
令和元年度行政視察受け入れ一覧 No.1

議会だよりについて

議会報告会・市民との意見交換会について

小中学校体育館でのガスヒートポンプの導入について 箕面小学校

ICT教育について 箕面小学校

英語教育の取り組みについて

小中学校体育館のエアコンの設置について 箕面小学校

地域防災ステーションについて 大通庵公園

箕面市子どもステップアップ調査について

子ども成長見守りシステムについて

6次産業化及び地産地消について

子どもの貧困対策について

カラス対策について

子育て支援の取組について

LPガスを使った学校体育館空調設備について 箕面小学校

人事・給与構造改革の概要について

待機児童解消について

議会のインターネット中継について

箕面市における子どもの交通事故減少に対する取り組みについて

月　日 自治体名 委員会又は会派名 人数 視　　察　　項　　目 視察施設

1 4月17日 (水) 香川県観音寺市 広聴広報委員会 8人

2 4月23日 (火) 神奈川県川崎市
自由民主党川崎市
議会議員団

2人

3 5月9日 (木) 愛知県小牧市
文教建設常任委員
会

9人

4 5月13日 (月) 兵庫県尼崎市
あまがさき施政の
会

6人

5 5月14日 (火) 千葉県八千代市 日本共産党 4人

6 5月15日 (水) 鹿児島県霧島市
文教厚生常任委員
会

9人

7 5月20日 (月) 熊本県宇土市
経済建設常任委員
会

9人

8 5月21日 (火) 宮城県名取市
民生教育常任委員
会

8人

9 5月22日 (水) 佐賀県佐賀市 建設環境委員会 10人

10 5月24日 (金) 長野県長野市
改革ながの市民
ネット

5人

11 7月1日 (月) 東京都立川市 公明党 3人

12 7月3日 (水) 香川県丸亀市 総務常任委員会 14人

13 7月4日 (木) 宮城県気仙沼市 民生常任委員会 8人

14 7月9日 (火) 大分県杵築市 広報広聴委員会 7人

15 7月10日 (水) 福井県 1人



令和元年度行政視察受け入れ一覧 No.2

月　日 自治体名 委員会又は会派名 人数 視　　察　　項　　目 視察施設

農業公社

ゆずる完熟堆肥

農業公社について

給食の野菜くずを活用した堆肥作りについて

農業公社について

給食の野菜くずを活用した堆肥作りについて

スポーツ施設マネージメント計画について

子どもの貧困対策について

医療的ケア児の支援について

箕面市のインクルーシブ教育について

通学路の防犯カメラについて

学校給食（低アレルゲン、米飯給食、地産地消）について

食物アレルギー対応について

水道料金のクレジット収納について

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

太陽光発電設備設置の条例制定による規制について

小・中学校の体育館のエアコンの設置 箕面小学校

タブレット端末を活用したICT教育 箕面小学校

医療的ケア児等の普通学級への受入について

食物アレルギー等に対応した給食について

箕面市小中学校の空調設置について 箕面小学校

子ども成長見守りシステムについて

16 7月16日 (火) 兵庫県西宮市 1人

17 7月16日 (火) 兵庫県明石市 1人

18 7月16日 (火) 大阪府吹田市 1人

19 7月22日 (月) 岩手県奥州市 総務常任委員会 7人

20 7月26日 (金)
東京都武蔵村山
市

3人

21 8月29日 (木) 東京都 9人

22 10月23日 (水) 神奈川県川崎市
自由民主党川崎市
議会議員団

2人

23 10月23日 (水) 和歌山県橋本市 1人

24 10月24日 (木) 埼玉県鴻巣市 8人

25 10月25日 (金) 東京都福生市 8人

26 10月28日 (月) 長野県小諸市 市民福祉委員会 7人

27 10月29日 (火) 東京都三鷹市 文教常任委員会 9人

28 10月30日 (水) 東京都台東区 区民文教委員会 12人

29 10月31日 (木) 大分県大分市 自由民主党 3人

30 11月6日 (水) 埼玉県深谷市 福祉文教委員会 9人



令和元年度行政視察受け入れ一覧 No.3

月　日 自治体名 委員会又は会派名 人数 視　　察　　項　　目 視察施設

人事・給与構造改革について

障害者就労支援について

インクルーシブ教育について

議会運営と議会改革の活性化について

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について

障害者就労支援事業について

シニア活動応援交付金を交付について

箕面コミュニティバスオレンジゆずるバスについて

低アレルゲン献立の全小中学校児童生徒への配給について

デジタル教科書について

デジタル教材を使用した授業について 箕面小学校

LPガスを使用した体育館の冷暖房について 箕面小学校

英語教育強化事業について

小中学校のICT教育について 教育センター

箕面小学校

地域防災ステーション事業について 大通庵公園

ボートピア梅田の事業及び施設概要等について ボートピア梅田

まちづくり拠点整備事業について（箕面船場阪大駅前）

31 11月7日 (木) 神奈川県藤沢市 総務常任委員会 11人

32 11月8日 (金) 山口県下松市
環境福祉常任委員
会

8人

33 11月11日 (月) 佐賀県鳥栖市
総務文教常任委員
会

10人

34 11月13日 (水) 北海道深川市 議会運営委員会 7人

35 11月14日 (木) 神奈川県寒川町
文教福祉常任委員
会

8人

36 11月18日 (月) 福岡県田川市 厚生委員会 7人

37 11月19日 (火) 山梨県笛吹市 笛新会 8人

38 11月21日 (木) 福岡県大牟田市 公明党議員団 5人

39 1月9日 (木) 愛知県犬山市 令和新政クラブ 4人

40 1月15日 (水) 大阪府岬町 3人

41 1月16日 (木) 長崎県大村市 厚生文教委員会 8人

42 1月21日 (火) 愛知県長久手市 教育福祉委員会 9人

43 1月23日 (木) 埼玉県狭山市 3人

44 1月24日 (金)

関東地区競艇主
催地議会協議会
会長　東京都六市
競艇事業組合

16人

45 1月24日 (金) 福岡県大野城市 11人



令和元年度行政視察受け入れ一覧 No.4

月　日 自治体名 委員会又は会派名 人数 視　　察　　項　　目 視察施設

教育委員会改革について

太陽光発電設備設置の条例制定による規制について

議会報について

保育行政について（公立保育園の設置基準、民営化）

避難所の環境について（体育館へのエアコン設置状況）

公立学校体育館のエアコン設置事業について 箕面小学校

子どもの貧困対策について

46 1月29日 (水) 広島県大竹市 総務文教委員会 10人

47 1月30日 (木) 長野県小諸市 市民福祉委員会 7人

48 1月31日 (金) 茨城県日立市 議会報編集委員会 8人

49 2月5日 (水) 長野県伊那市
日本共産党伊那市
議団

3人

50 2月6日 (木) 山梨県甲府市 公明党 5人

51 2月10日 (月)
和歌山県かつら
ぎ町

厚生文教常任委員
会

10人


