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諸　報　告
議　会　活　動　状　況

自　２０１６年　　　３月　３０日
至　２０１６年　　　６月　　１日

３月 ３０日 ・平成２８年第１回東京都十一市競輪事業組合議会臨時会が、東京自治会館で開
催され、組合議会議員が出席。

・平成２８年第１回東京都六市競艇事業組合議会臨時会が、東京自治会館で開催
され、組合議会議員が出席。

４月 １日 ・ボワ・アルモニー入所式が、ボワ・アルモニーで開催され、議長が出席。

・町田市消防団辞令交付式が、町田市役所で開催され、議長が出席。

２日 ・２０１６町田さくらまつり尾根緑道会場開会式が、尾根緑道で開催され、議長
が出席。

・２０１６町田さくらまつり交流都市歓迎セレモニーが、芹ヶ谷公園で開催さ
れ、議長が出席。

・２０１６町田さくらまつり交流都市との昼食会が、月亭で開催され、議長が出
席。

３日 ・２０１６年度町田市民春季軟式野球大会開会式が、市立サン町田旭体育館で開
催され、議長が出席。

・東京土建一般労働組合町田支部第５１回定期大会が、ホテル ザ エルシィ町
田で開催され、議長が出席。

・町田市立鶴川第一小学校校舎棟落成式が、市立鶴川第一小学校で開催され、議
長が出席。

４日 ・町田市ゲートボール協会第３５回定期総会が、健康福祉会館で開催され、議長
が出席。

６日 ・春の全国交通安全運動出動式が、町田市教育センターで開催され、議長が出
席。

・春の全国交通安全運動出陣式が、八王子市上柚木公園で開催され、議長が出
席。

７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、全国都市
会館で開催され、議長が出席。

８日 ・平成２８年度町田の丘学園肢体不自由教育部門小学部・中学部・高等部知的障
害教育部門高等部入学式が、町田の丘学園で開催され、議長が出席。

１０日 ・町田市少年少女発明クラブ第１２期開講式が、生涯学習センターで開催され、
議長が出席。

１１日 ・議長、副議長、議員が行政視察を実施。（リレーセンターみなみ）

・交通政策特別委員会を開催。
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４月 １２日 ・町田警察署中町交番開所式が、中町交番で開催され、議長が出席。

・２０１６年度新規採用職員研修が、町田市役所で開催され、議長が出席。

１３日 ・議会運営委員会を開催。

・議員研修会「議員提案政策条例のポイント」を開催。

・東京司法書士会町田支部平成２８年定時総会懇親会が、ホテル ザ エルシィ
町田で開催され、議長が出席。

１４日 ・春の全国交通安全運動テント設置箇所を議長、副議長が激励。

１５日 ・東京都市議会議長会理事会が、東京自治会館で開催され、議長が出席。

・東京都市議会議長会臨時総会が、東京自治会館で開催され、議長が出席。

１７日 ・第４７回町田市青少年の日スポーツ柔道大会が、総合体育館で開催され、議長
が出席。

・町田フィルハーモニー交響楽団第８２回定期演奏会が、ミューザ川崎シンフォ
ニーホールで開催され、議長が出席。

２０日 ・２０１６年度東京都赤十字協賛委員町田市地区協議会が、町田市役所で開催さ
れ、議長が出席。

２１日 ・第３５回町田市ゲートボール協会主催春季大会が、木曽山崎公園で開催され、
議長が出席。

・国道１６号立体事業本線開通イベントが、町田立体本線部で開催され、議長が
出席。

２２日 ・建設常任委員会を開催。

・総務常任委員会を開催。

・町田地区保護司会平成２８年度定期総会・懇親会が、市民ホールで開催され、
議長が出席。

・第６９回都民体育大会春季大会出場選手「結団式」選手激励会が、市立総合体
育館で開催され、議長が出席。

２３日 ・平成２８年度町田消防少年団卒入団式が、健康福祉会館で開催され、議長が出
席。

２５日 ・健康福祉常任委員会を開催。

２６日 ・文教社会常任委員会が、行政視察を実施。（市立博物館、本町田遺跡公園、考
古資料室、ゆくのき学園、田端環状積石遺構、小山田１号遺跡、旧忠生第六小
学校）

・第８２回関東市議会議長会定期総会が、浦和ロイヤルパインズホテルで開催さ
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。

・町田防犯協会創立６０周年を祝う会が、町田警察署で開催され、副議長が出
席。

２８日 ・『森羅万象を刻む－デューラーから柄澤齋へ』展内覧会が、市立国際版画美術
館で開催され、議長が出席。

２９日 ・第３９回武相マラソン大会開会式が、市立陸上競技場で開催され、議長が出
席。
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４月 ２９日 ・第１０回「新緑の薬師池 春のお茶会」が、薬師池公園で開催され、議長が出
席。

・第２６回町田市新体操選手権大会が、市立サン町田旭体育館で開催され、議長
が出席。

３０日 ・町田市子どもセンター「まあち」開所式が、子どもセンターまあちで開催さ
れ、議長が出席。

・米海軍厚木航空施設春祭り・航空機展示レセプションが、米海軍厚木航空施設
で開催され、議長が出席。

５月 ４日 ・相原地区連合町内会定期総会・懇親会が、丸山公会堂で開催され、議長が出
席。

５日 ・町田市吟詠連盟主催春季吟詠大会式典が、南市民センターで開催され、議長が
出席。

９日 ・町田市文化協会総会セレモニーが、町田市民ホールで開催され、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。

１０日 ・町田市精神障害者さるびあ会平成２８年度通常総会が、せりがや会館で開催さ
れ、議長が出席。

１１日 ・平成２８年度町田遊技場組合定期総会懇親会が、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。

１２日 ・町田地区更正保護女性会平成２８年度定期総会が、町田市役所で開催され、議
長が出席。

１３日 ・全国自治体病院経営都市議会協議会第７４回理事会が、都市センターホテルで
開催され、議長が出席。

・全国自治体病院経営都市議会協議会第４４回定期総会が、都市センターホテル
で開催され、議長が出席。

・町田市老人クラブ連合会第５３回定期総会が、わくわくプラザ町田で開催さ
れ、副議長が出席。

１４日 ・町田市表彰式が、町田市文化交流センターで開催され、議長が出席。

・町田市立中学校PTA連合会懇親会が、忠生農協会館で開催され、議長が出席。

・南地区町内会・自治会連合会平成２８年度定期総会が、南市民センターで開催
され、議長が出席。

１５日 ・２０１６年度町田市総合水防訓練が、旧緑ヶ丘小学校跡地で開催され、議長、
災害対策委員長、議員が出席。

１７日 ・２０１６年度第１回町田市防災会議が、町田市役所で開催され、議長、各常任
委員長、災害対策委員長が出席。

・東京都市町村職員年金者連盟・町田支部平成２８年度総会が、町田市民フォー
ラムで開催され、副議長が出席。

・平成２８年度町田防火防災協会・町田危険物安全協会・町田防火管理者研究会
合同懇親会が、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。

１８日
～

・建設常任委員会が行政視察を実施。（寒川町、防府市、北九州市）

２０日
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５月 １８日 ・平成２８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２８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。

１９日 ・第３７回町田市戦没者遺族会総代会が、町田市役所で開催され、議長が出席。

２０日 ・東京都自動車整備振興会町田支部定時総会・懇親会が、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。

２２日 ・町田ハンディキャブ友の会第１６回定期総会が、社会福祉法人ウィズ町田 な
ないろで開催され、議長が出席。

・町田市町内会・自治会連合会平成２８年度定期総会が、町田市民フォーラムで
開催され、議長が出席。

・町田市ダンススポーツ連盟「創立３５周年記念ダンスの集い」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。

２３日 ・町田市知的障がい者育成会定期総会が、町田市民ホールで開催され、議長が出
席。

２４日 ・東京都市議会議長会定例総会が、東京自治会館で開催され、議長が出席。

２５日 ・２０１６年度町田市赤十字奉仕団総会が、町田市役所で開催され、議長が出
席。

・白峰福祉会後援会会員交流会が、町田生活実習所で開催され、議長が出席。

・厚木基地周辺市議会基地対策協議会総会が、大和市議会で開催され、議長、総
務常任委員長が出席。

・町田市観光コンベンション協会２０１６年度懇親会が、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。

２６日 ・議会運営委員会を開催。

・東京都三多摩地区消防運営協議会通常総会が、東京自治会館で開催され、議長
が出席。

・町田労働基準協会定期総会が、ホテル ラポール千寿閣で開催され、議長が出
席。

・第５９回町田食品衛生協会懇親会が、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。

２７日 ・多摩都市モノレール町田方面延伸促進協議会第４回役員会が、町田市役所で開
催され、議長が出席。

・三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事会が、東京自治会館で開催され、議
長が出席。

・三多摩上下水及び道路建設促進協議会総会が、東京自治会館で開催され、議
長、委員が出席。

・町田市消防団歓送迎会が、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。

２８日 ・第３５回町田市保育園職員全体研修会が、町田市民ホールで開催され、議長が
出席。

・ボワ・アルモニー後援会懇親が、ボワ・アルモニーで開催され、議長が出席。
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５月 ２９日 ・第４４回山菜まつりが、川上村高登谷高原野外ステージで開催され、議長が出
席。

・下馬場町内会平成２８年度新旧役員研修会が、さ蔵で開催され、議長が出席。

３０日 ・平成２８年南大沢交通安全協会定期総会・懇親会を八王子ホテルニューグラン
ド開催。議長が出席。

３１日 ・全国市議会議長会第９２回定期総会が、東京国際フォーラムで開催され、議長
が出席。
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人 数

議
員

随
行

そ
の
他

4月8日 高知県 高知県議会 1 福祉のまちづくりについて

4月14日 福岡県 福岡市議会 4 ピロリ菌検査について

4月22日 滋賀県 大津市議会 5
新公会計制度（事業別財務諸表）に
ついて

5月11日 三重県 名張市議会 7 2
議会改革（活性化）の取り組みについ
て

5月11日 島根県 松江市議会 11 2 議会改革の取り組みについて

5月12日 青森県 八戸市議会 10 1 議会改革について

5月17日 埼玉県 嵐山町議会 7 1
「町田市剪定枝資源化センター」の取
組みについて

5月17日 福岡県 春日市議会 6 1 福祉のまちづくりについて

5月23日 石川県 加賀市議会 9 2 議会活性化の取り組みについて

5月25日 北海道 旭川市議会 2 事業別財務諸表について

6月1日 大分県 佐伯市議会 1 1
町田市議会議会改革の取り組みにつ
いて
市議会基本条例について

視察来訪市等一覧（２０１６年３月３０日～２０１６年６月１日）

月　日 都道府県 区市町村名 視察事項
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