
諸　報　告
議　会　活　動　状　況

自　２０１５年　　１２月　２３日
至　２０１６年　　　２月　２４日

１２月 ２３日・町田市少年野球連盟平成２７年度納会・懇親会が、海鮮家で開催され、議長が
出席。

２９日・町田市消防団歳末特別警戒が実施され、議長・副議長が出席。

１月 ４日・町田市役所仕事始め式が、町田市役所災害対策本部室で開催され、議長が出
席。

６日・平成２８年東京消防出初式が、東京ビックサイト東展示場東側埋立地で開催さ
れ、議長が出席。

・町田商工会議所「新年賀詞交歓会」が、ホテル ザ・エルシィ町田で開催さ
れ、議長が出席。

・原町田六丁目町内会「六生会」賀詞交歓会が、ホテル町田ヴィラで開催され、
議長が出席。

７日・東京都町田市歯科医師会新春の集いが、ホテル ザ・エルシィ町田で開催さ
れ、議長が出席。

８日・南大沢警察署武道始式・懇親会が、南大沢警察署で開催され、議長が出席。

９日・「新春いけばなの集い」が、和光大学ポプリホール鶴川で開催され、議長が出
席。

・町田市知的障がい者育成会新年会が、ホテル ザ・エルシィ町田で開催され、
議長が出席。

・町田市医師会新年会が、ホテル　ザ・エルシィ町田で開催され、議長が出席。

１０日・町田市消防団出初式が、市立町田第一小学校で開催され、議長が出席。

・森野中央町内会新年会が、森野中央町内会館で開催され、議長が出席。

・町田市消防団第二分団第七部新年会が、町田市消防団第二分団第七部で開催さ
れ、議長が出席。

・町田市消防団第一分団第三部新年会が、美舟寿しで開催され、議長が出席。

・東京土建一般労働組合町田支部「新春旗びらき」が、ホテル ザ・エルシィ町
田で開催され、議長が出席。

１１日・町田市青少年健全育成「第２９回どんど焼き」が、市立町田第一小学校で開催
され、議長が出席。

・町田市成人式「二十祭まちだ」が、市立総合体育館で開催され、議長が出席。

１２日・東京都宅地建物取引業協会町田支部平成２８年新春賀詞交歓会が、ホテル
ザ・エルシィ町田で開催され、議長が出席。
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１月 １３日・町田パークアベニュー商店会新年会が、ホテル ザ・エルシィ町田で開催さ
れ、議長が出席。

１４日・新春青年経済人会議賀詞交歓会が、ホテル ザ・エルシィ町田で開催され、議
長が出席。

１５日・冬季展覧会「山中恒－子どもと物語で遊ぶ」展内覧会が、市民文学館で開催さ
れ、議長が出席。

・南地区町内会・自治会連合会新年賀詞交歓会が、福祉レストランフレンズで開
催され、議長が出席。

１６日・町田警察署武道始式・警察協力三団体主催懇親会が、町田警察署で開催され、
議長が出席。

１７日・第３０回町田市ダンススポーツ競技大会が、市立総合体育館で開催され、議長
が出席。

・第１１回アイデアものづくりコンテスト表彰式が、ぽっぽ町田で開催され、議
長が出席。

・薬物乱用防止教育チャリティ演劇公演が、町田市民ホールで開催され、議長が
出席。

・新春！町田サッカーフェスティバル２０１６が、市立陸上競技場で開催され、
議長が出席。

１８日・東京都南多摩市議会議長会総会が、多摩市議会で開催され、議長が出席。

・東京都行政書士会町田支部平成２８年新年賀詞交歓会が、ホテル ザ・エル
シィ町田で開催され、議長が出席。

１９日・町田消防関係五団体合同賀詞交歓会が、ホテル ザ・エルシィ町田で開催さ
れ、議長が出席。

・栄通り商店会新年賀詞交歓会が、ホテル町田ヴィラで開催され、議長が出席。

・東京都LPガス協会南多摩支部町田部会新年賀詞交歓会が、ホテル ラポール千
寿閣で開催され、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。

２１日
～

・全国自治体病院経営都市議会協議会正副会長・監事・相談役会議が、大分県中
津市「SOL」で開催され、議長が出席。

２２日

・町田市老人クラブ連合会第１６回輪投げ大会が、サン町田旭体育館で開催さ
れ、副議長が出席。

・町田地区保護司会「平成２８年新春の集い」が、ホテル ザ・エルシィ町田で
開催され、副議長が出席。

・町田市緑化協会新年会が、ホテル ラポール千寿閣で開催され、建設常任委員
長が出席。

・農業関係者との「新年の意見交換会」が、海鮮家で開催され、副議長が出席。

２３日・社会福祉法人紫苑の会「成人を祝う会」が、シャロームの家で開催され、議長
が出席。

・２０１６年ＦＣ町田ゼルビア新体制激励会が、文化交流センターで開催され、
議長が出席。
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１月 ２３日・町田市接骨師会新年賀詞交歓会が、南国酒家で開催され、副議長が出席。

・町田市消防団第一分団新年会が、ホテル ザ・エルシィ町田で開催され、議長
が出席。

２５日・町田茶道会新年会が、ホテル　ザ・エルシィ町田で開催され、議長が出席。

２６日・東京都三多摩地区消防運営協議会役員会・第二部会が、東京自治会館で開催さ
れ、議長が出席。

・平成２８年第１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。

・町田市中央地区商業振興対策協議会平成２８年「新春の集い」が、ホテル
ザ・エルシィ町田で開催され、議長が出席。

２７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。

・町田労働基準協会・町田職業協会合同新年賀詞交歓会が、ホテル ザ・エル
シィ町田で開催され、議長が出席。

・町田市商店会連合会「新年賀詞交歓会」が、ホテル ザ・エルシィ町田で開催
され、議長が出席。

・南大沢交通安全協会賀詞交歓会が、八王子ホテルニューグランドで開催され、
副議長が出席。

２８日・町田地区更正保護女性会平成２８年新年会が、ホテル ザ・エルシィ町田で開
催され、議長が出席。

３０日・第１６回まちだ男女平等フェスティバルが、町田市民フォーラムで開催され、
議長が出席。

・町田市文化協会新年賀詞交歓会が、ホテル ラポール千寿閣で開催され、議長
が出席。

・町田市建設業協会平成２８年賀詞交歓会が、ホテル ラポール千寿閣で開催さ
れ、議長が出席。

３１日・第６１回伊豆大島椿まつりが、大島町役場前で開催され、副議長が出席。

・第６８回町田武相駅伝競走大会が、市立陸上競技場で開催され、議長が出席。

・町田華道協会新年会が、ホテル　ザ・エルシィ町田で開催され、議長が出席。

・平成２８年町田・北太樹後援会新春の集いが、ホテル ラポール千寿閣で開催
され、議長が出席。

２月 １日・東京都六市競艇事業組合議会議員視察が、江戸川競走場外で開催され、組合議
会議員が出席。

・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、委員が出席。

２日・東京都南多摩市議会議長会による鉄道事業者への要請活動が行われ、議長が出
席。

・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、委員が出席。

３日・町田ターミナルロード商店会新春の集いが、ホテル ラポール千寿閣で開催さ
れ、議長が出席。
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２月 ４日・第４２回町田市農業祭表彰状授与式が、町田市民フォーラムで開催され、副議
長が出席。

・東京消防庁町田消防署行政視察が、町田市で開催され、議長が出席。

５日・都市行政問題研究会第１０３回総会が、都市センターホテルで開催され、議長
が出席。

・平成２８年第１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。

７日・武相華道連盟創立５０周年記念式典・祝賀会が、ホテル ザ・エルシィ町田で
開催され、議長が出席。

・第５５回小・中学生書初展授賞式が、町田市民ホールで開催され、議長が出
席。

・町田市飲食業生活衛生同業組合新年会が、ホテル ザ・エルシィ町田で開催さ
れ、議長が出席。

９日・平成２８年第１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。

・平成２７年度第２回日本赤十字社東京都支部評議員会が、日本赤十字社東京都
支部で開催され、議長が出席。

１１日・第３６回町田市郷土芸能祭りが、町田市民ホールで開催され、議長が出席。

・町田青年会議所茶道同好会「青心会」初釜式が、文化交流センターで開催さ
れ、議長が出席。

１２日・建設常任委員会を開催。

・東京都市議会議長会議員研修会が、府中の森芸術劇場で開催され、議長・議員
が出席。

１３日・町田市聴覚障害者協会講演会が、ことばらんどで開催され、議長が出席。

１４日・成瀬鞍掛スポーツ広場３０周年記念式典・祝賀が、福祉レストランフレンズで
開催され、議長が出席。

１５日・平成２７年度町田市技能功労者・永年勤続従業員表彰式典が、文化交流セン
ターで開催され、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。

・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。

１７日・市議会議員共済会第１１１回代議員会が、都市センターホテルで開催され、議
長が出席。

１８日・議会運営委員会を開催。

・サービス付き高齢者向け住宅「清風ヒルズ金井」定期巡回・随時対応型訪問看
護「巡回ステーション清風園」竣工内覧会が、清風園で開催され、副議長が出
席。

・町田・相模原経済同友会設立１０周年記念式典が、ラポール千寿閣で開催さ
れ、議長が出席。

・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。
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２月 １８日・第４１回『町田市民美術展』オープニングセレモニーが、市立国際版画美術館
で開催され、議長が出席。

・第２５回全日本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。

２２日・文教社会常任委員会を開催。

２４日・栄通り商店会講演会が、新産業創造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

1月7日 三重県 松阪市議会 11 2
議会改革（活性化）の取り組み及び議
会運営について

1月13日 愛知県 知立市議会 9 1
町田市中心市街地活性化協議会と町
田市中心市街地のまちづくりに関する
基本協定について

1月14日 宮城県 大崎市議会 8 1 議会中継について

1月20日 宮崎県 宮崎市議会 3
町田市民病院「もの忘れ外来」及び
「認知症外来」の取り組みについて

1月21日 長野県 塩尻市議会 7 2
議会改革（活性化）の取り組みについ
て

1月21日 長野県 茅野市議会 8 2 議会改革について

1月25日 滋賀県 近江八幡市議会 10 事業別財務諸表について

1月26日 福島県 須賀川市議会 5 1 1
新公会計制度を活用した公共施設マ
ネジメントについて

1月27日 新潟県 長岡市議会 4 町田市スポーツ推進条例について

1月29日 茨城県 行方市議会 20 3
ITを活用した情報発信について
議会報告会の取り組みについて

2月2日 熊本県 八代市議会 11 2 議会改革の取り組み状況について

2月2日 千葉県 千葉市議会 1 新庁舎整備について

2月3日 福岡県 筑後市議会 7 1 議会改革について

2月5日 群馬県 沼田市議会 13 2 議会改革の取り組みについて

2月8日 静岡県 静岡市議会 1
カラオケ機器を使用した認知症予防
の取組について

2月8日 東京都 日野市議会 5 ごみ処理施設の建て替えについて

視察来訪市等一覧（２０１５年１２月２３日～２０１６年２月２４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

2月8日 京都府 精華町議会 9 1
新公会計制度に向けての自治体や議
会の取り組みについて

2月10日 愛知県 岡崎市議会 3
２０年間期間限定認可保育所事業に
ついて

2月15日 神奈川県 藤沢市議会 2
事業別財務諸表について
（新公会計制度による事業マネジメン
ト）

2月16日 石川県 穴水町議会 5 議会活性化への取り組みについて

2月16日 岡山県 高梁市議会 7 1 ネット中継について

2月17日 佐賀県 武雄市議会 8 1 新庁舎建設について

2月18日 北海道 帯広市議会 1 認知症対策について

2月18日 埼玉県 川口市議会 3 議事堂について

2月19日 岩手県 久慈市議会 6 議会改革の取り組みについて
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