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1 4月11日 大阪府堺市議会 公明党堺市議団 水素利活用の取り組み 商工振興課

2 4月13日 静岡県静岡市議会 １期の議員
議会運営・議会改革
水素利活用の取り組み

議会事務局
商工振興課

3 4月19日 三重県四日市市議会 新風創志会・政友クラブ コンビナートにおける防災対策 防災危機管理課

4 4月28日 岡山県赤磐市議会 産業建設常任委員会 道の駅ソレーネ周南の概要 農林課

5 5月11日 兵庫県丹波市議会 民生常任委員会 もやいネットセンター推進事業 地域福祉課

6 5月17日 神奈川県寒川町議会 総務常任委員会 公共施設再配置計画 施設マネジメント課

7 5月19日 京都府亀岡市議会 産業建設常任委員会 周南コンベンションシティ推進事業 観光交流課

8 5月19日 東京都葛飾区議会 保健福祉委員会 もやいネットセンター推進事業 地域福祉課

9 5月26日 北海道室蘭市 経済建設常任委員会 水素利活用の取り組み 商工振興課

10 7月21日 香川県観音寺市 建設経済委員会 徳山駅周辺整備事業 中心市街地整備課

11 7月27日 三重県熊野市 総務厚生常任委員会
もやいネットセンター推進事業
民間のノウハウを活用した広報紙発行事業

地域福祉課
広報戦略課

12 7月27日 茨城県つくば市 つくば市民政策研究会・筑峰クラブ 夜型観光推進事業 観光交流課

13 7月28日 鹿児島県南九州市 議会運営委員会 議会運営・議会改革 議会事務局

14 7月28日 富山県氷見市 市民クラブ
障害者差別解消法
周南マンガヴィレッジ

障害者支援課
地域づくり推進課

15 8月3日 三重県伊勢市 新政いせ・共同 水素利活用の取り組み 商工振興課

16 8月9日 静岡県藤枝市 健康福祉委員会 もやいネットセンター推進事業 地域福祉課

17 10月3日 埼玉県深谷市 産業建設委員会 道の駅ソレーネ周南の概要 農林課

18 10月4日 福岡県古賀市 文教厚生常任委員会 子育て情報発信ツール 次世代支援課

19 10月5日 茨城県常総市 総務委員会 防災情報収集伝達システム整備事業 防災危機管理課

20 10月6日 北海道登別市 市民・前進
新庁舎建設事業
周南観光コンベンション協会の取り組み

庁舎建設課
観光交流課

21 10月14日 宮崎県都城市 建設委員会
徳山駅周辺整備事業
中心市街地活性化事業

中心市街地整備課

22 10月18日 徳島県三好市 産業建設常任委員会 道の駅ソレーネ周南の概要 農林課

23 10月19日 岐阜県中津川市 総務企画委員会 市民活動促進事業 地域づくり推進課

24 10月20日 埼玉県東松山市 市民クラブ もやいネットセンター推進事業 地域福祉課

25 10月21日 香川県坂出市 新政会 夜型観光推進事業 観光交流課
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26 10月24日 愛知県江南市 厚生文教委員会 コミュニティ・スクール推進事業 学校教育課

27 10月25日 東京都多摩市 生活環境常任委員会 水素等新たなエネルギーの利活用 商工振興課

28 10月26日 北海道釧路市 市政進クラブ 徳山駅周辺整備事業 中心市街地整備課

29 10月26日 滋賀県近江八幡市 議会運営委員会 議会運営・議会改革 議会事務局

30 11月8日 東京都練馬区 清掃・エネルギー等特別委員会 水素利活用の取り組み 商工振興課

31 11月9日 富山県砺波市 創生砺波
公共施設再配置計画
議会運営・議会改革

施設マネジメント課
議会事務局

32 11月9日 栃木県小山市 小山市広域保健衛生組合議会 リサイクルプラザ リサイクル推進課

33 11月10日 鹿児島県出水市 市民福祉委員会 もやいネットセンター推進事業 地域福祉課

34 11月10日 青森県議会 建設委員会 立地適正化計画 都市政策課

35 11月14日 福島県郡山市 環境経済常任委員会 水素利活用の取り組み 商工振興課

36 11月16日 神奈川県綾瀬市 あやせ未来会議 もやいネットセンター推進事業 地域福祉課

37 11月17日 広島県尾道市 総務常任委員会 公共施設再配置計画 施設マネジメント課

38 11月18日 兵庫県姫路市 公明党
コンビナートにおける防災対策
もやいネットセンター推進事業
地域医療を守る条例

防災危機管理課
地域福祉課
議会事務局

39 1月17日 神奈川県伊勢原市 議会運営委員会 議会運営・議会改革 議会事務局

40 1月18日 千葉県市原市 議会運営委員会 議会運営・議会改革 議会事務局

41 1月24日 三重県桑名市 絆
徳山駅周辺整備事業
公共施設再配置計画

中心市街地整備課
施設マネジメント課

42 1月24日 北海道札幌市 自由民主党議員会 水素利活用の取り組み 商工振興課

43 1月26日 愛知県稲沢市 創生会 徳山駅周辺整備事業 中心市街地整備課

44 1月30日 滋賀県草津市 草政会 夜型観光推進事業 観光交流課

45 2月1日 埼玉県草加市 草加新政議員団 防災情報収集伝達システム整備事業 防災危機管理課

46 2月8日 静岡県小山町 新生会 水素利活用の取り組み 商工振興課

47 2月9日 山形県山形市 緑政会、市民連合山形市議団 道の駅ソレーネ周南の概要 農林課

48 2月15日 京都府舞鶴市 鶴翔会議員団 防災情報収集伝達システム整備事業 防災危機管理課

49 3月29日 和歌山県和歌山市 至政クラブ 大島干潟造成事業 水産課


