
諸　報　告
議　会　活　動　状　況

自　２０１５年　　１０月　　６日
至　２０１５年　　１１月　２９日

１０月 ６日・第２０回町田市主催シルバー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。

６日
～

・全国自治体病院経営都市議会協議会正副会長・幹事・相談役会議が、江別市コ
ミュニティプラザあおいで開催され、議長が出席。

７日

８日
～

・第７７回全国都市問題会議が、長野市ホクト文化ホール（長野県県民文化会
館）で開催され、議長・副議長が出席。

９日

１１日・相原ふれあいフェスティバル２０１５が、相原中央公園で開催され、議長が出
席。

・第５８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、副議長が出
席。

１６日・「没後２５年 日影丈吉と雑誌宝石の作家たち」展 内覧会が、町田市民文学
館で開催され、議長が出席。

１７日・「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。

・平成２７年度 武相鹿児島県人会総会・懇親会が、ホテル ラポール千寿閣で
開催され、議長が出席。

１８日・町田福祉園「みのり祭」が、町田福祉園で開催され、議長が出席。

・花の家まつりが、ニーズセンター花の家で開催され、議長が出席。

・町田市消防団員家族交流の集いが、ホテル ザ・エルシィ町田で開催され、議
長が出席。

・町田フィルハーモニー交響楽団第８１回定期演奏会が、町田市民ホールで開催
され、議長が出席。

１９日・平成２７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。

２０日・議会運営委員会を開催。

・建設常任委員会を開催。

・町田市赤十字奉仕団結成３０周年記念式典・懇親会が、文化交流センターで開
催され、議長が出席。

２１日・終戦７０年 平成２７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。
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１０月 ２２日・第１１回町田市ゲートボール協会主催秋季大会が、木曽山崎公園で開催され、
議長が出席。

２４日・「第５８回町田市民体育祭 第１８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、議長が出席。

・平成２７年度町田市社会福祉協議会表彰式が、町田市民フォーラムで開催さ
れ、議長が出席。

２５日・町田時代祭り２０１５が、芹ヶ谷公園で開催され、議長が出席。

・平成２７年度町田市空手道選手権大会が、市立総合体育館で開催され、議長が
出席。

２６日・町田市議会改革調査特別委員会を開催。

２７日・町田市・相模原市の議員交流事業が、相模総合補給廠一部返還地 外で開催さ
れ、議長・議員が出席。

・平成２７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。

・平成２７年第２回多摩ニュータウン環境組合議会代表者会議が、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。

２８日・第２８回厚木基地騒音対策協議会が、都道府県会館で開催され、議長が出席。

・東京たま広域資源循環組合議会が、東京自治会館で開催され、組合議会議員が
出席。

２９日・第２６回東京都道路整備事業推進大会が、日比谷公会堂で開催され、議長・議
員が出席。

・第１１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、副議長・
議員が出席。

・町田市プロパンガス事業協同組合第３５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。

３０日・『ベストセレクション－町田市立国際版画美術館の名品』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。

１１月 １日・第１２回町田市テコンドー選手権大会＆第１回東京都オープンテコンドー選手
権大会が、市立総合体育館で開催され、議長が出席。

・相原やまゆり会開設１０周年記念式典が、相原やまゆり会で開催され、議長が
出席。

・さがみはらフェスタにおける小田急多摩線延伸のPR等が、相模総合補給廠内で
開催され、議長が出席。

３日・薬師池かいぼりイベントが、薬師池公園で開催され、議長が出席。

・第４２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２７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。

・町田フィル・バロック合奏団コンサート２０１５が、和光大学ポプリホール鶴
川で開催され、議長が出席。

５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、副議長が出席。
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１１月 ５日・第２２回菊花展表彰式が、野津田公園で開催され、副議長が出席。

６日・建設常任委員会（公聴会）を開催。

７日・第１７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・すぽーつ祭まちだ２０１５が、市立総合体育館で開催され、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。

・第６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。

９日・南多摩市議会議長会の視察研修が、東京ガス供給指令センター・保安指令セン
ター外で開催され、議長が出席。

１０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、委員が出席。

１２日・平成２７年第２回南多摩斎場組合議会定例会が、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。

１３日・東京たま広域資源循環組合平成２７年度組合議会議員及び事務連絡協議会合同
行政視察が、太平洋セメント株式会社埼玉工場外で開催され、組合議会議員が
出席。

１４日・ボワ・アルモニー作業公開が、ボワ・アルモニーで開催され、議長が出席。

１６日・東京都十一市競輪事業組合議会が、東京自治会館で開催され、組合議会議員が
出席。

１７日・第３４回町田市ゲートボール協会主催親善大会が、木曽山崎公園で開催され、
議長が出席。

・平成２７年防火のつどいが、和光大学ポプリホール鶴川で開催され、議長が出
席。

１８日
～

・第１０回全国市議会議長会研究フォーラムが、福島県文化センターで開催さ
れ、議長・副議長が出席。

１９日

１８日 平成２７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。

・国際版画美術館視察（バックヤード・ツアー）が、市立国際版画美術館で開催
され、文教社会常任委員が出席。

１９日
～

・平成２７年度東京都十一市競輪事業組合議会行政視察が、前橋競輪場、サテラ
イト市原で開催され、組合議会議員が出席。

２０日

２０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。

・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。

２１日・第２３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。
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１１月 ２１日・町田市立町田第四小学校創立６０周年記念式典が、市立町田第四小学校で開催
され、議長が出席。

・町田市立町田第四小学校創立６０周年祝賀会が、ホテル町田ヴィラで開催さ
れ、議長が出席。

２２日・第３９回JC杯少年サッカー大会が、市立陸上競技場で開催され、議長が出席。

・渡辺正明氏瑞宝単光章受章記念祝賀会が、ホテル ザ･エルシィ町田で開催さ
れ、議長が出席。

２３日・「２０１５まちだ体操祭」が、市立総合体育館で開催され、議長が出席。

・町田市岩手ふるさと会懇親会が、ホテル ラポール千寿閣で開催され、議長が
出席。

２４日・町田市障がい児・者親の会連絡会１０周年記念講演会 障がいのある人の「終
の棲家」が、町田市民フォーラムで開催され、議長が出席。

・東京都六市競艇事業組合議会が、東京自治会館で開催され、組合議会議員が出
席。

・平成２７年秋の交通功労者等表彰式が、ホテル ザ･エルシィ町田で開催され、
副議長が出席。

・交通事故防止対策協議会が、ホテル ザ･エルシィ町田で開催され、副議長が出
席。

・町田市戦没者遺族会「激励の集い」が、長野県飯田市 グランドホテル天心で
開催され、議長が出席。

２８日・第２８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。

・町田市農業協同組合 南支店竣工 ポプラヶ丘支店改修祝賀会が、町田市農業
協同組合南支店で開催され、議長が出席。

２９日・２０１５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。
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人 数

議
員

随
行

そ
の
他

10月6日 岐阜県 岐阜市議会 8 1 町田市役所新庁舎建設事業について

10月6日 石川県 珠洲市議会 5 1 議会改革の取り組みについて

10月7日 熊本県 合志市議会 6 1 1 新公会計制度について

10月13日 広島県 呉市議会 5 2 議会改革について

10月14日 長崎県 大村市議会 8 1 1 中小企業支援について（創業事業）

10月15日 福岡県 筑紫野市議会 7 1 1 ごみ減量の啓発、取組みについて

10月15日 埼玉県 戸田市議会 11 2 議会のホームページについて

10月16日 東京都 小金井市議会 1
町田市における通常学級在籍児童の
支援について

10月20日 兵庫県 尼崎市議会 8 2 いじめ防止基本方針について

10月20日 愛知県 春日井市議会 5 まちだ未来作りプランについて

10月20日 三重県 四日市市議会 8 新公会計制度について

10月21日 栃木県 宇都宮市議会 9 2 新公会計制度について

10月22日 奈良県 生駒市議会 6 1 幼保連携の在り方について

10月22日 福岡県 柳川市議会 9 2 議会改革の取り組みについて

10月27日 山形県 川西町議会 8 ダリア園について

10月28日 愛知県
尾張西部議会事
務協議会

10 議会運営全般について

視察来訪市等一覧（２０１５年１０月６日～２０１５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29日 青森県 青森市議会 11 3 議会改革の取り組みについて

10月29日 北海道 帯広市議会 1 議会改革の取り組みについて

11月4日 北海道 旭川市議会 1 創業支援事業について

11月9日 栃木県
芳賀地区議会事
務研究会議会

7 議会改革の取り組みについて

11月10日 愛知県 豊田市議会 10 2 議会活性化の取組について

11月10日 大阪府 箕面市議会 6 1 2 新公会計制度について

11月12日 東京都 小平市議会 8 3 3
20年間期間限定認可保育所事業に
ついて

11月12日 愛知県 大府市議会 7 シティプロモーションについて

11月13日 千葉県 千葉市議会 3 議会改革の取り組みについて

11月18日 沖縄県 宜野湾市議会 8 1 認知症施策の推進について

11月19日 大阪府 交野市議会 1 新公会計制度について

11月20日 三重県 鈴鹿市 3
町田市「低価格の冠水警報表示シス
テム」について

11月20日 千葉県 市川市 1 保健所政令市移行について

11月24日 神奈川県 川崎市 1 新庁舎建設について

11月27日 大阪府 吹田市 3 通学路への防犯カメラ設置について
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月　日 名 称 参加人数 備　　　　　考

10月9日 鶴川第四小学校 116 社会科見学（３年生）

10月13日 南第一小学校 94 社会科見学（３年生）

10月16日 図師小学校 120 社会科見学（３年生）

10月20日 七国山小学校 117 社会科見学（３年生）

10月22日 鶴間小学校 108 社会科見学（３年生）

10月22日 ひかり幼稚園 20

11月11日
横浜アカデミー高等部
町田校

31

11月13日 町田第一小学校 109 社会科見学（３年生）

11月19日 小山田小学校 85 社会科見学（３年生）

議 場 見 学 一 覧 （２０１５年１０月６日～２０１５年１１月２９日）
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