
平成30年度行政視察受け入れ一覧 No.1

自治体名 委員会又は会派名 人数 視　　察　　項　　目 視察施設

9 大阪府大東市 1人

10 大阪府茨木市 1人

11 大阪府寝屋川市 1人

12 大阪府守口市 1人

月　日

1 4月17日 (火) 千葉県松戸市
教育環境常任委員
会

13人 箕面市子ども成長見守りシステムについて

2 4月19日 (木) 埼玉県さいたま市
民進・立憲･無所属
の会さいたま市議団

9人 子ども成長見守りシステムについて

3 4月20日 (金) 兵庫県宝塚市 公明党 1人
箕面市カラスによる被害の防止及び生活環境を守る
条例について

4 5月7日 (月) 岡山県津山市
広報調査特別委員
会

9人 議会だよりの企画・編集について

5 5月8日 (火) 大阪府四條畷市 1人 農業公社の取り組みについて 調理室

6 5月9日 (水) 埼玉県越谷市 越谷刷新 3人
箕面市立病院の運営について
防犯カメラの設置について

7 5月18日 (金) 福岡県八女市
総務文教常任委員
会

11人 ICT教育の取り組みについて 教育センター

8 5月25日 (金) 千葉県流山市
つくばエクスプレス沿
線整備と新川耕地・
周辺特別委員会

10人
彩都の進捗状況、彩都の丘学園など小中学校及び公
共施設の整備について

彩都の丘学園

5月30日 (水) 大阪維新の会 財政運営基本条例について



平成30年度行政視察受け入れ一覧 No.2

自治体名 委員会又は会派名 人数 視　　察　　項　　目 視察施設月　日

13 沖縄県糸満市 2人

14 沖縄県名護市 1人

15 沖縄県北谷町 1人

16 沖縄県中城村 2人

5月31日 (木) ハイブリッド型輻射式冷暖房システムの導入について 市長政策室

17 7月9日 (月) 長野県上田市 総務文教委員会 9人 集約的な公共施設管理業務について

18 7月23日 (月) 神奈川県小田原市
議会広報校長委員
会

10人 議会の広報広聴について
議場
委員会室

19 7月27日 (金) 兵庫県尼崎市 維新の会 4人 民間企業との人事交流について

20 7月30日 (月) 石川県七尾市
教育民生常任委員
会

7人 箕面市立病院の経営改善について

21 8月2日 (木) 秋田県秋田市 建設委員会 11人 箕面市立地適正化計画について

22 8月7日 (火) 新潟県新潟市
市民厚生常任委員
会

16人
オレンジゆずるタクシーについて
子ども成長見守りシステムについて

オレンジゆずるタク
シー配車室

23 8月8日 (水) 静岡県清水町 総務建設委員会 9人
総合窓口等業務委託について
総務事務センターによる民間委託について

24 8月10日 (金) 群馬県藤岡市 総務常任委員会 7人 地域防災ステーションについて
地域防災ステーショ
ン



平成30年度行政視察受け入れ一覧 No.3

自治体名 委員会又は会派名 人数 視　　察　　項　　目 視察施設月　日

25 10月16日 (火) 石川県野々市市
教育福祉常任委員
会

7人
学校給食の献立作成と農業公社による学校給食への
箕面産活用の取組（地産地消）について

26 10月17日 (水) 埼玉県久喜市
福祉健康常任委員
会

8人
子育て応援ブック「smile」について
見守りシステム「otta」について

27 10月18日 (木) 東京都東村山市 厚生委員会 8人
「子どもの貧困対策の取り組み（子ども成長見守りシス
テム等）」について

28 10月18日 (木) 山口県防府市 絆 2人 見守りシステムについて

29 10月19日 (金) 宮崎県宮崎市
指定管理者制度等
調査特別委員会

12人 指定管理者における特別提案制度について

30 10月24日 (水) 埼玉県志木市
総務厚生常任委員
会

9人 子どもの貧困対策について

31 10月25日 (木) 東京都清瀬市
福祉保健常任委員
会

7人 「子どもの貧困対策」について

32 10月29日 (月) 群馬県太田市 総務委員会 9人 窓口業務の民間委託について

33 10月29日 (月)
自由民主党大阪府
支部連合会

16人
災害時避難所として使用する学校体育館などへの空
調設備設置に関する取組状況

34 10月30日 (火) 千葉県茂原市 総務委員会 9人 地域防災ステーション・地区防災委員会について



平成30年度行政視察受け入れ一覧 No.4

自治体名 委員会又は会派名 人数 視　　察　　項　　目 視察施設月　日

35 10月31日 (水) 奈良県桜井市 総務委員会 9人 「財政運営基本条例」について

36 11月1日 (木) 岐阜県多治見市
厚生環境教育委員
会

9人 障害者のトータルサポートについて

37 11月2日 (金) 千葉県浦安市
自由民主党・無所属
クラブ

8人
年功序列を廃止した人事給与制度改革について
成績重視の評価について

38 11月5日 (月) 栃木県壬生町 清友会 11人 「子どもの貧困等」への支援について

39 11月6日 (火) 北海道釧路市 市民連合議員団 4人
子どもの貧困・不登校等に対する支援と「いじめ撲滅」
対策の強化について

40

11月7日 (水)

大阪府大東市

大阪維新の会

1人

水道料金のクレジット対応について

41 大阪府茨木市 1人

42 11月8日 (木) 東京都大田区
防災対策特別委員
会

12人 大阪北部を震源とする地震について

43 11月14日 (水) 兵庫県姫路市 市民クラブ 7人 貧困の連鎖根絶に向けた支援について

44 11月15日 (木) 埼玉県越谷市
日本共産党越谷市
議団

3人 医療的ケア児の普通学級への受け入れについて



平成30年度行政視察受け入れ一覧 No.5

自治体名 委員会又は会派名 人数 視　　察　　項　　目 視察施設月　日

45 11月16日 (金) 兵庫県西宮市 4人
カラス対策事業について
公立学校体育館のエアコン設置事業について

46 11月19日 (月) 北海道苫小牧市 緑風 5人 （仮称）箕面船場駅前地区の整備事業について

47 12月7日 (金) 静岡県富士宮市 6人 小中学校体育館のエアコン設置について

48 1月15日 (火) 熊本県八代市 経済企業委員会 6人 箕面市 6 次産業化及び地産地消推進に関する戦略

49 1月23日 (水) 長野県安曇野市 総務環境委員会 10人 人事給与構造改革について

50 1月24日 (木) 岐阜県岐阜市 公明党 3人
小中学校体育館の空調設備整備について
早期療育について

51 1月29日 (火) 神奈川県海老名市 4人 学力支援学生サポーター派遣Aについて

52 1月30日 (水) 京都府宇治市
建設水道常任委員
会

9人
箕面市特定太陽光発電設備の設置の規制に関する
条例について

53 1月31日 (木) 東京都武蔵村山市 新政会 6人
公共交通の維持改善に向けた取り組みについて
箕面市地域公共交通網形成計画の策定に至る経緯と
方向性

54 2月4日 (月) 富山県富山市 自由民主党 7人
箕面市カラスによる被害の防止及び生活環境を守る
条例カラス対策の取り組み



平成30年度行政視察受け入れ一覧 No.6

自治体名 委員会又は会派名 人数 視　　察　　項　　目 視察施設月　日

55 2月5日 (火) 広島県府中町 6人
放課後等デイサービス事業所と学校の連携の取り組
みについて

56 2月6日 (水) 岡山県瀬戸内市
環境福祉常任委員
会

7人 子どもの貧困対策について

57 2月7日 (木) 茨城県鉾田市
厚生文教常任委員
会

8人 ICTを活用した教育の取り組みについて

58 2月8日 (金) 山形県東根市 議会運営委員会 8人 議会基本条例の制定と議会改革の取り組み

59 2月12日 (火) 宮島競艇施行組合 8人 競艇事業の概要・施設見学 ボートレース住之江


