
平成２２年度行政視察受入状況 1／3

NO. 日 付 来 庁 議 会 委員会・会派 視 察 項 目 対 応

1 4月15日 鳥取県　鳥取市 議会運営委員会 ・議会運営について ・議会事務局

2 6月28日 富山県　小矢部市 政友会 ・議会改革の取組み ・議会事務局

3 6月29日 千葉県　八千代市 市民クラブ
・わかりやすい予算解説書作成事業
・議会改革の取組み

・財務政策課
・議会事務局

4 7月12日 山口県　光市 総務文教委員会 ・素読 ・徳山小学校

5 7月14日 青森県　十和田市 観光経済常任委員会 ・いのち育む里づくり事業 ・いのち育む里づくり課

6 7月15日 千葉県　柏市 柏清風 ・エコチャレンジ～市民節電所事業 ・環境政策課

7 7月26日 千葉県　鴨川市 議会運営委員会 ・議会改革の取組み ・議会事務局

8 7月27日 大阪府　吹田市 建設常任委員会
・都市景観行政
・徳山駅周辺整備事業

・都市政策課
・中心市街地整備課

9 7月28日 福岡県　春日市 議会運営委員会 ・議会改革の取組み ・議会事務局

10 7月29日 千葉県　富里市 フォーラム富里 ・議会改革の取組み ・議会事務局

11 7月29日 岐阜県　中津川市 市民クラブ
・わかりやすい予算解説書作成事業
・議会改革の取組み

・財務政策課
・議会事務局

12 8月4日 山梨県　都留市 全議員
・わかりやすい予算解説書作成事業
・いのち育む里づくり事業

・財務政策課
・いのち育む里づくり課

13 8月17日 神奈川県　南足柄市
市民派会議
公明党

・議会改革の取組み ・議会事務局

14 8月17日 愛知県　豊田市 生活社会委員会 ・いのち育む里づくり事業 ・いのち育む里づくり課

15 8月23日 兵庫県　加東市 全議員
・わかりやすい予算解説書作成事業
・議会改革の取組み

・財務政策課
・議会事務局

16 8月24日 山口県　下松市 公明党 ・周南市事業仕分け ・市長公室

17 9月2日 大阪府　門真市 公明党 ・議会改革の取組み ・議会事務局

18 9月28日 長崎県　松浦市 合同会派「松政会」
・いのち育む里づくり事業
・エコチャレンジ～市民節電所事業

・いのち育む里づくり課
・環境政策課

19 10月12日 群馬県　藤岡市 経済建設常任委員会 ・周南ものづくりブランド事業 ・産業政策課

20 10月13日 北海道　岩見沢市 公明党
・議会改革の取組み
・エコチャレンジ～市民節電所事業
※わかりやすい予算解説書作成事業

・議会事務局
・環境政策課
※資料提供のみ

21 10月14日 ・議会改革の取組み ・議会事務局

22 10月15日 ・水資源循環プロジェクト ・産業政策課

福岡県中部十市議会
議長会

大野城市・福津市・筑
紫野市・小郡市・太宰
府市・宗像市・古賀市・
朝倉市・糸島市・春日
市
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NO. 日 付 来 庁 議 会 委員会・会派 視 察 項 目 対 応

23 10月18日
福岡県糟屋地区副議
長会

宇美町・粕谷町・篠栗
町・志免町・新宮町・須
恵町・久山町・古賀市

・議会改革の取組み
※わかりやすい予算解説書作成事業

・議会事務局
※資料提供のみ

24 10月19日 大阪府　柏原市 自由民主党政新会
・いのち育む里づくり事業
・特定不妊治療費助成事業
※わかりやすい予算解説書作成事業

・いのち育む里づくり課
・健康増進課
※資料提供のみ

25 10月20日 大阪府　四條畷市 議会運営委員会 ・議会改革の取組み　（ミニコン） ・議会事務局

26 10月20日 群馬県　安中市 議会運営委員会 ・議会改革の取組み ・議会事務局

27 10月20日 静岡県田方郡函南町 清風会
・議会改革の取組み
※わかりやすい予算解説書作成事業

・議会事務局
※資料提供のみ

28 10月21日 山形県　酒田市 建設常任委員会 ・徳山駅周辺バリアフリー計画 ・中心市街地整備課

29 10月22日 岐阜県　多治見市 自由クラブ ・公民連携まちづくり委員会の取組み ・中心市街地整備課

30 10月25日 熊本県　荒尾市 建設経済常任委員会
・いのち育む里づくり事業
・徳山駅周辺整備事業

・いのち育む里づくり課
・中心市街地整備課

31 10月25日 愛知県　津島市 総務文教委員会
・わかりやすい予算解説書作成事業
・団塊きらめき支援事業

・財務政策課
・生涯学習課

32 10月26日 埼玉県　富士見市 公明党
・議会改革の取組み
・徳山駅周辺整備事業

・議会事務局
・中心市街地整備課

33 10月26日 兵庫県　尼崎市 総務消防委員会
・わかりやすい予算解説書作成事業
・納付ご案内センター

・財務政策課
・納税課

34 10月27日 千葉県　船橋市 総務委員会
・わかりやすい予算解説書作成事業
・防災対策

・財務政策課
・防災危機管理課

35 10月28日 東京都　足立区 区民委員会 ・公民連携まちづくり委員会の取組み ・中心市街地整備課

36 11月8日 熊本県　玉名市
有明クラブ
新玉名クラブ

・いのち育む里づくり事業 ・いのち育む里づくり課

37 11月8日 大分県　国東市 議会運営委員会 ・議会改革の取組み ・議会事務局

38 11月9日
愛知県知多郡東浦
町・阿久比町

公明党
・議会改革の取組み
※わかりやすい予算解説書作成事業

・議会事務局
※資料提供のみ

39 11月10日 千葉県　旭市 議会運営委員会
・周南地域休日夜間こども急病センター
・議会改革の取組み

・地域医療政策課
・議会事務局

40 11月11日 岐阜県　可児市 建設経済委員会 ・水資源循環プロジェクト ・産業政策課

41 11月11日 北海道　砂川市 公明党
・いのち育む里づくり事業
・議会改革の取組み
・エコチャレンジ～市民節電所事業

・いのち育む里づくり課
・議会事務局
・環境政策課

42 11月12日 宮城県　塩竈市 議会運営委員会
・議会改革の取組み
※わかりやすい予算解説書作成事業

・議会事務局
※資料提供のみ

43 11月17日 鹿児島県　霧島市 総務常任委員会
・土地開発公社の現状と課題
・議会改革の取組み

・企画課
・議会事務局

44 11月24日
青森県北津軽郡
鶴田町

総務経済委員会
教育民生委員会

・いのち育む里づくり事業
※エコチャレンジ～市民節電所事業

・いのち育む里づくり課
※資料提供のみ
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45 1月18日 岐阜県　各務原市 公明党 ・エコチャレンジ～市民節電所事業 ・環境政策課

46 1月26日 大分県　臼杵市 議会運営委員会 ・議会改革の取組み ・議会事務局

47 1月31日 香川県　丸亀市 志政会 ・議会改革の取組み（ミニコン） ・議会事務局

48 2月2日 千葉県長生郡長柄町 ながら２１
・合併について（市長部局・議会）
・いのち育む里づくり事業

・企画課　・議会事務局
・いのち育む里づくり課

49 2月8日 栃木県　鹿沼市
きぼう
公明党

・エコチャレンジ～市民節電所事業 ・環境政策課


