
議会関係視察受入状況・予定 【中之条町議会】
№ 期　日 会　場 来町市町村等 所属等 視　察　目　的
1 5月26日 茨城県岩瀬町 社会教育関係
2 7月13日 山口県玖珂町 広報編集
3 8月2日 栃木県黒羽町 議会だより編集
4 10月13日 山形県山北町 総務･文教
5 11月8日 福島県会津坂下町 議会運営
6 11月10日 山形県上山市 観光行政３
7 2月23日 福島県矢吹町 議会運営
1 7月5日 宮城県丸森町 監査委員３
2 7月6日 宮城県山元町 総務（行革）6
3 7月7日 栃木県壬生町 議会運営･広報９
4 8月24日 福島県棚倉町 議会運営９
5 9月28日 第３委員会室 熊本県長洲町議会 総務保福常任委員他８名 下水道の汚泥処理について（処理場視察）
6 10月3日 第3委員会室 埼玉県滑川町議会　 総務常任委員＋随行＝７名 合併問題の方向付けに至る経過
7 10月4日 第3委員会室 岐阜県関市議会　 建設委員＋随行＝9名 農業集落排水活性汚泥のコンポスト化事業（処理場視察）
8 10月5日 第3、ツイン、ゆうあい荘千葉県大網白里町議会　 文教福祉常任委員ほか１２名 ゆうあい荘,ツインプラザの概要と管理運営状況
9 10月6日 第4会議室 長野県池田町議会 議員＋事務局14名 町づくり推進事業について（薬王園視察）
10 10月31日 第3委員会室 埼玉県小川町議会 議会運営委員会 議会運営について
11 11月27日 第3委員会室 福島県川俣町議会議会 運営委員＋正副議長＋事務局＝10名議会運営について
12 12月26日 第3委員会室 埼玉比企郡 郡局長会
13 1月25日 さわだ･漬け物工場長野県中川村 総務経済委員会
14 2月7日 第3委員会室 福島県西会津町 議会運営委員
1 5月14日 薬王園 千葉県君津市 イノシシ対策視察
2 7月30日 第3,最終処分場,あがしし工房千葉大網白里町 議会運営委員 議会運営について
3 9月25日 第3,処分場,ビエンナーレ千葉県芝山町, 議運･広報 議会運営,広報編集について
4 10月22日 控室,処分場,獣肉処理施設山梨県町村議会 県議長会 議会運営
5 11月6日 第3 福島県矢吹町 議会広報 議会広報
6 11月20日 第3 北海道弟子屈町 経済常任委員会 経済活性化プロジェクト
7 2月22日 第3委員会室 十日町市議会 不羈の会視察、5名 経済活性化プロジェクト
1 6月24日 第3委員会室 山梨県昭和町 議員6名＋事務局1 行革推進
2 6月30日 第2会議室 福島県平田村 議員10名＋事務局他3名 経済活性化,行革推進,総括質疑
3 7月17日 第3委員会室 岡山県矢掛町 議員６＋２ 下水道
4 11月13日 第3委員会室 那珂川町議会 産業建設常任委員会 産業建設常任委員会所管事務調査
1 9月30日 第4会議室 熊本県西原村 議員全員 議会の活性化,議員全員(12名)＋事務局
2 1月18日・19日 第3委員会室 長野県中川村 議運,美しい村･あがしし君･加工場
1 7月8日 花まめ 福島県金山町 産業建設常任委員会 道の駅
2 10月15日 花まめ 大網白里町 総務常任委員会15名 合併
3 11月19日 第3会議室 静岡県森町 合同常任委員会 有害鳥獣対策
4 11月24日 第3委員会室 福島県矢吹町 産業建設常任委員会 住宅リフォーム制度等
5 11月24日･25日 つむじ,あがしし,加工場長野県中川村 総務経済委員会 つむじ運営,有害鳥獣対策
1 8月22日 お茶講の家 全員 美しい村伊参
2 10月15日 香川県まんのう町 建設経済常任委員　計９名 地域再生大賞受賞伊参スタジオ映画祭の内容と取り組み
3 10月24日 福島県会津坂下町 経済常任委員会　計９名 デマンドバス
4 11月24日 松山市 政務調査1名 中之条ビエンナーレについて
1 8月10日 大会議室 栃木県壬生町 議会全員 児童福祉施策
2 9月3日 栃木県壬生町 産業厚生常任委員会　計８名 有害鳥獣対策
3 10月24日 東京都多摩市 健康福祉常任委員会　計９名 ライフコーダー
4 11月24日 岐阜市 議会政務調査2名 重伝建
1 10月30日 第３委員会室 福島県西会津町 議会経済常任委員会 芸術を活かした町づくり
2 11月7日 第１委員会室 大網白里市議会 町政全般
3 1月23日 第１委員会室 群馬県議会 総務企画常任委員会　１１名ほか 電力事業の取り組み・ビエンナーレ開催事業・まち５事業
4 2月4日 第３委員会室 群馬県安中市 議員団 エネルギーの地産地消
5 3月28日 第１委員会室 群馬県南牧村 産業社会常任委員会 都市交流事業・地域づくり事業・ビエンナーレ・まち５・ふるさと納税
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議会関係視察受入状況・予定 【中之条町議会】
№ 期　日 会　場 来町市町村等 所属等 視　察　目　的
1 7月3日 第１委員会室 福島県桑折町 議会15名 ・再生可能エネルギー推進条例制定・推進計画
2 7月10日 第１委員会室 山形県大石田町 厚生産建常任委員会5名 ・出産奨励事業・子育て支援事業・ブックスタート事業
3 7月25日 第１委員会室 大分県議会 議員団観光産業振興調査会 ・２３年度DCの取り組み・中之条ビエンナーレ・四万温泉クラフトシアター
4 10月7日 第１委員会室 岩手県奥州市 議員団 ・ふるさと納税について
5 10月31日 第１委員会室 茨城県美浦村 経済建設常任委員会9名 ・再生可能エネルギー導入促進事業
6 11月13日 第１委員会室 長野県原村 総務産業常任委員会 ・最も美しいむら連合加盟について
7 1月28日 第１委員会室 埼玉県上里町 議会運営委員会 ・総括質疑・議会運営
1 5月29日 第１委員会室 福島県棚倉町 少子化対策特別委員会14名+1名 ・出会いの場づくり・子育て支援事業・勤労者住宅建設資金利子補給
2 7月31日 第１委員会室 岐阜県本巣市 議員団６名 太陽光発電事業について
3 8月4日 第１委員会室 山形県朝日町 産業厚生常任委員会６名＋１名 子育て支援施策・ふるさと納税
4 10月21日・22日 第１委員会室 奈良県議会 文教くらし委員会 21日ミュゼ・まち５・重伝建　22日中之条電力・ビエンナーレ
5 11月4日 第１委員会室 福島県猪苗代町 議会運営委員会 議会活性化について
6 11月12日 第１委員会室 岩手県県南地区 県南地区議長会 中之条電力について
7 12月15日 第１委員会室 東京都北区 交流団（各会派） 都市等交流対策について
8 2月1日 第１委員会室 愛知県田原市 自民クラブ ビエンナーレ・ふるさと納税
1 7月7日 第１委員会室 宮城県伊具郡丸森町議会 産建教育常任委員会5名 議会活性化、農業6次化と物産振興、地方創生事業推進
2 7月11日 第１委員会室 鹿児島県日置市議会 総務企画常任委員会7名＋1名 電力自由化の取組について
3 7月25日 第１委員会室 東京都八王子市議会 自民党新政会14名 PPS事業の推進について
4 10月27日 六合支所大会議室山形県山辺町 議会全員 花卉栽培による移住定住促進事業について
5 11月9日 第３委員会室 宮城県大郷町 町民クラブ 出産・子育て支援関係について
6 11月28日 花の駅美野原 岩手県岩手町 産業民生常任委員会 花のまちづくり日本一の花桃街道の取り組みについて
7 12月2日 ツインプラザ大会議室千葉県長生村 議員全員 中之条町の健康づくりについて
8 2月7日 第２委員会室 千葉県八千代市 新みんなの広場 健康研究について、中之条電力について
1 7月24日 第１委員会室 東京都北区 日本共産党北区議員団 中之条電力について

【29年度】 2 10月5日 第１委員会室 高知県四万十町 教育民生常任委員会 ライフコーダーについて
3 10月19日 第１委員会室 山形県西川町 総務厚生・産業建設常任委員会 小水力発電について
4 11月22日 第１委員会室 愛媛県八幡浜市 民生文教委員会 健康づくりによる、国保医療費の抑制策
5 2月1日 第２委員会室 奈良県大和郡山市議会 産業厚生常任委員会1名 東京都健康長寿医療センター研究所との研究について
6 2月2日 第１委員会室 沼田市議会 民生福祉常任委員会6名＋2名 エネルギーの自給自足に関する事業について、データヘルス計画及び保健事業について
1 5月23日 中之条ガーデンズ 岩手県住田町議会 議員全員＋2名 再生可能エネルギーの取り組みについて

【30年度】 2 5月25日 第２委員会室 榛東村議会 議会広報常任委員会 ふるさと納税について
3 8月23日 中之条ガーデンズ 埼玉県熊谷市議会 公明党議員団 ビエンナーレ・花のまちづくり
4 9月20日 第１委員会室 神奈川県山北町議会 福祉教育常任委員会 出産奨励手当金、保育所・幼稚園運営、アーティスト移住
5 10月11日 第１委員会室 愛媛県新居浜市 自民クラブ エネルギーの地産地消について
6 10月16日 第１委員会室 新潟県加茂市議会 産業建設常任委員会 アートの祭典中之条ビエンナーレ事業への取り組みと成果
7 10月17日 中之条ガーデンズ 茨城県大子町議会 全議員 定住促進対策、中之条ビエンナーレ事業
8 10月18日 中之条ガーデンズ 茨城県常総市議会 正政会派５名 花のまちづくり、移住定住について
9 11月6日 中之条ガーデンズ 山形県鮭川村議会 総務文教常任委員会 再生可能エネルギー
10 11月27日 第１委員会室 茨城県八千代町議会 議会運営委員会、広報委員会 基本条例の導入経過、広報誌について
11 2月7日 第２委員会室 栃木県鹿沼市議会 民主クラブ 中之条ビエンナーレ事業について
12 2月21日 第１委員会室 神流町議会 産業建設委員ほか７名 再生可能エネルギーのまち中之条町、一般社団法人中之条電力について
1 6月24日 第１委員会室 埼玉県埼葛町村議会議長会宮代町、杉戸町、松伏町議長ほか 健康増進の取組について（中之条研究含む）、議長との懇談

【元年度】 2 7月18日 中之条ガーデンズ 宮崎県えびの市議会 産業厚生常任委員会　 再生可能エネルギーについて
3 10月2日 中之条ガーデンズ 茨城県稲敷市議会 総務教育常任委員会 自治体エネルギー公益事業体の創設事業について
4 10月2日 中之条ガーデンズ 北海道東神楽町議会 文教産業常任委員会 花のまちづくりの推進について
5 10月4日 中之条ガーデンズ 埼玉県飯能市議会 経済建設常任委員会 中之条電力の事業の取り組みについて
6 10月30日 中之条ガーデンズ 新潟県聖籠町議会 厚生産業常任委員会 花いっぱいを目指した活動について、振興策について
7 11月6日 中之条ガーデンズ 福島県岩瀬地方町村議会議員協議会議員全員 花をテーマとした町づくりについて
8 11月18日 第１委員会室 埼玉県鶴ヶ島市議会 議員全員 定住促進対策、中之条ビエンナーレ事業
9 2月6日 第１委員会室 新潟県阿賀野市議会 議会会派 歩く健康づくり事業について

【28年度】

【26年度】

【27年度】

2/2


