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「ＬＩＮＥいじめ
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生から中学３年生までの生徒に、３人に１台程度の割合でタブレットパソコ

ンを利用した学習をしてもらいます。また、

子黒板を導入します。またそれに伴い、ＩＣＴ支援員を全校に配置します。
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．環境配慮

①ＥＶ充電スタンドの増設
  これまで市役所前の１カ所にしかなかったＥＶ充電スタンドを文化交流の

杜にも新たに設置し、利用者のニーズに応えるとともに、環境にやさしい自動

車の普及促進を図ります。

②燃料電池自動車（ＦＣＶ）の導入
豊田市、安城市

市でもそろって導入することを決めました。

のエコカーです。

．公園整備

①大府みどり公園バーベキュー場整備
大府みどり公園は、芝生広場やメカドラゴンなどの遊具も備えており、家族

連れを中心に幅広い年代の利用があ

キューを楽しめるよう、施設の整備を行います。

②公園遊具を更新します
   長寿命化計画に基づき、追分公園、ヲシロ公園、五ツ屋公園、

遊具を更新します。今後
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４．年間活動スケジュール（主な参加行事） 
  

次年度に私が主に参加させていただく行事を以下にまとめてみました。 

後援会員の皆様とお会いできることを楽しみにしています。 

 

４月 

・入学式（米田保育園、吉田小、 

大府南中、市内の高校） 

・菜の花まつり 

・つつじ祭り 

５月 

・吉田区民運動会 

・ゴミゼロ運動 

・美しいまちキャンペーン 

６月 

・消防操法大会 

７月 

・北崎井田地区夏まつり 

８月 

・吉田地区や福祉施設の夏祭り 

・地域総ぐるみ防災訓練 

９月 

・吉田地区小中学校運動会 

・福祉健康フェア 

10 月 

・大府市産業文化まつり 

・吉田公民館まつり 

・米田保育園運動会 

・米田神社大祭 

11 月 

・小中音楽祭 

・セレトナ植樹祭 

・大府シティマラソン 

12 月 

・もちつきなどの行事 

・年末のパトロール「夜警」 

・米田神社新嘗祭 

１月 

・消防出初式 

・成人式 

・米田神社厄払い（七草） 

２月 

・美しいまちキャンペーン 

・吉田地区芸能祭 

・盆梅展 

３月 

・市民美術展  ・消防観閲式 

・卒業式（米田保育園、吉田小、 

大府南中、市内の高校） 

 

 

 

 

 

 

 

年間を通して、大府市の行事、各地域の行事、組合の行事などに参加しています。交通安全立哨や駅

前禁煙キャンペーンなどの活動を通じ、幅広い地域の方々から話しを聞いたり、交流を図る機会があり、

私の政策や考え方、活動に大いに役立っています。昨年の夏も台風による警報発令により行ったパトロ

ールの中で、倒木の除去作業の大切さや難しさ、もっと災害時に取り組んでほしいこと（要望）を、直

接聞くことができました。 

今後も更なる安心・安全な街にしていくために、様々な活動を通じて、直接、市民の生の声を聴いて

いきたいと考えています。後援会員の皆さんにお会いできることを楽しみにしています。 

市政に対する意見や地域の困りごとなど、みなさんの声をお聞かせください。 
 

よしのりのひとりごと 


