
◆他都市議会視察来訪状況
　　　[平成３０年分]
月日 来訪市 来訪者 人数 視察項目 担当課

1 1/11 岡山県笠岡市 新政みらい 4
こまつ・アグリウェイプロジェクトについて
６次産業モデルについて

環境王国こまつ推進本部

2 1/17 北海道室蘭市 公明党 3
未来を拓く小松市創造的ものづくり振興
に向けたアクションプランについて

商工労働課

3 2/1 栃木県 公明党栃木県議会議員会 3 公立小松大学について 公立小松大学準備室

4 2/2 静岡県御殿場市 新政 3 空き家バンクの取り組みについて 建築住宅課

5 2/3 埼玉県東松山市 きらめき、夢みらい 4
サイエンスヒルズこまつの取り組みにつ
いて

ひととものづくり科学館

6 2/10 埼玉県川口市 公明党 5 サイエンスヒルズこまつについて ひととものづくり科学館

7 2/20 大分県大分市 自由民主党 1 ひととものづくり科学館について ひととものづくり科学館

8 5/1 福井県福井市 公明党 3 道路除雪について 道路河川課

9 5/7 福岡県春日市 みらい春日 2
空家対策事業について
市営住宅の管理運営について

建築住宅課

10 5/8 神奈川県秦野市 環境都市常任委員会 7 こまつ・アグリウェイプロジェクトについて 農林水産課

11 5/15 千葉県香取市 香友会 4 介護ロボットの普及推進について 長寿介護課

12 5/16 徳島県吉野川市 薫風会 6
インクルーシブ教育の推進について
学力向上対策について

学校教育課

13 5/16 埼玉県川越市 公明党議員団 6 ひととものづくり科学館について ひととものづくり科学館

14 5/17 熊本県宇土市 経済建設常任委員会 9 下水道施設の老朽化対策について 上水道建設課

15 5/17 高知県南国市 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について 農林水産課

16 5/18 愛知県知多市 建設経済委員会 7
小松駅南ブロック複合施設建設事業につ
いて

まちデザイン課

17 5/22 宮城県東松島市 民生教育常任委員会 7
学力向上の取り組みと特色ある教育につ
いて

学校教育課

18 5/30 山形県山形市 厚生委員会 6 介護ロボット普及促進事業について 長寿介護課

19 5/31 高知県高知市 市民クラブ 3
不動産証券化手法を利用した駅周辺の
まちづくりについて

まちデザイン課

20 7/3 福岡県筑後市 厚生委員会 7 介護ロボットの普及推進について 長寿介護課

21 7/10 愛知県みよし市 文教厚生委員会 9
福祉行政の取り組みについて
三草二木西圓寺について

ふれあい福祉課

22 7/18 滋賀県甲賀市 志誠会 6 サイエンスヒルズこまつについて ひととものづくり科学館

23 7/18 三重県東員町 総務建設常任委員会 9
こまつ・アグリウェイプロジェクトについて
こまつもんブランドについて

農林水産課

24 7/19 熊本県氷川町 産業建設厚生常任委員会 8 サイエンスヒルズこまつについて ひととものづくり科学館

25 7/19 北海道北見市議会 市政クラブ 6

アズスクエアの概要及び利活用状況等に
ついて
カブッキーランドについて
公立小松大学について

まちデザイン課
こまつ賑わいセンター

26 7/24
茨城県つくばみらい
市

経済常任委員会 8 こまつ・アグリウェイプロジェクトについて 農林水産課

27 7/26 茨城県水戸市 都市建設委員会 9 はつらつ環境整備助成事業について 道路河川課

28 7/30 奈良県橿原市 厚生常任委員会 7 介護ロボット普及促進事業について 長寿介護課

29 7/31 埼玉県川口市 自民党 5
姉妹都市・友好交流都市等との交流につ
いて

観光文化課

30 8/1 埼玉県本庄市 建設産業常任委員会 8 こまつ・アグリウェイプロジェクトについて 農林水産課

31 8/1 宮崎県延岡市 公明党市議団 2
防災への取り組みについて
介護ロボット普及推進事業について

防災安全センター
長寿介護課

32 8/2 岩手県一関市 清和会 8 科学と人づくりについて ひととものづくり科学館

33 8/2 長崎県 農水経済委員会 18
企業家支援の取り組みについて
未来に向けた地域の活性化と産業振興
について

商工労働課

34 8/2 京都府南丹市 厚生常任委員会 8
公立保育所の民営化及び認定こども園
への移行について

こども家庭課



月日 来訪市 来訪者 人数 視察項目 担当課

35 8/6 熊本県山鹿市 総務文教常任委員会 10
日本遺産認定後の取り組みと活用につ
いて

観光文化課

36 8/8 新潟県柏崎市 議会運営委員会 12 予算決算常任委員会について 議会事務局

37 8/20 兵庫県稲美町 万葉クラブ、公明党 6 定住促進支援制度について 建築住宅課

38 8/30 大阪府守口市 総務建設委員会 10
ＰＦＩ方式による市営住宅の建て替えにつ
いて

建築住宅課

39 9/10 東京都江東区 議員１名 1 パラカヌー競技と小松市の連携について スポーツ育成課

40 10/3 愛知県津島市 厚生病院委員会 9 介護ロボット普及推進事業について 長寿介護課

41 10/4 栃木県佐野市 経済文教常任委員会 7 小中学校の学力向上の取組について 学校教育課

42 10/12 茨城県行方市 百里基地対策特別委員会 10
特定防衛施設周辺整備調整交付金及び
再編関連訓練移転等交付金を活用した
事業について

飛行場課

43
10/15
、16

埼玉県熊谷市 総務文教常任委員会 10
ＰＦＩ方式による市営住宅の建て替えにつ
いて
サイエンスヒルズこまつについて

建築住宅課
ひととものづくり科学館

44 10/16 神奈川県平塚市 議会運営委員会 9
議会運営について（予算決算常任委員会
について）

議会事務局

45 10/16 東京都羽村市 経済委員会 7 ひととものづくり科学館について ひととものづくり科学館

46 10/17 東京都昭島市 公明党昭島市議団 4 空とこども絵本館の取り組み 空とこども絵本館

47 10/17 静岡県御殿場市 会派　改新 4
定住促進支援制度について
空き家バンクの取り組みについて
小松市立地適正化計画について

建築住宅課
まちデザイン課

48 10/18 岩手県奥州市 奥州みらい及び無会派 7 企業立地支援制度の取り組みについて 商工労働課

49 10/18 秋田県大館市 新生クラブ 5 移住・定住促進の取り組みについて 建築住宅課

50 10/23 埼玉県行田市 健康福祉常任委員会 8 子育て支援　公立保育所の民営化など こども家庭課

51 10/24 福岡県久留米市 緑水会議員団 5
木場潟カヌー競技場における外国人選手
の受入について

スポーツ育成課

52 10/24 兵庫県姫路市 新しい風ひめじ 1 オール加賀会議について 観光文化課

53 10/30 大阪府池田市 土木消防常任委員会 7 空き家対策について 建築住宅課

54 10/30 千葉県長生郡 町村議会議長会 12 エコロジーパークこまつ エコロジー推進課

55 10/31 北海道室蘭市 市政協同 7 ひととものづくり科学館について ひととものづくり科学館

56 10/31 香川県坂出市 教育民生委員会 9 木場潟カヌー競技場について スポーツ育成課

57 10/31 三重県伊賀市 産業建設常任委員会 9 こまつアグリウェイプロジェクトについて 農林水産課

58 11/1 埼玉県狭山市 創政会 5
科学と人づくり　サイエンスヒルズこまつ
について

ひととものづくり科学館

59 11/1 富山県高岡市
歴史文化・観光対策特別
委員会

9 日本遺産を活かしたまちづくりについて 観光文化課

60 11/2 大分県中津市 前進 6
ＳＡＶＯＲ　ＪＡＰＡＮ認定による取り組みに
ついて

こまつ観光物産ネットワー
ク

61 11/2 静岡県沼津市 文教産業委員会 10 サイエンスヒルズこまつについて ひととものづくり科学館

62 11/6 千葉県木更津市 基地対策特別委員会 7 小松市の基地対策について 飛行場課

63 11/7 京都府木津川市 総務文教常任委員会 8 行財政改革の取り組みについて 国際＆経営政策課

64 11/7 岡山県井原市 市民福祉委員会 7 防災対策について 防災安全センター

65 11/7 神奈川県座間市 自民党・いさま 8 ひととものづくり ひととものづくり科学館

66 11/8 大阪府枚方市 厚生常任委員会 12 介護ロボット普及推進事業について 長寿介護課

67 11/13
京都府
京田辺市・木津川市

公明党 4
小松定住促進支援制度について
空き家・空き室バンクについて

建築住宅課

68 11/13 大阪府高槻市 新政会議員団 2 サイエンスヒルズこまつについて ひととものづくり科学館

69 11/14 千葉県鴨川市 明政会 4 企業立地支援制度について 商工労働課

70 11/14 千葉県佐倉市 議会運営委員会 10
予算決算常任委員会について
議会改革の取り組みについて

議会事務局

71 11/20 宮城県名取市 名和会 3 環境王国こまつについて 農林水産課

72 12/22
栃木県
真岡市・鹿沼市

議員2名 2 サイエンスヒルズこまつ空とこども絵本館
ひととものづくり科学館
空とこども絵本館


