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諸　報　告
議　会　活　動　状　況

自　２０１９年　　　３月　２９日
至　２０１９年　　　６月　　５日

３月 ３１日 ・町田市立町田第一中学校改築工事起工式が、市立町田第一中学校で開催され、
議長が出席。

４月 ４日 ・町田市ゲートボール協会第３８回定期総会が、健康福祉会館で開催され、副議
長が出席。

・東京都市議会議長会監事会が、東京自治会館で開催され、議長が出席。

６日 ・２０１９町田さくらまつり芹ヶ谷公園会場開会式が、芹ヶ谷公園で開催され、
副議長が出席。

・２０１９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。

・２０１９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。

・２０１９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。

７日 ・町田市民春季軟式野球大会開会式が、町田市民球場で開催され、議長が出席。

・町田市民春季ソフトボール大会開会式が、町田市民球場で開催され、副議長が
出席。

・町田・デザイン専門学校平成３１年度第４１回入学宣誓式が、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。

・町田市少年少女発明クラブ第１５期開講式が、ひなた村で開催され、議長が出
席。

１０日 ・東京都立町田の丘学園平成３１年度肢体不自由教育部門第４６回小学部・第４
４回中学部・第４１回高等部入学式ならびに平成３１年度知的障害教育部門第
４０回高等部入学式が、町田の丘学園で開催され、副議長が出席。

・三多摩上下水及び道路建設促進協議会監事会が、調布市役所で開催され、議長
が出席。

１４日 ・東京土建一般労働組合町田支部第５４回定期大会が、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。

１６日 ・ボワ・すみれ福祉会後援会『総会』が、ニーズセンター花の家で開催され、議
長が出席。

１９日 ・議会運営委員会を開催。

・議員研修会『地方議会の権限とその位置付け　二つの方向性』を開催。

・第７２回都民体育大会春季大会出場選手「結団式」が、市立総合体育館で開催
され、議長が出席。
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４月 ２０日 ・平成３１年度町田消防少年団卒入団式・世界大会出場決起会が、町田消防署で
開催され、議長が出席。

２１日 ・町田山崎団地自治会第５１期定期総会が、市立七国山小学校で開催され、議長
が出席。

・第３回全日本空手道松涛館関東地区空手道選手権大会が、市立総合体育館で開
催され、議長が出席。

・第１９回まちだ全国バレエコンクールが、町田市民ホールで開催され、議長が
出席。

２２日 ・第１６期町田市議会改革調査特別委員会を開催。

２３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。

・東京都市議会議長会理事会・臨時総会が、町田市役所で開催され、議長が出
席。

・東京司法書士会町田支部平成３１年定時総会懇親会が、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。

２５日 ・第３８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、
副議長が出席。

・町田市地域活動サポートオフィス開所式が、町田市民フォーラムで開催され、
議長が出席。

２６日 ・町田地区保護司会「平成３１年度定期総会」が、町田市民ホールで開催され、
議長が出席。

２７日 ・第１３回新緑の薬師池を楽しむ茶会が、薬師池公園で開催され、議長が出席。

５月 ４日 ・第１１回全国ジュニアバレエぷれコンクールが、町田市民ホールで開催され、
議長が出席。

５日 ・相原地区連合町内会定期総会が、丸山公会堂で開催され、副議長が出席。

１０日 ・町田市老人クラブ連合会第５６回定期総会が、わくわくプラザ町田で開催さ
れ、議長が出席。

１１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。

・町田市身体障害者福祉協会２０１９年度第６１回定期総会が、健康福祉会館で
開催され、議長が出席。

１２日 ・２０１９年度町田市総合水防訓練が、鶴見川クリーンセンターで開催され、議
長、副議長、災害対策委員長、議員が出席。

・町田市ダンススポーツ連盟創立３８周年記念ダンスの集いが、市立総合体育館
で開催され、議長が出席。

１３日 ・第４０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。

・町田市文化協会懇親会が、町田市民ホールで開催され、議長が出席。

・２０１９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。

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。

・さるびあ会２０１９年度通常総会が、せりがや会館で開催され、健康福祉常任
委員長が出席。
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５月 １５日
～

・総務常任委員会が行政視察を実施。（鳥取市、松江市、出雲市）

１７日

１５日
～

・健康福祉常任委員会が行政視察を実施。（倉敷市、東大阪市、島田市）

１７日

１８日 ・町田ハンディキャブ友の会第１９回定期総会が、せりがや会館で開催され、議
長が出席。

・町田市立中学校ＰＴＡ連合会懇親会が、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。

・ネパール・ミカの会２０１９年度定期総会が、町田市民フォーラムで開催さ
れ、副議長が出席。

１９日 ・町田市町内会・自治会連合会令和元年度定期総会が、町田市民フォーラムで開
催され、議長が出席。

・町田市町内会・自治会連合会令和元年度懇親会が、ホテル ラポール千寿閣で
開催され、議長が出席。

２０日
～

・文教社会常任委員会が行政視察を実施。（立川市、兵庫県、明石市、越前市）

２２日

２０日 ・２０１９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。

２１日 ・関東市議会議長会支部長会議が、調布クレストンホテルで開催され、議長が出
席。

・令和元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、副議
長が出席。

２２日 ・三多摩上下水及び道路建設促進協議会正副会長・委員長会議が、調布市役所で
開催され、議長が出席。

・国会議員と地方六団体との意見交換会が、都市センターホテルで開催され、議
長が出席。

２３日 ・第３７回町田市主催女子ゲートボール大会が、木曽山崎グラウンドで開催さ
れ、議長が出席。

２４日 ・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。

・令和元年度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。

２５日 ・第３８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。

・町田ＪＦＣレセプションパーティーが、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。

２６日 ・第４７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。
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５月 ２７日 ・町田市知的障がい者育成会第５６回定期総会が、町田市民ホールで開催され、
議長が出席。

・町田市観光コンベンション協会２０１９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、議長が出席。

２８日 ・町田労働基準協会定期総会・懇親会が、ホテル ラポール千寿閣で開催され、
議長が出席。

２９日 ・白峰福祉会後援会設立２５周年記念会員交流会が、町田市民ホールで開催さ
れ、副議長が出席。

・関東市議会議長会第２回理事会が、調布市文化会館たづくりで開催され、議長
が出席。

・第８５回関東市議会議長会定期総会が、調布市グリーンホールで開催され、議
長が出席。

３０日 ・議会運営委員会を開催。

・東京都市議会議長会総会が、東京自治会館で開催され、議長が出席。

３１日 ・町田市グラウンド・ゴルフ協会総会が、サン町田旭体育館で開催され、議長が
出席。

・南大沢交通安全協会１０周年記念式典及び懇親会が、八王子ホテルニューグラ
ンドで開催され、議長が出席。

６月 １日 ・町田市建設業協会総会が、ホテル　ラポール千寿閣で開催され、議長が出席。

２日 ・町田市団地野球大会開会式が、町田市民球場で開催され、議長が出席。

・小野路宿里山交流館来館者２０万人達成記念式典が、小野路宿里山交流館で開
催され、議長が出席。

・町田市吟詠連盟春季吟詠大会が、成瀬コミュニティセンターで開催され、議長
が出席。

４日 ・全国自治体病院経営都市議会協議会第４７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。

５日 ・町田市グラウンド・ゴルフ協会第１３回大会開会式が、木曽山崎グラウンドで
開催され、議長が出席。
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4月17日 愛媛県 宇和島市議会 7 2 議会改革の取り組みについて

4月26日 鹿児島県 鹿児島市議会 1 認知症と地域連携について

5月9日 島根県 益田市議会 5 議会改革の取り組みについて

5月14日 京都府 舞鶴市議会 6 1
町田市の英語教育について
放課後子ども教室「まちとも」について

5月15日 山形県 天童市議会 6 1 2 ひきこもり者支援について

5月15日 鹿児島県 鹿屋市議会 7 1 自治体間ベンチマーキングについて

5月20日 東京都 日野市議会 2 引きこもり対策について

5月20日 愛媛県 今治市議会 8 1 1 空き家対策事業について

5月22日 山口県 周南市議会 1 自治体と大学の包括連携について

5月23日 和歌山県 岩出市議会 6 1
町田市認可保育所・幼稚園等災害対
応ガイドラインについて

5月24日 滋賀県 竜王町議会 6 1 1 認知症の取り組みについて

5月24日 鹿児島県 姶良市議会 8 1
市民通報アプリ・まちピカ町田くんに
ついて

5月28日 福岡県 福岡市議会 2
市民通報アプリ・まちピカ町田くんに
ついて

視察来訪市等一覧（２０１９年３月２９日～２０１９年６月５日）

月　日 都道府県 区市町村名 視察事項
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月　日 名 称 参加人数 備　　　　　考

5月28日 小山田南小学校 104 社会科見学（３年生）

議 場 見 学 一 覧 （２０１９年３月２９日～２０１９年６月５日）
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