
視察報告一覧表

(平成３０年)

会派名他 氏名 人数 額

福岡県北九州市
北九州産業学術推進機構
ロボット技術センター

ロボット産業の振興について

福岡県田川市 田川市役所 ふるさとテレワークについて

佐賀県佐賀市 佐賀県農業試験研究センター 農業のＩＴ化について

福岡県福岡市 なみきスクエア
第９回子どもとメディア全国フォーラム
「スマホ社会と子どもの育ち」について

福岡県飯塚市 飯塚市役所 ｅ－ＺＵＫＡトライバレー構想について

佐賀県多久市 多久市役所 ふれあいバス・ふれあいタクシーについて

佐賀県唐津市 唐津市役所 ＩＣＴを活用した教育について

福岡県飯塚市 飯塚市役所 ｅ－ＺＵＫＡトライバレー構想について

佐賀県多久市 多久市役所 ふれあいバス・ふれあいタクシーについて

佐賀県唐津市 唐津市役所 ＩＣＴを活用した教育について

岡山県岡山市 一般社団法人 岡山県浄化槽団体協議会 浄化槽の維持管理の取り組みについて

徳島県神山町 ＮＰＯグリーンバレー 神山のまちづくりや創造的過疎について

徳島県神山町 神山町役場 光ファイバー網整備によるまちづくりの可能性について

３月１６日（金） 東京都中央区
内田洋行東京ユビキタス協創広場
　　　　　　　　　ＣＡＮＶＡＳ

「電子自治体推進パートナーズ主催セミナー」
（くらよし・アイズ、

草の根、倉吉自民共同）
藤井隆弘 1 57,750

愛知県岡崎市 岡崎市役所 岡崎ビジネスサポートセンターについて

岐阜県可児市 可児市議会 議会改革・主権者教育について

愛知県名古屋市 鳥取県名古屋代表部 業務内容全般について

大阪府大阪市 東果大阪株式会社 市場法について／米の流通について

京都府船井郡京丹波町 有限会社篠ファーム 篠ファームの取り組みについて
５月８日（火） 鳥取県境港市 鳥取県弓浜絣共同参画 弓浜絣の振興について （つばき） 大月悦子 1 2,280
５月９日（水） 岡山県津山市 作州絣保存会 作州絣の振興について （つばき） 大月悦子 1 4,445

東京都町田市 町田市議会 議会改革

北海道札幌市 札幌芸術の森美術館 美術館の運営
北海道美唄市 美唄市役所 受動喫煙防止条例

７月９日（月）
～７月１０日（火）

東京都中央区
ＴＫＰ東京駅八重洲
　カンファレンスセンター

質問作成スキルアップ研修 （新政会） 竺原晶子 1 52,390

北海道中標津町 中標津町役場 福祉政策について

北海道根室市 根室市役所 議会改革について

北海道根室市 北方館 領土問題について

７月２５日（水）
～７月２６日（木）

滋賀県大津市 全国市町村国際文化研修所
平成30年度市町村議会議員研修
　「自治体決算の基本と実践～行政評価を活用した決算審査～」

（くらよし・アイズ、
草の根、つばき、倉吉自民共同）

大津昌克、大月悦子 2 42,320

８月６日（月）
～８月７日（火）

大阪府河南町 道の駅かなん 道の駅による地域振興について （新政会） 坂井徹 1 32,460

８月２２日（水）
～８月２４日（金）

滋賀県大津市 全国市町村国際文化研修所
平成30年度市町村議会議員研修　
　「地方財政制度の基本と自治体財政」

（くらよし・アイズ、
草の根、つばき、倉吉自民共同）

大津昌克 1 24,460

８月３０日（木）
～８月３１日（金）

滋賀県大津市 全国市町村国際文化研修所
平成30年度市町村議会議員研修　
　自治体予算を考える

（くらよし・アイズ、
草の根、つばき、倉吉自民共同）

大津昌克 1 21,160

１０月１８日（木）
～１０月１９日（金）

愛知県長久手市 愛知県立大学 第１回地域共生社会推進全国サミットinながくて （公明党・グリーン共同） 鳥羽昌明 1 46,200

福井県永平寺町 永平寺町役場 端末交通システムについて

京都府宮津市 宮津市役所 竹資源活用について

京都府舞鶴市 舞鶴市役所 舞鶴版コンパクトシティについて

１０月２３日（火）
～１０月２４日（水）

東京都国分寺市 都立多摩図書館セミナールーム
第34回　議員の学校
　「人権思想にもとづく防災政策の理念と実際」
　　～大災害の現場から学ぶべきこと～

（公明党・グリーン共同） 鳥羽昌明 1 70,830

１１月５日（月）
～１１月６日（火）

滋賀県大津市 全国市町村国際文化研修所
平成30年度市町村議会議員研修　
　議会改革を考える～先進事例に学ぶ住民参加・情報公開～

（くらよし・アイズ、
草の根、つばき、倉吉自民共同）

大津昌克 1 21,160

１１月１４日（水）
～１１月１５日（木）

栃木県宇都宮市 宇都宮市文化会館 第13回全国市議会議長会研究フォーラムin宇都宮 （新政会） 福井康夫 1 76,920

栃木県宇都宮市 宇都宮市文化会館 第13回全国市議会議長会研究フォーラムin宇都宮

茨城県取手市 取手市役所 行政評価について

視察者

年間計 : 3,364,530

期　間 視察先 視察内容

１月１８日(木)
　～１月１９日(金)

滋賀県大津市 全国市町村国際文化研修所
平成29年度市町村議会議員研修　
　「自治体財政の見方～健全化判断比率を中心に～」

（くらよし・アイズ、
草の根、倉吉自民共同）

大津昌克 1 21,160

１月１８日(木) 島根県松江市 ドコモ島根ビル
自治体向けＩＣＴ推進セミナー
　タブレットから始まるＩＣＴ化と「開かれた議会」

（ つ ば き ） 大月悦子 1 5,580

１月２９日(月)
　～１月３１日(水)

（ く ら よ し 創 生 ） 米田勝彦、佐々木敬敏 2 151,040

１月２７日（土）
～１月３１日（水）

（ 新 政 会 ） 竺原晶子 1 103,360

１月２９日(月)
　～１月３１日(水)

（新政会、
公明党・グリーン共同）

福井康夫、由田隆、伊藤正三、
坂井徹、鳥飼幹男、山口博敬、
鳥羽昌明

7 509,600

３月１２日（月）
～３月１４日（水）

（新政会、
公明党・グリーン共同）

由田隆、伊藤正三、竺原晶子、
鳥飼幹男、山口博敬、鳥羽昌明

6 339,180

３月２６日（月）
～３月２８日（水）

（くらよし・アイズ、
草の根、倉吉自民共同　／　つ

ばき）
大津昌克、福谷直美、大月悦子 3 198,420

３月２７日（火）
～３月２８日（水）

（く　ら　よ　し　創　生） 米田勝彦、佐々木敬敏 2 84,100

７月４日（水）
～７月６日（金）

（くらよし・アイズ、草の根、
つばき、倉吉自民共同）

丸田克孝、藤井隆弘、大津昌克、
福谷直美、大月悦子

5 687,195

７月２３日（月）
～７月２５日（水）

（くらよし創生） 米田勝彦、佐々木敬敏 2 306,580

１０月２２日（月）
～１０月２４日（水）

（くらよし創生） 米田勝彦、佐々木敬敏 2 132,340

１１月１４日（水）
～１１月１６日（金）

（くらよし・アイズ、草の根、
つばき、倉吉自民共同）

丸田克孝、藤井隆弘、大津昌克、
福谷直美、大月悦子

5 373,600


