
◆他都市議会視察来訪状況
　　　[平成２８年分]
月日 来訪市 来訪者 人数 視察項目 担当課

1 1/22 兵庫県西宮市 市民クラブ改革 3
外国人向け観光ガイドアプリ「小松ガイ
ド」について

観光交流課

2 1/28 長崎県大村市 大政クラブ・至誠会 5 サイエンスヒルズこまつ ひととものづくり科学館

3 1/29 千葉県成田市 空港対策特別委員会 14 空港を中心とした地域振興策について 観光交流課・飛行場課

4 4/13 福島県田村市 市民netたむら、無会派 6 サイエンスヒルズこまつ ひととものづくり科学館

5 5/16 東京都青梅市
予算決算常任委員会理
事会

9
予算決算常任委員会及び予算決算委員
会理事会の運営方法について

議会事務局

6 5/17 青森県青森市 橋本尚美議員 1 郷土芸能人材育成支援について 文化創造課

7 5/17
全国若手市議の会
北信越ブロック

全国若手市議の会北信
越ブロック

8 こまつアグリウェイプロジェクト 環境王国こまつ

8 5/18 長野県東御市 産業建設常任委員会 9 集落営農の取り組みについて 農林水産課

9 5/19 島根県出雲市 環境経済常任委員会 9 こまつアグリウェイプロジェクト 環境王国こまつ

10 5/19 埼玉県議会 議会運営委員会 25 サイエンスヒルズこまつ ひととものづくり科学館

11 5/26 東京都大田区 公明党 4 外国人受入環境整備について 国際都市推進課

12 6/30 青森県弘前市 経済文教常任委員会 8 ひととものづくり科学館 ひととものづくり科学館

13 7/14 東京都福生市
横田基地対策特別委員
会

11 基地対策について 飛行場課

14 7/14 愛知県田原市 経済建設委員会 7 こまつアグリウェイプロジェクト 環境王国こまつ

15 7/20 和歌山県美浜町
総務産業建設常任委員
会

7 加賀地域連携推進会議について 観光交流課

16 7/25 長崎県大村市 緑風会・社会クラブ 6 こまつアグリウェイプロジェクト 環境王国こまつ

17 7/26 京都府宇治市 民進党宇治市議員団 7
NEXT10年ビジョン策定までの議論経過
今後の取り組みについて

経営政策課

18 7/27 山形県
商工労働観光常任委員
会

11
日本遺産登録「小松市の石文化」登録ま
での取り組みと今後の展開

観光交流課

19 8/1 栃木県真岡市 産業建設常任委員会 8 こまつアグリウェイプロジェクト 環境王国こまつ

20 8/1 島根県江津市 建設厚生常任委員会 8 介護ロボット普及推進事業について 長寿介護課

21 8/2 北海道小樽市 民進党 5 日本遺産認定について 観光交流課

22 8/9 奈良県大和郡山市 公明党・無会派 4 子育て支援について こども家庭課

23 8/23 青森県五所川原市 議会総務常任委員会 8
定住促進支援制度
空き家バンクの取り組みについて

建築住宅課

24 8/24 岐阜県郡上市 総務常任委員会 7 防災対策について 防災安全センター

25 10/5 埼玉県北本市 建設経済常任委員会 10 こまつ・アグリウェイプロジェクト 環境王国こまつ

26 10/12 沖縄県宮古島市 経済工務委員会 8 こまつ・アグリウェイプロジェクト 環境王国こまつ

27 10/12 山口県宇部市 文教民生委員会 10
子育て支援について
・トワイライトステイ（夜間預かり）
・マイ保育園登録事業

こども家庭課

28 10/13 広島県呉市 民生委員 10
多様な保育ニーズへの対応
・病児・病後児保育
・休日保育

こども家庭課

29 10/18 沖縄県名護市 経済建設常任委員会 10 企業立地支援制度 商工労働課

30 10/24 千葉県富里市 市民クラブ 9 こまつ・アグリウェイプロジェクト 環境王国こまつ

31 10/25 埼玉県加須市 酒巻ふみ議員（無所属） 1 結婚支援事業について 市民協働課

32 10/25 宮崎県延岡市 都市建設委員会 10
下水道整備地区及び未整備地区におけ
る雨水対策について

上下水道建設課

33 10/26 埼玉県羽生市 総務文教委員会 8
わがまち環境整備助成金（セルフビルド
方式）について
・助成対象事業、対象経費、保険等

道路河川課

34 10/27 静岡県湖西市 福祉教育委員会 7
公立保育所の民営化及び認定こども園
の移行について

こども家庭課

35 10/31 大阪府池田市 厚生常任委員会 7 介護ロボット普及推進事業について 長寿介護課

36 11/1 山形県米沢市 市民平和クラブ（会派） 3
公衆無線LANサービス（小松市独自方
式）について

ICT推進課



月日 来訪市 来訪者 人数 視察項目 担当課

37 11/9 茨城県鹿嶋市 都市経済委員会 8
加賀地域連携推進会議（オール加賀会
議）事業について

観光交流課

38 11/9 愛知県小牧市 公明党小牧市議団 3 ひととものづくり科学館 ひととものづくり科学館

39 11/10 埼玉県幸手市
総務・文教厚生・建設経
済常任委員会合同

20 レンタサイクル事業について
まちデザイン第１課
観光物産ネットワーク

40 11/11 東京都大田区
オリンピックパラリンピック
観光推進特別委員会

14 スポーツ振興の取り組みについて スポーツ育成課

41 11/17 兵庫県尼崎市 新政会（会派） 12 サイエンスヒルズこまつ
ひととものづくり科学館、
商工労働課

42 11/18 埼玉県入間市 入間自民クラブ 5
基地対策について
騒音に対する住民からの意見とその対
応について

飛行場課


