
諸　報　告
議　会　活　動　状　況

自　２０１５年　　　６月　２５日
至　２０１５年　　　８月　２６日

６月 ２６日・「町田市の農業視察研修」が、横田園、榎本園外で開催され、議長、議員が出
席。

２７日 ・ウィズ町田新しい門出を祝う会（入所式）が、ホテル ラポール千寿閣で開催
され、議長が出席。

・第１７回町田市医療・介護事業所交流会が、ホテル ザ･エルシィ町田で開催
され、議長が出席。

２８日・第３８回町田市消防団ポンプ操法大会が、町田リサイクル文化センターで開催
され、議長、副議長が出席。

・町田市新潟県人会総会が、ホテル　ラポール千寿閣で開催され、議長が出席。

２９日 ・平成２７年（第１０回）町田市農業協同組合第２７回通常総代会が、町田市民
ホールで開催され、議長が出席。

・町田市自衛官募集相談員連名委嘱式が、町田市役所で開催され、議長が出席。

・町田商工会議所第５３回通常議員総会並びに表彰式・懇親会が、ホテル ラ
ポール千寿閣で開催され、議長が出席。

６月 ３０日
～

・総務常任委員会が、行政視察を実施（紫波町、花巻市、盛岡市）。

７月 ２日

７月 ２日・平成２７年春の交通功労者等表彰式が、町田警察署で開催され、議長が出席。

３日 ・「まちだくらしフェア２０１５」が、町田市民フォーラムで開催され、議長が
出席。

・平成２７年度東京河川改修促進連盟理事会が、文京シビックセンターで開催さ
れ、議長が出席。

・第４８回東京都市町村総合体育大会「出場選手団結団式」及び選手激励会が、
市立総合体育館で開催され、議長が出席。

・町田市郷土芸能協会総会・懇親会が、町田市民ホールで開催され、議長が出
席。

４日・第３０回堺市民センター祭りが、堺市民センターで開催され、議長が出席。

・町田ダリア園開園式が、かがやきで開催され、議長が出席。

・サマーダンスフェスティバルが、市立総合体育館で開催され、議長が出席。

５日・カンタータ演奏会が、ひなた村で開催され、議長が出席。
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７月 ５日 ・町田市リズム運動サークル世界体操祭出場演技発表が、市立総合体育館で開催
され、議長が出席。

７日 ・平成２７年第１回多摩ニュータウン環境組合代表者会議が、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。

７日
～

・厚木基地周辺市議会基地対策協議会行政視察研修が、千歳市・千歳基地で開催
され、議長、総務常任委員長が出席。

８日

８日 ・平成２７年度コートジボワール国別研修「地方行政研修」が、町田市議会で開
催され、副議長が出席。

・『三橋國民 鎮魂７０年目の夏』開催記念式典が、町田市文化交流センターで
開催され、議長が出席。

１３日 ・平成２７年度南多摩ニュータウン協議会総会が、新宿ＮＳビルで開催され、議
長が出席。

・平成２７年第２回東京都十一市競輪事業組合議会臨時会が、京王閣で開催さ
れ、組合議会議員が出席。

・平成２７年第２回東京都六市競艇事業組合議会臨時会が、京王閣で開催され、
組合議会議員が出席。

１４日
～

・議会運営委員会が、行政視察を実施（新潟市、新発田市、上越市）。

１６日

１５日・町田市老人クラブ連合会第３８回芸能大会が、町田市民ホールで開催され、健
康福祉常任委員長が出席。

１７日 ・議会運営委員会を開催。

・町田市議会改革調査特別委員会を開催。

・武相マラソンを支援する会総会・懇親会が、ホテル ラポール千寿閣で開催さ
れ、議長が出席。

・小田急多摩線延伸促進協議会平成２７年度総会が、相模原市民会館で開催さ
れ、副議長が出席。

１８日
～

・町田市消防団幹部視察研修が、埼玉県越谷市外で開催され、議長、災害対策委
員長が出席。

１９日

２０日 ・第３２回マチダカップジュニアサッカーフェスティバル開会式が、市立陸上競
技場で開催され、議長が出席。

２２日 ・三多摩上下水及び道路建設促進協議会第３委員会が、東京自治会館で開催さ
れ、組合議会議員が出席。

２３日・農業委員会夏の意見交換会が、梅の花で開催され、議長が出席。

２４日 ・平成２７年第１回多摩ニュータウン環境組合臨時会が、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。

２６日 ・「町田ワールドマッチラグビー ２０１５Blue Bulls Machida Tour キヤノ
ンイーグルスVSブルーブルズ」ウェルカムパーティーが、ホテル ザ･エルシィ
町田で開催され、議長が出席。
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７月 ２８日・第３４回多摩地域都市モノレール等建設促進協議会、第４７回三鷹・立川間立
体化複々線促進協議会合同総会が、パレスホテル立川で開催され、議長、議員
が出席。

・三多摩上下水及び道路建設促進協議会第２委員会が、東京自治会館で開催さ
れ、組合議会議員が出席。

２９日 ・平成２７年第１回東京たま広域資源循環組合議会全員協議会・臨時会が、東京
自治会館で開催され、組合議会議員が出席。

３０日・「第６５回 社会を明るくする運動」町田大会が、町田市民ホールで開催さ
れ、議長が出席。

３１日 ・三多摩上下水及び道路建設促進協議会第１委員会が、東京自治会館で開催さ
れ、組合議会議員が出席。

８月 １日 ・平成２７年度川西ダリヤ園開園式が、川西ダリヤ園で開催され、議長が出席。

・原町田六丁目町内会・六生会納涼盆踊り大会が、カリヨン広場で開催され、議
長が出席。

２日 ・第３８回観蓮会が、薬師池公園で開催され、議長が出席。

・第２９回成瀬まつりが、成瀬駅前広場で開催され、議長が出席。

４日・平成２７年第１回南多摩斎場組合議会臨時会が、町田リサイクル文化センター
で開催され、組合議会議員が出席。

５日 ・夏休み子どもフェアーが、議場で開催され、議長が出席。

・南多摩市議会議長会総会が、多摩市役所で開催され、議長が出席。

６日・東京河川改修促進連盟第５３回総会及び促進大会が、調布市グリーンホールで
開催され、議長、議員が出席。

１０日 ・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。

１９日 ・都市行政問題研究会第１０２回総会が、全国都市会館で開催され、議長が出
席。

２０日・議会運営委員会を開催。

・災害対策委員会を開催。

・町田市議会改革調査特別委員会を開催。

・平成２７年第３回東京都十一市競輪事業組合議会臨時会が、京王閣で開催さ
れ、組合議会議員が出席。

２１日 ・第６８回都民体育大会及び第４８回東京都市町村総合体育大会選手団合同解団
式並びに祝勝会・慰労会が、市立総合体育館で開催され、議長が出席。

２２日 ・大地沢夏まつりが、大地沢青少年センターで開催され、副議長が出席。

・ひかり療育園センターまつりが、町田市ひかり療育園で開催され、議長が出
席。

２３日 ・第４０回全国町田ピアノコンクール表彰式が、町田市民ホールで開催され、副
議長が出席。

・第４０回全国町田ピアノコンクール懇親会が、南国酒家で開催され、副議長が
出席。
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８月 ２５日・まちだシルクメロン初収穫と新施設お披露目会が、まちだシルクメロン栽培施
設で開催され、議長が出席。

・町田市倫理法人会創立２０周年記念式典・祝賀会が、ホテル ラポール千寿閣
で開催され、議長が出席。

２６日 ・東京都六市競艇事業組合組合議会議員の見学会が、江戸川競走場で開催され、
組合議会議員が出席。
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人 数

議
員

随
行

そ
の
他

6月29日 岐阜県 瑞浪市議会 7 2
委員会での請願・陳情について
ITを活用した情報発信について

7月7日 東京都 練馬区議会 4 2 消えないまちだ君について

7月8日 熊本県 御船町議会 5 1 議会広報について

7月15日 京都府 舞鶴市議会 4 胃がんリスク検診について

7月15日 兵庫県 西宮市議会 1
地方創生総合戦略の意見交換につ
いて

7月27日 山形県 鶴岡市議会 10 2 議会改革について

7月28日 埼玉県 越谷市議会 3 議場について

7月29日 愛知県 一宮市議会 9 1 2 生活道路舗装管理計画について

7月29日 愛媛県 松山市議会 2 冒険遊び場について

7月29日 福岡県 福岡市議会 1 BRTによる交通政策に関して

7月30日 沖縄県 豊見城市議会 7 1 1 議会施設の概要について

7月30日 埼玉県 所沢市議会 1 保健医療計画について

8月4日 兵庫県 姫路市議会 13 2
議会改革（活性化）の取り組みについ
て

8月4日 長崎県 長崎市議会 2 新庁舎建設について

8月5日 佐賀県 唐津市議会 5 新庁舎建設について

8月6日 兵庫県 明石市議会 6 1 1 新庁舎建設について

視察来訪市等一覧（２０１５年６月２５日～２０１５年８月２６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

8月11日 和歌山県 和歌山市議会 8 3 2
議会の活性化に対する取り組みにつ
いて

8月25日 秋田県 湯沢市議会 9 2 議会運営について
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月　日 名 称 参加人数 備　　　　　考

6月26日 南成瀬小学校 75 社会科見学（３年生）

6月26日 小山中央小学校 189 社会科見学（３年生）

8月5日 夏休み子どもフェアー 80

議 場 見 学 一 覧 （２０１５年６月２５日～２０１５年８月２６日）
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