
諸　報　告
議　会　活　動　状　況

自　２０１９年　　１０月　　１日
至　２０１９年　　１１月　２８日

１０月 ３日・第２４回町田市主催シルバー親善ゲートボール大会が、木曽山崎公園で開催さ
れ、議長が出席。

４日・「美人画の時代 春信から歌麿、そして清方へ」展内覧会が、国際版画美術館
で開催され、文教社会常任委員長が出席。

・ナミビア国と桜美林高等学校の国際交流セレモニーが、桜美林高等学校で開催
され、議長・副議長が出席。

５日・第３回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。

６日・第２８回町田エコフェスタ２０１９が、町田市役所で開催され、議長が出席。

・アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト２０１９関東甲信越地区
大会が、市立総合体育館で開催され、議長が出席。

・ラグビーワールドカップ ニュージーランド対ナミビアが、東京スタジアムで
開催され、副議長が出席。

１３日・忠生地区町内会自治会連合会ファミリー体育祭が、市立忠生小学校で開催さ
れ、議長が出席。

１５日・災害対策委員会を開催。

・第１６期町田市議会改革調査特別委員会を開催。

・第３０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。

１８日・議会運営委員会を開催。

・秋季企画展「白洲正子のライフスタイル－暮らしの遊び」展内覧会が、町田市
民文学館で開催され、議長が出席。

１９日・令和元年度町田市社会福祉協議会表彰式が、健康福祉会館で開催され、議長が
出席。

・「第３回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、
副議長が出席。

・「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。

２０日・２０１９まちだ体操祭が、市立総合体育館で開催され、副議長が出席。

・忠生子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。

２３日・厚木基地周辺市議会基地対策協議会総会が、大和市役所で開催され、議長・総
務常任委員長が出席。
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１０月 ２４日・第１５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、
副議長が出席。

・令和元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。

２５日・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。

２６日・第２１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。

２７日・町田時代祭り２０１９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。

・交通事故防止対策協議会・村松会長警察協力章受賞祝う会が、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。

２８日・東京都六市競艇事業組合議会令和元年第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。

・令和元年第２回南多摩斎場組合議会定例会が、忠生市民センターで開催され、
組合議会議員が出席。

２９日・令和元年第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。

３０日・東京都十一市競輪事業組合議会令和元年第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。

３０日
～

・第１４回全国市議会議長会研究フォーラムin高知が、高知ぢばさんセンターで
開催され、議長・副議長が出席。

３１日

１１月 １日・第１５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。

・町田商工会議所令和元年度新旧役員・議員懇親会が、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。

２日・つくし野コミュニティセンターまつり２０１９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４６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、議長が
出席。

・町田琉創立２０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。

３日・すぽーつ祭まちだ２０１９開会式が、市立総合体育館で開催され、議長が出
席。

・町田市団地野球大会閉会式が、市立旭町体育館で開催され、議長が出席。

・令和元年「町田市民文化祭」式典が、町田市民ホールで開催され、議長が出
席。

４日・富士川町制施行１０周年記念 山車巡行祭りが、國本屋外で開催され、議長が
出席。

５日・第３２回厚木基地騒音対策協議会が、ホテルメルパルク横浜で開催され、議長
が出席。
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１１月 ６日・グランベリーパーク完成披露祝賀会が、セミナープラス南町田で開催され、議
長・副議長が出席。

６日
～

・第８１回全国都市問題会議が、霧島市国分体育館で開催され、議長・副議長が
出席。

８日

７日・第２６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。

８日・町田市老人クラブ連合会主催第４１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。

９日・第３回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。

・第３５回多摩シンポジウムが、法政大学で開催され、議長が出席。

１０日・忠生地区町内会自治会連合会ソフトボール大会が、山崎第二スポーツ広場で開
催され、議長が出席。

・「キラリ☆まちだ祭２０１９」開会式が、原町田大通りで開催され、議長が出
席。

１２日・第１８回グラウンドゴルフ大会が、木曽山崎公園で開催され、副議長が出席。

・防火のつどいが、町田市文化交流センターで開催され、副議長が出席。

１３日・南町田グランベリーパークまちびらきテープカットセレモニーが、グランベ
リーパークで開催され、議長が出席。

１４日・第３７回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、
議長が出席。

１５日・第６６回関東市議会事務局職員研修会が、TKP市ヶ谷カンファレンスセンター
で開催され、議長が出席。

・東京都立小川高等学校創立４０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。

１６日・第３２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。

・アルモニー祭りが、ボワ・アルモニーで開催され、議長が出席。

１７日・町田茶道会創立５５周年記念お茶会が、町田市文化交流センターで開催され、
議長が出席。

１８日・第１６期町田市議会改革調査特別委員会を開催。

２０日
～

・町田市戦没者遺族会「激励の集い」が、ホテル ニュー塩原で開催され、議長
が出席。

２１日

２１日・令和元年第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。

・町田市立小山中央小学校開校１０周年記念式典が、小山中央小学校で開催さ
れ、議長が出席。

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２０１９が、和光
大学ポプリホール鶴川で開催され、議長が出席。
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１１月 ２４日・２０１９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。

２７日・令和元年秋の交通功労者等表彰式が、町田警察署で開催され、議長が出席。

・町田市公立小学校連合音楽会が、町田市民ホールで開催され、議長が出席。
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人 数

議
員

随
行

そ
の
他

10月2日 愛知県 安城市議会 9 1
高校生意見交換会、事務局強化、包
括連携協定など議会活性化の取組に
ついて

10月3日 愛知県 清須市議会 7 1
市民通報アプリ・まちピカ町田くんに
ついて

10月3日 富山県 高岡市議会 8 1
公共施設マネジメントの取り組みにつ
いて

10月10日 大阪府 四條畷市議会 6 1 公共施設再編計画について

10月10日 愛知県 田原市議会 7 議会改革について

10月17日 愛媛県 松山市議会 1
見直そう！伝わる日本語推進運動に
ついて

10月23日 北海道 苫小牧市議会 6 1 町田市公共施設再編計画について

10月24日 福岡県
ＪＡ柳川女性部本
部役員

16 都市農業について

10月25日 愛知県 知多市議会 6 1 1 自治体間ベンチマーキングについて

10月25日 長野県 南箕輪村議会 5 1 ごみ減量について

10月29日 群馬県 大泉町議会 8 2 議会改革の取り組みについて

10月29日 熊本県 宇城市議会 7 1 1
高齢者施策について（いきいきポイン
ト制度、買い物支援等）

10月31日 兵庫県 西宮市議会 8 1 自治体間ベンチマーキングについて

11月7日 岩手県 盛岡市議会 8

・プロスポーツ（ゼルビア町田など）の
振興について
・町田市立陸上競技場の整備につい
て

11月8日 滋賀県
甲賀市議会・湖南
市議会・東近江市
議会

7 議会改革の取り組みについて

11月11日 兵庫県
尼崎市議会・西宮
市議会

4 新地方会計制度について

視察来訪市等一覧（２０１９年１０月１日～２０１９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11日 子育て議員連盟 5
・町田市議会の親子傍聴室について
・町田市の議会改革、子育てに関わる
部分について

11月12日 滋賀県 彦根市議会 8 1 1 小学校の英語教育への取組について

11月12日 新潟県 小千谷市議会 4 障がい者の就労支援について

11月13日 大阪府 茨木市議会 1
Ｗｉ－Ｆｉ街だ君を活用した防災の取り
組みについて

11月14日 山口県
山陽小野田市議
会

3 議会改革の取り組みについて

11月15日 北海道 北広島市議会 1 認知症の取り組みについて

11月18日 埼玉県 所沢市議会 1
・認知症カフェ「Ｄカフェ」について
・認知症の人にやさしい地域づくりに
ついて

11月19日 愛知県 豊田市議会 10 2 議会改革の取り組みについて

11月20日 大阪府 高槻市議会 6
市民通報アプリ「まちピカ町田くん」に
ついて

11月20日 福岡県 大野城市議会 8 1
ＳＭＳ（ショートメッセージサービス）を
利用した納税催告について
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月　日 名 称 参加人数 備　　　　　考

10月1日 三輪小学校 89 社会科見学（３年生）

10月4日 相原小学校 71 社会科見学（３年生）

10月8日 成瀬中央小学校 64 社会科見学（３年生）

10月15日 鶴川第四小学校 96 社会科見学（３年生）

10月29日 図師小学校 105 社会科見学（３年生）

11月1日 鶴川第一小学校 163 社会科見学（３年生）

11月7日 鶴川第三小学校 75 社会科見学（３年生）

11月14日 大戸小学校 17 社会科見学（３年生）

11月19日 町田第一小学校 114 社会科見学（３年生）

11月22日 鶴間小学校 121 社会科見学（３年生）

議 場 見 学 一 覧 （２０１９年１０月１日～２０１９年１１月２８日）
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