とても丁寧ですごく良かったです。丁寧な言葉で話していました。 

・楽しかった。 

・説明とかがすごく良かったです。そして人の悩みや質問とかを聞いて答えてくれて良かったです。 

・外国人なので難しい日本語もありましたがだいたい分かりました。 

・税込は何に使われていたのか全然分かりませんでした。だが今日の説明で何に使われたか分かり

ました。 

・給料高い。 

・市議会について今までニュースで聞いたりすることしかなかった。今回初めて議会の中での委員

会も知ることができました。 

・知らないことのほうが多かったけど今日はいっぱい知れてよかった。 

・自分の住んでいる市の議会のことをあまり知らなかったんだなと思いました。産業建設委員会の

都市整備部に希望なのですが，Ｃ－ＢＵＳの停留所について現在，荒神山，フラワーパークのバ

ス停に止まる時間帯が，15時の次は 19時までありません。私は通学・帰宅に利用しているのです

が 17時もしくは 18時にも停まっていただけないでしょうか。検討お願いします。 

・意見を言ったので満足です。お仕事がんばってください。 

・市議会の皆がどのようなことをして助けてくれていることを聞いてすごいと思いました。 

・とても興味深かったです。今までの政治家のイメージが変わっていきました。 

・議会は何をするのか分からなかったけど話を聞いて分かりました。 

・議会などのことをあまり知りませんでしたがすごく内容が分かりやすくてよかったです。 
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④稲生高校 

・意見等を丁寧に聞いて，また答えていただいて，とても有意義な時間だったと思います。 

・自分の質問に対する答えや貴重な話が聞けて大変勉強になりました。次があったらまた参加して

みたいと思いました。 

・自分の意見をしっかり言えることができ，その返答をしっかりいただいて，意見を少しでも出し

てしっかり言えるよう伝えられるようにしたいです。 

・今回はこのような時間を作っていただきありがとうございました。意見を言うことはできなかっ

たですが，さまざまな意見を聞くことができ，とても良い時間になりました。また参加したいと

思いました。 

・自分の質問に対して納得のいく答えがきたので良かったです。今後このような機会があれば参加

したいと思います。 

・自分たちが抱えていた不安や心配をしっかり考えてくださっていて安心しました。市はこういう

動きをしているんだなと関心を持てて良かったです。またこういう機会があれば参加したいです。  

・私はすごく勉強になったと思います。まちのこととか鈴鹿市のことに興味がなかったですが，深

く知れて良かったです。質問はもう一つあり，カーブミラーが冬場になると曇って，朝方は通勤

などで車がたくさん動くので危ないと思いました。 

・貴重な体験をさせていただきとても感謝しています。あまり関わってこなかった議会のことを知

ることができてよかったです。 

・今自分たちが気になっていることや，市が抱えている課題などを知れてとても良かったです。市

議会がどのような内容のお仕事，自分たちがどうやって市議会に関わることができるのかも知れ

たので，これからは選挙に投票する等で関わっていきたいと思います。 

・〇〇さんがすごい真剣に話を聞いていただいて，とても印象に残りました。また参加したいなと

思いました。 

・本来の議会なら傍聴人は意見を申し出られないところを今回は言えたので良かった。 

・他の人が質問しても全部丁寧で分かりやすく答えてくれて，とても分かりやすくてためになりま

した。 
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５ 当日写真 

①石薬師高校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②神戸高校 

 

 

 

 

 

 

 

 

③飯野高校 

 

 

 

 

 

 

 

 

④稲生高校 
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