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平成31年度（令和元年度）視察受入結果 

「 	視察日 団体名 人数 視察項目 

らb20年2月5日（水曜日）午

前・午後 
東京都目黒区議会 5 

終活支援事業に二ル、て

児童相談所にっいて 

2020年2月3日（月曜日）午

後 
滋賀県大津市議会 4 横須賀市独自の経済波及効果分析ッ一ルにっいて 

2020年1月31日（金曜日） 

午前 
兵庫県三田市議会 3 スマ一トモビリテイチャレンジにっいて 

2020年1月30日（木曜日） 

午後 
北海i削也川市議会 1 児童相談所に二ル、て 

2020年1月30日（木曜日） 

午後 
山梨県富士吉田市議会 9 「横須賀中央エリアまちづくり」にっいて 

2020年1月30日（木曜日） 

午前 
福岡県北九州市議会 2 

共生社会を実現するための障害者の情報取得及びコミュ二ケ一ションに

関する条例にっいて 

2020年1月29日（水曜日） 

午前 
奈良県生駒市議会 13 

大学との連携にっいて 

議会からの政策条例提案の取り組みにっいて 

2020年1月29日（水曜日） 

午前 
京都府綾部市議会 6 アクセルペダル踏み間違い加速抑制装置補助金にっいて 

2020年1月24日（金曜日） 

午前 
兵庫県加古川市議会 6 

いわゆる「ごみ屋敷条例」の施行状況に二ルに

在宅医療連携推進にっいて 

2020年1月23日（木曜日） 

午後 
愛知県江南市議会 3 生活困窮世帯の子どもを対象とした学習支援にっいて 

2020年1月23日（木曜日） 

午後 
京都府京田辺市議会 9 

議会報告会に二ル、て

議会ICT化に二ル\t 

2020年1月23日（木曜日） 

午前 
大阪府吹田市議会 15 

予算決算常任委員会の運営にっいて

議会改革の取り組み等にっいて 

2020年1月22日（水曜日） 

午後 
大分県大分市議会 1 市内企業求人情報発信サイト「ごきんじよぶよこすか」にっいて 

2020年1月22日（水曜日） 

午後 
栃木県宇都宮市議会 3 スマ一トモビリテイチャレンジにっいて 

2020年1月22日（水曜日） 

午前 
福岡県筑紫野市議会 12 

予算決算常任委員会にっいて

政策検討会議にっいて 

議会改革の取り組みにっいて 

2020年1月21日（火曜日） 福岡県福岡市議会 2 ドロ一ン産業集積推進事業にっいて 



午前 

2020年1月17日（金曜日） 

午後 
新潟県新潟市議会 4 横須賀市独自の経済波及効果分析ッ一ルにっいて 

2020年1月17日（金曜日） 

午前 
岩手県盛岡市議会 12 

観光立市推進アクションプランの取り組みにっいて 

横須賀市独自の経済波及効果分析ッ一ルの観光分野における活用状況に

っいて 

2020年1月16日（木曜日） 

午後 
秋田県秋田市議会 11 

予算決算常任委員会の運営方法にっいて 

意見書案、決議案の発議の取り扱いにっいて 

2020年1月16日（木曜日） 

午前 
栃木県那須塩原市議会 13 市議会と大学との連携にっいて 

2020年1月15日（水曜日） 

午前 
神奈川県川崎市議会 1 

地域サ一ビスのシステムと連携した「AT運行バス」の実証実験にっい

て 

2020年1月10日（金曜日） 

午後 
石川県七尾市議会 7 通年議会を中心とした議会改革の取り組みにっいて 

2019年11月18日（月曜

日）午後 
愛知県碧南市議会 3 終活支援事業にっいて 

2019年11月14日（木曜

日）午後 
島根県松江市議会 4 横須賀市独自の経済波及効果分析ッ一ルにっいて 

2019年11月14日（木曜

日）午後 
茨城県城里町議会 15 終活支援事業にっいて 

2019年11月13日（水曜

日）午後 
福岡県大野城市議会 8 横須賀市議会災害時BCP（事務継続計画）にっいて 

2019年11月13日（水曜

日）午後 
長野県上田市議会 11 

予算決算常任委員会にっいて

議員提出条例にっいて 

通年議会にっいて 

2019年11月13日（水曜

日）午前 
岡山県岡山市議会 12 地域コミュニテイの活性化にっいて 

2019年11月12日（火曜

日）午後 
北海道登別市議会 7 終活支援事業にっいて 

2019年11月12日（火曜

日）午前 

土佐・長岡郡町村議会

連絡協議会 
12 

議会改革の取り組みにっいて

議会ICT化の取り組みに二ルに 

2019年11月11日（月曜

日）午後 
兵庫県芦屋市議会 11 予算決算常任委員会にっいて 

2019年11月7日（木曜日） 

午後 
徳島県徳島市議会 1 在宅医療連携推進にっいて 

2019年11月7日（木曜日） 

午後 
広島県東広島市議会 10 

横須賀市議会災害時BCP（事務継続計画）にっいて

議会改革にっいて 

2019年11月5日（火曜日） 

午後 
広島県呉市議会 9 農福連携協定にっいて 

2019年10月31日（木曜

日）午後 
和歌山県新宮市議会 一

 
 

救急医療・地域医療の充実に向けた取り組みにっいて 

経営の健全化に向けた取り組みにっいて 

うわまち病院の移転に伴う再編統合の議論（市立2病院体制の維持）に

っいて 

2019年10月31日（木曜

日）午前 
京都府向日市議会 10 

予算決算常任委員会に二ル、て 

通年議会にっいて 

横須賀市議会災害時BCP（事務継続計画）にっいて 

2019年10月30日（水曜 岐阜県岐阜市議会 4 はっらっシ二アパスにっいて 



日）午前 終活支援事業にっいて 

2019年10月30日（水曜

日）午前 
茨城県取手市議会 9 ひきこもりの方への支援に二ル、て 

2019年10月29日（火曜

日）午前 
岐阜県各務原市議会 8 市民病院にっいて 

2019年10月28日（月曜

日）午後 
北海道恵庭市議会 に

J
 
 

議会BCPにっいて 

議会にTにっいて 

議会基本条例にっいて 

2019年10月25日（金曜

日）午後 
北海道旭川市議会 5 児童相談所にっいて 

2019年10月25日（金曜

日）午前 
鳥取県米子市議会 。

一
 

通年議会にっいて 

常任委員会のインタ一ネット中継にっいて

議会ICT化の取り組みにっいて 

2019年10月24日（木曜

日）午後 
愛知県一宮市議会 12 地域経済活性化の取り組みにっいて 

2019年10月24日（木曜

日）午前 
愛知県豊橋市議会 12 いわゆる「ごみ屋敷条例」の施行状況にっいて 

2019年10月23日（水曜

日）午後 
北海道室蘭市議会 9 議会BCPの策定を中心とした議会改革にっいて 

2019年10月15日（火曜

日）午後 
石川県輪島市議会 10 終活支援事業にっいて 

19年10月10日（木曜

午後 
新潟県柏崎市議会 14 議会改革の取り組みに二ル、て 

I 

2019年10月10日（木曜

日）午前 
石川県白山市議会 1 パ―トナ一シップ宣誓証明制度にっいて 

2019年8月20日（火曜日） 

午後 
栃木県真岡市議会 18 

議会改革にっいて 

意見交換会にっいて 

2019年8月19日（月曜日） 

午後 
神奈川県藤沢市議会 1 

公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業に

っいて 

2019年8月8日（木曜日）午

月リ 
広島県東広島市議会 4 終活支援事業にっいて 

2019年8月7日（水曜日）午

後 
北海道江別市議会 5 終活支援事業にっいて 

2019年8月7日（水曜日）午 

~後 
兵庫県伊丹市議会 9 空き家対策にっいて 

2019年8月6日（火曜日）午 

L 
山口県周南市議会 5 終活支援事業にっいて 

2019年8月6日（火曜日）午

後 
福岡県福岡市議会 4 生活困窮世帯を対象とした学習支援事業にっいて 

2019年8月1日（木曜日）午

月リ 
千葉県議会 4 終活支援事業にっいて 

2019年7月31日（水曜日） 

午前 
沖縄県宜野湾市議会 13 

議会活性化に向けた取り組みにっいて 

米軍基地を抱えるまちづくりの現状・課題にっいて 

2019年7月30日（火曜日） 

己F竺 
石川県金沢市議会 9 

終活支援事業にっいて 

特例子会社設立支援事業にっいて 

5b西年7月30日（火曜日） 

亡竺 
埼玉県秩父市議会 13 議会運営及び議会ICT運用にっいて 



2019年7月29日（月曜日） 

午後 

愛媛県四国中央市議会 8 議会BCPの策定を中心とした議会改革にっいて 

2019年7月24日（水曜日） 

午後 
富山県魚津市議会 7 

予算決算常任委員会設置にっいて 

タブレット導入等議会ICTIヒにっいて 

2019年7月22日（月曜日） 

午後 
愛知県豊田市議会 2 児童相談所に二ル、て 

2019年7月10日（水曜日） 

午前 
愛知県稲沢市議会 10 終活支援事業にっいて 

2019年7月10日（水曜日） 

午後 
愛知県高浜市議会 9 終活支援事業にっいて 

2019年7月5日（金曜日）午

月リ 
佐賀県嬉野市議会 7 議会にT化の取り組みにっいて 

2019年7月5日（金曜日）午

月リ 
兵庫県稲美町議会 っ

J
 
 

高齢者の就労支援と斡旋にっいて 

ボランテイア活動や趣味の活動に対する支援に二ル、て

高齢者の社会参加に向けた仕掛けづくりにっいて 

2019年7月1日（月曜日）午

後 
岡山県倉敷市議会 12 児童相談所にっいて 

2019年6月28日（金曜日） 

午前 
富山県南砺市議会 9 議会改革の取り組みにっいて 

2019年6月26日（水曜日） 

午後 
愛知県豊田市議会 2 終活支援事業にっいて 

2019年5月27日（月曜日） 

~午後 
埼玉県川口市議会 4 終活支援事業にっいて 

2019年5月24日（金曜日） 

午後 
千葉県松戸市議会 2 終活支援事業にっいて 

2019年5月21日（火曜日） 

午前 
富山県射水市議会 8 終活支援事業に二ル、て 

2019年4月18日（木曜日） 

午後 
宮城県女川町議会 3 うみかぜ公園にっいて 

お間い合わせ 

市議会議会局議事課 
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