
№ 日付 来 庁 議 会 委員会・会派 視 察 項 目 対 応

1 5月8日 千葉県君津市 創政会・公明党
・ふるさと周南応援寄付金
・ふるさとサポーター周南志民

政策企画課

2 5月9日 福井県大野市 産経建設常任委員会 ・まちづくり会社の取り組み 中心市街地整備課

3 5月15日 三重県津市 県都クラブ ・キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター 文化スポーツ課

4 5月19日 三重県津市 建設水道委員会 ・上下水道組織統合 上下水道局総務課

5 5月21日 京都府八幡市 自由クラブ ・市営住宅管理者制度 住宅課

6 5月21日 京都府舞鶴市 経済消防委員会 ・消防団の活動 消防総務課

7 6月30日 神奈川県茅ケ崎市 茅ケ崎クラブ ・食育推進事業 健康増進課

8 7月3日 岩手県遠野市 総務常任委員会
・市民活動促進事業
・議会運営と改革

コミュニティ推進課
議会事務局

9 7月7日 千葉県市原市 共産党 ・生活困窮者自立促進支援モデル事業 生活支援課

10 7月8日 神奈川県逗子市 教育民生委員会 ・周南地域休日夜間こども急病センターの開設 地域医療課

11 7月8日 兵庫県播磨町 議会運営委員会 ・議会運営と改革 議会事務局

12 7月9日 愛知県岡崎市 民生クラブ ・食育推進事業 健康増進課

13 7月9日 鳥取県鳥取市 無所属 ・市営住宅管理者制度 住宅課

14 7月14日 山口県宇部市 議会運営委員会 ・議会運営と改革 議会事務局

15 7月15日 三重県四日市市 都市環境常任委員会 ・徳山駅周辺整備事業 中心市街地整備課

16 7月24日 長野県松本市 総務委員会
・入札監視委員会の設置
・民間のノウハウを活かした広報紙発行事業

契約監理課
広報情報課

17 7月29日 滋賀県米原市 産業建設常任委員会
・徳山駅周辺整備事業
・企業立地、商業の活性化に向けての取り組み

中心市街地整備課
商工振興課

18 7月29日 島根県大田市 輝新会 ・道の駅ソレーネ周南の概要 農林課

19 7月31日 兵庫県丹波市 産業建設常任委員会 ・上下水道組織統合 上下水道局総務課

20 8月6日 三重県鈴鹿市 平明の会 ・公共施設の再配置に向けた取り組み 行革推進室

21 8月6日 愛知県豊田市 自民クラブ・市民フォーラム ・合併10周年記念事業 総務課

22 8月7日 埼玉県深谷市 深政クラブ
・回天記念館
・公共施設の再配置に向けた取り組み

文化スポーツ課
行革推進室

23 8月18日 大阪府吹田市 都市環境防災対策特別委員会 ・要援護者等安否確認実施事業 高齢者支援課

24 8月19日 兵庫県宝塚市 議会運営委員会 ・議会運営と改革 議会事務局

25 8月21日 香川県宇多津町 総合庁舎耐震改修等特別委員会 ・新庁舎建設事業 庁舎建設課

26 8月25日 愛媛県今治市 春風会・愛媛県議会 ・中心市街地活性化事業 中心市街地整備課

27 10月3日 鹿児島県指宿市 議員３名 ・議会運営・議会改革 議会事務局

28 10月7日 鹿児島県鹿児島市 社民・市民フォーラム ・徳山動物園リニューアル事業
公園花とみどり課
徳山動物園

29 10月9日 群馬県片品村 総務文教常任委員会 ・議会運営・議会改革 議会事務局

30 10月10日 福岡県筑後市 議員８名
・議会運営・議会改革
・公共施設再配置に向けた取り組み

議会事務局
行革推進室

平成26年度　行政視察受入状況（実績）



№ 日付 来 庁 議 会 委員会・会派 視 察 項 目 対 応

31 10月15日 新潟県長岡市 産業市民委員会 ・周南コンベンションシティ推進事業 観光交流課

32 10月16日 北海道旭川市 自民・旭川会議
・民間のノウハウを活かした広報紙発行事業
・周南コンベンションシティ推進事業

広報情報課
観光交流課

33 10月17日 徳島県吉野川市 文教厚生常任委員会 ・もやいネットセンター推進事業 高齢者支援課

34 10月22日 静岡県掛川市 総務常任委員会
・公共施設の再配置に向けた取り組み
・民間のノウハウを活かした広報紙発行事業

行革推進室
広報情報課

35 10月22日 奈良県大和高田市 民政文教委員会 ・もやいネットセンター推進事業 高齢者支援課

36 10月23日 埼玉県鴻巣市 政策総務常任委員会 ・民間のノウハウを活かした広報紙発行事業 広報情報課

37 10月23日 京都府福知山市 経済常任委員会 ・中心市街地活性化事業 中心市街地整備課

38 10月24日 愛知県東海市 総務消防委員会 ・民間のノウハウを活かした広報紙発行事業 広報情報課

39 10月29日 滋賀県長浜市 産業建設常任委員会
・中心市街地活性化事業
・徳山駅周辺整備事業

中心市街地整備課

40 10月30日 大分県佐伯市 開政会・公明党 ・道の駅ソレーネ周南の概要 農林課

41 11月4日 石川県金沢市 議会広報委員会 ・議会だよりの編集 議会事務局

42 11月5日 兵庫県加古川市 建設経済常任委員会
・周南コンベンションシティ推進事業
・上下水道組織の統合

観光交流課
上下水道局総務課

43 11月10日 北海道千歳市 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
・道の駅ソレーネ周南の概要

観光交流課
農林課

44 11月11日 愛知県知立市 建設水道委員会 ・徳山駅周辺整備事業 中心市街地整備課

45 11月11日 山梨県甲州市 建設経済常任委員会 ・市営住宅指定管理者制度 住宅課

46 11月12日 京都府八幡市 都市環境常任委員会 ・市営住宅指定管理者制度 住宅課

47 11月13日 京都府向日市 建設環境常任委員会 ・中心市街地活性化事業 中心市街地整備課

48 11月14日 鹿児島県出水市 総務病院委員会 ・公共施設の再配置に向けた取り組み 行革推進室

49 11月17日 大阪府岸和田市 議会運営委員会 ・議会運営・議会改革 議会事務局

50 1月21日 愛知県碧南市 新政会 ・水素利活用構想 商工振興課

51 1月22日 三重県松阪市 建設水道委員会
・市営住宅指定管理者制度
・中心市街地活性化基本計画

住宅課
中心市街地整備課

52 1月27日 大阪府四条畷市・交野市 清掃施設組合議会 ・リサイクルプラザの概要・運営状況 リサイクル推進課

53 1月28日 熊本県八代市 建設環境委員会
・市営住宅指定管理者制度
・市営住宅耐震改修事業

住宅課

54 2月3日 東京都立川市 公明党 ・周南コンベンションシティ推進事業 観光交流課

55 2月14日 大阪府箕面市 自民党市民クラブ ・徳山モーターボート競走事業 競艇事業部


