
平成30年度行政視察受け入れ一覧

日　程 自治体名 組　織　名 人　数 項　　　　　目

1 5月8日 北海道苫小牧市 議会運営委員会
議員　10名
随行　２名

議会運営及び議会改革について
議会基本条例について

2 5月9日 滋賀県守山市 総務常任委員会
議員　６名
随行　１名
執行部　１名

コーチング・プログラムによる人材育成について

3 5月9日 兵庫県南あわじ市 総務文教常任委員会
議員　９名
随行　２名

アクティブシニア応援ポイント事業

4 5月10日 長野県松本市 会派 議員　８名 中核市への移行に対する検討について

5 5月18日 三重県松坂市 会派 議員　６名 歴史的風致維持向上計画について

6 5月24日 京都府城陽市 会派 議員　２名 同報系防災行政無線の運用について

7 6月26日 静岡県浜松市 市民文教委員会
議員　９名
随行　１名

史跡小田原城跡本丸・二の丸整備事業に係る遺構調査の取り組み

8 7月5日 茨城県行方市 教育厚生委員会
議員　７名
随行　１名

スポーツ施設の指定管理者制度の導入について

9 7月11日 福島県相馬市 文教厚生常任員会
議員　６名
随行　１名
執行部　２名

アクティブシニア応援ポイント事業

10 7月18日 鹿児島県霧島市 産業建設常任委員会
議員９名
随行１名

「小田原市観光戦略ビジョン」について、
ビジョンの概要からインバウンド・観光まちづくり・日本版DMO等、観光への取り組み

11 7月20日 岩手県一関市 会派 議員４名 市民活動推進委員会について（委員会の設立経緯、活動内容など）

12 7月31日 愛知県長久手市 総務常任委員会
議員６名
随行１名

ふるさと納税について

13 8月1日 愛知県豊川市 議会福祉環境委員会
議員７名
随行１名
執行部１名

再生可能エネルギーの利用等の促進に関する条例について
市の取り組み、市民、事業者の関わり
小田原再生可能エネルギー事業化検討協議会の取り組み内容

14 8月1日 兵庫県伊丹市 総務政策常任委員会
議員８名
随行１名

小田原市まち・ひと・しごと創生総合戦略について
（人口減少に伴う諸問題の解決に向けた取り組み）
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15 8月8日 島根県江津市 建設厚生委員会
議員8名
随行1名
執行部1名

新規就農者に対する支援事業
市内における定年帰農を支援する取り組み

16 8月23日 東京都葛飾区 葛飾区議会公明党 議員４名 アクティブシニア応援ポイント事業

17 10月9日 静岡県三島市 改革みしま 議員４名 生涯現役促進地域連携事業

18 10月15日 千葉県勝浦市 市政を刷新する会 議員３名 早川地区の漁港を中心とした活性化

19 10月16日 佐賀県多久市 総務文教委員会
議員８名
随行１名
執行部１名

自主防災組織の取り組み

20 10月19日 長崎県島原市 教育厚生委員会
議員６名
随行１名
執行部１名

小田原城跡　史跡整備事業

21 10月24日 徳島県徳島市 徳島活性会議 議員１名 小田原市立地適正化計画（都市機能誘導区域）の策定経過と概要

22 10月26日 富山県富山市
まちづくりと公共交通対

策特別委員会
議員１１名
執行部２名

歴史的資源を通じた賑わいと交流のコンパクトシティの形成（地方再生コンパクトシティ）について

23 10月30日 長野県富士見町 社会文教常任委員会
議員５名
随行１名

生活保護事業（改善経過・結果、改善方法について）

24 10月31日 滋賀県彦根市 福祉病院教育常任委員会
議員８名
随行１名
執行部１名

アクティブシニア応援ポイント事業

25 10月31日 香川県坂出市 総務消防常任委員会
議員７名
随行１名
執行部１名

公共施設マネジメントに関する取り組み（公共施設の現状と課題、今後の方向性、公共施
設に関する説明会やシンポジウムについて）

26 11月1日 鳥取県米子市 市民福祉委員会
議員８名
随行１名

生活保護事業の在り方検討について
改善経過・結果、改善方法について

27 11月6日 滋賀県草津市 議会運営委員会
議員１０名
随行２名

議会改革の取り組み
議会報告会、アンケート、委員会中継など開かれた議会に関する取り組み

28 11月7日 静岡県掛川市 議会だより編集特別委員会
議員８名
随行１名

広報小田原のリニューアルについて
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29 11月8日 愛知県稲沢市 建設経済委員会
議員７名
随行１名

小田原再生可能エネルギー事業の取り組み

30 11月15日 大分県大分市 日本共産党（会派） 議員３名
生活保護行政について（職員数の変化、申請までの日数短縮への取り組み、保護のしおり
の見直し、自立支援の取り組みなど）

31 11月14日 静岡県富士市 市民クラブ、共産党、みらい富士 議員３名
中核市への移行に対する検討について
移行見送りの経緯とその判断について

32 11月15日 岩手県盛岡市 日本共産党盛岡市議団 議員５名
生活保護行政について
「在り方検討会」からの提案を受けてどのように改善を図ったかについて

33 11月16日 京都府木津川市 木津川の会３名、無会派１名 議員４名
小田原市観光戦略ビジョンについて
インバウンド、観光施策の取り組み

34 11月16日 沖縄県 会派　おきなわ 議員６名 小田原漁港の観光客誘致と今後の整備計画等の取り組み

35 11月20日 岩手県宮古市 産業建設常任委員会
議員７名
随行１名
執行部１名

水産加工業の果たす役割について（背景と現状、課題）
地場産業（蒲鉾・干物）に対する支援策について

36 12月19日 千葉県市川市 清風会 議員４名 木育推進事業について

37 1月16日 三重県松坂市 文教経済委員会
議員７名
遂行１名

中心市街地の活性化について
駅前の観光、経済振興について

38 2月6日 京都府舞鶴市 会派（公明党） 議員３名 アクティブシニア応援ポイント事業

39 2月8日 群馬県前橋市 会派（創生前橋） 議員４名 議会改革について


