
平成29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10日 大阪府茨城市 総務常任委員会
議員７名
随行１名

コーチングプログラムについて

2 5月24日 愛媛県今治市 教育厚生委員会
議員８名
随行２名

アクティブシニア応援ポイント事業について

3 7月18日 福岡県飯塚市 会派視察 議員３名 再生可能エネルギー事業の取り組みについて

4 7月19日 長崎県諫早市 会派視察 議員６名 再生可能エネルギーの利用等の促進に関する条例の制定について

5 7月21日 神奈川県綾瀬市 議会運営委員会
議員８名
執行部１名
随行２名

議会改革について、議会運営について

6 7月26日 島根県出雲市 文教厚生常任委員会
議員７名
随行１名

ダイナシティ内保育園

7 7月27日 北海道苫小牧市 個人視察 議員１名 市民ホールの建設について

8 7月27日 岡山県 産業労働警察委員会
議員９名
執行部３名
随行２名

小田原城を核とした観光振興の取組みについて

9 7月28日 広島県福山市 文教経済委員会
議員１０名
随行２名

小田原城　平成の大改修について

10 8月1日 神奈川県川崎市 議会改革検討委員会
議員６名
随行４名

議会報告会の実施について

11 8月2日 新潟県新潟市 環境経済常任委員会
議員１３名
執行部２名
随行２名

再生可能エネルギーの利用促進について

12 8月2日 茨城県つくば市 会派視察 議員３名 第５次小田原市総合計画「おだわらＴＲＹプラン」について

13 8月10日 静岡県沼津市 会派視察 議員３名 議会改革の取組みについて

14 8月27日
新潟県西蒲原郡

弥彦村
村議会

議員１０名
随行１名

開設６８周年記念北条早雲杯争奪戦



平成29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

15 10月11日 栃木県宇都宮市 総務常任委員会
議員９名
随行２名

まちづくりへの市民参画について

16 10月11日 北海道網走市 総務経済委員会
議員８名、随
行１名

観光戦略ビジョンについて

17 10月12日 神奈川県茅ヶ崎市 教育経済常任委員会
議員７名
随行１名

ほうとくエネルギー株式会社の取組について
あそびパークの取組について

18 10月13日 奈良県大和高田市 環境建設委員会
議員５名
随行１名

身近な公園プロデュース事業について

19 10月26日 福島県浪江町 総務常任委員会
議員５名
随行１名

おだわらスマートシティプロジェクトについて

20 10月30日 大分県別府市 会派視察 議員８名
「小田原市再生可能エネルギーの利用等の促進に関する条例の制
定」について

21 11月2日 兵庫県赤穂市 会派視察 議員５名 合併についての動き

22 11月8日 奈良県大和郡山市 産業厚生常任委員会
議員５名
随行１名

観光戦略ビジョンについて
小田原城・街かど博物館について

23 11月8日 三重県尾鷲市 総務産業常任委員会
議員６名
随行１名

応急防災対策、津波一時非難施設について

24 11月9日 愛知県愛西市 議会広報特別委員会
議員６名
随行１名

議会広報広聴常任委員会の取組について

25 11月9日 京都府向日市 厚生常任委員会
議員７名
随行２名

アクティブシニア応援ポイント事業及び介護予防・日常生活支援総合
事業住民主体型サービスについて

26 11月10日 北海道伊達市 産業民生常任委員会
議員９名
執行部１名
随行１名

アクティブシニア応援ポイント事業について

27 11月13日 大分県佐伯市 総務常任委員会
議員８名
随行１名

小田原市総合計画ＴＲＹプランについて

28 11月13日 福井県福井市 競輪事業対策特別委員会
議員８名
理事者７名
随行３名

競輪事業について
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29 11月15日 栃木県日光市 行政調査特別委員会 議員２名 アクティブシニア応援ポイント事業について

30 11月16日 兵庫県西宮市 建設常任委員会
議員６名
随行１名

「小田原こどもの森わんぱくらんどにおける公園施設と指定管理」について

31 １１月15・16日 北海道旭川市 個人視察 議員１名
小田原尊徳マラソンについて
小田原市立病院経営改革プランについて

32 11月16日 福井県大野市 総務文教常任委員会
議員５名
随行１名

小田原まちづくり学校事業の取組について

33 1月11日 京都府向日市 会派視察 議員６名 歴史的まちづくりを活かした観光政策について

34 1月11日 東京都板橋区 会派視察 議員３名
生活保護事業の在り方検討について
生活保護事業改善経過・結果など改善方法について

35 1月23日 愛知県岡崎市 経済建設常任委員会
議員９名
随行１名

歴史まちづくりについて

36 1月24日 沖縄県中城村 議員有志 議員５名 観光事業の取り組みについて

37 1月25日 東京都狛江市 総務文教常任委員会
議員８名
随行２名
執行部２名

オリンピック・パラリンピック等のおもてなしについて

38 1月30日 神奈川県伊勢原市 議会運営委員会
議員８名
随行１名

議会基本条例について
委員会のインターネット中継について

39 2月1日 東京都目黒区 生活福祉委員会
議員８名
随行１名

子ども発達相談窓口事業について

40 2月2日 京都府宇治市 総務常任委員会
議員７名
随行２名
執行部２名

公共施設等総合管理計画について

41 2月8日 千葉県君津市 教育福祉常任委員会
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について

42 2月8日 長崎県島原市 議会運営委員会
議員６名
随行１名

議会運営について

43 2月8日 奈良県橿原市 建設常任委員会
議員６名
随行１名

市営住宅ストック総合活用計画について


