
■平成２８年度 多賀城市議会　行政視察受入一覧

区分 名称

1 5月16日(月) 大阪府 交野市 委員会
総務文教常任委員
会

11 震災の被害状況及び減災の取り組みについて

2 5月17日(火) 愛知県 知多市 委員会 総務委員会 8
・東日本大震災以後の復興状況及び課題につ
いて
・多賀城市震災経験、記録伝承事業

3 5月18日(水) 香川県 三豊市 会派 清風会、他 4 多賀城市立図書館について

4 5月19日(木) 鹿児島県 西之表市 委員会 総務文教委員会 8
・被災時の議会としての対応について
・復興への取り組み状況（町内会再生事業等）
と課題について

5 5月19日(木) 新潟県 長岡市 会派 しん長岡クラブ 1
多賀城市立図書館の利用状況及び今後の課
題について

6 5月25日(水) 岩手県 花巻市 委員会 文教常任委員会 7 多賀城市立図書館について

7 5月30日(月) 石川県 加賀市 委員会
地方創生特別委員
会

8
・広報多賀城「歴史の風」「古今往来」
・歴史的風致維持向上計画

8 7月1日(金) 宮城県 富谷町 委員会
議会活性化調査特
別委員会

22 市議会の運営について

9 7月13日(水) 愛知県 稲沢市 会派
創生会
公明党稲沢市議団

11
・図書館
・連続立体交差事業

10 7月14日(木) 愛知県 岡崎市 会派
自民創生会、無所
属

5 歴史的風致維持向上計画

11 7月20日(水) 宮城県 登米市 委員会
教育民生常任委員
会

9 多賀城市立図書館について

12 7月20日(水) 東京都 府中市 委員会 厚生委員会 8 認知症施策について

13 7月22日(金) 三重県
津市
松阪市

会派
市民の声を大切に
する会、自由民主
党市議団

3 多賀城市震災経験、記録伝承事業

14 7月27日(水) 愛知県 瀬戸市 会派 せと未来 1 多賀城市立図書館について

15 8月3日(水) 京都府 城陽市 委員会 総務常任委員会 6
・東日本大震災から学ぶ防災・減災対策につ
いて
・多賀城市震災経験、記録伝承事業

16 8月3日(水) 宮城県 名取市 - 全議員 24 多賀城市立図書館について

17 8月4日(木) 神奈川県 大和市 会派 虹の会 1 多賀城市震災経験、記録伝承事業

18 8月18日(木) 大阪府 守口市 会派
大阪維新の会、会
派に属さない議員

5 議会における災害発生時の対応について

19 10月5日(水) 大分県 宇佐市 委員会
産業建設常任委員
会

8 多賀城駅周辺整備について
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数
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20 10月11日(火) 東京都 町田市 委員会
文教社会常任委員
会

10 減災都市戦略について

21 10月12日(水) 神奈川県 逗子市 委員会 総務常任委員会 10
市立図書館における指定管理者制度の導入
について

22 10月13日(木) 長野県 茅野市 委員会 福祉教育委員会 8 日常生活支援総合事業について

23 10月17日(月) 大阪府 豊中市 会派 大阪維新の会 1
・駅前再開発ビルの事業概要について
・図書館事業について

24 10月18日(火) 宮崎県 延岡市 委員会 総務財政委員会 9
東日本大震災の被害状況
震災後の防災体制

25 10月19日(水) 千葉県 佐倉市 委員会 厚生委員会 11
・日本遺産を活用した観光振興
・災害廃棄物の処理

26 10月19日(水) 青森県 弘前市 会派 日本共産党 3 図書館事業について

27 10月21日(金) 岐阜県 多治見市 会派 市井の会 8 震災経験・記録伝承事業

28 10月26日(水) 静岡県 浜松市 委員会 市民文教委員会 10 歴史的風致維持向上計画

29 10月27日(木) 愛知県 - 委員会 総務県民委員会 16 図書館事業について

30 10月31日(月) 福岡県 春日市 会派
創政会、会派に属さ
ない議員

4 減災都市戦略について

31 11月2日(水) 福島県 郡山市 会派 創風会 4 図書館事業について

32 11月15日(火) 千葉県 八千代市 会派 自由民主党 2 震災経験・記録伝承事業

33 11月16日(水) 熊本県 荒尾市 委員会 議会運営委員会 7
・議会運営全般について
・議会における災害発生時の対応について

34 1月25日(水) 愛知県 春日井市 会派 自由クラブ 2 多賀城市立図書館について

35 2月1日(水) 埼玉県 川越市 委員会 議会運営委員会 12 議会運営、議会改革、災害時の議会対応

36 2月3日(金) 熊本県 熊本市 会派 市民連合 2
震災からの復旧、復興
財政状況

37 2月13日(月) 栃木県 壬生町 会派 清友会 10 多賀城駅周辺の整備状況について

38 2月14日(火) 佐賀県 武雄市 会派 政策クラブ 2 多賀城市立図書館について
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