
諸　報　告
議　会　活　動　状　況

自　２０１８年　　　９月　２８日
至　２０１８年　　１１月　２８日

９月 ２８日・秋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。

２９日・町田市緑化協会第７回定時社員総会懇親会が、ホテル ラポール千寿閣で開催
され、議長が出席。

３０日・第２１回東京多摩太鼓まつりオープニングセレモニーが、町田市民ホールで開
催され、議長が出席。

１０月 ２日
～

・行政視察（町田市自然休暇村等）を実施。

４日

４日
～

東京市町村総合事務組合議会行政視察が、新潟県市町村総合事務組合で開催さ
れ、議長が出席。

６日

４日 第２３回町田市主催シルバーゲートボール親善大会が、木曽山崎公園で開催さ
れ、副議長が出席。

６日・第２０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、副議
長が出席。

・町田ハンディキャブ友の会３５周年記念感謝の集いが、町田市民ホールで開催
され、健康福祉常任委員長が出席。

７日・小金井市市制施行６０周年記念式典が、小金井 宮地楽器ホールで開催され、
議長が出席。

・相原ふれあいフェスティバル２０１８が、相原中央公園で開催され、文教社会
常任委員長が出席。

・北島進氏藍綬褒章受章を祝う会が、京王プラザホテル八王子で開催され、議長
が出席。

・町田うまいもん祭りが、町田シバヒロで開催され、議長が出席。

１０日・日中友好交流事業 東京都特別区・市・町村議会議長会友好代表団合同歓迎
式、歓迎夕食会が、ホテルニューオータニで開催され、議長が出席。

１１日・北京市区人民代表大会友好代表団来訪に伴う歓迎式典が、町田市役所で開催。

・東京更生保護女性連盟第６ブロック研修会が、町田市民フォーラムで開催さ
れ、議長が出席。

・錦秋交流の夕べが、中国大使館で開催され、議長が出席。

・歯科医療勉強会が、健康福祉会館で開催され、副議長が出席。

１２日・第１７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。
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１０月 １３日・花の家祭りが、花の家で開催され、議長が出席。

・「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。

１５日・（仮称）桜美林大学本町田キャンパス整備計画起工式が、建設計画地内で開催
され、議長が出席。

１６日・議会運営委員会を開催。

１７日・平成３０年東京市町村総合事務組合議会第２回定例会が、東京自治会館で開催
され、議長が出席。

１９日・秋季企画展 「みつはしちかこ展－恋と、まちだと、青春と－」内覧会が、町
田市民文学館で開催され、議長が出席。

・体育協会加盟団体「代表者懇親会」が、ホテル ラポール千寿閣で開催され、
議長が出席。

２０日・貸切モノレール乗車会セレモニーが、多摩センター駅で開催され、議長が出
席。

・町田市立成瀬中央小学校創立４０周年記念式典が、市立成瀬中央小学校で開催
され、副議長が出席。

・「鶴川市民センターまつり」開会式が、鶴川市民センターで開催され、議長が
出席。

・町田市社会福祉協議会創立６０周年記念表彰式が、町田市民フォーラムで開催
され、議長が出席。

・なるせ駅前市民センターまつりが、なるせ駅前市民センターで開催され、副議
長が出席。

２１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。

・忠生こどもフェスティバルが、忠生市民センターで開催され、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。

・２０１８まちだ体操祭が、市立総合体育館で開催され、議長が出席。

２３日・第２９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。

２５日・第１４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３０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３１回厚木基地騒音対策協議会が、都道府県会館で開催され、副議長が出
席。

２５日
～

・関東市議会議長会支部長会議・第１回理事会が、水戸プラザホテルで開催さ
れ、議長が出席。

２６日

２７日 町田市立鶴川第一小学校開校１１０周年『記念式典』が、市立鶴川第一小学校
で開催され、議長が出席。

・町田市立鶴川第一小学校開校１１０周年『祝賀会』が、鶴川若竹幼稚園で開催
され、議長が出席。
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１０月 ２７日・町田時代祭り２０１８が、芹ヶ谷公園で開催され、議長が出席。

・ MOA美術館町田みんなの児童作品展表彰式が、市立国際版画美術館で開催さ
れ、議長が出席。

２９日・第２７回暴力団追放都民大会が、文京シビックホールで開催され、議長が出
席。

３０日・平成３０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。

・町田商工会議所創立３０周年記念式典・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。

３１日・東京都十一市競輪事業組合議会平成３０年第２回議会定例会が、京王閣で開催
され、組合議会議員が出席。

・東京都六市競艇事業組合議会平成３０年第２回議会定例会が、京王閣で開催さ
れ、組合議会議員が出席。

１１月 １日・第１４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、議長・副
議長・議員が出席。

３日・つくし野コミュニティセンターまつり２０１８が、つくし野コミュニティセン
ターで開催され、副議長が出席。

・第４５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。

・緑ヶ丘グラウンド開所式が、町田市緑ヶ丘グラウンドで開催され、議長が出
席。

・平成３０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。

４日・町田市卓球連盟創立５０周年記念式典及び祝賀会が、レストラン・フレンズで
開催され、副議長が出席。

６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、健康福祉常任委員
長が出席。

７日・全国市議会議長会第２１３回理事会・第１０５回評議員会が、全国都市会館で
開催され、議長が出席。

７日
～

９日

・中国オリンピック委員会と東京２０２０オリンピック競技大会の事前キャンプ
の開催についての覚書締結に議長・副議長が、中華人民共和国 北京市を訪問
した。

７日・第２５回菊花展表彰式が、薬師池公園で開催され、建設常任委員長が出席。

・町田市老人クラブ連合会主催第４０回作品展表彰式が、市立国際版画美術館で
開催され、健康福祉常任委員長が出席。

１０日・第６１回町田市民体育祭 第２１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、副議長が出席。

・高校生と町田市議会議員の意見交換会が、町田市議会で開催され、議長・副議
長・議員が出席。

１１日・「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９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、総
務常任委員長が出席。

１１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。
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１１月 １３日・町田リス園開園３０周年記念式典が、町田リス園で開催され、議長が出席。

・東京都市議会議長会正副会長会議が、町田市で開催され、議長が出席。

・まちだ名産品のれん会 第７回通常総会が、町田市役所で開催され、議長が出
席。

・まちだ名産品のれん会懇親会が、獅子丸で開催され、議長が出席。

１４日
～

・第１３回全国市議会議長会研究フォーラムが、宇都宮市文化会館で開催され、
議長・副議長が出席。

１５日

１５日・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、健康福祉
常任委員長が出席。

・自衛隊東京地方協力本部自衛官募集相談員連絡協議会町田支部創立２５周年
（連名委嘱１１回記念）祝賀会が、ホテル町田ヴィラで開催され、議長が出
席。

・交通事故防止対策協議会が、ラポール千寿閣で開催され、議長が出席。

・顧問建築家機構１５周年記念パーティが、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・第３１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４２回全国育樹祭お手入れ行事が、海の森公園予定地で開催され、議長が出
席。

・第４２回全国育樹祭懇談会が、東京プリンスホテルで開催され、議長が出席。

１８日・すぽーつ祭まちだ２０１８が、市立総合体育館で開催され、副議長が出席。

・第４２回全国育樹祭が、武蔵野の森総合スポーツプラザで開催され、議長が出
席。

１９日・地方議会活性化シンポジウム２０１８・交流会が、シェラトン都ホテル東京で
開催され、議長が出席。

２０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。

２１日・平成３０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。

・町田市戦没者遺族会「激励の集い」が、信州松本美ヶ原温泉で開催され、議長
が出席。

２２日・議会運営委員会を開催。

２３日・鶴川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。

・ぞっこん町田’９８チーム結成２０周年記念パーティーが、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。

・町田サッカー協会創立５０周年記念式典が、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、議長が出席。

２５日・町田市消防団第５分団６部新型消防ポンプ車入魂式・祝賀会が、大戸公会堂で
開催され、議長が出席。
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１１月 ２５日・２０１８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、副議長が出席。

・町田市歯科医師会創立７０周年記念式典・記念祝賀会が、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、議長が出席。
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人 数

議
員

随
行

そ
の
他

10月10日 兵庫県 姫路市議会 9 1 第５次町田市保健医療計画について

10月11日 山形県 村山市議会 8 議会改革の取り組みについて

10月17日 鹿児島県 鹿児島市議会 10 2
空き家対策、団地再生の取り組みに
ついて

10月17日 鹿児島県 姶良市議会 8 1 障がい者青年学級について

10月17日 熊本県 熊本市議会 11 3 議会活性化の取り組みについて

10月18日 長崎県 諫早市議会 10 2 議会改革の取り組みについて

10月18日 愛知県 岩倉市議会 7 1 送迎保育ステーションについて

10月23日 長野県 松本市議会 16 2 1 市役所新庁舎の建設について

10月23日 兵庫県 芦屋市議会 7 1 自治体間ベンチマーキングについて

10月23日 宮崎県 日向市議会 6 1
子どもセンターまあちの取り組みつい
て

10月26日 大分県 大分市議会 1
農商工連携事業（メロン水耕栽培を通
じた地域経済の活性化）について

10月30日 岩手県 大船渡市議会 7 1 議会改革の取り組みについて

10月31日 新潟県 新潟市議会 11 2 2 少子化対策・子育て支援について

11月1日 香川県 坂出市議会 7 1 1
公共施設マネジメントの取り組みにつ
いて

11月5日 岡山県 岡山市議会 14 新庁舎の整備と利活用状況について

11月5日 静岡県 浜松市議会 19 2 コンパクトシティについて

視察来訪市等一覧（２０１８年９月２８日～２０１８年１１月２８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7日 福岡県 苅田町議会 4 1 創業支援事業について

11月7日 福島県 福島市議会 9 1
町田市におけるスポーツホームタウン
推進の取り組みについて

11月7日 三重県 伊賀市議会 8 1
議会改革の取り組みについて
予算・決算の分割審査について

11月8日 山口県 長門市議会 9 1
町田市創業支援事業の取り組みにつ
いて

11月8日 兵庫県 伊丹市議会 10 2 議会の活性化の取り組みについて

11月9日 埼玉県

埼玉県市議会議
長会第２区議長会
事務局長研修会
議会

14 議会改革について

11月13日 富山県 富山市議会 6 保育事業について

11月13日 佐賀県 唐津市議会 1 1 議会改革について

11月13日 和歌山県 田辺市議会 5 1 町田市の認知症対策について

11月15日 奈良県 橿原市議会 5 1 空き家対策について

11月15日 山口県
山陽小野田市議
会

9 議会改革の取り組みについて

11月15日 岩手県 滝沢市議会 6 1

ゴミ減量及びリサイクルにかかる意識
啓発及び周知方法、市民・事業者・大
学との協働事業、資源循環型施設整
備計画について

11月19日 東京都 国分寺市議会 23 4 2 新公会計制度について
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月　日 名 称 参加人数 備　　　　　考

9月28日 三輪小学校 94 社会科見学（３年生）

9月28日 高ヶ坂小学校 66 社会科見学（３年生）

10月5日 南成瀬小学校 70 社会科見学（３年生）

10月9日 成瀬中央小学校 52 社会科見学（３年生）

10月11日 鶴間小学校 115 社会科見学（３年生）

10月16日 鶴川第四小学校 108 社会科見学（３年生）

10月18日 鶴川第三小学校 80 社会科見学（３年生）

10月23日 図師小学校 109 社会科見学（３年生）

11月1日 鶴川第一小学校 133 社会科見学（３年生）

11月13日 あずさ第一高等学校 50

11月15日 大戸小学校 36 社会科見学（３年生）

11月26日 南第二小学校 60 社会科見学（３年生）

議 場 見 学 一 覧 （２０１８年９月２８日～２０１８年１１月２８日）
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