
諸　報　告
議　会　活　動　状　況

自　２０１６年　　１０月　　５日
至　２０１６年　　１１月　２９日

１０月 ６日
～
・第７８回全国都市問題会議が、岡山国際ホテルで開催され、議長が出席。

７日

１０月 ８日・第１８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。

９日・社会福祉法人七五三会創立２０周年記念祝典が、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、副議長が出席。

・相原ふれあいフェスティバル２０１６が、相原中央公園で開催され、議長が出
席。

１１日
～
・文教社会常任委員会が行政視察を実施（多賀城市、秋田県、秋田市、厚木
市）。

１３日

１０月 １１日・町田市障がい者福祉懇談会『みんなで考えよう町田の防災！！』が、和光大学
ポプリホール鶴川で開催され、議長が出席。

１４日・第１５回グラウンドゴルフ大会が、木曽山崎公園で開催され、議長が出席。

１６日・第５９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、議長が出
席。

・第５９回町田市民体育祭 第１９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。

・町田市消防団員家族交流の集いが、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。

１７日・議会運営委員会を開催。

１８日・社会福祉法人東京援護協会町田荘創立５０周年記念式典が、町田荘で開催さ
れ、議長が出席。

・第２７回東京都道路整備事業推進大会が、砂防会館で開催され、議長・建設常
任委員長・建設常任副委員長が出席。

１９日
～
・第１１回全国市議会議長会研究フォーラムが、静岡県コンベンションアーツセ
ンターで開催され、副議長が出席。

２０日

１０月 １９日
～
・総務常任委員会が行政視察を実施（半田市、鯖江市、豊橋市）。

２１日
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１０月 ２０日
～
・東京都六市競艇事業組合議会議員の視察が、三国競走場外で開催され、組合議
会議員が出席。

２１日

１０月 ２０日・町田市プロパンガス事業協同組合第３６期通常総会懇親会が、ホテル ラポー
ル千寿閣で開催され、副議長が出席。

２１日・町田市市民栄誉彰贈呈式及びリオパラリンピック競技大会銀メダル報告会が、
町田市役所で開催され、議長が出席。

・秋季展覧会 開館１０周年記念「八木重吉－さいわいの詩人－」展内覧会が、
町田市民文学館で開催され、議長が出席。

・まちだ名産品のれん会懇親会が、シェ・プルミエで開催され、議長が出席。

２２日・平成２８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、副議長が出席。

・社会福祉法人みずき福祉会町田福祉園運営十周年記念式典・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、副議長が出席。

２３日・町田時代祭り２０１６が、芹ヶ谷公園で開催され、議長が出席。

・町田フィルハーモニー交響楽団第８３回定期演奏会が、町田市民ホールで開催
され、議長が出席。

２６日・平成２８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。

２７日・第１２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。

・平成２８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２９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。

２８日・平成２８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。

３０日・「２０１６まちだ体操祭」が、市立総合体育館で開催され、議長が出席。

３１日・平成２８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。

１０月 ３１日
～
・議会運営委員会が行政視察を実施（姫路市、八尾市、大東市）。

１１月 ２日

１１月 １日・第１２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、議員が出
席。

２日・平成２８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。

３日・第４３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、副議長
が出席。

・平成２８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。

５日・つくし野コミュニティセンターまつり２０１６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。
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１１月 ５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、副議長が出席。

６日・すぽーつ祭まちだ２０１６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。

７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。

・第２３回菊花展表彰式が、薬師池公園で開催され、議長が出席。

８日
～
・行政視察（長野市・富士川町）を実施。

９日

１１日・町田市老人クラブ連合会主催第３８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。

・平成２８年第２回東京都十一市競輪事業組合議会定例会が、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定例会が、京王閣で開催され、
組合議会議員が出席。

１３日・第７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、議
長が出席。

１４日
～
・健康福祉常任委員会が行政視察を実施（長岡市、新潟市）。

１５日

１１月 １５日・防火のつどいが、和光大学ポプリポール鶴川で開催され、議長が出席。

１６日・町田駅帰宅困難者対策訓練が、ペデストリアンデッキで開催され、議長が出
席。

・町田市戦没者遺族会「激励の集い」が、鴨川温泉で開催され、議長が出席。

１７日・第３５回町田市ゲートボール協会主催 創立３５周年記念大会が、木曽山崎公
園で開催され、議長が出席。

・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。

１９日・第２９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２４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。

２０日・町田市柔道連盟創立５０周年記念式典・祝賀会が、市立総合体育館で開催さ
れ、議長が出席。

・町田市ダウン症児者を守る会 こばと会発表会が、町田市民フォーラムで開催
され、副議長が出席。

２１日・都市行政問題研究会・役員会が、日本都市センターホテルで開催され、議長が
出席。

・平成２８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。

２２日・議会運営委員会を開催。
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１１月 ２３日・グローイングアップ映画祭鶴川ショートムービーコンテストが、和光大学ポプ
リホール鶴川で開催され、議長が出席。

２４日
～
・平成２８年度東京都十一市競輪事業組合議会行政視察が、いわき平競輪場外で
開催され、組合議員が出席。

２５日

１１月 ２６日・「町田シバヒロ２０１６クリスマスフェスティバル」イルミネーション点灯式
が、町田シバヒロで開催され、副議長が出席。

２７日・第１３回町田市テコンドー選手権大会＆第２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。

・２０１６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。

２８日・平成２８年秋の交通功労者等表彰式が、ホテル ラポール千寿閣で開催され、
議長が出席。

・交通事故防止対策協議会が、ホテル ラポール千寿閣で開催され、議長が出
席。
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人 数

議
員

随
行

そ
の
他

10月5日 島根県 益田市議会 7 1 市民後見人制度について

10月5日 秋田県 大館市議会 9 2

議会運営について
議会活性化について
議場の設備・システム及び運用につ
いて

10月12日 長崎県 諫早市議会 3 町田市の事業別財務諸表について

10月12日 青森県 青森市議会 5 バイオガス化施設について

10月12日 大阪府 河内長野市議会 7 2 2 議会改革について

10月13日 愛媛県 今治市議会 3 議会改革の取り組みについて

10月17日 大阪府 堺市議会 14 3
議会運営について
議会改革の取り組みについて

10月18日 岐阜県 大垣市議会 6 1 新庁舎について

10月26日 宮城県 気仙沼市議会 10 2
議会運営及び議会活性化の取り組み
について

10月26日 富山県 黒部市議会 8 1 新公会計制度について

10月26日 宮城県 大崎市議会 8 1 福祉のまちづくり推進計画について

10月27日 京都府 向日市議会 9 2 議会改革の取り組みについて

10月27日 宮城県 東松島市議会 6 1 1
総合型地域スポーツクラブの取組み
について

10月27日 徳島県 徳島市議会 1 ごみ処理施策について

10月31日 長崎県 佐世保市議会 3 ひきこもり支援の取り組みについて

11月1日 宮崎県 都城市議会 11 2
議会運営に関する先進的な取り組み
について

視察来訪市等一覧（２０１６年１０月５日～２０１６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

11月4日 東京都 東久留米市議会 3 新公会計制度について

11月4日 東京都 杉並区議会 1 新公会計制度について

11月8日 富山県 魚津市議会 9 1 市庁舎の整備について

11月8日 広島県 広島市議会 1
宅地開発に伴うごみ集積所の設置指
導等について

11月8日 山口県 下関市議会 5 新公会計制度について

11月9日 福岡県 久留米市議会 6 議会改革の取り組みについて

11月10日 北海道 旭川市議会 3 新庁舎整備事業について

11月10日 山形県 東根市議会 7 1
議会改革の取り組みについて
議会のＩＣＴ化について

11月10日 三重県 東根市議会 1
認知症地域支援推進員の取り組みに
ついて

11月15日 山口県 宇部市議会 8 1 新公会計制度について

11月15日 東京都 日野市議会 5 2 3 議会棟フロア全般について

11月15日 大阪府 大阪府 1 新公会計制度の取組み状況について

11月16日 栃木県 益子町 9 議会改革の取り組みについて

11月17日 岡山県 備前市 7 新公会計制度について

11月22日 北海道 栗山町 6 2 公会計制度の取り組みについて
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月　日 名 称 参加人数 備　　　　　考

10月6日 鶴川第四小学校 120 社会科見学（３年生）

10月13日 南第一小学校 97 社会科見学（３年生）

10月14日 鶴間小学校 84 社会科見学（３年生）

10月25日 図師小学校 113 社会科見学（３年生）

11月1日 鶴川第一小学校 128 社会科見学（３年生）

11月25日 小川小学校 98 社会科見学（３年生）

11月29日 鶴川第三小学校 87 社会科見学（３年生）

議 場 見 学 一 覧 （２０１６年１０月５日～２０１６年１１月２９日）
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