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街地総合再生計画及び鈴鹿
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(3) 文章のわかりやすさ（□わかりやすい □どちらともいえない □わかりにくい）
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今回視察した両開発は、
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ぶ西春停車場線沿道の商店
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市議会だよりを読んでいますか。

□毎回読む
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てきたとの説明を受け、成

郵 送：〒 188-8666（住所不要）西東京市議会事務局宛
F A X ：042-469-4058
E-Mail：gikai@city.nishitokyo.lg.jp
ホームページ
（アンケートフォーム）
：
http://www.city.nishitokyo.lg.jp/enq/index.html

しかし、基盤整備の立ち

功例を視察しました。

回答先

済・文化等の中心でした。

議会報編集委員会では、今後の市議会だよりの編集の参考とさせていただくため、市議
会だよりに関するアンケートを実施することとしました。
市議会に関する情報を、より多くの方に、よりわかりやすく提供していきたいと考えて
おりますので、皆様のご協力をお願いいたします。
なお、回答は、下記に記載の上、平成 22 年 3 月 15 日（月）までに郵送、FAX にて
お送りください（コピーや回答内容のみを記載したものでも結構です）。また、ホームペー
ジのアンケートフォームからもご回答いただけます。

おくれ等で中心市街地とし

市議会だよりに関するアンケート

～ご自宅から議会の様子を
ご覧いただけます～
平成 22 年第１回定例会から、下記により市議会本会議の様子をインターネットで中継し
ます。ライブ中継だけでなく、録画中継も行いますので、都合のいい時間にご覧いただけま
す。是非ご利用ください。

議会インターネット中継を始めます

○議会インターネット中継ホームページアドレス
http://www.city.nishitokyo.lg.jp/sigikai/gikai_translate/index.html
（市のホームページからは「市議会」－「議会インターネット中継」へとお進みください。）
○視聴可能時間
・ライブ中継…議会本会議開催時
・録画中継…会議翌日の午後８時（会議翌日が土曜、日曜、
祝日である場合は、その翌日）から次の定例会が始まるま
での終日（会議が夜間に及んだ場合は、公開開始が遅れる
場合があります。）
○問合せ先 議会事務局庶務調査係（042-460-9860）

※ 議会中継の内容は、公式記録ではありません。公式記録については、会議録をご覧ください。 議会インターネット中継 TOP ページ

議会事務局庶務調査係
議会事務局議事係

☎042-460-9860
☎042-460-9861

市議会ホームページ

http://www.city.nishitokyo.lg.jp/sigikai/index.html

