
諸　報　告
議　会　活　動　状　況

自　２０１７年　　　９月　３０日
至　２０１７年　　１１月　２９日

９月 ３０日・町田市緑化協会第６回定時社員総会懇親会が、ホテル ラポール千寿閣で開催
され、議長が出席。

１０月 １日 ・第２６回町田エコフェスタ２０１７が、町田市役所で開催され、副議長が出
席。

・第６０回町田市民体育祭柔道大会が、市立総合体育館で開催され、文教社会常
任委員長が出席。

・薬師太鼓結成４０周年祝賀会が、ベストウェスタンレンブラントホテル東京町
田で開催され、副議長が出席。

・八王子市市制施行１００周年記念式典が、オリンパスホール八王子で開催さ
れ、議長が出席。

４日
～

・東京市町村総合事務組合議会行政視察が、仙南地域広域行政事務組合外で開催
され、議長が出席。

５日

５日 ・第２２回町田市主催シルバー親善ゲートボール大会が、木曽山崎公園で開催さ
れ、副議長が出席。

・『明治維新から１５０年 浮世絵にみる 子どもたちの文明開化』展内覧会
が、市立国際版画美術館で開催され、副議長が出席。

・歯科医療勉強会が、健康福祉会館で開催され、議長が出席。

７日 ・第１９回ゆうゆう版画美術館まつりが、市立国際版画美術館で開催され、議長
が出席。

８日 ・第１１回成瀬地区スポーツ・健康フェスタが、市立南第二小学校で開催され、
議長が出席。

・相原ふれあいフェスティバル２０１７が、相原中央公園で開催され、議長が出
席。

１０日 ・東京都六市競艇事業組合平成２８年度決算監査及び平成２９年度４月分及び５
月分に係る例月出納検査が、ヴァンテアンビルで開催され、組合議会議員が出
席。

１１日 ・「グッドタイム リビング町田中町」オープニングパーティーが、グッドタイ
ム　リビング町田中町で開催され、議長が出席。

１３日 ・秋季企画展 「編集者・谷田昌平と第三の新人たち」展内覧会が、町田市民文
学館で開催され、議長が出席。

１４日 ・花の家祭りが、花の家で開催され、副議長が出席。

・「はくほう 秋まつり～ゆうもあフェスタ～」が、町田生活実習所で開催さ
れ、議長が出席。
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１０月 １４日 ・町田市体育協会創立７０周年記念式典・祝賀会が、ベストウェスタンレンブラ
ントホテル東京町田で開催され、議長が出席。

１５日 ・まちたからフェスタ in Machida 2017 ～文化芸術を通じて目指す心のバリ
アフリー～が、市立芹ヶ谷公園で開催され、議長が出席。

１９日 ・議会運営委員会を開催。

・町田市障がい者福祉懇談会との懇談会が開催され、健康福祉常任委員が出席。

２１日 ・平成２９年度町田市社会福祉協議会表彰式が、市民フォーラムで開催され、議
長が出席。

・町田市立鶴間小学校開校４０周年記念式典が、市立鶴間小学校で開催され、副
議長が出席。

２２日 ・平本璋一氏瑞宝双光章受章を祝う会が、ベストウェスタンレンブラントホテル
東京町田で開催され、副議長が出席。

・町田フィルハーモニー第８５回定期演奏会が、町田市民ホールで開催され、議
長が出席。

２３日
～

・健康福祉常任委員会が行政視察を実施。（明石市、豊明市）

２４日

２４日 ・第３０回厚木基地騒音対策協議会が、都道府県会館外で開催され、議長が出
席。

・第２８回東京都道路整備事業推進大会が、砂防会館で開催され、副議長・建設
常任委員長・建設常任副委員長が出席。

２５日 ・平成２９年東京市町村総合事務組合議会第２回定例会が、東京自治会館で開催
され、議長が出席。

２６日 ・第１３回町田市ゲートボール協会主催秋季ゲートボール大会が、木曽山崎公園
で開催され、議長が出席。

・平成２９年度町田市戦没者追悼式が、町田市民ホールで開催され、議長が出
席。

・第１３回地域医療政策セミナーが、都市センターホテルで開催され、議長・議
員が出席。

・町田市プロパンガス事業協同組合第３７期通常総会懇親会が、ホテル町田ヴィ
ラで開催され、議長が出席。

２８日 ・第６０回町田市民体育祭 第２０回町田市民ダンススポーツ大会が、市立総合
体育館で開催され、副議長が出席。

・町田市立南第四小学校創立５０周年記念式典が、市立南第四小学校で開催さ
れ、議長が出席。

・町田市立南第四小学校創立５０周年祝賀会が、ベストウェスタンレンブラント
ホテル東京町田で開催され、議長が出席。

２９日 ・２０１７まちだ体操祭が、市立総合体育館で開催され、議長が出席。

３０日 ・平成２９年第２回東京たま広域資源循環組合議会定例会が、東京自治会館で開
催され、組合議会議員が出席。

３１日 ・平成２９年度厚木基地周辺市議会基地対策協議会実行運動が、総務省外で開催
され、議長が出席。
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１１月 １日 ・町田消防署新庁舎落成式が、町田消防署で開催され、議長が出席。

・町田消防署新庁舎落成記念祝賀会が、ベストウェスタンレンブラントホテル東
京町田で開催され、議長が出席。

２日 ・平成２９年第２回南多摩斎場組合議会定例会が、忠生市民センターで開催さ
れ、組合議会議員が出席。

・町田青年会議所設立５０周年記念式典が、ベストウェスタンレンブラントホテ
ル東京町田で開催され、議長が出席。

３日 ・武蔵野市制施行７０周年記念式典が、武蔵野市民文化会館で開催され、副議長
が出席。

・第４４回町田市障がい者スポーツ大会が、市立総合体育館で開催され、議長が
出席。

・平成２９年度町田市民文化祭記念式典が、町田市民ホールで開催され、議長が
出席。

・デフパフォーマーによる～目で聴くLive～講演・公演が、町田市民フォーラム
で開催され、議長が出席。

・国立市制施行５０周年記念式典が、くにたち市民芸術小ホールで開催され、副
議長が出席。

・武相マラソン大会４０周年記念および武相新聞創刊５０周年記念式典が、ホテ
ル　ラポール千寿閣で開催され、議長が出席。

４日 ・つくし野コミュニティセンターまつり２０１７が、つくし野コミュニティセン
ターで開催され、議長が出席。

５日 ・障がい者歯科診療所１０周年記念式典・祝宴が、ベストウェスタンレンブラン
トホテル東京町田で開催され、議長が出席。

７日 ・町田市美術工芸館型入式が、町田市美術工芸館で開催され、議長が出席。

・第２４回菊花展表彰式が、薬師池公園で開催され、議長が出席。

９日 ・第７９回全国都市問題会議が、沖縄県立武道館で開催され、議長・副議長が出
席。

１０日 ・町田市老人クラブ連合会主催第３９回作品展表彰式が、国際版画美術館で開催
され、議長が出席。

・町田市立中学校５校合同７０周年記念式典が、町田市民ホールで開催され、議
長が出席。

１１日 ・玉川学園コミュニティセンターまつりが、玉川学園コミュニティセンターで開
催され、議長が出席。

・高校生との町田市議会議員意見交換会が、町田市議会で開催され、議長・副議
長・議員が出席。

１２日 ・すぽーつ祭まちだ２０１７が、市立総合体育館で開催され、議長が出席。

・第８回甲州富士川まつりが、富士川町利根川公園スポーツ広場で開催され、副
議長が出席。

・「キラリ☆まちだ祭」開会式が、原町田大通りで開催され、議長が出席。

１４日 ・東京都十一市競輪事業組合議会平成29年第2回議会定例会が、京王閣で開催さ
れ、組合議会議員が出席。
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１１月 １４日 ・東京たま広域資源循環組合平成２９年度組合議会議員及び事務連絡協議会合同
行政視察が、湖周行政事務組合で開催され、組合議会議員が出席。

１５日
～

・全国市議会議長会フォーラムが、姫路市文化センターで開催され、議長・副議
長が出席。

１６日

１６日 ・第３５回町田市ゲートボール協会主催親善ゲートボール大会が、木曽山崎公園
で開催され、健康福祉常任委員長が出席。

１７日 ・東京都市議会議長会正副会長会議が、調布市議会で開催され、議長が出席。

１８日 ・第３０回忠生市民センターまつりが、忠生市民センターで開催され、議長が出
席。

・第２５回高ヶ坂成瀬地区ソフトバレーボール大会が、市立総合体育館で開催さ
れ、議長が出席。

・町田市立鶴川第三小学校開校５０周年祝賀会が、市立鶴川第三小学校で開催さ
れ、議長が出席。

２０日 ・地方自治法施行７０周年記念式典・記念シンポジウムが、東京国際フォーラム
で開催され、議長が出席。

・北京市区友好代表団交流会が、京王プラザホテルで開催され、議長が出席。

２１日 ・平成２９年第２回多摩ニュータウン環境組合議会定例会が、多摩ニュータウン
環境組合で開催され、組合議会議員が出席。

・東京都市議会議長会理事会・定例総会が、東京自治会館で開催され、議長が出
席。

２２日 ・議会運営委員会を開催。

・都市行政問題研究会・役員会が、都市センターホテルで開催され、議長が出
席。

・建設常任委員会を開催。

・錦秋交流の夕べが、中国大使館で開催され、議長が出席。

２４日 ・南多摩市議会議長会視察研修が、東京消防庁航空隊・東京消防庁第九消防方面
本部で開催され、議長が出席。

２５日 ・町田市立南第三小学校創立６０周年記念式典・祝賀会が、市立南第三小学校で
開催され、議長が出席。

２６日 ・消防団第４分団第２部消防自動車入魂式が、JA町田市忠生会館で開催され、議
長が出席。

・２０１７年度米作り農業体験「収穫祭」が、七国山ファーマーズセンターで開
催され、議長が出席。

２９日 ・町田市戦没者遺族会「激励の集い」が、いわき湯本温泉で開催され、議長が出
席。
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人 数

議
員

随
行

そ
の
他

10月3日 福島県 郡山市議会 3
20年期間限定認定保育所事業につ
いて

10月4日 愛知県 東浦町議会 5 1 1 空家０計画について

10月4日 大阪府 吹田市議会 11 2 1 議会改革について

10月5日 愛知県 蒲郡市議会 7 1 包括外部監査制度について

10月5日 北海道 七飯町議会 6 1 1
税等の納付しやすい環境整備につい
て

10月5日 茨城県
流通経済大学法
学部議会

2
「地方議会改革の検証に関する調査」
の訪問調査について

10月12日 奈良県 大和高田市議会 5 1
リレーセンターみなみ（ごみ中継基地）
について
ごみ減量化の取り組みについて

10月12日 愛知県 小牧市議会 2 タブレット端末について

10月13日 大阪府 高石市議会 5 2 議会改革の取り組みについて

10月16日 富山県 富山市議会 4
議会改革の取り組みについて（タブ
レット端末の導入など）

10月18日 神奈川県 横須賀市議会 10 2
消えないまちだ君整備促進事業につ
いて

10月19日 埼玉県 戸田市議会 7 1 認知症予防教室について

10月25日 島根県 松江市議会 9 1
地域子育て相談センターの取り組み
について

10月25日 愛知県 刈谷市議会 10 2 議会改革の取り組みについて

10月26日 福岡県 飯塚市議会 6 1 2 送迎保育ステーション事業について

10月26日 福岡県 田川市議会 7 1 議会改革について

視察来訪市等一覧（２０１７年９月３０日～２０１７年１１月２９日）

月　日 都道府県 区市町村名 視察事項
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人 数

議
員

随
行

そ
の
他

月　日 都道府県 区市町村名 視察事項

10月31日 北海道 留萌市議会 9 1
議会改革全般について
議会ＩＣＴについて

10月31日 広島県 東広島市議会 4 新公会計制度について

11月2日 大阪府 枚方市議会 8 2 2 南町田駅周辺再整備について

11月6日 三重県 伊賀市議会 8 1 行政評価シート・財務諸表について

11月6日 山口県 下関市議会 12 2 新公会計制度について

11月7日 愛知県 一宮市議会 11 2 1 議会改革及び議会ＩＣＴ化について

11月7日 岐阜県 岐阜市議会 7 1 認知症対策について

11月7日 岩手県 宮古市議会 6 1 1
市有財産(庁舎跡地)有効活用事例に
ついて

11月8日 奈良県 生駒市議会 5 2 1 認知症対策について

11月8日 北海道 釧路市議会 4 1 バイオガス化施設について

11月8日 香川県 小豆島町議会 12 2 1 新公会計制度の活用について

11月10日 兵庫県 高砂市 6 1 1 議会におけるICT化について

11月10日 東京都 豊島区 9 3 6
町田市新公会計制度に基づく財務書
類等の調査について

11月14日 石川県 野々市市 7 1 議会のタブレットについて

11月14日 栃木県 さくら市 8 1
議会広報紙の紙面づくりについて
動画配信・タブレット利用・議場の設
備等、議会におけるICT化について

11月15日 福岡県 久留米市 4 2
議会広報の取り組みについて
議会ＩＣＴ化の取り組みについて

11月20日 東京都 目黒区 1 市役所コールセンターについて
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人 数

議
員

随
行

そ
の
他

月　日 都道府県 区市町村名 視察事項

11月24日 東京都 板橋区 3 公会計制度の活用方法について
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月　日 名 称 参加人数 備　　　　　考

10月3日 七国山小学校 118 社会科見学（３年生）

10月6日 南第一小学校 105 社会科見学（３年生）

10月12日 図師小学校 102 社会科見学（３年生）

10月13日 鶴間小学校 103 社会科見学（３年生）

11月2日 鶴川第一小学校 151 社会科見学（３年生）

11月16日 小川小学校 78 社会科見学（３年生）

11月17日 町田第一小学校 110 社会科見学（３年生）

議 場 見 学 一 覧 （２０１７年９月３０日～２０１７年１１月２９日）
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