
諸　報　告
議　会　活　動　状　況

自　２０１８年　　１２月　２２日
至　２０１９年　　　２月　１９日

１２月 ２３日・平成３０年町田市少年野球連盟納会・懇親会が、文化交流センターで開催さ
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、町田市役所で開催され、議長が出席。

５日 ・町田警察署武道始式が、町田警察署で開催され、議長が出席。

・警察協力三団体主催懇親会が、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。

６日 ・平成３１年東京消防出初式が、東京ビックサイトで開催され、議長が出席。

７日 ・町田商工会議所「新年賀詞交歓会」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。

９日 ・第５２回町田ハイタク野球大会閉会式が、サン町田旭体育館で開催され、議長
が出席。

・新春青年経済人会議賀詞交歓会が、ホテル ラポール千寿閣で開催され、議長
が出席。

１０日 ・町田法人会賀詞交歓及び国税庁長官感謝状受賞を祝う会が、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。

１１日 ・原町田六丁目町内会「六生会」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。

・東京土建一般労働組合町田支部『新春旗びらき』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 ・「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。

・南大沢警察署武道始式が、南大沢警察署で開催され、議長が出席。

・町田市知的障がい者育成会新年会が、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。

・東京都町田市医師会新年会が、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。

１３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。

・ドリームサッカーin町田が、市立陸上競技場で開催され、副議長が出席。

・忠生中央町内会どんど焼きが、忠生中央町内会で開催され、議長が出席。
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１月 １３日 ・町田市消防団創設６０周年記念祝賀会が、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。

１４日 ・町田市青少年健全育成「第３２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。

１６日 ・議会運営委員会を開催。

・平成３１年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。

・ NPO法人ソフトウェア振興会2019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。

１７日 ・町田地区保護司会「平成３１年新春の集い」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。

１８日 ・町田市老人クラブ連合会第１９回輪投げ大会が、サン町田旭体育館で開催さ
れ、議長が出席。

・冬季企画展「世界の果てで生き延びろ－芥川賞作家・八木義德展－」内覧会
が、市民文学館で開催され、議長が出席。

・平成３１年町田消防協働五団体合同賀詞交歓会が、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。

１９日 ・東京都行政書士会町田支部・東京行政書士政治連盟町田支部平成３１年新年賀
詞交歓会が、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。

・ FC町田ゼルビア２０１９シーズン新体制発表会が、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。

・東京都町田市歯科医師会平成３１年新春の集いが、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。

２０日 ・第３３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、副議
長が出席。

・第１４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。

・第５８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。

２１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。

・東京都・町田市合同帰宅困難者対策訓練が、町田ターミナルプラザ外で開催さ
れ、議長、副議長、議員が出席。

２２日 ・東京都三多摩地区消防運営協議会第二部会が、東京自治会館で開催され、議長
が出席。

・平成３１年若葉通り商店会新年会が、ホテル ラポール千寿閣で開催され、議
長が出席。

・町田市中央地区商業振興対策協議会平成３１年「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。

２３日 ・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。
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１月 ２３日 ・町田市緑化協会新年会が、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。

２４日 ・関東市議会議長会第２回支部長会議が、桃源文化会館で開催され、議長が出
席。

・全日本不動産協会東京都本部町田支部平成３１年新年賀詞交歓会が、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。

・町田市商店会連合会『新年賀詞交歓会』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。

２５日 ・東京都市議会議長会正副会長会議が、町田市役所で開催され、議長が出席。

２６日 ・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３１年新年賀詞交歓会が、ホテルラポール千寿閣で開催
され、議長が出席。

・平成３１年東京都柔道整復師会町田支部町田市接骨師会新年賀詞交歓会が、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。

・町田市消防団第一分団新年会が、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 ・第６４回伊豆大島椿まつりが、大島町役場横で開催され、副議長が出席。

・第７１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、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 ・町田茶道会新年会が、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。

・平成３１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。

・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。

・町田労働基準協会・町田職業協会二団体合同新年賀詞交歓会が、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。

２９日 ・町田地区更正保護女性会平成３１年新年会が、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。

３０日 ・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。

・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、
議長が出席。

２月 １日 ・第１６期町田市議会改革調査特別委員会を開催。

・平成３１年第１回南多摩斎場組合議会定例会が、南多摩斎場で開催され、組合
議会議員が出席。

２日 ・第１９回まちだ男女平等フェスティバルが、市民フォーラムで開催され、副議
長が出席。

・町田市新潟県人会新年会が、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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２月 ３日 ・第３９回町田市郷土芸能まつりが、町田市民ホールで開催され、議長が出席。

・創作童話コンクール表彰式・作品発表会が、ひなた村で開催され、副議長が出
席。

・町田市飲食業生活衛生同業組合新年会が、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。

４日 ・平成３０年度南多摩ニュータウン協議会北関東防衛局要請行動が、さいたま新
都心で開催され、議長が出席。

・第４５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。

６日 ・第２２４回東京都都市計画審議会が、東京都庁で開催され、議長が出席。

７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。

・平成３１年第１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。

８日 ・第５７回東京都市議会議員研修会が、府中の森芸術劇場で開催され、議長・副
議長・議員が出席。

・訪問看護ステーション協会南多摩ブロック講演会が、町田市民フォーラムで開
催され、議長が出席。

１１日 ・町田青年会議所茶道同好会「青心会」初釜が、宗保院で開催され、議長が出
席。

１２日 ・平成３０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。

１３日 ・議会運営委員会を開催。

・２０１８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。

１４日 ・全国市議会議長会第２１４回理事会が、全国都市会館で開催され、議長が出
席。

・全国市議会議長会第１０６回評議員会が、都市センターホテルで開催され、議
長が出席。

１５日 ・第２３回産学ネットワーク展が、町田・デザイン専門学校で開催され、議長が
出席。

１７日 ・テロ災害合同訓練が、原町田大通りで開催され、議長が出席。

・２０１９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、
副議長が出席。

１９日 ・平成３１年第１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。

・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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人 数

議
員

随
行

そ
の
他

1月17日 鹿児島県 鹿児島市議会 3
「町田市市民参加型事業評価」につ
いて

1月22日 鹿児島県 鹿児島市議会 4 自治体間ベンチマーキングについて

1月23日 愛知県 江南市議会 8 農商工連携事業について

1月23日 福井県 坂井市議会 5 議会改革の取り組みについて

1月23日 茨城県
茨城県東市議会
議長会

6 6 議会改革の取り組みについて

1月29日 東京都 日野市議会 1 認知症対策について

1月31日 滋賀県 長浜市議会 14 2
議会改革の取り組みについて
議会活性化の取り組みについて

2月1日 滋賀県 草津市議会 8 1 1 道路資産管理基本計画等について

2月5日 栃木県 栃木市議会 3 「議会改革」について

2月6日 福島県 福島市議会 13 2 議会ＩＣＴ化の取組みについて

2月6日 山梨県 笛吹市議会 17 3
議会改革の取り組み（タブレットの導
入）について

2月7日 群馬県 前橋市議会 4 「議会改革」について

2月8日 愛知県 知立市議会 10 1
議会改革について（議会のICT化につ
いて）

2月12日 沖縄県 浦添市議会 1 フットパス事業の取り組みについて

視察来訪市等一覧（２０１８年１２月２２日～２０１９年２月１９日）

月　日 都道府県 区市町村名 視察事項
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