
◆他都市議会視察来訪状況
　　　[令和元年（平成３１年）分]
月日 来訪市 来訪者 人数 視察項目 担当課

1 1/18 三重県松阪市 建設水道委員会 8 空き家対策事業について 建築住宅課

2 1/28 広島県府中市 市民クラブ 3 日本遺産の取り組みについて 観光文化課

3 1/30
兵庫県加古郡稲美
町

議員1名 1
カブッキーランドの運営について
１８歳までの医療費無料化について

こども家庭課

4 2/8 群馬県前橋市 会派 市民フォーラム 4 企業立地支援制度について 商工労働課

5 5/16 滋賀県守山市
環境生活都市経済常任
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

6 5/16 佐賀県唐津市 会派 志政会 3 防災行政無線戸別受信機について 防災安全センター

7 5/23 宮城県仙台市 公明党仙台市議団 9 お見送り手続きデスク事業について
医療保険サポートセン
ター

8 7/5 福岡県那珂川市 会派 清流自民 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

9 7/10 岡山県津山市 議員1名 1
林業の活性化、木材利用の取り組みに
ついて

農林水産課

10 7/11 東京都世田谷区 文教常任委員会 15 インクルーシブ教育について 学校教育課

11 7/11 新潟県三条市 自由クラブ 7 介護ロボット普及促進事業について 長寿介護課

12 7/18 愛知県稲沢市 市民クラブ 4 町内会ハンドブックについて 市民サービス課

13 7/24 愛知県西尾市
至誠クラブ、公明党西尾
市議団

7 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

14 7/24 愛知県尾張旭市 総務委員会 9
自主防災組織ランクUPプランについて
小松市強靭化地域計画について

防災安全センター

15 7/25 愛媛県新居浜市 環境建設委員会 8
駅周辺整備について
環境保全の取り組みについて

まちデザイン課
エコロジー推進課

16 7/30 鳥取県鳥取市 公明党鳥取市議団 6 日本遺産の取り組みについて 観光文化課

17 8/1 栃木県栃木市 民生常任委員会 9 介護ロボット普及促進事業について 長寿介護課

18 8/7 千葉県市原市 市民クラブ 6
サイエンスヒルズこまつの取組について
環境王国こまつについて

ひととものづくり科学館
農林水産課

19 8/7 沖縄県名護市 経済建設常任委員会 9 エコロジーパークこまつについて エコロジー推進課

20 8/22
兵庫県美方郡新温
泉町

新温泉町議会 20 防災の取り組みについて 防災安全センター

21 8/29 大阪府大阪市
大阪市会教育こども委員
会

18
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

22 9/6 千葉県市原市 自由民主党 5
獣肉処理加工施設 ジビエアトリエ加賀の
國について

農林水産課

23 10/1 群馬県高崎市 教育福祉常任委員会 12 「珠玉と歩む物語」小松について 観光文化課

24 10/2 栃木県佐野市 厚生常任委員会 7 エコロジーパークこまつについて エコロジー推進課

25 10/7 福井県小浜市
北陸新幹線早期全線開
業特別委員会

12
北陸新幹線開業に伴う駅周辺のまちづく
りについて

まちデザイン課

26 10/8
福岡県田川郡町村
議会

田川郡町村議会議長会 10
環境王国こまつの取組と６次産業化の推
進について

農林水産課

27 10/23 佐賀県鹿島市 文教厚生産業委員会 9 子育て支援の取り組みについて こども家庭課

28 10/24 静岡県三島市 新未来２１ 3
お見送り手続きデスクの取り組みについ
て

医療保険サポートセン
ター

29 10/29 茨城県筑西市 福祉文教委員会 8 子育て支援の取り組みについて こども家庭課

30 10/30 千葉県野田市 環境経済委員会 10 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 11/1 青森県三沢市 総務文教常任委員会 7 小松駅南ブロック複合施設について まちデザイン課

32 11/8 神奈川県藤沢市 建設経済常任委員会 10
ＳＡＶＯＲ　ＪＡＰＡＮ（農泊　食文化海外発
信地域）の取り組みについて

観光文化課

33 11/8 埼玉県春日部市 公明党 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

34 11/11 埼玉県川越市 保健福祉常任委員会 9
認知症ケアコミュニティマイスターについ
て

長寿介護課

35 11/12 東京都大田区
交通臨海部活性化特別
委員会

13
地域公共交通を活かした魅力あるまちづ
くりについて

はつらつ協働課

36 11/12 北海道紋別市 総務経済常任委員会 10 空の駅こまつについて
こまつ観光物産ネットワー
ク

37 11/14 京都府宇治市 文教福祉常任委員会 8 介護ロボット普及促進事業について 長寿介護課

38 11/19 新潟県魚沼市 総務文教委員会 10 地域防災力向上の取り組みについて 防災安全センター


