
No. 日付 来庁議会 委員会・会派 視察項目

1 4月17日 静岡県 ふじのくに県民クラブ 徳山駅前賑わい交流施設

2 4月20日 大阪府和泉市 都市環境委員会 中心商店街の活性化

3 4月24日 愛知県東浦町 総務委員会 公共施設再配置の取り組み

4 4月25日 兵庫県三田市 盟政会 徳山駅前賑わい交流施設

5 5月9日 京都府舞鶴市 経済消防委員会 中心商店街の活性化

6 5月9日 栃木県足利市 あしかが未来倶楽部 道の駅ソレーネ周南の運営

7 5月11日 青森県青森市 市民クラブ コミュニティスクール

8 5月31日 山口県光市 議会のあり方調査特別委員会 陳情の委員会審査の手法

9 6月26日 神奈川県葉山町 総務建設常任委員会 公共施設再配置の取り組み

ファミリーサポート

子育て応援サイト・アプリ「はぴはぐ」

赤ちゃんの駅

11 7月2日 岐阜県関市 平成会 水素利活用の取り組み

徳山駅前賑わい交流施設

中心商店街の活性化

13 7月3日 神奈川県座間市 民生教育常任委員会 もやいネットセンター推進事業

14 7月4日 北海道旭川市 公明党 新庁舎建設事業

15 7月4日 香川県三豊市 総務常任委員会 公共施設再配置の取り組み

赤ちゃんの駅

ファミリーサポート

子育て応援サイト・アプリ「はぴはぐ」

17 7月5日 福島県本宮市 生活福祉常任委員会 防災情報収集システム整備事業

18 7月10日 愛知県豊田市 自民クラブ議員団環境福祉部会しゅうなんスマートライフチャレンジ

19 7月10日 新潟県佐渡市 総務文教常任委員会 公共施設再配置の取り組み

20 7月12日 神奈川県大和市 自民党・新政クラブ 回天記念館

21 7月13日 静岡県 自民改革会議 徳山駅周辺整備事業

産業厚生常任委員会

7月3日 兵庫県赤穂市 建設水道委員会

福井県敦賀市 文教厚生常任委員会

12

7月5日16

平成３０年度　行政視察受入状況

10 6月28日 福島県新地町



No. 日付 来庁議会 委員会・会派 視察項目

22 7月17日 兵庫県播磨町 厚生教育常任委員会 もやいネットセンター推進事業

23 7月23日 大分県大分市 おおいた民主クラブ・無所属 水素利活用の取り組み

24 7月24日 愛知県豊川市 総務委員会 公共施設再配置の取り組み

徳山駅前賑わい交流施設

公共施設再配置の取り組み

旧翔北中学校利活用事業

大道理マンガ村

26 7月26日 福岡県古賀市 市民建産常任委員会 道の駅ソレーネ周南の運営

27 7月26日 兵庫県明石市 建設企業常任委員会 しゅうニャン橋守隊

28 7月31日 愛知県安城市 総務企画常任委員会 新庁舎建設事業

29 8月1日 静岡県富士宮市 政経会 女性雇用促進事業

30 8月2日 京都府長岡京市 平成クラブ 新庁舎建設事業

防災情報収集システム整備事業

徳山駅前賑わい交流施設

新庁舎建設事業

32 8月6日 兵庫県伊丹市 都市企業常任委員会 新庁舎建設事業

33 8月8日 岡山県津山市 産業委員会 新規就農パッケージ支援

6次産業化チャレンジ支援事業

ほたる工房

35 8月9日 香川県善通寺市 教育民生委員会 コミュニティスクール

36 8月20日 福島県 企画環境委員会 水素利活用の取り組み

37 8月31日 京都府城陽市 市民ネット城陽 道の駅ソレーネ周南の運営

38 10月1日 愛知県安城市 議会運営委員会 議会運営と議会改革

水素利活用の取り組み

移住支援制度

40 10月4日 茨城県古河市 総務常任委員会 徳山駅前賑わい交流施設

41 10月9日 愛知県清須市 福祉常任委員会 ふくがわこども園

31 8月3日 長崎県波佐見町 総務文教委員会

25 7月25日 山口県宇部市 有志の会

39 10月3日 岩手県 岩手県北部地区町村議会議長会

34 8月8日 鹿児島県日置市 産業建設常任委員会



No. 日付 来庁議会 委員会・会派 視察項目

42 10月9日 総務常任委員会 公共施設再配置の取り組み

43 10月9日 教育民生常任委員会 もやいネットセンター推進事業

44 10月10日 愛知県清須市 福祉常任委員会 もやいネットセンター推進事業

45 10月10日 岐阜県大垣市 議会運営委員会 議会運営と議会改革

新庁舎建設事業

徳山駅前賑わい交流施設

47 10月15日 熊本県あさぎり町 建設経済常任委員会 徳山駅前賑わい交流施設

48 10月16日 東京都北区 健康福祉委員会 もやいネットセンター推進事業

49 10月17日 鹿児島県いちき串木野市 総務文教委員会 移住支援制度

50 10月18日 埼玉県東松山市 明成会 周南市立地適正化計画

51 10月22日 京都府向日市 建設環境常任委員会 徳山駅前賑わい交流施設

52 10月24日 神奈川県小田原市 厚生文教常任委員会 もやいネットセンター推進事業

53 10月24日 広島県東広島市 総務委員会 防災情報収集システム整備事業

54 10月25日 静岡県浜松市 地方創生調査特別委員会 徳山駅前賑わい交流施設

乗り合いタクシー

もやいネットセンター推進事業

56 10月26日 和歌山県紀美野町 産業建設常任委員会 道の駅ソレーネ周南の運営

57 10月26日 和歌山県紀美野町 全議員 公共施設再配置の取り組み

もやいネットセンター推進事業

徳山駅前賑わい交流施設

防災情報収集システム整備事業

59 10月30日 鳥取県日野町 地方行政調査特別委員会 コミュニティスクール

6次産業化チャレンジ支援事業

道の駅ソレーネ周南の運営

公共施設再配置の取り組み

新庁舎建設事業

62 10月31日 広島県尾道市 有志の会 議場システム

63 10月31日 栃木県鹿沼市 建設水道常任委員会 徳山駅周辺整備事業

香川県まんのう町

総務文教常任委員会

総務産業常任委員会

10月26日 和歌山県紀美野町55

60 10月30日 福岡県広川町

46 10月11日 大阪府岬町 有志の会

61 10月31日 兵庫県西宮市 総務常任委員会

58 10月29日 鳥取県日野町 地方行政調査特別委員会



No. 日付 来庁議会 委員会・会派 視察項目

64 11月1日 愛知県東海市 総務消防委員会 防災情報収集システム整備事業

赤ちゃんの駅

ファミリーサポート

66 11月6日 佐賀県唐津市 議会運営委員会 議会運営と議会改革

67 11月6日 高知県中土佐町 産業建設常任委員会 道の駅ソレーネ周南の運営

68 11月7日 和歌山県海南市 教育厚生委員会 もやいネットセンター推進事業

69 11月7日 静岡県磐田市 建設産業委員会 コンパクト・プラス・ネットワーク

徳山駅周辺整備事業

しゅうなん通報アプリ

71 11月8日 福岡県朝倉市 総務文教常任委員会 防災情報収集システム整備事業

72 11月13日 香川県丸亀市 市庁舎及び市民会館整備等特別委員会 新庁舎建設事業

73 11月13日 富山県富山市 自由民主党 しゅうニャン橋守隊

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運営

75 11月28日 宮城県塩竈市 オール塩竈の会 徳山駅前賑わい交流施設

76 11月30日 沖縄県南風原町 有志の会 周南市コミュニティバス

77 1月15日 福岡県うきは市 厚生文教常任委員会 もやいネットセンター推進事業

78 1月16日 兵庫県三田市 新政みらい 公共施設再配置の取り組み

79 1月24日 滋賀県栗東市 環境建設常任委員会 道の駅ソレーネ周南の運営

80 1月30日 福島県浪江町 産業・建設常任委員会 道の駅ソレーネ周南の運営

81 1月31日 岡山県備前市 総務産業委員会 防災情報収集システム整備事業

82 1月31日 鹿児島県知名町 有志の会 新庁舎建設事業

83 2月1日 大阪府松原市 総務建設委員会 リサイクルプラザ啓発施設

84 2月5日 兵庫県佐用町 総務常任委員会 公共施設再配置の取り組み

子育て応援サイト・アプリ「はぴはぐ」

赤ちゃんの駅

しゅうなんスマートライフチャレンジ

86 2月7日 島根県川本町 全議員 道の駅ソレーネ周南の運営

65 11月5日

85 2月6日 佐賀県みやき町 民生福祉常任委員会

70 11月8日 兵庫県高砂市 建設環境経済常任委員会

74 11月14日 新潟県妙高市 産業経済委員会

福岡県行橋市 文教厚生委員会



No. 日付 来庁議会 委員会・会派 視察項目

87 2月12日 6次産業化チャレンジ支援事業

88 2月13日 ほたる工房

89 2月14日 兵庫県たつの市 公共建築物調査特別委員会 公共施設再配置の取り組み

90 2月18日 沖縄県中城村 有志の会 新規就農パッケージ支援

91 3月25日 山口県光市 総務市民文教委員会 周南市教育支援センター

92 3月26日 滋賀県長浜市 新しい風 徳山駅前賑わい交流施設

岩手県釜石市 日本共産党


